
■一級建築士事務所
土地、プランのご相談から設計、施工、アフターサービスまで対応します。

■建築部門
土木工事／ 社会貢献としての道路、河川だけでなく建築も含め全てのベースとなる土木工事。創業以来培った技術を生

かし、調査から工事までトータルでプロデュースします。

建築工事／ 大規模な事務所、工場、マンション等の建築から社寺建築、きめ細かい対応が求められる一般住宅、リフォー
ムまで、あらゆる建築工事をプロデュースします。

その他工事／ 上下水道、舗装、造園、解体工事など幅広い分野でお客様のニーズに対応します。

信頼の技術と品質が、豊かな生活環境を創造します。
私達は、あらゆるニーズに対応し、お客様の満足を追求します。
The technology and the quality of trust a rich life environment is created.
We pursue the customer’s satisfaction corresponding to all needs.

中川工務店は昭和30年の事業開始以来、当初の土木工事業から着実に事業を

拡大し、土木、建築を中心に地域の基盤整備や発展に貢献してまいりました。こ

れもひとえに多岐にわたる皆様方のご指導、ご支援の賜と感謝いたしており

ます。こらからも60年以上の経験、実績、技術力で当地方での基盤を構築して

まいります。引き続き、”環境へ配慮し、多様なニーズに対応できる空間創造企

業” ”お客様の満足を第一に考え、行動する”を基本に、会社が存続する限り顧客

満足を追及します。

時代が変わっても常に創業当時の精神を引き継ぎ、お客様とのパートナー

シップを最優先し、人と人、組織と組織との信頼関係を大切に社員一丸となっ

て一層の努力を重ねてまいります。 代表取締役社長

中川工務店の事業内容

組織図

■品質向上、環境対策への取り組み
品質向上と環境への配慮を目的として取得したISO活動はもちろんのこと、住宅の断熱対策やシックハウス対策など新た
な取り組みも行っています。

■新技術の活用、大手コンサルタントとの連携
大手メーカーの技術を活用したシステム建築をはじめ、大手総合コンサルタントともタイアップして、建築設計、デザイ
ン、耐震補強から土木設計にいたるまで幅広い分野で取り組んでいます。

■その他
災害時などの緊急対応や除雪業務、清掃ボランティアなど、地域のための活動にも積極的に取り組んでいます。

中川工務店の取り組み

ジャンルを超えた
総合的な空間クリエイターとして
未来への確かな礎を築きます。
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本　　店

■豊岡本社 〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町10番23号
■本　　店 〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508番地の1

■香美支店 〒669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市389番地の35
• Tel.0796-24-3121・Fax.0796-24-4615
• Tel.0796-47-1120・Fax.0796-47-0600

• Tel.0796-36-3121・Fax.0796-36-3166
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株式会社 中川工務店
昭和30年1月
昭和40年6月
代表取締役社長　中川 和久
建設部門　土木、建築、住宅、リフォーム、一級建築士事務所

会 社 名
創 業
設 立
代 表 者
営業種目

■許可・登録等
建設業許可
許 可 業 種

兵庫県知事（特・般）第650813号
土木・建築・大工・左官・とび土工・屋根・鋼構造物・鉄筋・舗装・
しゅんせつ・板金・塗装・防水・内装仕上・水道施設・管・造園・解体・工事業

■国際規格認証
ISO 9001　 JICQA 4430
ISO 14001　 JICQA E781

■主要取引銀行
但馬銀行、但馬信用金庫、山陰合同銀行、鳥取銀行、三井住友銀行

■加入団体
兵庫県建設業協会、兵庫県建築士会、
国産材住宅推進協会、住金システム建築会、
ピタコラム工法協会、ウッドピタ工法協会

■一級建築士事務所　知事第650110号

産業廃棄物収集運搬業：知事許可第2807110712号
住宅改修業者登録：兵住改第00006号

会社概要

昭和30年
昭和35年
昭和40年
昭和59年
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中川工務店創設
中川日出夫が代表者に就任
株式会社中川工務店として組織変更
豊岡本社を設置
近畿地方建設局豊岡工事事務所表彰受賞（袴狭川築堤護岸（その2）工事）
近畿地方建設局豊岡工事事務所表彰受賞（日撫掘削護岸工事）
香住営業所を設置
ISO9001認証登録
さわやかな県土づくり賞受賞（県代行農業集落排水事業）
建設業労働者の福祉増進に寄与したとして厚生労働大臣表彰を受賞
第4回人間サイズのまちづくり賞建築部門賞（御用地館）
建設業界の発展に寄与したとして前代表が兵庫県知事功労賞を受賞
ISO14001認証登録
香住支店を香美支店に変更
中川和久（現社長）が代表者に就任
さわやかな県土づくり賞受賞（日高竹野線道路災害復旧工事）
さわやかな県土づくり賞受賞（豊岡総合高等学校耐震補強その他建築工事（JV））
さわやかな県土づくり賞受賞（県立小野高等学校第1期耐震補強その他工事）
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会社沿革

■本　　店
〒669-6201 兵庫県豊岡市竹野町竹野2508番地の1
Tel.0796-47-1120・Fax.0796-47-0600
URL：http://www.nakagawa-komuten.co.jp
E-mail：info@nakagawa-komuten.co.jp（会社代表）

■豊岡本社
〒668-0025 兵庫県豊岡市幸町10番23号
Tel.0796-24-3121・Fax.0796-24-4615
E-mail：toyooka@nakagawa-komuten.co.jp

■香美支店
〒669-6542 兵庫県美方郡香美町香住区一日市389番地の35
Tel.0796-36-3121・Fax.0796-36-3166

所在地

60年以上の経験、実績、技術力を基盤に、
環境へ配慮した「空間創造企業」として、

複雑、高度化する社会的な
ニーズを実現します。

昭和30年の事業開始以来、土木工事業を企業活動のベースとして
きました。現在では、建築工事も含め、地域に根ざした総合的な公
共工事のソリューションを提供しています。

お客様との対話（＝コミュニケー
ション）を通した信頼関係をベー
スに、伝統工法、新工法にも対応
できる確かな技術力で、お客様の
ご要望にこたえる規格住宅では
ない自由設計による家づくりを
提供しています。地元に密着した
中川工務店では、保守、保全、改修
にいたるまで安心できる長期の
お付き合いを可能にしています。

災害時などの緊急対応や除雪業務、清掃ボランティア、地域のイ
ベントへの協力など、地域のための活動にも積極的に取り組んで
います。

伝統文化の尊重と木造軸組工法
の真髄である伝統的社寺建築か
らの古き「発見」を蓄積し、名工の
「いい仕事」と「技」を将来の建築
技術に継承し、未来への確かな礎
を築くべく数多くの社寺建築を
手掛けております。

空間創造企業

公共工事

社寺建築

災害対応・社会貢献

住宅事業

Public civil engineering w
ork

Housing construction

Private construction

Corporate Social Responsibility
大手メーカー、大手建設コンサルタントや地元の設計事務所など
を繋ぐフレキシブルで、強力な中川工務店のソリューションネッ
トワークは、大規模な開発計画や造成、耐震設計、建築計画・設計
業務をワンストップサービスとして提供しています。

民間工事

Temple construction



宅地建物取引業：兵庫県知事第650113号

但馬銀行、但馬信用金庫、山陰合同銀行、鳥取銀行、三井住友銀行、みなと銀行
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