
品質・環境

基本理念

高品質の製品を提供するため、マネジメントシステムの適合性･妥当性及び有効性は、顧客要求に合わせ改善維持する。

品質方針

環境方針

地域環境保全･改善活動･予防活動を実施し継続的改善を図り、全ての事業活動にて環境負荷を低減させるために定量的
な目標を定め環境保護に努める。

安全方針

安全衛生管理関係法令を順守し“危険 0・災害0”を目標に安全活動を推進する。

富士建設株式会社は、自然環境を「守る事」「育てる事」そして「蘇らせる事」に取り組んでいきます。
私たちの世代で環境を使い果たすことなく、次世代の人々や、地球に生きる生物が豊かな環境で暮らしていけるような
環境保全に取り組みます。

経営者方針

環境にやさしい企業である事、高い品質の製品を提供し続ける事、
社会的責任を持った企業として挑戦する。

社員各自が環境負荷、品質（顧客満足）の向上、安全のリスクの低減、
ローコストで早期着工、早期完工し “ムリ･ムダ･ムラ”の改善に努め利益
の向上を目指す。



富士建設は、1962年 昭和37年に設立いたしました。
創業以来、地元地域の皆さま、発注機関、ご協力いただいている企業の皆さま、当社に対
しご支援をいただいておりますことに、心より感謝申し上げます。
今、環境が大きく変わり、私ども企業に対するニーズは多様化されております。当社は、地
球環境に優しい企業でありたい。人々の生活と社会をより豊かなものにしていきたいと強
く願っています。
私どもは、技術の向上と無事故無災害を日々目指すとともに、魅力ある社会資本整備の
構築。お客様には、より一層の信頼される企業を目指し歩んでまいります。
今後とも　末永く皆様方のご指導とご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

富士建設株式会社

代表取締役 溝口 隆治

ごあいさつ

経営理念
1. 顧客主義（顧客満足） 最良の施工は、最大の信用を集め、最高の営業につながる

2. 人 社員も企業も誠実であれ

3. 社会貢献 快適な生活空間と豊かで美しい地域を創ることで社会に貢献する

富士建設株式会社○社名

〒849-1105 佐賀県杵島郡白石町大字遠江303-13
TEL：0952-84-2217（代）
FAX：0952-84-6658

○本社所在地

昭和37年8月1日○設立

2,000万円○資本金

10億８千万円（平成26年7月）○売上高

佐賀県知事許可（特－25）第10098号
土木一式工事／ほ装工事／とび・土工工事／水道施設工事／
しゅんせつ工事／造園工事／建築一式工事／大工工事／
屋根工事／タイル・れんが・ブロック工事／綱構造物工事／
内装仕上工事

○建設業許可
　及び業種

代表取締役会長　　溝口　精由
代表取締役社長　　溝口　隆治
常務取締役　　　　水田　常久

○役員

佐賀県知事登録　　第 い-1102号　　一級建築士事務所○設計事務所許可

40人○従業員数

佐賀銀行（株）　白石支店　　
佐賀共栄銀行（株）　白石支店

○主要取引銀行

国土交通省・九州農政局・日本下水道事業団・佐賀県
白石町・江北町・西佐賀水道企業団・白石土地改良区・民間

○主な受注先

１級土木施工管理技士　16名
１級建築施工管理技士　   3名
１級舗装施工管理技術者   4名
１級建築士　　　　　　   2名
１級建設機械施工技士　   2名
１級造園施工管理技士　   1名
浄化槽設備士　　　　　   2名
２級建設経理事務士　　   2名　　　　　　　　

２級土木施工管理技士　   9名
２級建築施工管理技士　   1名
２級舗装施工管理技術者   4名
２級建築士　　　　　　   2名　　　　　
２級建設機械施工技士　   2名　　　　　

給水装置工事主任技術者   3名

○有資格者数

会社概要 （平成２7年4月1日現在）
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国道207号道路整備交付金工事（A2）
（杵島郡白石町）

佐賀497号佐代ノ上地区改良工事
施工：JV
（伊万里市山代町）

新有明漁港水産生産基盤整備事業
6号輸送用道路橋梁改築工事
（杵島郡白石町）

国道498号道路整備交付金工事
（道路改良工）（武雄市若木町）
平成26年度佐賀県県土づくり本部長表彰受賞

多久若木線道路整備交付金工事（道路改良工）
（武雄市若木町）

国道444号道路改良(国道)(2A)工事(仮桟橋工)
(杵島郡白石町）

国道444号道路改良(国道)(2A)工事
(道路改良工)
(杵島郡白石町）

武雄福富線地方特定道路整備工事
（杵島郡白石町）
平成26年佐賀県県知事表彰受賞

与賀町鹿子線(2工区)地方特定街路整備工事
（佐賀市本庄町）

国道207号道路橋りょう保全工事
（杵島郡白石町）

牛津芦刈線道路整備交付金工事
（小城市芦刈町）

国道207号道路整備交付金工事
（杵島郡白石町）

武雄北部2期地区農林漁業用揮発油税財源身
替農道整備事業工事
（武雄市武内町）

嬉野山内線道路橋りょう保全工事
（武雄市西川登町）

波佐見塩田線道路整備交付金工事 
（武雄市西川登町）
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国道323号道路防災対策工事
（佐賀市大和町）

厳木ダム湖左岸法面緑化工事
（唐津市厳木町）

国道203号厳木トンネル法面緑化工事
（唐津市厳木町）

白石中央公園多目的広場トイレ建築工事
（杵島郡白石町）

六角学童保育室建築工事
（杵島郡白石町）

佐賀農業高等学校防災トイレ整備工事
（杵島郡白石町）

六角川河口堰上屋改修工事
（杵島郡白石町）

公共施設

T様邸新築工事
（佐賀市高木瀬町）

戸建住宅

六角住宅外壁外改修工事
（杵島郡白石町）

T製作所様工場新築工事
（唐津市相知町）

共同住宅・店舗 工場・倉庫
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