
（登録順） 令和3年3月25日現在

登録番号 宣言日 事業場名 郵便番号 所在地 代表者職氏名(敬称略） 自社HP 宣言内容（抜粋）

20001 令和2年6月3日 東亜建設工業株式会社東北支店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央
執行役員
支店長　後藤良平 - 「行動観察巡視を定着させよう」

20002 令和2年6月10日 佐藤建設株式会社 986-1333 宮城県石巻市雄勝町雄勝 代表取締役　佐藤秀徳 - 安全に勝る作業なし無事故無災害で竣工

20003 令和2年6月1日 株式会社熊谷組東北支店 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉
常務執行役員
　　　支店長　大野雅紀

https://www.kumagaigumi.co.jp/
労働時間のPC管理、時短指導。メンタルヘル
ス対策を含めた産業医の面談実施

20004 令和2年6月1日 日建工業株式会社 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 代表取締役社長　大泉敏 www.nikkenkogyo.co.jp/
うっかり起きる小さな災害　大きく失う会社
の信頼

20005 令和2年6月1日 大豊建設株式会社　東北支店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町
常務執行役員
　　　支店長　浅田潤一

https://www.daiho.co.jp/
働く全ての人にとって、安全で快適な職場環
境の実現を目指す。

20006 令和2年6月1日 株式会社森組　東北営業所 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 営業所長　稲角頼保 https://www.morigumi.co.jp/
現場特性に応じた作業手順の立案と確実な実
行

20007 令和2年6月10日 銅谷建設株式会社 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 代表取締役社長　枝松茂雄 http://douyakensetsu.co.jp/ 職長能力向上教育を行う

20008 令和2年6月1日 株式会社不動テトラ東北支店 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 執行役員支店長　青野丈児 - リスクアセスメントを実行、安衛マネジメン
トシステムの適切な運用

20009 令和2年6月1日
日本国土開発株式会社
　　　　　　東北事業所

980-0021 宮城県仙台市青葉区中央 支店長　菊池泰 https://www.n-kokudo.co.jp/ 「すべての事業活動を安全第一で行う」

20010 令和2年6月11日 佐藤工業株式会社　東北支店 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 執行役員支店長　塩崎貴章 - 建設三大災害＋飛来・落下災害を完全阻止

20011 令和2年6月11日 株式会社佐藤建設 989-2421 宮城県岩沼市下野郷 代表取締役　佐藤房弘 https://www.sato-kensetsu.co.jp/ ものづくりの基本は「きれい」にある。

20012 令和2年6月15日 千田建設株式会社 981-0915 宮城県仙台市青葉区通町 代表取締役　千田隆志 www.chida-kk.co.jp 『安全はすべてに優先する』を合言葉に

980-0803 https://www.takenaka.co.jp/

http://tohoku-chikuwakai.jp/

20014 令和2年6月15日 中城建設株式会社 983-0836 宮城県仙台市宮城野区幸町 取締役社長　結城創 - 快適な職場環境の向上と整備に努め「災害ゼ
ロ」を目指す

SafeWork向上宣言登録企業

『安全がすべての仕事に優先する』安全で健
康に働き、家族と共に笑顔で20013 令和2年6月1日 株式会社竹中工務店　東北支店 宮城県仙台市青葉区国分町 東北支店長　鈴木一巳
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20015 令和2年6月1日 飛島建設株式会社　東北支店 981-0933 宮城県仙台市青葉区柏木 執行役員支店長　武氣士郎 - 「働く仲間を絶対にケガさせない！」

20016 令和2年6月17日 有限会社石井土木 989-6413 大崎市岩出山字東川原町 代表取締役　石井国孝 - ビジョン・ポジション・コミュニケーション
３つの「ション」で安全作業

20017 令和2年6月11日 有限会社門伝建設 987-2308 宮城県栗原市一迫真坂 代表取締役　門傳昌悦 - 転落・墜落災害の防止

20018 令和2年6月1日 株式会社佐々木建設 989-4701 宮城県登米市石越町北郷 代表取締役社長　猪股研 - ３必を常に心がけゼロ災を全うする

20019 令和2年6月18日 後藤工業株式会社 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 代表取締役　後藤栄一 http://gotoh-i.co.jp/
災害（事故、感染症等）の排除に努め、新し
い生活様式を

20020 令和2年7月1日 株式会社興盛工業所 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 代表取締役　小林照和 https://www.koseikogyo.co.jp/
階層研修、OJTサポート制度を利用、コミュ
ニケーションの促進

20021 令和2年6月19日 熱海建設株式会社 980-0012 宮城県仙台市青葉区錦町 代表取締役　千葉嘉春 http://atsumi-kensetsu.jp/
人命尊重を基本理念とし、「安全」と「健
康」を確保する

20022 令和2年6月17日 総武建設株式会社 986-0101 宮城県石巻市相野谷 代表取締役　武山浩 http://soubu-kk.co.jp/
リスクアセスメントの徹底、安全管理者パト
ロールによる危険因子除去

20023 令和2年6月10日 佐藤工業株式会社 986-2243 宮城県牡鹿郡女川町鷲神浜 代表取締役　佐藤昭宏 - 危険予知活動の完全実施、人と重機の完全分
離

20024 令和2年6月22日 東日本コンクリート株式会社 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 代表取締役社長　山縣修 https://www.h-con.co.jp/
リスクアセスメント活動を推進し、ヒューマ
ンエラーを防止します

20025 令和2年6月25日 株式会社石井組 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 代表取締役　河合正広 - 適正な作業計画・作業手順を確立し遵守

20026 令和2年6月17日 株式会社いのまた 987-0902 宮城県登米市東和町米谷 代表取締役　大山高毅 - 心身共に健全を保ち明るい家庭、職場を築き
ます

20027 令和2年6月15日 若生工業株式会社 986-0871 宮城県石巻市清水町 代表取締役　若生保彦 - 新型コロナウイルス対策、熱中症対策、異常
気象を見据えた対策実施

20028 令和2年6月9日 伸和興業株式会社 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 代表取締役　笠原亨 http://www.shinwakk.jp
基本理念『安全に近道なし』により労働災害
防止、働き方改革、職場環境改善を進める

20029 令和2年6月1日
みらい建設工業株式会社
　　　　　　　東北支店

980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 支店長　木下博 https://www.mirai-const.co.jp
はさまれ・巻き込まれ災害、墜落・転落・転
倒災害等の防止
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20030 令和2年6月15日 有限会社小野寺土建 987-0432 宮城県登米市南方町狼掛 代表取締役　小野寺忠雄 - 安全が最優先の職場環境を目指す

20031 令和2年6月23日 セフテイライン株式会社 983-0004 宮城県仙台市宮城野区岡田西町 代表取締役　元木弘靖 - 追突、衝突事故防止のための確実な誘導、注
意喚起徹底、作業効率より安全を最優先

20032 令和2年6月23日 佐藤技建株式会社 989-0842 宮城県刈田郡蔵王町塩沢 代表取締役　佐藤正幸 http://satogikenkk.co.jp
『安全施設は現場の顔』安全施設を常に先行
設置

20033 令和2年6月22日 株式会社丸本組 986-0868 宮城県石巻市恵み野 代表取締役社長　佐藤昌良 http://www.maru-hon.co.jp
働く仲間同士が改善意識を持ち、協力し合い
ながら不安全状態・不安全行動を撲滅

20034 令和2年6月18日 株式会社石井土木 980-0812 宮城県仙台市青葉区片平 代表取締役　土田勝弘 www.ishiidoboku.co.jp/
計画段階から、過去の災害事例等を考慮した
安全設備の確保、作業手順の視える化

20035 令和2年6月30日 木戸建設株式会社 981-4261 宮城県加美郡加美町町裏 代表取締役　木戸和夫 - 重機災害防止のため、実直な基本的行動の実
施

20036 令和2年6月18日 西松建設㈱北日本支社 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 執行役員支社長　濵﨑伸介 - 『これだけは守ろう5項目』を遵守し、安全
第一で行動

20037 令和2年6月17日 株式会社村上瓦斯工業所 984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町 代表取締役　佐藤公信 http://murakami-gas.co.jp/
毎日実行安全計画　毎日実践安全作業　目標
いつでも無災害

20038 令和2年6月15日 株式会社阿部土建 986-0322 宮城県石巻市桃生町給人町 代表取締役　阿部哲男 - 労働者の安全・快適な作業環境を確保・維持
し、ゼロ災達成へ

20039 令和2年6月25日 株式会社阿部和工務店 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 代表取締役社長　舩山克也 http://www.abekazu.co.jp
職長安全衛生責任者能力向上教育の受講、安
全・健康確保に必要な環境整備

20040 令和2年7月1日 藤田建設株式会社 981-3107 宮城県仙台市泉区本田町 代表取締役　元木誠 - 安全管理、安全対策に『本物たれ』　日々前
進　日々努力、日々挑戦で災害ゼロを

20041 令和2年6月23日 株式会社萩野工務店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡 代表取締役社長　及川周一 https://www.hagino.co.jp/ 安全意識を高め、災害防止に努める

20042 令和2年6月15日 株式会社大林組　東北支店 980-0011 宮城県仙台市青葉区上杉 執行役員東北支店長　和國信之 - 適切な作業計画の策定と実施、現地での確認
健康に配慮した職場環境づくりの推進

20043 令和2年6月24日 オリエンタル工業株式会社 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 代表取締役　岩泉正人 http://www.oriental-kougyou.co.jp
足場組立作業主任者、職長等の能力向上教育
を継続的に実施

20044 令和2年7月1日 株式会社佐藤建設 981-1521 宮城県角田市江尻 代表取締役　佐藤善一 http://www.sato-kensetsu.com
リスク（危険）を見積り、リスク低減措置に
対処する

3

http://satogikenkk.co.jp/
http://www.maru-hon.co.jp/
http://www.ishiidoboku.co.jp/
http://murakami-gas.co.jp/
http://www.abekazu.co.jp/
https://www.hagino.co.jp/
http://www.oriental-kougyou.co.jp/
http://www.sato-kensetsu.com/


（登録順） 令和3年3月25日現在

登録番号 宣言日 事業場名 郵便番号 所在地 代表者職氏名(敬称略） 自社HP 宣言内容（抜粋）

SafeWork向上宣言登録企業

20045 令和2年6月22日 株式会社堀越 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野 代表取締役社長　堀越良克 www.horikoshi.info
職長・安責者能力向上教育の受講　新型コロ
ナウイルス感染拡大防止対策の実施

20046 令和2年6月15日 旭興業株式会社 981-4309 加美郡加美町字蓬田 代表取締役　浅野新一 - 現場作業者全員が意識して行動し、作業手順
順守を徹底し、ヒヤリ・ハットを排除

20047 令和2年7月1日 日本製紙石巻テクノ株式会社 986-0836 宮城県石巻市南光町 代表取締役社長 向井継男 http://www.npi-techno.co.jp/
怪我をしない・させない人づくりに取組み、
完全無災害職場へ

20048 令和2年7月1日 石堂建設　株式会社 987-0003 宮城県遠田郡美里町南小牛田 代表取締役　石堂昌宏 - 不安全な行動・機械設備等を排除し、安全快
適な職場環境を形成して無事故・無災害

20049 令和2年6月19日 株式会社大伸建設 987-0601 宮城県登米市中田町石森 代表取締役　佐藤剛 http://daisinkensetu.co.jp/
社内・協力会社一丸となり「健康・安全で笑
顔溢れる職場」を実現

20050 令和2年7月1日 株式会社泉工務店 981-3135 宮城県仙台市泉区八乙女中央 代表取締役　関利光 http://www.izumi-construction.co.jp/
安全と健康の確保最優先、建設３大災害・交
通災害防止に努めゼロ災達成

20051 令和2年6月17日 清水建設株式会社　東北支店 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通
執行役員
　　　支店長　清水康次郎

https://www.shimz.co.jp/
組織と個人が、働く人の命と健康を守ること
を最優先する『安全文化』の定着を推進

20052 令和2年7月1日 長谷川建設株式会社 983-0038 宮城県仙台市宮城野区新田 代表取締役　長谷川淳 hasegawa-construction.co.jp
建設三大災害の防止、リスクアセスメントの
確実な実施、

20053 令和2年7月1日 株式会社小野光商事 983-0031 宮城県仙台市宮城野区小鶴 代表取締役　遠藤光一郎 - ルールを守り常に安全意識の向上に努める。
重機・熱中症・通勤災害の防止

20054 令和2年6月22日 株式会社東北リアライズ 982-0014 宮城県仙台市太白区大野田 代表取締役　渡部尚 https://www.tohoku-realize.co.jp
職場環境改善、エイジフレンドリー対策の推
進

20055 令和2年6月15日 株式会社東北三恵 981-1106 宮城県仙台市太白区柳生 代表取締役　水谷行人 https://t-sankei.com/
「持ち場・立場」での不安全行動による労働
災害ゼロを目指します

20056 令和2年6月25日 株式会社本間組　東北支店 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 支店長　金子睦 - 過去発生件数の多い災害を重点テーマとし
て、安全な職場づくりに取り組む

20057 令和2年6月17日 株式会社深松組 981-0931 宮城県仙台市青葉区北山 代表取締役社長　深松努 https://www.fukamatsugumi.co.jp/
建設３大災害防止対策の徹底、安全で快適な
職場づくり

20058 令和2年7月1日 株式会社植木組　東北支店 980-0803 宮城県仙台市青葉区国分町 支店長　鈴木博幸 - ５S活動を積極的に展開　ひとりKY等を推進
し、ひとり一人が安全の主体である自覚

20059 令和2年6月23日 同事建設株式会社 982-0014 宮城県仙台市太白区富沢 代表取締役社長　三浦義澄 http://dohzi.co.jp
「見える現場・見せる現場」5M活動の積極的
運用　現場内コミュニケーション活性化
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20060 令和2年7月1日
ライト工業株式会社
　　　　　東北統括支店

984-0030 宮城県仙台市若林区荒井東 支店長　加藤善守 https://www.raito.co.jp
安全で安心して働ける快適な職場環境の形成
を目指す

20061 令和2年7月1日 株式会社坂口組 988-0057 宮城県気仙沼市所沢 代表取締役　小山堅 - 重機災害の防止、常に最悪の結果を意識して
安全対策を行う

20062 令和2年6月15日 株式会社石原組　東北支店 981-8001 宮城県仙台市泉区南光台東 東北支店長　安住元邦 - 3・3・3運動の励行等　初心に戻り、今日も
安全運作業を目指します

20063 令和2年6月1日 株式会社マルテック 986-1111 宮城県石巻市鹿又 代表取締役　阿部磨 - 危険予知活動推進とリスクアセスメントを確
実に実施　安全で健康的な職場環境へ

20064 令和2年6月15日 株式会社髙工 983-0045 宮城県仙台市宮城野区宮城野 代表取締役　髙橋圭 http://www.kk-takako.biz
安全対策を組み込んだ施工計画作業標準の策
定と実施

20065 令和2年7月17日 世紀東急工業(株)東北支店 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町
執行役員
　東北支店長　西山慶太 - セーフワーク重点実施事項の実行

20066 令和2年6月30日 木皿建設株式会社 984-0013 宮城県仙台市若林区六丁の目南町 代表取締役　木皿信吉 - 慣れ・過信を捨て、基本に忠実に。リスクア
セスメントを徹底する

20067 令和2年7月1日 株式会社丹勝 983-0035 宮城県仙台市宮城野区日の出町 代表取締役　丹野勝治 http://tankatsu.co.jp/
『作業者の安全が最優先！』　整理・整頓
規則の順守等でゼロ災全う

20068 令和2年7月1日 株式会社佐元工務店 984-0823 宮城県仙台市若林区遠見塚 代表取締役　佐藤真生 www.samoto.co.jp
1日五回清掃により現場の整理・整頓、キレ
イで健康な環境づくり

20069 令和2年7月15日 中田建設工業株式会社 981-3216 宮城県仙台市泉区小角 代表取締役　及川辰夫 - 『人身事故ゼロ‼』　　墜落・転落災害防
止、重機災害防止

20070 令和2年6月11日 菅甚建設株式会社 989-6711 宮城県大崎市鳴子温泉川渡 代表取締役　菅原伸介 - 一人ひとりが危険を見つける現場づくり

20071 令和2年7月14日 仙台土木建築工業株式会社 983-0803 宮城県仙台市宮城野区小田原 代表取締役　佐藤守彦 - 安全はまずひとり1人の健康と職場環境から
健康で長く働ける体力づくり

20072 令和2年6月1日
岩田地崎建設株式会社
　　　　　　　東北支店

980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町 東北支店長　武田稔 http://www.iwata-gr.co.jp/csr/anzen/0714.html
安衛マネジメントシステムを施工管理の仕組
みと一体化して実施、労災防止を図る

20073 令和2年7月6日 株式会社鴻池組　東北支店 980-0021 宮城県仙台市青葉区中央
常務執行役員
　　　支店長　加藤康 - 「災害ゼロがあたりまえの風土」を醸成・定

着させる

20074 令和2年7月13日 株式会社景観システム 980-0822 宮城県仙台市青葉区立町 代表取締役　三瓶亮一 - 建設工事において『安全は何よりも優先す
る』
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（登録順） 令和3年3月25日現在

登録番号 宣言日 事業場名 郵便番号 所在地 代表者職氏名(敬称略） 自社HP 宣言内容（抜粋）

SafeWork向上宣言登録企業

20075 令和2年7月1日 株式会社只野建設 987-0367 宮城県登米市豊里町川前 代表取締役　只野利幸 https://tadanokensetu.co.jp
毎日の作業計画確認徹底　作業従事者の健康
(体調)管理の徹底

20076 令和2年7月10日 株式会社ネクスト 981-0501 宮城県東松島市赤井 代表取締役　遊佐忠憲 - 基本ルールの徹底で労働災害ゼロを目指す

20077 令和2年7月1日 赤坂建設株式会社 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈 代表取締役　佐藤渉 http://akasaka-kensetsu.jp/
KY活動を通じてリスクの軽減実施　新型コロ
ナ、熱中症対策の徹底

20078 令和2年7月1日 日誠工業株式会社 983-0007 宮城県仙台市宮城野区仙台港北 代表取締役　阿部誠 http://www.nisseikk.net
現場(職場)内の自ら働きやすい環境づくりの
改善

20079 令和2年7月10日 上田建設株式会社 989-5501 宮城県栗原市若柳川北 代表取締役　上田徹 - 日々ゼロ災今日ゼロ災の積み重ね

20080 令和2年7月1日 鹿島建設株式会社　東北支店 980-0802 宮城県仙台市青葉区二日町
常務執行役員
　　　東北支店長　勝治博 - 社員向け危険体感教育の導入　高齢者転倒災

害防止のための体幹体操導入推進

20081 令和2年8月7日 遠藤建業株式会社 980-0014 宮城県仙台市青葉区本町 代表取締役　遠藤容幸 - ３大災害の防止　全社員のフルハーネス型安
全帯使用の徹底

20082 令和2年8月11日
トミー・トランスポーター
　　　　　　　　　株式会社

981-0308 宮城県東松島市高松 代表取締役　千葉博義 http://tommy-transporter.com
メンタル面も考慮した健康維持増進に積極的
に取り組み、快適な職場環境の整備

20083 令和2年8月20日 株式会社フジタ　東北支店 983-0852 宮城県仙台市宮城野区榴岡
執行役員
　支店長　下田平　滋 - 「フジタの安全文化を確立し、みんなでつく

る危険ゼロ」　　声掛けを全員で行う

20084 令和2年7月13日 住研工業株式会社 988-0026 宮城県気仙沼市幸町 代表取締役　斉藤　充 http://juken-kougyou.co.jp/
災害は「小さな油断」「手抜き」から、みん
なで確認・声掛けで・・

20085 令和2年6月12日 久我建設株式会社 986-0004 宮城県石巻市新栄 代表取締役　久我文敏 http://kuga-kensetsu.co.jp/
建設3大災害の防止、作業方法・手順の周
知、熱中症・ウイルス感染症対策の徹底

20086 令和2年6月30日 株式会社　和建設 981-0503 宮城県東松島市矢本 代表取締役　森　尚之 ー コミュニケーションの拡充、確認行為の徹
底、迅速な是正・改善

20087 令和2年8月3日 ナンポ産業株式会社 983-0002 宮城県仙台市宮城野区蒲生 代表取締役　南浦成治 http://www.nanpo.co.jp/
墜落・転落災害の撲滅、建設機械・クレーン
等災害の撲滅

20088 令和2年8月1日 株式会社　荒谷土建 989-6252 宮城県大崎市古川荒谷 代表取締役　渡邉　昭弘 http://www.arayadoken.co.jp/
慣れた作業にこそ安全意識を持つ～「指差し
呼称」「声の掛け合い運動」の実践

20089 令和2年8月1日 株式会社　東日本開発 989-5502 宮城県栗原市若柳字川南 代表取締役　鈴木啓史 ー 健康な体で安全な無事故・無災害作業！
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20090 令和2年8月7日 株式会社　トップ・マネジメント 981-0902 宮城県仙台市青葉区北根 代表取締役　白木昭雄 ー 適切な安全衛生経費の確保、適切な工期設定で計画を策定する。

20091 令和2年8月1日 若葉建設　株式会社 984-0002 宮城県仙台市若林区卸町東 代表取締役　黒坂茂 ー 作業上のリスクの洗い出しを行い改善を行います

20092 令和2年8月21日 有限会社　左市工務店 989-3212 宮城県仙台市青葉区芋沢 佐藤貴文 ー RA式KYKと指差呼称を実施

20093 令和2年8月26日 大和電設工業　株式会社 980-0804 宮城県仙台市青葉区大町 代表取締役社長　遠原秀基 http://www.ddk.co.jp/ 危険・疑問・異常を感じたら、一旦作業を止めて、安全再確認の後工事再開

20094 令和2年8月31日 株式会社　加賀 984-0001 宮城県仙台市若林区鶴代町 代表取締役社長　菊地忠一 http://kaga-sendai.co.jp 何事も報告・連絡・相談（何でも話せる雰囲気づくり）

20095 令和2年9月1日 株式会社　千葉鳶 985-0071 宮城県塩竈市松陽台 代表取締役社長　千葉美徳 ー 健康で安全な職場は「面倒くさい」の撲滅から！

20096 令和2年7月1日 大成建設株式会社　東北支店 980-0811 宮城県仙台市青葉区一番町 常務支店長　西岡巌 ー 有効なダブルセイフティ実施を徹底する

20097 令和2年7月28日 株式会社日本ピーエス　東北支店 980-0824 宮城県仙台市青葉区支倉町 手賀由成 https://nipponps.co.jp/ 働きやすい安心感のある職場を作り安全作業に努める

20098 令和2年9月1日 株式会社　伊藤土建 986-0861 宮城県石巻市蛇田 代表取締役　伊藤昇市 ー 職場の安全10訓の基本事項を再確認し、ヒューマンエラーの撲滅

20099 令和2年8月1日 株式会社　村田工務所 989-6104 宮城県大崎市古川江合錦町 代表取締役　村田秀彦 http://www.murata-koumusyo.com/ リスクアセスメントで危険の芽を摘み安全作業を実行

20100 令和2年9月1日 山辰建設　株式会社 982-0024 宮城県仙台市太白区砂押南町 興那覇一登 http://www.enax.net/yamatatsu/ 現場のリスクを予知する能力向上の安全衛生教育を強化

20101 令和2年9月1日 河北建設　株式会社 982-0031 宮城県仙台市太白区泉崎 代表取締役　渡邉和彦 - あらゆる“リスク”に対し、「安全はすべてに優先する」を徹底

20102 令和2年9月1日 株式会社　キット 983-0013 宮城県仙台市宮城野区中野 代表取締役　工藤哲也 - 職場のコミュニケーションを活性化し、不安全行動を防止

20103 令和2年9月2日 草刈建設　株式会社 985-0844 宮城県多賀城市宮内 代表取締役　草刈賢太郎 http://kusakari-k.co.jp/ 職長能力向上教育受講率80％以上達成

20104 令和2年9月1日 本山振興　株式会社 981-0913 宮城県仙台市青葉区昭和町 代表取締役社長　本山耕三 http://www.motoyama-shinkoh.co.jp/ 自らを律し、安全と工事施工の一体化を図り『危険度ゼロ』へ果敢に挑戦

7

http://www.ddk.co.jp/
http://kaga-sendai.co.jp/
https://nipponps.co.jp/
http://www.murata-koumusyo.com/
http://www.enax.net/yamatatsu/
http://kusakari-k.co.jp/
http://www.motoyama-shinkoh.co.jp/


（登録順） 令和3年3月25日現在

登録番号 宣言日 事業場名 郵便番号 所在地 代表者職氏名(敬称略） 自社HP 宣言内容（抜粋）

SafeWork向上宣言登録企業

20105 令和2年6月10日 株式会社　安藤・間東北支店 980-0812 宮城県仙台市青葉区片平 常務執行役員支店長　月津肇 - 「安全はすべてに優先する」の安全衛生基本方針のもと、労働災害の撲滅に向け、全員が強い意志を持って、行動します。

20106 令和2年9月29日 株式会社　石川組 981-2501 宮城県伊具郡丸森町大内 代表取締役　石川廣一 - 日々、安全意識の高揚に努め全員で安全活動に取り組む

20107 令和2年10月1日 株式会社　大愼組 989-1305 宮城県柴田郡村田町村田 代表取締役　大沼　佑 - 建設三大災害の防止のためリスクの排除を徹底して行う

20108 令和2年10月1日 株式会社　武山興業 986-0132 宮城県石巻市小船越 代表取締役社長　武山隼人 http://www.takeyama-kogyo.com/ 心身とも健康な環境で就業できる環境を構築する為に小さな危険も見逃さず

20109 令和2年9月19日 マスヤ・スチール工業株式会社 982-0006 宮城県仙台市太白区東郡山 代表取締役　升 謙一 - 個々人の意見を尊重し、安心安全が環境を全員でつくります

20110 令和2年6月15日 株式会社　大林土建 989-5506 宮城県栗原市若柳大林 代表取締役　三浦正嗣 - 安全な現場　明るい職場　安定した生活　AAA（トリプルエー）を目指します。

20111 令和2年10月12日 株式会社　アトマックス 980-0801 宮城県仙台市青葉区木町通 代表取締役　藤岡正行 http://www.atmax.co.jp/ ３現主義に基づき、危険の芽を完全排除

20112 令和2年10月13日 株式会社　泉榮 980-0871 宮城県仙台市青葉区八幡 代表取締役　佐藤匡俊 - 安全第一を最高の品質・技術であると位置づけリスクの低減に努める。

20113 令和2年10月19日 株式会社　亀岡建設 989-0233 宮城県白石市小原 代表取締役　亀岡　實 - 「注意する勇気、素直に開く心」を周知徹底

20114 令和2年8月9日 株式会社　大盛設備工業 981-1105 宮城県仙台市太白区西中田 代表取締役　佐藤秀一 http://www.taisei-s.co.jp 一に確認二に確認　『～だろう？』をなくせ

20115 令和2年8月17日 仙台ガス水道工業　株式会社 983-0034 宮城県仙台市宮城野区扇町 代表取締役　大宮健 www.sendai-gs.co.jp 特に重機災害、交通災害、土砂崩壊災害の予防を徹底

20116 令和2年11月6日 美和電気工業　株式会社 982-0014 宮城県仙台市太白区大野田 東北支社長　畠山仁 - 建設工事を手掛けるプロとして、労働災害ゼロを目指します。

20117 令和2年11月1日 サン工業　株式会社 981-3121 宮城県仙台市泉区上谷刈 代表取締役　小野寺徹 https://sunkogyo.com リスクアセスメントを実施し、災害の未然防止に努める

20118 令和2年12月1日 三和建設　株式会社 982-0262 宮城県仙台市青葉区西花苑 　代表取締役　丹野敬冶 http://www.sanwa-863.co.jp/index.html 笑顔で朝を、笑顔で家族に

20119 令和2年7月7日 株式会社　東北ロンテック 982-0261 宮城県仙台市青葉区折立 代表取締役　松岡秀樹 http://www.t-rontec.co.jp/ 現場の把握こそ安全作業・ゼロ災への第一歩
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20120 令和2年11月16日 株式会社　竜門園 981-3111 宮城県仙台市泉区松森 代表取締役　齋藤健 http://www.ryumonen.co.jp/ 工事現場において『安全は最優先』

20121 令和2年10月1日 黒須
クロス

産業
サンギョウ

　株式会社
カブシキガイシャ 986-0815 宮城県石巻市 代表取締役　土井博道 - 重機災害　交通災害　ウイルス感染症対策

20122 令和2年12月1日 津田
ツダ

海運
カイウン

　株式会社
カブシキガイシャ 986-0860 宮城県石巻市のぞみ野 代表取締役　津田真栄美 http://tsudakaiun.co.jp/ チェックシートによる労働者一人一人の体調の確認

20123 令和2年12月1日 株式会社
カブシキガイシャ

　髙
タカ

康
ヤス

建設
ケンセツ 987-1101 宮城県石巻市前谷地 代表取締役　髙橋　誠也 - 「聴き合い、語り合う」活発なコミュニケーションを図る

20124 令和2年12月18日 株式会社
カブシキガイシャ

　仙北
センポク

建設
ケンセツ 989-6143 宮城県大崎市古川中里 代表取締役　髙橋克幸 www.senpoku.net 高年齢の従業員に対しての再教育及び能力向上教育の実施

20125 令和2年12月19日 柏原
カシワバラ

建設
ケンセツ

　株式会社
カブシキガイシャ 981-4374 宮城県加美郡加美町上野目 代表取締役　柏原武義 - 毎日が「健康・安全・安心であることが生活の基本である」

20126 令和3年1月26日 株式会社
カブシキガイシャ

　アイ・ケー・エス 986-0826 宮城県石巻市鋳銭場 代表取締役　森田和 http://www.e-iks.jp/ すべての事業活動において「安全対策第一で行こう‼」

20127 令和3年1月29日
りんかい日産

ニッサン

建設
ケンセツ

株式会社
カブシキガイシャ

　東北
トウホク

土木
ドボク

支店
シテン 980-8505 宮城県仙台市青葉区 東北土木支店長　小山信博 - 各自が率先して職場の安全と衛生を確保する！

20128 令和3年1月7日 山
ヤマ

庄
ショウ

建設
ケンセツ

　株式会社
カブシキガイシャ 988-0467 宮城県本吉郡南三陸町歌津 代表取締役　山内学治 http://yamasyou-kensetu.co.jp/company/ 三大災害の根絶を目標に一丸となって促進

20129 令和3年2月1日 日広
ニッコウ

建設
ケンセツ

　株式会社
カブシキガイシャ 981-1505 宮城県角田市角田 代表取締役　廣谷秀男 - 店社の安全衛生管理体制について確認

20130 令和3年3月8日 株式会社
カブシキガイシャ

　小松
コマツ

建設
ケンセツ 989-3125 宮城県仙台市青葉区下愛子 代表取締役　小松優 - 事故の多くはヒューマンエラー　事前に防ぐ行動を

20131 令和3年3月15日 仙
セン

舗
ポ

建設
ケンセツ

　株式会社
カブシキガイシャ 984-0032 宮城県仙台市若林区荒井東 代表取締役　加瀬康弘 http://www.senpokensetsu.co.jp/ 安全な作業の進め方に関する訓練・教育の徹底
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