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沿革

施工実績

ヤマト工業株式会社の歴史

施工実績一覧

1947年

会社設立 資本180千円
大阪府知事許可1077
業務順調に拡張

1983年

和歌山営業所設置
名古屋営業所設置
札幌支店設置

1956年

大臣登録（二）第3979

1984年

九州営業所が福岡支店に昇格
大臣許可（特-59）第115号

1967年

神戸支店設置

1968年

横浜営業所設置

1972年
1975年

1985年

建築工事業許可
名古屋営業所支店に昇格

大臣許可（特-47）第115号

1987年

大臣許可（特-62）第115号

東京支店設置
大臣許可（特-50）第115号

1990年

大臣許可（特-2）第115号

1993年

大臣許可（特-5）第115号

1994年

福岡支店を九州支店に名称変更

1996年

大臣許可（特-8）第115号

2001年

大臣許可（特-13）第115号

2006年

大臣許可（特-18）第115号

2011年

大臣許可（特-23）第115号

1978年

大臣許可（特-53）第115号

1981年

大臣許可（特-56）第115号

1982年

九州営業所設置

1983年

和歌山営業所設置
名古屋営業所設置
札幌支店設置

河川橋梁工事
子供のころ、橋を渡るたびにドキドキした記憶があります。 これは、橋の向こうには、自分の
知らない世界があるから。でも、「陸地の見えないところに行く勇気がなかったら、新しい大洋
を 発見することができない」という言葉を残した人がいるように可能性をつなぐことで広がる
世界があるのです。橋梁事業は、街と人、夢と理想をつなぎ、理想の都市を造る、目に見えるビ
ジョンとしての役割をもっています。特に水都・大阪は、橋の整備と共に街の発展があったとも
言われるほどで、大阪の歴史そのものが、橋を架けるという事業がどれほど基幹的なものかを物
語っています。

大阪湾岸線下部工事

会社概要
ヤマト工業株式会社
山戸一悟
〒552-0012 大阪市港区市岡1丁目2番19号
1947年6月
8,500万円

加入団体

日本埋立浚渫協会
全国浚渫業協会
日本海上起重技術協会
大阪府土木施工管理技士会

主要取引先

国土交通省
大阪府はじめ各地公共団体
ゼネコン・マリコン各社

業務内容

総合建設業
港湾工事
浚渫工事
一般土木工事
地盤改良工事

関連会社

近畿地区石材（協）
大阪スラグ販売事業（協）
大阪府砂利石材（協）
堂ビル骨材販売組合

道路工事
河川橋梁工事
上下水道工事
建設資材販売
海陸運送業

画家・レオナルド・ダ・ビンチは、いくつもの顔を持つ万能の天才と呼ばれていました。絵を描
く傍らで、教会の設計をし、人体の解剖図を作りバネの力を利用したヘリコプターを考案したと
伝えられています。すべては絵を描くことと同じ。そう、ものごとのしくみを知り設計していく
ことにあります。私たちの都市造りも、画家が精密な下書きの上に色を付けるように、見えない
部分の大切さをいつも考えていきたいと思っています。 現代に生きる人間の健康、快適な生活
は、公衆衛生の発達によってもたらされました。上下水道は、その核とも言える施設だけに、
たった一日でも機能が停止、低下することが許されないのです。

送水管布設工事

家島第２配水池築造工事

サンエイテック株式会社
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亀の瀬橋下部工事

上下水道工事

ヤマト工業株式会社の会社概要
社名
代表取締役
本社所在地
設立
資本金

大運橋架換・拡幅工事
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坊勢浄化センター工事
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施工実績

施工実績

施工実績一覧

施工実績一覧

港湾工事

一般土木工事

古代エジプトの王・ファラオの祖、・・ホルス神は、翼をもっていました。これは、人々の飛ぶ
ことに対する憧れと畏敬の念から、神々に翼を与えられたのだと伝えられています。空へとはば
たくことは、ライト兄弟が、地上に舞い降りてはまた飛び立ち、やがてまた高く、高くと空への
憧れを重ねたように、無限に広がる未来への旅 立ちでもあるのです。幸いにも、私たちはすで
に空へはばたく手段をもっています。空を介して世界へ繋がる玄関を造ることは、同時に未知の
可能性を秘めた未来にひと足先に出逢うことかもしれません。 私たちフロンティアは、すでに
大空へと羽ばたいているのです。

中国の思想家・老子の言葉に、「ひとかかえもあるほどの大木も、産毛のように柔らかな小苗か
ら育ち、九層の塔も一箱の土から立ち上がり、千里の道も一歩から 始まる」という有名な言葉
があります。土木建設業務は、まさに大木が育つ前の小さな苗であり、歩み始めの一歩に過ぎま
せん。でも、苗を植えなくては、木々が緑の葉を太陽に照らすこともなく、はじめ一歩、足を前
に動かすことがなければ、未来へ歩むこともできないのです。都市の未来がそこに住む人々の未
来でもあると考えるとき、 社会環境である街づくり、 その基盤づくりの大切さを改めて感じさ
せられます。

大阪沖埋立処分場護岸築造工事

中央突堤整備工事

北日本造船㈱本社工場１１５ｔ
ジブクレーン基礎建設工事

北日本造船株式会社
第一建造ドック（６万トン）建設工事

阪神高速大開第４工区下部工事

阿波座エレベ-タ-4号通路設置工事

新島揚陸岸壁工事

防衛省横須賀米軍浚渫工事

名古屋港飛島ふ頭南岸壁
(-16m)上部工事

福岡県田川地区消防組合消防
救急無線デジタル化事業

住吉川耐震護岸整備工事

東京国際空港モノレール
プラットホーム工事
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