
（個人の部）
功労賞8名　　　　　　　　　　　　　

森本　克之 ㈱大林組大阪本店 （支部）

中川　裕茂 大阪府土木建築協同組合 （支部）

太田　正稔 前田建設工業㈱関西支店 （支部）

濱松　治美 清水建設㈱関西支店 （大阪中央）

星野　秀明 南海辰村建設㈱ （大阪南）

横山　祐介 東急建設㈱大阪支店 （天満）

浦　　和也 住友電設㈱ （大阪西）

木田　貞明 ㈱カシワバラ・コーポレーション （西野田）

功績賞35名

（委員会委員等22名）

中村　伸一 ㈱不動テトラ大阪支店 （支部）

奥中　　均 清水建設㈱関西支店 （支部）

原　　茂生 ㈱奥村組西日本支社 （支部）

北川　義昭 中央電設㈱ （支部）

藤川　義治 （一社）大阪府建団連 （支部）

野口　貞佳 （一社）大阪府建設産業協会 （支部）

土井　俊明 （一社）日本電設工業協会 （支部）

浦田　　力 鹿島建設㈱ （支部）

糸川　成人 大末建設㈱ （大阪中央）

中西　俊夫 ㈱吉川工務店 （大阪南）

阪田　勝弘 浅海電気㈱ （天満）

西川　誠一 大成建設㈱関西支店 （大阪西）

永井　真二 大和ハウス工業㈱本店 （西野田）

日浦　聖輝 コーナン建設㈱ （淀川）

武田　義一 ㈱太陽建設 （東大阪）

岸本　光司 深井建設㈱ （岸和田）

藤本　正司 ㈱藤木組 （堺）

鶴田　博一 ㈱竹中工務店 （羽曳野）

谷岡　倫常 ㈱サンエース （北大阪）

田口　眞治 日生建設㈱ （泉大津）

檀上　孝治 清水建設㈱関西支店 （茨木）

石渡　年樹 ㈱石渡康三郎塗装店 （専安連）

受賞者名簿



（安全衛生推進者等4名）

丸瀬　　聡 佐山鉄筋工業㈱ （大阪中央）

三鬼　耕介 ㈱久本組 （大阪南）

大西　　孝 ㈱錢高組 （大阪西）

下園　浩昭 ㈱安藤・間 （西野田）

（所長5名）

吉村　典真 大鉄工業㈱建築支店 （淀川）

日渡　政幸 松下建設㈱ （東大阪）

藤井　眞佐人 南陽電業㈱ （岸和田）

北側　光春 木下建設㈱ （堺）

佐井　清人 建装工業㈱関西支店 （羽曳野）

（職長4名）

中嶋　幸成 ㈱総合建設中嶋 （北大阪）

真鶴　良太 中山建設㈱ （泉大津）

通次　孝政 松本電気工事㈱ （茨木）

島田　忠徳 (同)Shimada　Corporation　 （専安連）

（優良賞の部）
会社5社

いち徳建設㈱ （淀川）

㈱乾工務所 （東大阪）

㈱井延工匠 （岸和田）

㈱隆栄建設 （堺）

㈱サンコウ （羽曳野）

（現場Ａ班22件）

㈱竹中工務店　大阪本店 （大阪中央）

　読売テレビ新社屋建設計画

㈱福田組　大阪支店 （大阪中央）

　(仮称)ドーミーインPREMIUM大阪北浜新築工事

多田建設㈱ 第四事業本部 （大阪南）

　(仮称)ディモア阿倍野区王子町新築工事

前田建設工業㈱　関西支店 （天満）

　(仮称)大阪扇町計画新築工事

五洋建設㈱　大阪支店 （天満）

　(仮称)ヨドバシ梅田タワー新築工事



㈱淺沼組　大阪本店 （大阪西）

　大阪ベイタワー温浴施設改修工事

㈱大林組大阪本店 （西野田）

　(仮称）桜島一丁目ホテル新築工事

㈱鴻池組　大阪本店 （西野田）

　大阪西淀川物流センター開発計画/新築工事

ＩＨＩインフラシステム・横河住金ブリッジ特定建設工事共同企業体 （西野田）

　国道２号淀川大橋床版取替他工事

清水建設㈱　関西支店 （東大阪）

　東大阪市花園ラクビー場整備工事

㈱ＩＨＩインフラ建設 （東大阪）

　ＰＣ桁等大規模修繕工事(27-1-東)

㈱ナカノフドー建設　大阪支社 （東大阪）

　(仮称)東大阪市営北蛇草住宅Ｂ棟建替工事

鹿島建設㈱　関西支店 （堺）

　ダイキン工業㈱堺製作所臨海１号工場建替工事

ミライトテクノロジーズ・四国通建共同企業体 （堺）

　平成２９年度 南大阪エリアサービス総合工事

㈱奥村組　西日本支社 （北大阪）

　ＧＬＰ枚方Ⅲプロジェクト

西松・淺沼建設共同企業体 （泉大津）

　(仮称)阪和いずみ病院移転建替え工事

大成・堀田特定建設工事共同企業体 （茨木）

　(仮称)吹田市新市民病院移転建替工事のうち建設工事

大鉄工業㈱　建築支店 （茨木）

　社員研修センターリニューアル工事

㈱長谷工コーポレーション （茨木）

　(仮称)吹田市高野台1丁目計画新築工事

不二建設㈱ （茨木）

　ブランズシティ千里古江台新築工事

㈱フジタ　 （茨木）

　友紘会総合病院新築移転計画

東レ建設・中林建設・大勝建設  特定建設工事共同企業体 （茨木）

　大阪府営吹田藤白台住宅(第2期)民活プロジェクト



（現場Ｂ班13件）

大和ハウス工業㈱　本店 （大阪中央）

　(仮称)相鉄フレッサイン淀屋橋北浜新築工事

㈱森本組 （大阪中央）

　(仮称)プレサンスロジェ森ノ宮新築工事

㈱藤木工務店 大阪本店 （大阪南）

　医療法人恵登久会　介護老人保健施設美富士苑新築工事

矢野建設㈱ （天満）

　友渕小学校増築その他工事

コーナン建設㈱ （天満）

　ネットフローラ大川リバーサイド新築工事

東亜建設工業・本間組特定建設工事共同企業体 （西野田）

　大阪港北港南地区航路(－１６ｍ)附帯施設護岸(１)等基礎工事

建装工業㈱　関西支店 （淀川）

　箕面粟生第二住宅大規模改修工事(2016)

㈱森組 （淀川）

　彩都Ｆ２８－２街区造成工事

日本国土開発㈱ （淀川）

　(仮称)ＤＢＣ本社ビル新築工事

岸本建設㈱　大阪営業所 （淀川）

　箕面北部丘陵地区造成工事(その２)

㈱三栄建設 （東大阪）

　(仮称)志紀認定こども園建設工事

㈱前田組 （北大阪）

　大阪府営枚方牧野北第2期高層住宅(建て替え)新築工事(第2工区)

㈱竹中土木　大阪本店 （茨木）

　(仮称)茨木市太田東芝町開発工事

（現場Ｃ班20件）

大末建設㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

㈱クボタ工建　大阪支社 一括有期事業 （大阪中央）

野村建設工業㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

㈱金剛組 一括有期事業 （大阪中央）

ＮＳＴ奥平㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

㈱環境総合テクノス 一括有期事業 （大阪中央）

日立造船㈱ 一括有期事業 （大阪南）

近鉄住宅管理㈱ 一括有期事業 （大阪南）



㈱きんでん　大阪支社 一括有期事業 （天満）

富国建設㈱ 一括有期事業 （天満）

鉄建建設㈱　大阪支店 一括有期事業 （天満）

㈱新宅工務店 一括有期事業 （天満）

住友電設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

㈱カシワバラ・コーポレーション 一括有期事業 （西野田）

㈱ハンシン建設 一括有期事業 （西野田）

三和建設㈱ 一括有期事業 （淀川）

照建㈱ 一括有期事業 （堺）

産業リーシング㈱　大阪支店 一括有期事業 （羽曳野）

協立技研㈱ 一括有期事業 （泉大津）

大昭工業㈱ 一括有期事業 （茨木）


