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串木野健康増進センター
☎33-3450

無理なく、おいしい減塩で
高血圧を予防しましょう！

いきなり食塩を減らすのではなく、毎日の調理や食卓で薄味や減塩に少しずつ慣れていくことが大切です。

家庭で測定するときの
高血圧基準値
《収縮期血圧》
１３５mmHg以上
《拡張期血圧》
８５mmHg以上

☆無理なく、おいしく減塩しましょう！

◎香辛料、香味野菜や果物の酸味を利用する
　コショウ、七味、生姜、柑橘類で香りや酸味を効かせる。

◎調理法は、煮物より、炒め物へ
　調味料の食塩量は醤油が最も多く、醤油の使用量が多い煮物より炒め物へ。
　調理法を切り替えるだけで食品の持ち味を生かした
　食塩量の少ない調理法となります。

◎醤油は、かけるよりつける習慣を
　醤油を酢やだし汁、レモン汁などで割って使うと、さらに減塩することができます。

◎食塩１ｇに相当する調味料の量を把握しよう

　　

◎めん類のスープは、飲まない習慣を
　スープを残すだけで
　約 3ｇの減塩ができます。

◎昆布、かつお節、煮干し、干ししいたけなどのだしの旨みを利用する

☆自分の血圧の数値を知りましょう！

1 日の食塩摂取量の目標量
男性 　　７．５ｇ未満
女性　　 ６．５ｇ未満
高血圧        　６ｇ未満

　高血圧は、血管に過度な負担がかかっている状態です。自覚症状はほとんどあり
ませんが、そのまま高血圧の状態が続くと、心臓・脳・腎臓などの血管の壁が硬く
もろくなる動脈硬化が進み、「脳卒中」「心筋梗塞」「腎臓病」などの病気を引き起
こす可能性があります。
　生活習慣を見直して血圧を良好な状態に保ち、生活習慣病を予防しましょう。

無理なく、おいしい減塩で
高血圧を予防しましょう！

≪成人における血圧値の分類≫
収縮期血圧（mmHg）　　 拡張期血圧（mmHg）

120 未満　   かつ　　　　  80 未満

120～ 129  かつ　　　　  80 未満

130～ 139  かつ／または  80 ～ 89

140 ～ 159  かつ／または  90 ～ 99
（高血圧治療ガイドライン 2019）

分　類

正常血圧

正常高値血圧

高値血圧

Ⅰ度高血圧

診察室血圧

日本人の食事摂取基準（2020）

食事摂取基準の改定により、男性・女性ともに 1 日の目標
量が 0.5ｇずつ減少しました。

減塩ポイント！

煮物 炒め物

食塩
小さじ 1/6 杯

しょうゆ
小さじ１杯

減塩しょうゆ
小さじ２杯

ウスターソース
小さじ２杯

スープを残せば
約３gの減塩！

みそ
小さじ１と１/３杯

ケチャップ
大さじ２杯

みそ汁などの汁物の具を
多くすると汁の分量が減
り、食塩量も減ります。
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 ○企業の概要
　私ども寿工業㈱は昭和 63 年 11 月に、いち
き串木野市に創業し、鹿児島県で唯一新船を
建造できるドライドックを完備した造船所で
す。新船建造、修理船工事、船体ブロック建
造をおこなっております。
　また、フィリピンからきた技能実習生も一
緒に働いており、皆で協力し合って船という
物造りに取り組んでおります。

○従業員数　68 名
○経営理念　継続は力なり
○会社理念　安全第一・品質向上・納期厳守
○所 在 地　いちき串木野市新生町 180 番地
○電話番号　32-2171
○ホームページ　https://kotobuki-grp.jp/

 ○若手社員の企業アピール
　寿工業㈱に入社して 12 年目
に突入しました。
　入社後、２か月間は教育実習
があり、教育担当の先輩方から
何もわからない私達に１つ１つ
親切丁寧に指導して頂きまし
た。その後、配属されてからは
あっという間の月日でしたが、

その間に沢山の船造りを通じて多くの事を学び、少し
ずつ技量を身につけて自信に繋げています。
　継続は力なり、技量は死ぬまで財産だと私は思います。

寿工業　株式会社

○従業員数　120 名
○経営理念　創造と前進を旨とし
　　　　　　価値ある商品によって社会に貢献し
　　　　　　社業の永続的発展成長を期す
○所 在 地　いちき串木野市三井 12955 番地
○電話番号　32-2800
○ホームページ　https://mitsuikushikino-mine.co.jp/

三井串木野鉱山株式会社

 ○企業の概要
　当社は 350 年以上の歴史を持つ金鉱山であ
りますが、現在は知覧町赤石鉱山での金鉱石
の採掘、串木野鉱山では青化製煉工場と貴金
属リサイクルを主な事業として展開しており
ます。
　環境・安全面でも地球環境の保全と作業の
安全を最優先に取り組んで、地域の皆様に信
頼される会社として貢献していきます。

 ○若手社員の企業アピール
　地元企業で働きたいとの思い
から、三井串木野鉱山（株）に
入社することができ３年目を迎
えました。当社は、社員の安全
や地域の環境保全の構築のため
に年齢や立場関係なく意見を出
し合い、新しいことを取り入れ

ることで安全かつ安心して働ける職場です。
　また、働き方改革の一環として取得しやすい有給制
度が社員のワークライフバランスを保ち、仕事とプラ
イベートの両立がしやすい環境の会社です。
　いちき串木野市は昔から金の街と称され、その歴史
を引き継げる会社の一員として携われることに誇りを
持ちながら地元企業として地域に貢献していきたいと
思います。

企業の広場 いちき串木野市立ハローワーク
☎26-1191

鳥原 幸紀さん

潟村 祐介さん

Vol.4
市内で頑張っている企業の特色や取組み、
若手社員の声などを毎月お伝えします。
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　６月26日、食生活改善推進員の石野正子さんが、
食生活改善事業功労者として知事表彰を受賞され
ました。
　石野さんは、食生活改善推進員として42年の長
きにわたり、地域の食生活改善活動に取り組んで
こられました。
　おめでとうございます。

知事表彰を受賞

　令和２年度「子供の読書活動優秀実践校」に串
木野高校が選ばれ、文部科学大臣表彰を受賞しま
した。
　串木野高校では、図書委員を中心に全校生徒参
加のビブリオバトル大会の開催、文化祭でのしお
りづくりや蔵書を使ったクイズ、また図書祭りで
絵本の読み聞かせを行うなどの活動を行っていま
す。これらが評価され、全国で表彰された24校の
高校のうち、県内高校では唯一受賞しました。
　図書委員長の幾留美輝さんは、「受賞を聞いた時
は信じられなかった。これからもより多くの在校
生に本を読んでもらえる環境作りに取り組んでい
きたい」と喜びを話しました。

子どもの読書活動優秀実践校表彰

　本市市来地区には、「大島屋寿紬工房」という本
場大島紬を製造している工場があります。市来地
区で製造を始めて、およそ50年の歴史があるそう
です。昔は市内全体にそういった工場があったそ
うですが、現在は１社となっています。
　大島屋寿紬工房では、富岡製糸場と同じ糸繰り
機を使って糸を紡ぎ生地を織っていて、最近は着
物にこだわらずストールや小物など様々な商品を
開発しています。また、海外にも目を向け、販路
拡大を目指してい
るそうです。代表
の佐藤さんは、「呉
服業界も今は厳し
い。今後は、もっ
と新しいモノを
作っていきたい」
と話しました。

世界に発信　いちき串木野の織物

　６月25日、生福保育所の園児たちが作った七夕
飾りが市役所へ届けられました。
　七夕飾りは、串木野庁舎玄関ロビーに飾られ、
市役所を訪れた人が短冊に願い事を書くなど、多
くの人に楽しまれていました。
　生福保育所は、毎年七夕飾りを公共施設や高齢
者施設などに贈っており、今年は11か所に贈られ
たそうです。

七夕飾りの贈り物
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　７月３日、神村学園前駅と神村学園側の歩道と
を結ぶ横断歩道橋・連絡通路橋が完成し、渡り初
め式が行われました。
　横断歩道橋は鹿児島国道事務所、連絡通路橋は
学校法人神村学園が市の補助を受け施工されまし
た。田畑誠一市長は、「神村学園前駅を活かして住
み続けたいまち、住んでみたいまちを目指したま
ちづくりに努めていく」と話しました。
　式典後、あ
いにくの雨の
中ではありま
したが、神村
学園初等部の
児童達を先頭
に渡り初めを
行いました。

神村学園前駅横断歩道橋・連絡通路橋　開通

　７月下旬から、生福地区にある串木野巨峰観光
農園が今年も開園します。
　今年は、４月から５月にかけて天候に恵まれた
ことで出来がよく、収穫量はおよそ５トンとなる
見込みです。甘くてジューシーな巨峰をぜひ、ご
賞味ください。

串木野巨峰観光農園が開園します

　６月５日、いちき串木野市管工事組合（組合員
９社）が、山之神浄水場や観音ヶ池配水池などの
草払いを行いました。
　これは、６月１日から７日までの「全国水道週間」
に合わせたボランティア作業で、市民の皆さんへ
安全な水を届けるための水道施設を対象に、平成
９年から実施されています。暑い中、ありがとう
ございました。

いちき串木野市管工事組合が奉仕作業

Ｂ＆Ｇ海洋センター巡回カヌー教室
　Ｂ＆Ｇ海洋
センター巡回
カヌー教室が、
６月14日から
28日まで、市
内小学校５校
で開催されま
した。
　各学校のプールを利用した教室で、初めてカヌー
に乗る子ども達もいましたが、少しずつ漕げるよ
うになりました。

　JAさつま日置管内では、７月からハウスみかん
の出荷が始まりました。
　本市では、４名の生産農家が丹精込めて作って
おりますので、ご賞味ください。
●問合せ
JAさつま日置　北部営農センター　☎36-3675

ハウスみかんの出荷が始まりました
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いざ始動！おごじょ♥食農起業塾
 農政課（☎33-5635）

　６月10日、「おごじょ♥食農起業塾」が開講しま
した。今年度から「おごじょ塾」の次のステップと
して位置づけ、農産物の生産や販売、農産品を活用
した商品開発など、起業活動に意欲・関心のある方
を対象に公募し12名が集結しました。
　塾生はそれぞれ自分の目標を掲げ、加工体験や現
場実習など来年３月までの研修に臨みます。
　カメラに向かって「頑張るぞ～‼」おごじょ達の
心意気が伝わってきます。

いちき串木野市青少年健全育成市民会議運動方針
 社会教育課（☎21-5128）

『ＴＥＡＭ（チーム）で高めよう‼

【重点目標】
　　Ｔ　 体験・読書・学びで感動を積み上げよう（知）
　　　　（体験の機会、読書の充実、多様な学びの展開）
　　Ｅ　 栄養・睡眠・運動で健やかな体を育てよう（体）
　　　　（食育、眠育、体育の展開～早寝・早起き・朝ごはん～）
　　Ａ　 あいさつから思いやりの行動を広げよう（徳）
　　　　（市民総ぐるみのあいさつとボランティアの展開）
　　Ｍ　 メディア（ネット）を安全で適切に利用しよう（新）
　　　　（情報モラル教育と家庭ルールの展開～長時間利用を防ぐ～）

自己肯定感・自己有用感』の展開
（チャンスを逃さず、ほめる、叱る、認める）

　本市では「地域の青少年は地域で育てる」という風土をさらに醸成することを目標にすべての市民一人ひ
とりが、それぞれの立場から積極的に青少年に関わりながら、青少年健全育成市民運動を推進しています。

市立子育て支援センターきらきら
開所式 福祉課（☎33-5618）

　７月１日、市来保健センター内に市立子育て支援
センターきらきらを開所しました。
　名称の「きらきら」の由来は、酔之尾東団地で行
われていた子育て広場きらきらを子育て支援セン
ターとして発展することから継承しました。
　田畑誠一市長は、「子どもは未来の宝。子育て世
代の方々が子育てしやすく住みやすい環境を作っ
ていきたい」と話しました。
　子育て支援センターきらきらの利用には登録が
必要です。詳しくはお問い合わせ（☎24-8118）
ください。
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おもちゃ花火教室
 消防本部（☎32-0119）

　６月17日、おもちゃ
花火を安全に楽しむ
ための「おもちゃ花
火教室」を市来幼稚
園で開催しました。
　これは、夏を前に
花火の正しい遊び方
やルールとマナーを学ぶため、実際に花火に火をつ
け、体験する教室です。この日は、年中・年長児が
元気いっぱいながらもよく話を聞いて、花火の使い
方を勉強しました。市内の各幼稚園、保育園で順次
開催し、子ども達の安全につなげていきます。

　市学校保健会は「歯と口
の健康週間」にあわせて口
腔衛生ポスターコンクール
を開催しました。市内の学
校から集まった106点の作
品から特選５点、入選38点
が選ばれました。

特選作品を掲載しています。
串木野高校２年
中村　美月

神村学園初等部３年
山口　秀樹

羽島中学校２年
西村　皐光

川上小６年
小牟田紗南

串木野養護学校６年
窪田　朗洋

市長の主な動き（６月）市長の主な動き（６月）

※市長の過去1か月の主な活動を掲載しています。

日にち 内　容

６/２（火）・ 県防衛協会監査（市長室）

６/５（金）

・ 市議会（開会日・議案質疑）
・ 串木野高校卒業生による講演会
　（串木野高校）
・ 冠岳地区集落営農組合「仙人村」総会

６/８（月）・ 市共同募金委員会運営委員会（串木野高齢者福祉センター）

６/10（水）・ おごじょ起業塾開講式・ 九州海運定時株主総会（薩摩川内市）

６/15（月）・ 市議会（一般質問）

６/16（火）・ 市議会（一般質問）

６/18(木）・ 県選挙管理委員会連合会表彰伝達式（市長室）

６/19（金）・ 原水爆禁止国民平和大行進激励（市長室）

６/22（月）

・ 観光かごしま大キャンペーン推進
協議会通常総会（鹿児島市）
・ 串木野高校「子供の読書活動優秀
実践校」文部科学大臣表彰報告（市
長室）

６/23（火）

・ （公社）県観光連盟定時総会（鹿
児島市）
・ 県観光誘致促進協議会通常総会
（鹿児島市）

６/24(水）・ 県地域振興公社定時評議員会（鹿児島市）

６/25（木）
・ 市議会（最終本会議）
・ 100歳到達者表敬訪問
・ 南日本政経懇話会（薩摩川内市）

６/26（金）

・ 全国市町村水産業振興対策協議会
県支部監査（鹿児島市）
・ 県国際交流協会定時評議員会（鹿
児島市）

６/29（月）・ 食生活改善推進員県知事表彰報告（市長室）

口腔衛生ポスター入賞作品
 学校教育課（☎21-5127）
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地元ときめき旅キャンペーン
 観光交流課（☎33-5640）

8



国民健康保険の現状について
 健康増進課（☎33-5613）

●医療費は増加傾向
　いちき串木野市国民健康保険の保険加入者は減少していますが、令和元年度の総医療費は約35億円で、
前年度と比較すると約９千２百万円増加しています。
　１人当たりの医療費も約57万５千円（速報値）となっており、毎年増加しています。
　この医療費の給付費用（国民健康保険が保健医療機関等に支払う金額）の一部は、国民健康保険税で賄わ
れていますので、医療費が増えると、国民健康保険税を上げなくてはなりません。
　医療費を分析すると、高医療費の原因には、生活習慣病があります。医療費の増加を抑えるには、皆さん
一人ひとりの健康管理が大切です。その第一歩として、特定健診を受診し、病気の早期発見・早期治療につ
なげるとともに、日頃から健康づくりに積極的に取り組んでいただき、病気になっても重症化させないこと
が非常に重要です。

600,000円

550,000円

500,000円

450,000円

400,000円

350,000円

300,000円

250,000円

１人当たり医療費の推移

23年度　　24年度　　25年度　　26年度　　27年度　　28年度　　29年度　　30年度

いちき串木野市 県平均 国民医療費

301,900円 307,500円 314,700円 321,100円 333,300円 332,000円 339,900円
362,410円

369,295円 381,547円
393,564円

415,772円 419,492円
430,469円 441,888円439,783円

455,675円
471,376円

485,624円 498,210円
506,982円 514,501円

536,584円

301,900円 307,500円 314,700円
333,300円 332,000円 339,900円

362,410円
369,295円 381,547円

393,564円
415,772円 419,492円

430,469円 441,888円439,783円
455,675円

471,376円
485,624円 498,210円

506,982円 514,501円
536,584円

321,100円

　令和２年度の国保事業費納付金は、県全体で前年
度より約32億円増加しており、１人当たりの納付金
額も、県平均116,075円（9.8％増）、本市122,001円
（9.26％増）となっており、本市は保険税の不足分
を基金を取り崩して補てんしています。
　県に納める納付金算定には、年齢調整後の医療費
指数を用いますが、本市は基準よりも大きいため、
納付金も多くなります。
　医療費指数を基準に近づけると納付金も減少し、
国保税も減少します。
　今年度と同じ条件で１人当たりの医療費が５万円
（３割支払いで１万５千円）減少すると、保険税を
約１万円減額することが出来ます。

●医療費と納付金・保険税について
　　納付金の流れ（イメージ）

鹿 児 島 県

い ち き 串 木 野 市

市 国 保 加 入 者

市町村ごとの
納付金を決定
（医療費水準、
所得水準を考
慮）

徴収した保険
料等を財源と
して納付金を
鹿児島県に支
払う

保険料率を決定し、賦課・徴収保険料率を決定し、賦課・徴収
特定検診
　　　　受けて安心
　　　　　　　　　家族の笑顔
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自主避難所・福祉避難所
 まちづくり防災課（☎33-5631）

●自主避難所について
　 　市では、大型で強い台風が接近した場合などに、早めの避難を希望する市民の皆さんの受け入れ体制と
して、必要に応じ、次の避難所を自主避難所として開設します。
　 　なお、感染症対策として避難スペースを確保するため、災害の状況に応じて、交流センターに代えて学
校体育館等を自主避難所として開設することがあります。
　　避難所を開設する場合は、防災行政無線や防災メール、市ホームページ等によりお知らせします。
　 　また、避難する際は、市の避難所だけでなく、自宅の安全を確保したうえでの自宅避難（２階への避難
等）、親戚・友人宅等への避難も検討してください。
◎自主避難所一覧

避難所の名称 所在地 電話番号 避難所の名称 所在地 電話番号
冠岳交流センター 冠岳13511-2 32-0760 野平交流センター 平江20271-5 32-3050
生福保育所 生福8671 32-3359 羽島交流センター 羽島5218 35-0014
串木野中学校体育館 日出町700 32-1735 荒川交流センター 荒川2450-1 32-8809
上名交流センター 上名2455 32-8770 旭交流センター 金山14103-1 32-8811
市民文化センター（中央公民館）昭和通133-1 33-5655 土川交流センター 羽島9675 35-0887
中央交流センター 元町236 33-1231 川北交流センター 大里5664 ‒
照島小学校体育館 照島5453-3 32-4446 川南交流センター 大里3246-1 ‒
串木野高齢者福祉センター 新生町183 32-9570 いちきアクアホール 湊町1丁目102 21-5800
本浦交流センター 西浜町1-1 33-2371 川上交流センター 川上978 36-4334

【留意事項】
　① あらかじめ各自で食料・飲料水・携帯ラジオ・着替え等の最低限の必需品やマスク等の感染症対策用品

を準備のうえ、避難所にお越しください。
　②避難所内は禁煙とします。また、酒類の持込みはできません。
　③家庭動物の同伴は、周囲に迷惑がかからないよう配慮してください。
　　・家庭動物は、ケージ等に収容してください。
　　（避難する方の中には、動物アレルギーをお持ちの方等もいますので、ご協力をお願いします）
　④指定した部屋とトイレ以外の使用は、ご遠慮ください。
　⑤発生したごみ等は、各自で持ち帰ってください。
　⑥避難所での疑問や不明な点は、避難所の配備職員へお問い合わせください。

●福祉避難所について
　 　福祉避難所とは、高齢者や障がい者など一般の避難所生活では支障をきたす要配慮者に対して、特別な
配慮がなされた避難所です。
◎福祉避難所一覧

施　　設　　名 所　在　地 所　有　者
特別養護老人ホーム　潮風園 別府3570 社会福祉法人照島会
特別養護老人ホーム　吹上園 大里992

社会福祉法人慈昂会養護老人ホーム　市来松寿園 大里992
地域密着型小規模特別養護老人ホーム　吹上園ふもと 上名2775-1
介護老人保健施設　さるびあ苑 春日町63 医療法人慈正会
介護老人保健施設　ゆくさ白浜 羽島265-15 医療法人親貴会
介護老人保健施設　ライフハーバーいちき 大里2901-2 医療法人杏林会
介護老人保健施設　希望 春日町116 医療法人聖愛会
高齢者多機能福祉施設　光里苑 湊町2744-1 株式会社光里苑
串木野高齢者福祉センター 新生町183 市公共施設
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◇福祉避難所への避難の流れ

　１ 　災害発生時または発生のおそれがある場合に、市が開設する一般避難所に避難するか、避難をする前
にまちづくり防災課までご連絡ください。

　２ 　一般避難所に避難した場合は、市の配備職員に一般避難所での生活が困難な旨をお伝えください。職
員が避難者の身体状況や介護などの状況を確認した上で、開設の必要性を市が判断します。

　　 　まちづくり防災課にご連絡いただいた場合は、市が毎年、整備している避難行動要支援者名簿等を参
考に、福祉避難所への避難が必要か否かを判断し、必要と判断した場合は、各福祉避難所と連絡調整を
したうえで開設し、避難先の福祉避難所を決定します。

　３　福祉避難所への要配慮者の移送は、要配慮者を介助する方が行います。
　４　福祉避難所へ避難する際は、要配慮者を介助する方が同伴し、介助を行います。
　　　※福祉避難所へ要配慮者のみの避難はできません。
　５ 　福祉避難所の設置、管理等に関する経費は市が負担しますが、利用者（介助者を含む）は、食事代、
日用品等の実費を負担する必要があります。

※ご不明な点は、まちづくり防災課（☎33-5631）へお問い合わせください。

排水設備工事は市の指定工事店へ
 上下水道課（☎21-5157）

　令和２年度の排水設備指定工事店が決定したので、お知らせします。
　下水道を利用するには、家庭の台所・浴室・水洗トイレなどから発生する汚水を下水道へ流すための排水
設備工事をしなければなりません。排水設備工事は、必ず、市の排水設備指定工事店（下表）に依頼してく
ださい。

※ 工事は希望する指定工事店で、工事費・施工方法などを相談・検討のうえ、直接指定工事店にお申し込み
ください。

令和２年度いちき串木野市排水設備指定工事店（所在地別）
【いちき串木野市内】（23業者）　 （令和２年７月１日現在）
指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号 指定工事店の名称 所　　在　　地 電話番号
㈲上原施設 大里4002番地4 36-4703 西原設備 大里4756番地4 36-4674
㈱榎元組 照島5549番地 32-2374 ㈱西別府弘組 別府3204番地 32-3404
海江田電機㈱ 大原町69番地 32-4131 ㈲ハマベ鉄工設備 羽島947番地16 35-1322
㈲久電社 東島平町7896番地 32-6485 ㈲福薗建設 住吉町11247番地 32-3362
㈲久木山建設 日出町87番地 32-3663 ㈲藤田設備工業所 羽島3533番地 35-0053
串木野建設工業㈱ 生福8791番地 32-4354 ㈲古川建設 中尾町8番地 32-2867
久保建材土木㈲ 大里4955番地1 36-4646 ㈱外薗総合住宅設備 汐見町55番地7 24-7777
㈲坂口組 浜ケ城12062番地4 32-0553 ㈲前屋設備 住吉町146 32-3692
㈲須納瀬設備工業所 御倉町137番地 32-2609 丸善設備工業㈱ ひばりが丘5857番地3 32-9928
㈲芹ヶ野建設 汐見町70番地 33-0711 ㈲萬造寺組 羽島7795番地 35-1245
テクノ住設 住吉町11273番地 32-6213 ㈱満留建設 野元21809番地 33-1323
㈲寺田設備 住吉町167番地 32-2802

【市外】（59業者）
旭機工㈱ ㈲川島工建 ㈲昭和テクノ工業 中央工業㈱ 平野設備工業 ㈱マツオ電設
旭工業㈱ ㈲後藤水道設備 新光設備 ㈱司工業 ㈲平田環境設備 ㈲松本設備
㈱イシタケ ㈲小堀水道 ㈱SkyNet 鶴丸興業㈱ ㈱福水工業 松山設備
㈲伊集院電気水道設備 ㈱桜井 ㈲せいすい技業 ㈱徳田設備工業 ㈱福元興業 マルユー工業㈱
上野工業㈱ ㈱薩摩水道 ㈲第一水道 徳永電機㈱ 富士設備工業㈱ ㈲瑞穂商会
エス工業㈱ ㈱三堂設備 ㈲大誠電機 戸島設備工業 ㈲渕脇電設 蓑茂住宅設備
大庭設備 志鷹工業 ダイヤテック㈱ ㈲ナカタマリ ㈲宝楽水道設備 ㈱MIRAI
鹿児島物産㈱ ㈱柴田設備 髙柳水道㈱ ㈲中村商会 ㈲外園設備 ㈱鹿工設備
㈲ガスラ 十文字工業㈱ 田中石油ガス㈱ 日光設備㈱ ㈱マサミ ㈲脇電器
亀山工業㈲ ㈱匠蔵 谷口水道工事店 ㈱濵田設備 松尾設備
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