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受 賞 者 名 簿

（個人の部）
功労賞 7 名

山本　龍浩 ㈱長谷工コーポレーション （支部）

礒部　信晴 労働安全コンサルタント （支部）

稲岡　栄治 三機工業㈱関西支社 （淀川）

田中　秀忠 ㈱タナカコンストラクション （東大阪）

野中　　昇 矢野建設㈱ （岸和田）

東野　　靖 木下建設㈱ （堺）

宮原　信義 建装工業㈱関西支店 （羽曳野）
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功績賞 34 名
（委員会委員等 21 名）

澤水　文夫 鉄建建設㈱大阪支店 （支部）

玉井　秀治 佐藤工業㈱大阪支店 （支部）

岩根　良文 ㈱藤木工務店大阪本店 （支部）

七里　悦弘 ㈱きんでん （支部）

茶谷　国延 ㈱フジタ大阪支店 （支部）

福田　隆行 ㈱安藤・間大阪支店 （支部）

廣瀬　淳司 大日本土木㈱西日本支社 （支部）

西本　浩司 ㈱フジタ大阪支店 （支部）

岡田　充弘 村本建設㈱大阪支店 （大阪中央）

荒田　史浩 東急建設㈱関西支店 （大阪南）

樫原　一起 ㈱ピーエス三菱大阪支店 （天満）

村上　敦志 三同建設㈱ （大阪西）

田邉　秀雄 前田建設工業㈱関西支店 （西野田）

本田　　明 ㈱フジタ大阪支店 （淀川）

笹部　秀弘 松下建設㈱ （東大阪）

石本　晃史 岩出建設㈱ （岸和田）

松岡　健一 ㈱隆栄建設 （堺）

三上　伸二 尾崎電設工業㈱ （羽曳野）

古澤　保次 ㈱オオヨドコーポレーション （北大阪）

東　　健二 ㈱深阪工務店 （泉大津）

佐藤　孝夫 鹿島建設㈱関西支店 （茨木）

（安全衛生推進者等 3 名）

尾垣　隆弘 ㈱サンエース （北大阪）

河合　伸悟 ㈱河合建材店 （泉大津）

大河内　厚 吉岡建設㈱ （茨木）

（所長 5 名）

谷口　智弘 りんかい日産建設㈱大阪支店 （大阪中央）

曽根　悠樹 ㈱松本組 （大阪南）

南　　智宏 松井建設㈱大阪支店 （天満）

吉武　一成 奥村組土木興業㈱ （大阪西）

覺田　岳史 ㈱カシワバラ・コーポレーション （西野田）

（職長 5 名）

加藤　貴弘 加藤建設 （淀川）

小倉　英仁 ㈱乾工務所 （東大阪）

藤本　秋仁 ㈱堀健 （岸和田）

岩本　文男 ㈱藤木組 （堺）

見染　亮太 ㈱橋本組 （羽曳野）
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（優良賞の部）
会社 3 社

大神工業㈱ （北大阪）

花田工業㈱ （泉大津）

小阪設備工業㈱ （茨木）
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現場Ａ班 19 件
㈱大林組大阪本店 （西野田）

Project860  施設建設工事

㈱竹中工務店大阪本店 （大阪中央）

髙島屋東別館リノベーション計画

清水建設㈱関西支店 （茨木）

(仮称）資生堂彩都東部地区新拠点建設プロジェクト

鹿島建設㈱関西支店 （大阪中央）

ホテルロイヤルクラシック大阪（仮称）新築工事

㈱鴻池組大阪本店 （大阪中央）

(仮称）グランドメゾン内久宝寺町2丁目タワー計画

㈱長谷工コーポレーション （西野田）

(仮称）福島区海老江一丁目PJ共同住宅新築工事

前田建設工業㈱関西支店 （北大阪）

(仮称）大阪府枚方市招提大谷2丁目PRJ新築工事

東レ建設・中林建設・大勝建設特定建設工事共同企業体 ( 東大阪）

東大阪市営上小阪東住宅建替事業

大成建設・大日本土木・村本建設共同企業体 （淀川）

北大阪急行線延伸に伴う特殊街路部整備工事（第2工区）

㈱奥村組西日本支社 （大阪中央）

(仮称）大阪本町ホテル計画

㈱フジタ大阪支店 （東大阪）

(仮称）ニッセイロジスティクスセンター東大阪新築工事

大豊建設㈱大阪支店 （茨木）

(仮称）高槻市古曾部2丁目計画新築工事

大鉄工業㈱建築支店 （茨木）

茨木新中条町NKビル新築工事

日本国土開発㈱ （大阪中央）

(仮称）大阪市中央区高津PJ新築工事

戸田建設㈱大阪支店 （泉大津）

羽衣駅前地区第一種市街地再開発事業施設建築物新築工事

大和ハウス工業㈱本店 （大阪西）

(仮称）西区阿波座プロジェクト新築工事

㈱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

西松建設㈱西日本支社 （大阪中央）

(仮称）難波中三丁目PRJ【北棟】【南棟】新築工事

五洋建設㈱大阪支店 （大阪中央）

(仮称）ユニゾイン大阪北浜新築工事
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現場Ｂ班 14 件
㈱福田組大阪支店 （堺）

(仮称）浅香駅前マンション計画新築工事

㈱中道組 （北大阪）

(仮称）門真市新橋町ホテル新築工事

矢野建設㈱ （天満）

大阪府警察大阪市北区1単身寮改築工事

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

多田建設㈱第四事業本部 （羽曳野）

(仮称）松原市高見の里1丁目店舗付マンション新築工事

㈱橋爪工務店 （堺）

北清水建替住宅建設工事

東急建設㈱ （大阪南）

高速電気軌道第1・2・5・7号線函型構造物改良及びその他工事

森組・清水建設・フジタ特定建設工事共同企業体 （淀川）

京都線・千里線淡路駅周辺連続立体交差工事（第5工区）に伴う2018年度土木工事　

清田軌道工業・ユニオンテック共同企業体 （淀川）

送水管敷設工事（千里幹線バイパス管・豊中市）2工区

大日本土木㈱ （大阪中央）

(仮称）石ヶ辻町ビル建設工事

中林建設㈱ （大阪南）

東部幹線686mm配水管改良工事（700mm配水管布設）

㈱深阪工務店 （茨木）

正雀ひかり保育園新築工事

㈱前田組 （北大阪）

(仮称）川田配送株式会社 寝屋川市点野配送センター新築工事

㈱昇和 （西野田）

レンゴー（株）淀川工場解体撤去工事
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現場Ｃ班 28 件
㈱きんでん大阪支社 一括有期事業 （天満）

住友電設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

㈱クボタ建設大阪支社 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）

㈱大京穴吹建設関西事業部 一括有期事業 （大阪中央）

㈱三栄建設 一括有期事業 （東大阪）

大末建設㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

照建㈱ 一括有期事業 （堺）

八千代電設工業㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

㈱金剛組 一括有期事業 （大阪中央）

㈱ナカノフドー建設大阪支社 一括有期事業 （大阪西）

コーナン建設㈱ 一括有期事業 （淀川）

浅海電気㈱ 一括有期事業 （天満）

ＮＳＴ奥平㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

日立造船㈱ 一括有期事業 （大阪南）

大昭工業㈱ 一括有期事業 （茨木）

野村建設工業㈱ 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）

近鉄住宅管理㈱ 一括有期事業 （大阪南）

栗本建設工業㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

産業リーシング㈱大阪支店 一括有期事業 （羽曳野）

㈱竹中土木大阪本店 一括有期事業 （大阪中央）

協立技研㈱ 一括有期事業 （泉大津）

三同建設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

富国建設㈱ 一括有期事業 （天満）

㈱掛谷工務店 一括有期事業 （茨木）

日野建設工業㈱ 一括有期事業 （堺）

㈱藤木工務店大阪本店 一括有期事業 （大阪中央）


