
ｶﾃｺﾞﾗｲｽﾞ 西暦 年月日 沿革内容

組織 1968 昭和43年7月20日 西野工務店として建築一式工事業許可を取得し創業。福井県知事（一般）第104号

団体 1970 昭和45年7月31日 上中町建設業会　所属

組織 1975 昭和50年1月7日
資本金300万で有限会社西野工務店を設立。代表取締役社長に西野信治氏　専務取締役に

西野徳三氏　常務取締役に西野左武朗氏　就任

資本 1975 昭和50年6月 新道地係に事務所棟完成　木造2階建

組織 1978 昭和53年6月 土木部門を独立　（有）西野土木　設立

資本 1980 昭和55年6月10日 資本金900万に増資

資本 1980 昭和55年12月 第一工場棟新築　鉄骨造（730㎡）　新道地係

人物 1982 昭和57年3月1日 西野信治が上中町議会議員になる。～平成6年11月24日

資本 1982 昭和57年3月1日 資本金990万に増資　敦賀営業所新築解説（木造平屋）西野元茂氏　所長就任

組織 1982 昭和57年4月1日
有限会社から株式会社に組織変更　代表取締役社長　西野徳三氏　専務取締役　西野左武

朗氏　就任

資本 1984 昭和59年3月 木造2階建　建材倉庫棟（2階社員寮　食堂）　完成　新道地係

団体 1985 昭和60年4月24日 若狭地区建設業会　所属

資本 1985 昭和60年8月20日 資本金1000万に増資

資本 1988 昭和63年3月 木造平屋建　第8建材倉庫新築　完成　新道地係

資本 1988 昭和63年10月 小浜水取地係　3階建ビル購入　小浜営業所開設用

時代 1989 昭和64年1月7日 昭和天皇が崩御して皇太子明仁親王が即位した（今上天皇）

時代 1989 平成元年1月8日 元号法に基づき改元の政令が出され、「平成元年1月8日」と改元がなされる

資本 1989 平成元年2月 プレカット工場　新築完成　鉄骨造　延床面積　492㎡

資本 1989 平成元年7月 小浜営業所開設　水取地係

資本 1990 平成2年6月29日 資本金2000万に増資

資本 1990 平成2年8月 敦賀営業所　改築（鉄骨造3階建）　莇生野地係

営業 1992 株式化後、住宅新築受注件数　100件

公共建築 1992 平成4年1月31日 嶺南牧場格納庫新築　監理技術者：久池定光

団体 1994 平成6年4月1日 社団法人福井建築士会　西野左武朗氏　若狭支部理事・本部評議員就任

資本 1994 平成6年4月22日 新社屋　落成式　（社屋と工場棟）鉄骨造　三宅地係

組織 1994 平成6年9月1日 本社を三宅地係に移転。代表取締役に西野左武朗　就任

時代 1995 平成7年1月17日 兵庫県南部地震（阪神・淡路大震災）5：46　Ｍ7.0　最大震度7.0

組織 1995 平成7年3月1日 大飯営業所開設

組織 1995 平成7年8月 株式会社ダイショウジャパン設立（旧清美社）

企業 1996 平成8年 大阪プラント若狭第2工場　新築　監理技術者：久池定光

企業 1997 平成9年1月31日 ＪＡわかさ大飯ふれあいセンター新築　監理技術者：久池定光

組織 1997 平成9年3月31日 土木一式工事業　福井県知事（特定）第104号　許可

組織 1997 平成9年3月31日 管工事業　福井県知事（一般）第104号　許可

資本 1997 平成9年4月1日 第二工場棟　完成（鉄骨造2階建　延床面積1,897㎡）　三宅地係

民間 1997 平成9年4月12日 上野木ふれあい会館　建設　施工担当：中河宏

団体 1997 平成9年6月 福井県建築工業会　所属

資本 1997 平成9年7月 本社工場棟に集塵施設及び焼却炉施設　完成　三宅地係

公共建築 1997 平成9年9月29日 上中町老人デイサービス等施設建設　監理技術者：清水彦和

資本 1997 平成9年10月 社員寮　新築完成　（4世帯　カナダ2×4工法　255㎡）

組織 1997 平成9年11月1日 福井営業所開設　立川マンション2Ｆ

資本 1997 平成9年11月30日 本社第二工場棟新築　開設　2階ショールームオープン

組織 1998 平成10年1月26日 敦賀営業所開設　建築一式工事業　福井県知事許可（特定）第104号　許可

公共建築 1998 平成10年 鯖街道ふれあい会館建設

企業 1998 平成10年3月17日 ＪＡわかさ大飯育苗センター能力増強施設　監理技術者：久池定光

公共建築 1998 平成10年11月1日 福井県立嶺南西養護学校建設　監理技術者：久池定光

企業 1999 平成11年4月5日 ㈱みった　プラント2上中店　新築　監理技術者：久池定光

公共建築 1999 平成12年7月31日 上中町国民健康保険上中病院療養棟増築・院内整備　西野工務店・大鳥羽木工ＪＶ

表彰 1999 平成12年11月24日 小浜まち景観賞建造物部門　矢袋邸　受賞　施工担当：野瀬秀之

時代 2001 平成13年1月1日 西暦における20世紀から21世紀への世紀の転換

組織 2001 平成13年8月1日 毎月1日を「一日講」と称し、組織の士気を高める日と制定

資本 2001 平成13年6月 社員寮　妻帯者用4世帯（シックハウス木造2Ｆ建　318㎡）完成　新道地係

西野工務店　沿革

（創業50周年を迎え）



民間 2001 平成13年11月18日 白石神社　本殿上屋社務所建設　監理技術者：野瀬秀之

公共建築 2001 平成13年11月 大飯オフサイト施設　建設　監理技術者：久池定光

組織 2002 平成14年2月 福井営業所を武生に移転。

営業 2002 株式化から住宅新築受注件数　300件

公共建築 2002 平成14年 若狭湾型養殖技術開発事業建設工事トラフグ棟建築

団体 2003 平成15年4月1日 社団法人　福井県建築工業会　西野左武朗氏　嶺南支部理事　就任

公共建築 2003 平成15年7月29日 小浜病院　看護師学生寮　西野工務店・松岡工務店ＪＶ　落札

組織 2003 平成15年1月30日 株式会社ニューロード　設立　代表取締役社長　西野源城氏　就任

組織 2003 平成15年1月30日 有限会社炭良　設立　代表　西野正識氏　就任

公共建築 2003 平成15年4月2日 上中町保育施設整備事業わかば保育園建設　監理技術者：立川公隆

企業 2004 平成16年2月29日 疋田郵便局局舎　新築　監理技術者：久池定光

団体 2004 平成16年4月1日 社団法人　福井県建築工業会　西野左武朗氏　本部理事　就任

公共建築 2004 平成16年4月9日 上中町保育施設整備事業ののはな保育園建設　監理技術者：立川公隆

時代 2004 平成16年10月23日 新潟県中越地震　17：56　Ｍ6.8直下型　最大震度7.0

企業 2004 平成16年11月13日 安賀里郵便局局舎新築　監理技術者：久池定光

時代 2005 平成17年3月31日 上中町（8500人）と三方町（9000人）の合併で若狭町が誕生

団体 2006 平成18年4月1日 福井県建築士会　西野左武朗氏　若狭支部・副支部長　就任

公共建築 2006 平成18年4月21日
若狭町福祉保健総合拠点施設整備事業　パレア若狭　竣工　（西松建設・鴻池組・西野工

務店ＪＶ）

企業 2007 平成19年2月28日 デンヨー福井工場第7期工場　竣工　鉄骨造平屋建　2,400㎡

団体 2008 平成20年4月1日 福井県建築士会　本部理事就任

組織 2008 平成20年9月1日 西野左武朗氏　スリーム産業　代表取締役社長　就任

組織 2008 平成20年9月1日
西野工務店　組織編制により　久池定光氏　専務取締役　西野公博氏　常務取締役に選任

島津秀樹氏　スリーム産業に移籍

組織 2009 平成21年11月3日 ココット　くらしのパリビリオン　開設　

公共建築 2010 平成22年6月30日 若狭合同庁舎耐震仮設工事　監理技術者：光友正幸

民間 2010 平成22年9月17日 堀口医院新築　（おおい町本郷地係）　工事担当：寺坂陽一

公共建築 2010 平成22年10月10日 三宅小学校校舎耐震工事　監理技術者　野瀬秀之

公共建築 2011 平成23年2月27日
鳥羽小学校校舎改築工事　竣工　監理技術者　光友正幸

（西野工務店・河合工務店・ミズエＪＶ）

時代 2011 平成23年3月11日
東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）　14：46分　Ｍ9.0日本の観測史上最大規模　宮

城県では震度7を観測

企業 2011 平成23年4月13日 デンヨー福井工場　社員寮　地鎮祭　鉄骨3階建　延床面積　1050㎡　

民間 2011 平成23年4月17日 向陽寺改築　落慶式　（おおい町小堀　地係）

団体 2011 平成23年5月10日 西野左武朗氏　嶺南建築工業会　支部長　就任

団体 2011 平成23年5月18日 西野左武朗氏　社団法人福井県建築工業会　副会長就任

寄贈 2011 平成23年7月15日 東日本大震災被災地救援物資（梅果汁ゼリー）3000個　東松島市他

公共建築 2011 平成23年9月20日 若狭町瓜生小学校プールリフレッシュ　施工担当：光友正幸

公共建築 2012 平成24年3月15日 若狭町野木小学校耐震工事　西野工務店・浦見川・武笠ＪＶ

企業 2012 平成24年6月28日 ＪＡ葬祭東部やすらぎホール建設　施工担当：寺坂陽一

公共建築 2012 平成24年11月27日
若狭町上中地域防災拠点施設若狭町消防署上中分署建築　竣工　西野工務店・河合工務

店・ミズエＪＶ　監理技術者：中村憲治

新規事業 2012 平成24年12月8日 ＪＩＣＡ普及・検証　事業採択通知　（外務省業務委託受）

表彰 2012 平成24年12月10日
中部建築賞協議会　中部建築賞　熊川宿街並みにおける伝統的民家の復原的修理2005～

2012　表彰　熊川宿民家工事担当：野瀬秀之

民間 2013 平成25年3月2日 美川区　美川集会場　新築　施工担当者：光友正幸

新規事業 2013 平成25年4月1日 日建学院若狭校　開設　（井ノ口地係）

民間 2013 平成25年4月20日 山本こども診療所新築　（市場地係）　工事担当：中村憲治

公共建築 2013 平成25年4月26日 熊川小学校耐震工事　西野工務店・ミズエ・久保田工業ＪＶ

企業 2013 平成25年6月17日 デンヨー福井工場南側通用路開通式

公共建築 2013 平成25年7月29日 若狭町上中体育館耐震リフレッシュ工事　西野工務店・ミズエ・河合工務店ＪＶ

公共建築 2013 平成25年9月14日 若狭町獣害処理施設総合　竣工式

企業 2013 平成25年9月30日 敦賀ＪＡ育苗センター増築工事

企業 2014 平成26年3月19日 デンヨー福井工場第8期工場新築工事

西野工務店　沿革

（創業50周年を迎え）



表彰 2014 平成26年7月10日 西野左武朗氏　国土交通省にて功労大臣賞　受賞

表彰 2014 平成26年9月1日 従業員永年勤続表彰：13名

組織 2014 平成26年11月19日
組織編制改変　西野左武朗氏　代表権のあるオーナー　久池定光氏　代表取締役社長　西

野公博　専務取締役　就任

公共建築 2015 平成27年3月20日 上中病院放射線防護対策工事　西野工務店・河合工務店・ミズエＪＶ

表彰 2015 平成27年5月26日 西野左武朗氏　福井県建築工業会　特別功労賞授与（理事10年以上貢献を称え）

団体 2015 平成27年5月26日 西野左武朗氏　福井県建築工業会　会長　就任

公共建築 2015 平成27年12月25日 若狭町国民健康保険上中病院放射線防護対策及び新館改修　監理技術者：中村憲治

公共建築 2016 平成28年3月1日 日本遺産活用推進事業道の駅「わかさ熊川宿」増築　監理技術者：野瀬秀之

民間 2017 平成29年10月31日 嶺南こころの病院エレベーター棟増築　施工担当：寺坂陽一

西野工務店　沿革

（創業50周年を迎え）


