
平成２８年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿 別添１

No. 都道府県名 氏名 ふりがな 所属事業場名

1 北海道 佐藤　敏明 さとう　としあき 株式会社キタムラ

2 北海道 山村　幸輝 やまむら　ゆきてる 株式会社小林創業

3 青森 榊　和幸 さかき　かずゆき 有限会社中村建設

4 岩手 帷子　一法 かたびら　かずのり 株式会社遠忠

5 宮城 佐藤　正隆 さとう　まさたか 有限会社マサノリ工務店

6 宮城 杉山　善則 すぎやま　よしのり 栗原木工株式会社

7 秋田 柴田　忠明 しばた　ただあき 株式会社辨天技建

8 山形 曽根田　孝徳 そねた　たかのり 丸充建設株式会社

9 福島 志賀　健一 しが　けんいち 株式会社二嘉組

10 福島 鈴木　文雄 すずき　ふみお 関場建設株式会社

11 福島 横田　圭三 よこた　けいぞう 株式会社海老名建設

12 茨城 吉田　政美 よしだ　まさみ 有限会社箭内建設

13 栃木 田代　勝巳 たしろ　かつみ 株式会社谷黒組

14 群馬 神辺　好一 かんべ　こういち 宮下工業株式会社

15 埼玉 矢作　泰宏 やさく　やすひろ 三位電気株式会社

16 埼玉 澤﨑　真弥 さわざき　しんや 株式会社山崎工務店

17 千葉 上代　裕之 かじろ　ひろゆき 鈴木土建株式会社

18 千葉 竹之内　省二 たけのうち　しょうじ 有限会社アスカ

19 千葉 高波　夏樹 たかなみ　なつき 株式会社ダイニッセイ

20 東京 石河　邦昭 いしかわ　くにあき 有限会社石河工業

21 東京 北村　正雄 きたむら　まさお 株式会社東京サーマル

22 東京 小泉　佳男 こいずみ　よしお 株式会社佐藤型枠工業

23 東京 小岩　比呂也 こいわ　ひろや 有限会社中央シール工業

24 東京 武田　廣美 たけだ　ひろみ 株式会社ホソイ

25 神奈川 飯澤　真一 いいざわ　しんいち 株式会社丸喜

26 神奈川 岡﨑　誠司 おかざき　せいじ 株式会社ソニック

27 神奈川 末坂　実 すえさか　みのる 株式会社マルビ

28 新潟 久川　美雪 くがわ　みゆき 株式会社文明屋

29 新潟 佐野　房夫 さの　ふさお 佐野電設株式会社

30 新潟 嶋田　慶一 しまだ　けいいち 株式会社横井組

31 新潟 徳永　三郎 とくなが　さぶろう 株式会社村山土建

32 富山 長谷　一郎 はせ　いちろう 砺波工業株式会社

33 福井  高橋　範行 たかはし　のりゆき 株式会社辻組

34 福井 盛政　隆治 もりまさ　たかはる 有限会社盛政造園

35 長野 三石　茂由 みついし　しげよし コーシン工業株式会社

36 長野 村上　照明 むらかみ　てるあき 飯島建設株式会社

37 静岡 大石　達哉 おおいし　たつや 株式会社山田組

38 愛知 染矢　誠 そめや　まこと 親和建設株式会社

39 愛知 成瀬　貴士 なるせ　たかし 朝日工業株式会社
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40 愛知 三浦　健治 みうら　けんじ 寄神建設株式会社　名古屋支店

41 三重 中嶌　安信 なかじま　やすのぶ 株式会社杉本組

42 滋賀 藤原　正義 ふじわら　まさよし 株式会社桑原組

43 京都 唐仁　敏行 からに　としゆき 唐仁瓦店

44 京都 小林　正人 こばやし　まさひと 株式会社植田電機

45 京都 和田　大輔 わだ　だいすけ イーペック株式会社

46 大阪 岩元　勝彦 いわもと　かつひこ 田村工業株式会社

47 大阪 横浜　克巳 よこはま　かつみ 山岡建設株式会社

48 兵庫 沖野　正宏 おきの　まさひろ 株式会社西吾建設

49 兵庫 木村　康彦 きむら　やすひこ 株式会社加門組

50 兵庫 西村　晋吾 にしむら　しんご 奥友建設株式会社

51 兵庫 松尾　正寿 まつお　まさとし 株式会社松尾工務店

52 奈良 青山　滝 あおやま　たき 株式会社松吉組

53 和歌山 辻川　雅生 つじかわ　まさお 三笠建設株式会社

54 和歌山 林　英樹 はやし　ひでき 初島電設株式会社

55 鳥取 赤坂　智 あかさか　さとし 株式会社井木組

56 島根 落合　茂 おちあい　しげる 大福工業株式会社

57 岡山 中西　保雄 なかにし　やすお 株式会社中央設備

58 岡山 花房　秀晃 はなふさ　ひであき 明和建設株式会社

59 広島 浅海　文宏 あさみ　ふみひろ 株式会社和田組

60 広島 岡田　浩二 おかだ　こうじ 株式会社川頭工務店

61 広島 柿原　幸夫 かきはら　ゆきお 株式会社水本組

62 山口 大西　良浩 おおにし　よしひろ 株式会社福田塗装店

63 山口 山本　正司 やまもと　まさし 中国産建株式会社

64 徳島 宇坂　稔 うさか　みのる 有限会社宇坂鈑金工業所

65 香川 木下　敏治 きのした　としはる 小橋工業株式会社

66 香川 武田　邦広 たけだ　くにひろ 藤岡設備株式会社

67 香川 西村　剛 にしむら　つよし 株式会社岩崎建設

68 福岡 大池　光義 おおいけ　みつよし 九建架線工事株式会社

69 福岡 藤田　竹彦 ふじた　たけひこ 柴田建設工業株式会社

70 福岡 松本　信行 まつもと　のぶゆき 山九プラントテクノ株式会社　九州支店　黒崎事業所

71 福岡 水崎　光剛 みずさき　みつたけ 株式会社九電工　福岡支店　福岡支社

72 長崎 中里　眞成 なかざと　まさなり 門田建設株式会社

73 熊本 小松　栄二 こまつ　えいじ 株式会社佐藤産業

74 大分 飯倉　秀文 いいくら　ひでふみ 株式会社栗木精華園

75 宮崎 棈松　和昭 あべまつ　かずあき 村田建設株式会社

76 宮崎 池田　清繁 いけだ　きよしげ 株式会社川正建設

77 鹿児島 鶴村　修一 つるむら　しゅういち 有限会社大興電設

78 沖縄 嘉数　博文 かかず　ひろふみ 合資会社廣組
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79 北海道 佐藤　誠剛 さとう　せいごう 株式会社日本製鋼所　室蘭製作所

80 岩手 松下　隆 まつした　たかし 東陵総業株式会社

81 宮城 遠藤　光一 えんどう　こういち 株式会社仙台ニコン

82 宮城 横井　智美 よこい　ちえみ
公益社団法人地域医療振興協会
女川町地域医療センター　介護老人保健施設

83 茨城 大山　正 おおやま　ただし 関東鉄道株式会社

84 茨城 塚原　行春 つかはら　ゆきはる 日立セメント株式会社　日立工場

85 茨城 永藤　哲也 ながふじ　てつや 三桜工業株式会社　古河事業所

86 栃木 菊地　秀行 きくち　ひでゆき 株式会社東光高岳　小山事業所

87 栃木 玉野　博一 たまの　ひろかず いすゞ自動車株式会社　栃木工場

88 栃木 羽金　始高 はがね　もとたか 日立アプライアンス株式会社　栃木事業所

89 群馬 黛　　明 まゆすみ　あきら 株式会社ＩＨＩエアロスペース　富岡事業所

90 千葉 小川　祐喜 おがわ　ゆうき 三井造船株式会社　千葉事業所

91 千葉 小倉　誠市 おぐら　せいいち 住友重機械工業株式会社　千葉製造所

92 千葉 河村　雅仁 かわむら　まさひと しのはらプレスサービス株式会社

93 千葉 髙橋　光則 たかはし　みつのり 出光興産株式会社　千葉製油所

94 千葉 藤本　比呂志 ふじもと　ひろし 旭硝子株式会社　千葉工場

95 千葉 宮本　正人 みやもと　まさと 東レ株式会社　千葉工場

96 千葉 山﨑　仁 やまざき　ひとし 株式会社セノン　千葉支社　イオンタワー警備隊

97 東京 本多　正彦 ほんだ　まさひこ 株式会社グランドマスタークルー

98 神奈川 石川　隆雄 いしかわ　たかお ＢＡＳＦジャパン株式会社　茅ヶ崎工場

99 神奈川 梅﨑　浩昭 うめざき　ひろあき 住友重機械工業株式会社　メカトロニクス事業部

100 神奈川 小野　忠明 おの　ただあき 東亞合成株式会社　川崎工場

101 神奈川 古小路　文雄 こしょうじ　ふみお 旭化成株式会社　川崎製造所

102 神奈川 村山　英樹 むらやま　ひでき 三菱化学ハイテクニカ株式会社　小田原テクノセンター

103 新潟 今泉　堅氏 いまいずみ　かたし 株式会社日立ニコトランスミッション　加茂事業所

104 新潟 髙橋　薫 たかはし　かおる 日揮触媒化成株式会社　新潟事業所

105 富山 福村　正三 ふくむら　まさみ 大谷製鉄株式会社

106 長野 青樹　徹 あおき　とおる 昭和電工セラミックス株式会社　塩尻工場

107 長野 足助　信明 あすけ　のぶあき 王子マテリア株式会社　松本工場

108 岐阜 石垣　憲和 いしがき　のりかず ＫＹＢ株式会社　岐阜南工場

109 岐阜 楯　里美 たて　さとみ 社会福祉法人恵北福祉会　特別養護老人ホーム恵翔苑

110 岐阜 星野　光良 ほしの　みつよし トヨタ紡織株式会社　岐阜工場

111 岐阜 渡辺　新太郎 わたなべ　しんたろう 特種東海製紙株式会社　岐阜工場

112 愛知 木戸　友記 きど　ともき ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所

113 愛知 鈴木　隆生 すずき　たかお トヨタ自動車株式会社　広瀬工場

114 愛知 高西　優宏 たかにし　まさひろ コマツ産機株式会社　名古屋オフィス

115 愛知 長澤　成俊 ながさわ　なりとし 出光興産株式会社　愛知製油所

116 愛知 山本　美代子 やまもと　みよこ 株式会社セイビ　名古屋支店

117 愛知 吉田　宏栄 よしだ　こうえい 愛知製鋼株式会社　知多工場
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118 愛知 吉田　信夫 よしだ　しのぶ グローブシップ株式会社　名古屋支店

119 三重 田中　隆夫 たなか　たかお ジャパンマリンユナイテッド株式会社　津事業所

120 三重 谷　尚子 たに　なおこ 住友電装株式会社　四日市製作所

121 三重 服部　浩二 はっとり　こうじ 住友電装株式会社　四日市製作所

122 三重 安江　正信 やすえ　まさのぶ 中部電力株式会社　三重支店　桑名営業所

123 滋賀 金子　新一 かねこ　しんいち 東洋アルミニウム株式会社　日野製造所

124 京都 木畑　忠志 きばた　ただし 株式会社長田野ガスセンター

125 京都 田邉　裕貴 たなべ　ひろき 株式会社堀場製作所

126 大阪 飯山　治彦 いいやま　はるひこ レンゴー株式会社　淀川工場

127 大阪 佐藤　勉 さとう　つとむ 株式会社中山製鋼所

128 大阪 溝畑　一夫 みぞばた　かずお 阪神電気鉄道株式会社

129 鳥取 蔵増　一夫 くらます　かずお 寿製菓株式会社　浦津工場

130 岡山 高倉　恒男 たかくら　つねお 京浜化工株式会社　水島事業所

131 広島 梶山　蔵人 かじやま　くらと 日東電工株式会社　尾道事業所

132 広島 花木　健太 はなき　けんた 安田金属株式会社

133 広島 福田　浩二 ふくだ　こうじ 株式会社ＩＨＩ　航空宇宙事業本部　呉第二工場

134 広島 村上　剛 むらかみ　つよし 日立造船株式会社　向島工場

135 山口 相本　研司 あいもと　けんじ 東洋鋼鈑株式会社　下松事業所

136 香川 久保　健二 くぼ　けんじ 四国電力株式会社　高松支店電力部　丸亀電力センター

137 香川 緋田　了 ひだ　さとる 社会福祉法人明和会　特別養護老人ホームあづき

138 愛媛 阿部　匡信 あべ　まさのぶ 株式会社クラレ　西条事業所

139 愛媛 佐光　秀樹 さこう　ひでき 住友化学株式会社　愛媛工場

140 佐賀 馬場　厚信 ばば　あつのぶ 株式会社八坂木材

141 長崎 松田　弘 まつだ　ひろし 九州電力株式会社　長崎配電センター　佐世保配電事業所

142 熊本 永廣　研二 ながひろ　けんじ 医療法人金澤会　介護老人保健施設青翔苑

143 大分 長尾　和幸 ながお　かずゆき 産業振興株式会社　大分事業所


