
大阪府 大阪市 堺市 豊中市 池田市 箕面市 豊能町

吹田市 摂津市 島本町 守口市 寝屋川市 門真市 八尾市

柏原市 東大阪市 富田林市 松原市 羽曳野市 藤井寺市 河南町

千早赤阪村 泉大津市 和泉市 岸和田市 貝塚市 泉佐野市

滋賀県 大津市 長浜市 守山市 栗東市 甲賀市 高島市

東近江市 米原市 日野町

京都府 京都市 福知山市 舞鶴市 綾部市 亀岡市 向日市

京田辺市 京丹後市 南丹市 精華町

奈良 奈良県 奈良市 桜井市

和歌山 和歌山県 和歌山市

兵庫県 神戸市 明石市 西宮市 伊丹市 豊岡市 三木市

小野市 三田市 丹波市 南あわじ市 淡路市

鳥取県 鳥取市 米子市 倉吉市 境港市 智頭町 南部町

北栄町

島根県 松江市 浜田市 出雲市 益田市 大田市 安来市

江津市 雲南市

岡山 岡山県 岡山市 倉敷市 井原市 総社市 浅口市 美咲町

広島県 広島市 呉市 竹原市 三原市 尾道市 福山市

府中市 三次市 庄原市 大竹市 東広島市 廿日市市 安芸高田市

江田島市 府中町 海田町 熊野町 坂町 世羅町 大崎上島町

安芸太田町 神石高原町 北広島町

山口 山口県 山口市 長門市 柳井市 美祢市 周南市 田布施町

香川 香川県 高松市 坂出市 東かがわ市 まんのう町

徳島県 徳島市 鳴門市 小松島市 阿南市 美馬市 阿波市

三好市 勝浦町 上勝町 北島町 那賀町

愛媛県 松山市 今治市 宇和島市 新居浜市 西条市 伊予市

四国中央市 西予市 東温市 砥部町 久万高原町 上島町 愛南町

高知県 高知市 宿毛市 香南市 いの町 仁淀川町 大川村

日高村

福岡県 北九州市 福岡市 久留米市 柳川市 中間市 筑紫野市

福津市 糸島市 宇美町 芦屋町 桂川町 大刀洗町 福智町

赤村 東峰村

佐賀 佐賀県 佐賀市 鳥栖市

長崎県 長崎市 佐世保市 島原市 諫早市 平戸市 松浦市

対馬市 壱岐市 五島市 西海市 雲仙市 南島原市 川棚町

波佐見町 新上五島町

熊本県 熊本市 人吉市 山鹿市 菊池市 宇土市 天草市

菊陽町 南小国町 高森町 嘉島町 あさぎり町 山都町 産山村

西原村 南阿蘇村

大分県 大分市 別府市 中津市 佐伯市 竹田市 杵築市

宇佐市 豊後大野市 由布市 日出町 九重町 玖珠町

宮崎県 宮崎市 都城市 日向市 串間市 国富町 高鍋町

新富町 木城町 高千穂町 日之影町 五ケ瀬町 美郷町 諸塚村

椎葉村

鹿児島県 鹿児島市 鹿屋市 出水市 薩摩川内市 日置市 曽於市

志布志市 奄美市 南九州市 伊佐市 長島町 瀬戸内町 喜界町

天城町 知名町 与論町 龍郷町 三島村 大和村 宇検村

沖縄県 那覇市 石垣市 浦添市 名護市 糸満市 豊見城市

うるま市 宮古島市 南城市 与那原町 竹富町 西原町 北谷町

南風原町 久米島町 大宜味村 東村 宜野座村 伊江村 渡嘉敷村

座間味村 粟国村 南大東村 伊平屋村 伊是名村

・当表は、過去に実績のある発注者も含みます。

・本制度をご利用になりたい場合は、㈱建設総合サービス／金融事業部へお問い合わせ下さい。（電話０６－６５４３－２８４８）

◇地域建設業経営強化融資制度の導入状況

令和４年６月末現在

国 国土交通省、農林水産省、文部科学省　防衛省ほか

独立行政法人等
西日本高速道路㈱、東日本高速道路㈱、中日本高速道路㈱、都市再生機構、
水資源機構、広島大学、大阪市立大学　ほか
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その他の発注者
大阪府住宅供給公社、大阪広域水道企業団、(財)大阪市建築技術協会、兵庫県住宅供給公社、
(財)岡山県環境保全事業団、ほか社会福祉法人、学校法人など


