
1様式２（第６条第１項）

群馬県 耐震改修事業者リスト

・次の全ての要件を満たす耐震改修事業者を本リストへ掲載しています。
　　①群馬県主催の群馬県木造住宅耐震改修事業者向け講習会の受講修了者が勤務している事業者であること
　　②群馬県安心リフォーム事業者登録制度又は住宅リフォーム事業者団体（国土交通省大臣登録団体）へ加入していること
　　③講習会の受講修了者の氏名、勤務先の住所・電話番号・加入制度・加入団体の公表に同意していること

・掲載情報は、講習会受講時の申込み記載内容を元に作成しています。掲載情報の変更届があった場合は変更しています。
・本リストの掲載期間は、講習会受講修了後から５年間を予定しています。

※所在市町村順、耐震改修事業者名50音順 令和4年12月現在

所在
市町村

耐震改修事業者名 住所 電話番号 加入している所定の制度・団体 氏名
修了

年月日
修了証
番号

1 前橋市 鵜川興業（株） 前橋市六供町705 027-224-3105 群馬県安心リフォーム事業者登録制度
山本　茂
大竹　敦

R2.7.20
R2.9.23

2020-021
2020-037

2 前橋市 （有）恵那建設 前橋市下新田町356-3 027-251-7588 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 原戸　光 R2.7.20 2020-032

3 前橋市 小曽根建設(株) 前橋市大手町2-17-17 027-221-3944 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 小川　喜弘 R2.9.23 2020-049

4 前橋市 木粋堂 前橋市富士見町原之郷684-8 027-288-8984 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 古屋　謙一 R3.11.19 2021-003

5 前橋市 竹澤建材工業(株) 前橋市鶴光路町370-1 027-265-1451
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 竹澤　孝司 R2.9.23 2020-047

6 前橋市 (有)野口組 前橋市国領町1-11-18 027-231-6135
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
一般社団法人JBN・全国工務店協会 野口　道雄 R2.7.20 2020-017

7 前橋市 (株)北進建設 前橋市富田町873-1 027-268-3331
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
一般社団法人JBN・全国工務店協会 川合　進 R2.7.20 2020-018

8 前橋市 （株）ムラタ 前橋市西片貝町3-268 027-224-6081 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 村田　静雄 R4.12.16 2022-002

9 高崎市 (株)アライ 高崎市飯塚町382-7 027-361-4349 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 新井　政広 R2.9.23 2020-046

10 高崎市 （株）大熊住宅 高崎市高浜町1032-5 027-343-5866 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 大熊　康成 R2.7.20 2020-015

11 高崎市 (株)スカワ 高崎市倉賀野町1717 027-346-1849
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 須川　光一 R2.7.20 2020-000

12 桐生市 草処建設(株) 桐生市新里町新川171 0277-74-1682
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
一般社団法人住生活リフォーム推進協会 草処　晋一 R2.7.20 2020-007

13 桐生市 (株)サン建設 桐生市東2-8-18 0277-44-1051 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 岩崎　寛之 R2.7.20 2020-004

14 伊勢崎市 (株)春川建設 伊勢崎市寿町69 0270-25-2209 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 春川　順一 R2.7.20 2020-008

15 伊勢崎市 (有)松本建設 伊勢崎市馬見塚町1082 0270-62-7898 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 松本　拓也 R2.9.23 2020-045
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16 太田市 市川建設(株) 太田市新井町173 0276-45-4812 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 市川　博士 R2.9.23 2020-050

17 太田市 加藤建設興業(株) 太田市大原町651 0277-78-2855 群馬県安心リフォーム事業者登録制度
野澤　秀明
小川　元康

R3.11.19
R4.12.16

2021-004
2022-001

18 太田市 協和建設(株) 太田市飯田町1242-1 0276-46-2921 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 梨子下　靖信 R2.7.20 2020-013

19 沼田市 （有）建徳 沼田市下川田町484-2 0278-23-7987 群馬県安心リフォーム事業者登録制度
丸山　洋介
徳江  司郎

R2.7.20
R3.11.19

2020-033
2021-005

20 沼田市 (有)建友ホーム 沼田市上原町1716-31 0278-23-7075
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
一般社団法人JBN・全国工務店協会 森田　裕 R4.12.16 2022-003

21 沼田市 (有)原住建 沼田市鍛冶町3941-15 0278-25-4131 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 原　靖昇 R2.7.20 2020-025

22 沼田市 (有)小倉住建 沼田市上久屋町1362-22 0278-24-0577
群馬県安心リフォーム事業者登録制度
ステキ信頼リフォーム 小倉　大空 R4.12.16 2022-004

23 藤岡市 田畑建設(株) 群馬県藤岡市小林３２６ 0274-22-2236 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 黒澤　弘 R4.12.16 2022-006

24 富岡市 (株)野上産業 富岡市中高瀬557-1 0274-64-4311 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 今井　博明 R2.7.20 2020-002

25 榛東村 (有)羽鳥製材所 北群馬郡榛東村山子田1439-1 0279-54-5142 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 羽鳥　弘樹 R2.7.20 2020-010

26 甘楽町 （株）中野建業 甘楽郡甘楽町小幡803-2 0274-74-2104 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 中野　進 R2.7.20 2020-023

27 中之条町 鹿野建設(株) 吾妻郡中之条町伊勢町412-1 0279-75-3797 群馬県安心リフォーム事業者登録制度 鹿野　節義 R4.12.16 2022-008

28 川場村 (株)関工務所 利根郡川場村谷地1950 0278-52-2239 群馬県安心リフォーム事業者登録制度
小林　克雄
北爪　俊之

R3.11.19
R4.12.16

2021-002
2022-007

29

30

31

32


