埼玉県内官公需適格組合一覧
令和３年10月31日現在
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種
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1 埼玉ダンプ企業組合

松永 勇

さいたま市見沼区南中野１１３７－１

048-685-6902 土木一式工事

工事イ

2 中央建設協同組合

小沼 慎寿

さいたま市北区吉野町１－４１０－８

048-654-3988 土木工事他

工事イ

3 三ツ和総合建設業協同組合

山本 純義

さいたま市北区宮原町１－５６５

048-615-6543 土木工事他

工事イ

4 開道建設業協同組合

杉本 正輝

さいたま市桜区大字神田３－７

048-855-1024 土木工事他

工事イ

5 忠和総合建設業協同組合

坂本 和代

上尾市大字原市４２１０－１

048-721-0593 土木工事他

工事イ

6 川口鋳物工業協同組合

石川 義明

川口市元郷２－１－３

048-224-6200 鋳物製品製造

物品

7 埼玉県書店商業組合

奈良 俊一

さいたま市浦和区常盤９－１９－３

048-833-3321 書籍販売

物品

8 埼玉中央生コン協同組合

堀川 和夫

さいたま市南区南浦和３－１７－５

048-885-8621 生コンクリート製造

物品

川合 泉

さいたま市見沼区大和田１－９４６－１０

048-687-8659 建物サービス

役務

10 川口トラック協同組合

9 東都ビル管理協同組合

平田 清武

川口市青木二丁目１３-１

048-251-0044 物品運搬

役務

11 全協ビル管理連合協同組合

山田

川越市菅原町２５ー１

049-223-4035 建物サービス

役務

12 埼玉県折込広告事業協同組合

高橋 永治

さいたま市北区奈良町１５７－４

048-664-6516 折込広告

役務

13 埼玉県測量設計業協同組合

木村 秀雄

さいたま市桜区西堀５－９－３９

048-865-0281 測量業務

役務

14 埼玉ビルメンテナンス協同組合

川鍋 大二

さいたま市見沼区東宮下2-124-5

048-681-6511 建物サービス

役務

15 首都圏建物サービス協同組合

清雲 栄純

さいたま市大宮区桜木町２－２９２－１ 松栄第３ビル１F

048-647-6888 建物サービス

役務

16 埼玉建築物総合管理協同組合

関根 晃

さいたま市浦和区高砂４ー３ー１－２０３

048-711-7865 建物サービス

役務

17 埼玉中央ビルメンテナンス協同組合

野口 寛

さいたま市北区奈良町９５－５

048-654-0800 建物サービス

役務

18 彩環ビル管理協同組合

村田 明俊

さいたま市浦和区元町２－６２－１

048-885-3980 建物サービス

19 川口電気設備協同組合

釣谷 友久

川口市中青木１－７－１２

048-257-4945 電気工事

20 川口リサイクル事業協同組合

岩﨑 綱俊

川口市東領家２－３１－９

048-227-2788 再生資源卸業

役務

21 春日部環境衛生事業協同組合

井上 功

春日部市大場１１１０－１

048-731-5600 一般廃棄物処理業

役務

22 さいたま市管工事業協同組合

大澤 規郎

さいたま市中央区下落合４－１４－１１

048-853-5101 管工事業

物品

23 川口市管工事業協同組合

佐々木 喬

川口市青木５－１６－２５

048-251-7802 管工事業

工事イ

24 瑞穂建設協同組合

池田 茂

さいたま市桜区道場1-8-21-2F

048-862-5566 建設業

工事イ

25 戸田市水道協同組合

市村 勉

戸田市上戸田１－５－１０

048-443-9382 管工事業

工事ロ

26 協同組合さいたまエルピーガス保安センター

新井 清太

さいたま市北区本郷町1544

048-667-4666 液化石油ガス小売業

27 和建設業協同組合

積田 鉄也

川口市北原台1丁目26番14号

048-229-0752 建設業

工事イ

28 春日部市管工事業協同組合

倉田 実樹

春日部市栄町１－５３

048-761-3549 建設業

工事イ

29 白岡蓮田環境事業協同組合

稔

西野 日出夫 蓮田市大字閏戸３９５１－7

役務
工事イ

物品

048-767-0000 一般廃棄物処理業

役務

30 川越市管工事業協同組合

関根 州一

川越市三久保町２０－１３４

049-224-4667 管工事業

役務

31 川口石油販売事業協同組合

大谷 光布

川口市八幡木二丁目13番13号 201号

048-242-5970 石油小売業

物品

32 草加環境事業協同組合

野崎 友義

草加市青柳２－１９－１０

048-936-5588 廃棄物処理

役務

33 本庄児玉地区トラック事業協同組合

宮部 孝夫

本庄市大字今井１１１０－６

0495-24-3451 運/道路貨物

役務

34 埼玉県北部生コンクリート協同組合

田坂 文宏

熊谷市曙町１－６７－１

048-524-9381 セメント・同製品製造業

物品

35 所沢市管工事業協同組合

木曽 晴夫

所沢市宮本町２－１４－１１

04-2922-6185 管工事業

役務

36 東入間資源リサイクル協同組合

徐 紅燮

富士見市西みずほ台一丁目18番地６

049-257-8258 再生資源卸売業

37 県央事業協同組合

川村 真弓

北本市荒井１－２２０－３

048-591-9897 建設業

菅 浩悦

狭山市入間川一丁目７番２号

04-2968-7062 自動車整備業

38 東京総合整備工業協同組合

役務
工事イ
役務

39 マツコンストラクション協同組合

西村 智

草加市氷川町２１７９番地１２

048-921-4021 一般土木建築工事業

工事イ

40 埼玉県南液化瓦斯事業協同組合

松井 克己

川口市幸町二丁目10番16号

048-252-5494 液化石油ガス小売業

役務

41 鴻巣市水道協同組合

菅間 正美

鴻巣市本町二丁目7番21号

048-541-3966 管工事業

役務

42 上尾市管工事業協同組合

門崎 由幸

上尾市東町一丁目14番19号

048-774-3201 管工事業

役務

43 埼玉県印刷工業組合

惠

さいたま市大宮区宮町四丁目３６番地４

048-642-0414 印刷業

物品

44 行田市水道工事業協同組合

濱田 央之

行田市長野字神明４９１３－３

048-553-5117 管工事業

役務

45 埼玉県生活環境保全協同組合

関根

さいたま市中央区大戸四丁目１０番８号 ドミール大戸１０３号室

048-711-6433 浄化槽保守点検業

役務

46 彩の国協同組合

塚越 仁志

さいたま市大宮区宮町5-66iSメゾン大宮301

048-871-5308 建物サービス

役務

47 新世紀建設業協同組合

小林 浩司

さいたま市緑区東大門三丁目６番地２

048-711-7785 建設業

勇人

学

※工事イと工事ロは、公共工事の工事１件の請負金額による区分である。

工事イ

5

