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受 賞 者 名 簿

（個人の部）
功労賞 6名

西川　誠一 大成建設㈱関西支店 （支部）

奥村　安勝 奥村組土木興業㈱ （支部）

北川　義昭 中央電設㈱ （支部）

内田　浩司 ㈱前田組 （北大阪）

花田　隆雄 花田工業㈱ （泉大津）

藤原　茂樹 ㈱堀田工務店 （茨木）

功績賞 31 名
（委員会委員等 16 名）

髙森　清人 前田建設工業㈱関西支店 （支部）

島津　嘉裕 西松建設㈱西日本支社 （支部）

齊田　浩樹 ㈱熊谷組関西支店 （支部）

長町　利昭 大日本土木㈱ （支部）

山路　秀樹 ㈱ヤマジ （支部）

米倉　英昭 鹿島建設㈱関西支店 （大阪中央）

佐藤　末男 ㈱松本組 （大阪南）

小原　　耕 五洋建設㈱大阪支店 （天満）

堤　　英治 須賀工業㈱ （大阪西）

本田　朋亮 ㈱竹中工務店大阪本店 （西野田）

好井　尚平 真柄建設㈱大阪事業部 （淀川）

村田　　浩 ㈱タナカコンストラクション （東大阪）

矢形　　茂 ㈱松尾組 （堺）

徳田　武文 田村工業㈱ （北大阪）

中山　　力 中山建設㈱ （泉大津）

山本　重利 大昭工業㈱ （茨木）

（安全衛生推進者等 6名）

内田　茂治 ㈱三木組 （淀川）

北田　克典 ㈱大浜組 （東大阪）

北筋　一昌 イズタニ建設㈱ （岸和田）

藏前　友久 阪和コンクリート工業㈱ （堺）

道向　慶明 ㈱山本工務店 （羽曳野）

野村　　浩 ㈱楠工務店 （支部）
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（所長 3名）

橋本　孝文 ㈱サンエース （北大阪）

橋本　昭郎 協立技研㈱ （泉大津）

澤田　健吾 ㈱掛谷工務店 （茨木）

（職長 6名）

田中　久和 ㈱コウシン建設 （大阪中央）

松本　拓磨 共栄産業機械㈱ （大阪南）

内村　弘人 ㈱大隅建設 （天満）

斎藤　　航 A’s 技建㈱ （大阪西）

中野　正樹 ㈱興和建設 （西野田）

𠮷川　靖弘 田村左官工業㈱ （支部）

（優良賞の部）
会社 4社

㈱野崎組 （大阪中央）

坂本建設㈱ （大阪南）

㈱キンコー （天満）

㈱井田組 （西野田）

現場Ａ班 21 件
㈱竹中工務店大阪本店 （天満）

(仮称）大阪市北区大淀南2丁目OM計画新築工事

㈱大林組大阪本店 （淀川）

大阪国際空港ターミナルビル改修工事

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民活プロジェクト

前田建設工業㈱関西支店 （北大阪）

(仮称）枚方市総合文化芸術センター建設工事（建築工事）

日本国土開発・旭工建特定建設工事共同企業体 （茨木）

送水管布設工事（千里幹線バイパス管・吹田市ほか）３工区

清水建設㈱関西支店 （淀川）

大阪大学（箕面）教育研究施設新営その他工事

㈱フジタ大阪支店 （天満）

大阪市北区東天満二丁目集合住宅新築計画

淺沼・大之木特定建設工事共同企業体 （茨木）

吹田市文化会館改修工事

㈱長谷工コーポレーション （大阪南）

(仮称）住之江区南港北ＰＪ（Ｉ街区）新築工事

西松建設㈱西日本支社 （大阪中央）

(仮称）大阪南本町タワー新築他（その２）工事
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大成建設㈱関西支店 （西野田）

海老江下水処理場改築更新工事

㈱旭工建 （岸和田）

(仮称）泉南りんくう公園整備等事業

大和ハウス・フジタ特定建設共同企業体 （茨木）

(仮称）Ｄプロジェクト茨木北新築工事

㈱奥村組西日本支社 （天満）

阪神梅田駅改良及び東西地下道躯体拡幅工事のうち

2019・2020年度土木・建築・機械関係工事

鹿島建設㈱関西支店 （茨木）

サンスターオフィス新築工事

㈱鴻池組大阪本店 （大阪中央）

(仮称）大阪市中央区天満橋計画新築工事

大鉄・清水共同企業体 （天満）

東海道線支線駅部Ｔ新設他工事

㈱錢高組大阪支社 （茨木）

新名神高速道路高槻高架橋東（下部工）工事

㈱ナカノフドー建設大阪支社 （大阪中央）

(仮称）大阪市天王寺区東高津町マンション新築工事

大豊建設㈱大阪支店 （淀川）

(仮称）吹田市青山台三丁目計画新築工事

㈱イチケン関西支店 （大阪中央）

(仮称）大阪市中央区松屋町住吉計画新築工事

現場Ｂ班 11 件
建装工業㈱関西支店 （羽曳野）

アメニティー長野第二回大規模改修工事

㈱中道組 （大阪中央）

大阪府福祉関連情報発信・コミュニケーション支援拠点(仮称)新築工事

矢野建設㈱ （大阪中央）

(仮称）大阪市生野区巽北2丁目マンション新築工事

コーナン建設㈱ （大阪中央）

(仮称）鶴橋Ｈ新築工事

㈱深阪工務店 （岸和田）

(仮称）第二岸和田特別養護老人ホーム新築工事

東急建設㈱関西支店 （羽曳野）

大阪大谷大学体育館新築工事他

住光建設㈱ （大阪中央）

(仮称）レオンコンフォート本町橋新築工事



－ 9－

㈱森組 （淀川）

(仮称）淀川区三国本町３丁目計画新築工事

多田建設㈱西日本事業本部 （大阪中央）

(仮称）戎本町1丁目計画

鉄建建設㈱大阪支店 （茨木）

吹田市山手町一丁目新築工事

岩田地崎建設㈱大阪支店 （羽曳野）

(仮称）じゃんぼスクエア富田林新築工事

現場Ｃ班 21 件
住友電設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

㈱前田組 一括有期事業 （北大阪）

㈱きんでん大阪支社 一括有期事業 （天満）

大末建設㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

㈱クボタ建設大阪支社 一括有期事業 （大阪中央）

㈱橋詰電気工業所 一括有期事業 （大阪中央）

㈱カシワバラ・コーポレーション 一括有期事業 （西野田）

㈱三栄建設 一括有期事業 （東大阪）

㈱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）

㈱ミライト・テクノロジーズ 一括有期事業 （大阪西）

野村建設工業㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

大昭工業㈱ 一括有期事業 （茨木）

㈱藤木工務店大阪本店 一括有期事業 （大阪中央）

照建㈱ 一括有期事業 （堺）

近鉄住宅管理㈱ 一括有期事業 （大阪南）

日立造船㈱ 一括有期事業 （大阪南）

協立技研㈱ 一括有期事業 （泉大津）

岩出建設㈱ 一括有期事業 （岸和田）

三同建設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

浅海電気㈱ 一括有期事業 （天満）


