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受 賞 者 名 簿

（個人の部）
功労賞 10 名

澤水　文夫 鉄建建設㈱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）

髙田　幸一 大成建設㈱関西支店 （大阪中央）

中西　俊夫 ㈱吉川工務店 （大阪南）

村手　秀樹 ㈱中道組 （天満）

蔵富　和男 東亜建設工業㈱ （大阪西）

小原　久弥 ㈱ＯＳＷ （西野田）

功績賞 31 名
（委員会委員等 17 名）

都築　辰夫 鹿島建設㈱関西支店 （支部）

佐藤　秀臣 ㈱不動テトラ大阪支店 （支部）

山本　啓介 三井住友建設㈱大阪支店 （支部）

元井　昭浩 佐藤工業㈱大阪支店 （支部）

柿原　俊二 野村建設工業㈱ （大阪中央）

清水　靖雅 花谷建設㈱ （大阪南）

角　　貴雄 株木建設㈱大阪支店 （天満）

江川　善博 ㈱ナカノフドー建設大阪支社 （大阪西）

横田　哲男 西松建設㈱西日本支社 （大阪西）

田賀　恒夫 山﨑建設㈱大阪支店 （西野田）

松原　正英 大鉄工業㈱ （淀川）

植田　定義 ㈱三栄建設 （東大阪）

増谷　　弘 日鉄テックスエンジ㈱阪神支店 （堺）

中本　真次 ㈱きんでん （羽曳野）

杉山　昌司 安積建設㈱ （北大阪）

花田　純一 ＪＳＣテクノス㈱ （泉大津）

田中　正博 松本電気工事㈱ （茨木）

（安全衛生推進者等 5名）

田中　孝憲 ㈱アックスプラニング （大阪中央）

西岡　誠治 前田建設工業㈱関西支店 （西野田）

庄司　喜之 生和コーポレーション㈱ （大阪南）
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西村　浩隆 高砂熱学工業㈱ （天満）

野口　一典 奥村組土木興業㈱ （大阪西）

（所長 5名）

竹内　義隆 ㈱木谷工務店 （羽曳野）

赤崎　和敬 コーナン建設㈱ （淀川）

太田　辰司 ㈱ユニオンテック （堺）

齋藤　　昇 ㈱大浜組 （東大阪）

稲田　勝也 矢野建設㈱ （岸和田）

（職長 4名）

楠　　実 ㈱楠工務店 （支部）

野村　陽一 ㈲内藤組 （北大阪）

小西　正徳 アート産業㈱ （泉大津）

金城　正輝 ㈱西川組 （茨木）

（優良賞の部）
会社 5社

㈱山本工務店 （羽曳野）

㈱髙橋工務店 （堺）

㈱太陽建設 （東大阪）

㈱磯野工務店 （淀川）

新栄電気㈱ （岸和田）

現場Ａ班 19 件
清水建設㈱関西支店 （大阪中央）

(仮称）備後町計画

大林組・前田建設工業・奥村組・日本国土開発特定建設工事共同企業体 （茨木）

安威川ダム建設工事

西松建設㈱西日本支社住吉建築工事事務所 （大阪南）

医療法人錦秀会　（新）阪和病院+（新）阪和記念病院　新築工事

㈱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

大成建設㈱関西支店 （西野田）

大阪市海老江下水処理場改築更新事業（建設業務）

フジタ・大和ハウス工業特定建設共同企業体DPL茨木北作業所 （茨木）

(仮称）DPL茨木北新築工事

前田建設工業㈱関西支店 （淀川）

(仮称）箕面ロジスティクスセンター新築工事

㈱鴻池組大阪本店 （淀川）

(仮称）KIX12新築工事
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㈱長谷工コーポレーション （淀川）

(仮称）東淀川区下新庄3丁目計画新築工事

大鉄工業㈱建築支店 （北大阪）

門真市営門真千石西町住宅第3期新築工事

淺沼組・深阪工務店・綜企画設計特定建設工事共同企業体 （泉大津）

和泉市新庁舎整備事業

鹿島建設㈱関西支店 （淀川）

(仮称）大阪創薬研究所プロジェクト

東亜・みらい・本間特定建設工事共同企業体 （岸和田）

関西国際空港1期島消波ブロック設置工事(2工区)

東海道線支線北1地区T新設他工事特定建設工事共同企業体 （天満）

東海道線支線北1地区T新設他工事

大和ハウス工業・フジタ特定建設共同企業体 （茨木）

SKI　Project　新築工事

不二建設㈱ （淀川）

(仮称）豊中小路プロジェクト計画新築工事

㈱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

㈱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

㈱イチケン関西支店 （大阪中央）

(仮称）南船場ホテル新築工事計画

現場Ｂ班 11 件
野村建設工業㈱ （大阪中央）

(仮称）生野中学校区小中一貫校整備工事－2

矢野建設㈱ （岸和田）

岸和田競輪場施設整備工事（建築その1）

多田建設㈱西日本事業本部 （大阪西）

(仮称）大阪市西区南堀江3丁目新築工事

日立造船㈱ （羽曳野）

南河内環境事業組合第2清掃工場 基幹的設備改良工事

ブラウテック㈱ （大阪中央）

(仮称）中央区高津2丁目プロジェクト

㈱タモツコーポレーション （北大阪）

(仮称）地域密着型特養いこいの里長尾看護小規模多機能ホームながお新築工事

㈱森組 （大阪中央）

(仮称）天王寺区･勝山4丁目新築工事
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㈱中道組 （大阪南）

白鷺中学校増築その他工事

東急建設㈱関西支店 （茨木）

高速電気軌道第1号線江坂停留場耐震補強およびその他工事

建装工業㈱関西支店 （茨木）

若山台第三住宅（第3回）大規模修繕工事

栗本建設工業㈱ （大阪南）

瓜破小学校増築その他工事

現場Ｃ班 20 件
住友電設㈱ 一括有期事業 （大阪西）

㈱きんでん大阪支社 一括有期事業 （天満）

㈱カシワバラ・コーポレーション 一括有期事業 （西野田）

㈱前田組 一括有期事業 （北大阪）

㈱ミライト・テクノロジーズ 一括有期事業 （大阪西）

照建㈱ 一括有期事業 （堺）

ＮＳＴ奥平㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

東洋建設㈱ 一括有期事業 （淀川）

浅海電気㈱ 一括有期事業 （天満）

大末建設㈱ 一括有期事業 （大阪中央）

大昭工業㈱ 一括有期事業 （茨木）

㈱三栄建設 一括有期事業 （東大阪）

㈱橋詰電気工業所 一括有期事業 （大阪中央）

ダイダン㈱大阪本社 一括有期事業 （大阪西）

近鉄住宅管理㈱ 一括有期事業 （大阪南）

協立技研㈱ 一括有期事業 （泉大津）

㈱クボタ建設大阪支社 一括有期事業 （大阪中央）

㈱藤木工務店大阪本店 一括有期事業 （大阪中央）

㈱ＫＡＮＳＯテクノス 一括有期事業 （大阪中央）

富国建設㈱ 一括有期事業 （天満）


