
受付順（令和元年8月1日時点）

役職 氏名

1 大日本土木（株）　大阪支店 執行役員支店長 丹羽　譲 大阪市浪速区湊町1丁目4番38号

2 （株）本間組　関西支店 執行役員支店長 吉村　太志 大阪市西区立売堀1丁目3番13号第三富士ビル

3 髙島屋スペースクリエイツ（株）　西日本営業部 代表取締役社長 明比　実也 大阪市中央区博労町4-2-15ヨドコウ第2ビル11階・12階

4 （株）淺沼組　大阪本店 常務執行役員本店長 植芝　幸擴 大阪市浪速区湊町1丁目2番3号マルイト難波ビル

5 （株）タイキ 代表取締役 矢野　幸吉 大阪市天王寺区寺田町1丁目1番2号

6 中林建設（株） 代表取締役社長 中林　浩之 大阪市浪速区大国2丁目1番19号

7 （株）駒井ハルテック 代表取締役 田中　進 大阪市西区立売堀四丁目2番21号

8 東亜道路工業（株）関西支社 執行役員支社長 梅野　正一 大阪市浪速区元町1丁目4番17号

9 （株）イスルギ 取締役大阪支店長 磯辺　圭司 大阪市北区天満3丁目8番13号

10 大成建設（株）関西支店 常務執行役員支店長 金井　隆夫 大阪市中央区南船場一丁目14-10

11 五洋建設（株）大阪支店 常務執行役員支店長 松山　章 大阪市北区芝田二丁目7番18号

12 松井建設（株）大阪支店 執行役員大阪支店長 山田　彰 大阪市北区紅梅町2-18南森町共同ビル5・6F

13 （株）石渡康三郎塗装店 代表取締役 石渡　年樹 大阪市阿倍野区播磨町2丁目6番1号

14 東急建設（株）大阪支店 執行役員支店長 津久井　雄史 大阪市北区豊崎3-19-3ピアスタワー

15 （株）辻本建設 代表取締役 河野　修 大阪府三島郡島本町広瀬4丁目25-9

16 酒井工業（株）大阪本社 本社長　 池邊　清吉 大阪市住之江区平林南1丁目3番30号

17 （株）瀧原工業 代表取締役 名倉　舞子 大阪市淀川区野中北1丁目1番63号

18 （株）竹中土木　大阪本店 執行役員本店長 大坪　宏至 大阪市中央区本町四丁目1-13

19 大豊建設（株）大阪支店 常務執行役員支店長 中尾　淳一 大阪市中央区博労町二丁目2番13号

20 （株）大林組　大阪本店 専務執行役員大阪本店長 掛布　勇 大阪市北区中之島三丁目6番32号

21 オリエンタル白石（株）大阪支店 支店長 大島　鶴朗 大阪市西区江戸堀1丁目9番1号肥後橋センタービル9Ｆ

22 （株）竹中工務店　大阪本店 本店長 丁野　成人 大阪市中央区本町4-1-13

23 吉岡建設（株） 代表取締役社長 吉岡　隆一 大阪府高槻市郡家新町41番2号

24 （株）光陽 代表取締役 山本　美恵子 大阪府門真市島頭4-26-17

25 （株）奥村組　西日本支社 取締役専務執行役員支社長 山口　慶治 大阪市阿倍野区松崎町二丁目2番2号

26 （株）山本工務店 代表取締役 山本　博史 大阪府松原市新堂5丁目260番地

27 髙松建設（株）大阪本店 取締役専務執行役員本店長 工藤　孝宏 大阪市淀川区新北野1-2-3

28 （株）ミズノ 代表取締役 水野　淳 奈良県桜井市大字吉備637番地の15

29 あおみ建設（株）大阪支店 支店長 村上　勇治 大阪市中央区南本町一丁目8番14号

30 （株）鴻池組 代表取締役社長 蔦田　守弘 大阪市中央区北久宝寺町三丁目6番1号

（大阪府建設業社会保険加入推進地域会議）

代表者
所在地会社名

社会保険加入促進宣言企業



受付順（令和元年8月1日時点）

役職 氏名

（大阪府建設業社会保険加入推進地域会議）

代表者
所在地会社名

社会保険加入促進宣言企業

31 （株）森長工務店 代表取締役 森長　敬 大阪市旭区中宮1丁目1番11号

32 （株）Ｊ．フロント建装 代表取締役社長 近藤　保彦 大阪市中央区南船場2-1-3フェニックス南船場

33 東洋建設（株） 執行役員本店長 近石　光正 大阪市中央区高麗橋4丁目1番1号

34 (株)森本組 代表取締役社長 平林　勉 大阪市中央区南本町二丁目6番12号

35 村本建設(株)大阪支店 執行役員支店長 米田　惠治 大阪市天王寺区上汐四丁目5番26号

36 日本電設工業(株)大阪支店 執行役員支店長 岡　正宏 大阪市淀川区三国本町2丁目1番3号

37 鹿島建設（株）関西支店 専務執行役員支店長 松崎　公一 大阪市中央区城見2-2-22　マイルトOBPビル12階

38 日本国土開発（株）西日本支社 執行役員支店長 中島　明 大阪市淀川区西中島五丁目5番15号

39 飛島建設（株）大阪支店 執行役員支店長 井上　和彦 大阪市中央区道修町三丁目4番10号

40 日特建設（株）大阪支店 常務執行役員大阪支店長 大塚　雅司 大阪市中央区瓦町二丁目２番7号（山陽染工瓦町ビル）

41 岩田地崎建設（株）大阪支店 執行役員支店長 空橋　進 大阪市中央区大手前一丁目2番15号

42 （株）熊谷組　関西支店 常務執行役員支店長 岡市　光司 大阪市西区靱本町1-11-7

43 関西化工建設（株） 代表取締役 妹尾　功 大阪市城東区永田3-12-15

44 ライト工業（株）西日本支社 執行役員支店長 和平　好伸 大阪府吹田市江坂町1-16-8

45 ショーボンド建設（株）大阪支店 支店長 荒井　摂 大阪市城東区永田三丁目12番15号

46 ドーピー建設工業（株）関西営業所 営業所長 田原　悟 大阪市西区靱本町1-11-7

47 佐藤工業（株）大阪支店 執行役員支店長 時女　祐一 大阪市中央区北浜1丁目1番6号

48 大末建設（株）大阪本店 取締役　常務執行委員　本店長 村尾　和則 大阪市中央区久太郎町二丁目5番28号

49 （株）森組　大阪支店 執行役員本店長 石井　勝則 大阪市中央区道修町四丁目5番17号M＆Mビル4階

50 南海辰村建設（株） 取締役社長 口野　繁 大阪市浪速区難波中三丁目5番19号

51 丸磯建設（株）関西支店 取締役支店長 吉田　弘 大阪市淀川区宮原2-14-10

52 奈良建設（株）大阪支店 支店長 大賀　禎治 大阪市北区中津1丁目10番2号

53 （株）安藤・間大阪支店 常務執行委員支店長 寺内　伸 大阪市福島区福島六丁目2番6号

54 正栄工業（株） 代表取締役 岩田　正吾 大阪府枚方市春日野2丁目1-11

55 青木あすなろ建設(株)大阪本店 常務執行役員　本支店長 田野　慎一郎 大阪市北区大淀南1丁目4-15

56 佐野塗装(株)大阪支店 取締役支店長 佐野　寛 大阪市東淀川区淡路5丁目16-20

57 三井住建道路(株)関西支店 執行役員支店長 佐藤　耕一郎 大阪市西区江戸堀1丁目22-4

58 (株)日さく 大阪支店 執行役員支店長 高橋　克也 大阪府吹田市南吹田1丁目21番27号

59 シンヨー(株)関西支店 支店長 松岡　宜史 大阪府堺市西区浜寺船尾町東3-423


