
平成２６年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿 別紙
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1 北海道 加藤　真胤 かとう　まさつぐ 有限会社スタッド

2 青森県 棟方　誠 むなかた　まこと 株式会社青洋建設

3 岩手県 泉舘　俊美 いずみだて　としみ 株式会社丹野組

4 宮城県 庄子　功也 しょうじ　こうや 栗原木工株式会社

5 宮城県 中村　尊男 なかむら　たかお 旭化学工業株式会社

6 秋田県 児玉　隆 こだま　たかし 工藤電気工事株式会社

7 山形県 笹原　新一 ささはら　しんいち 星川建設株式会社

8 福島県 佐久間　信 さくま　まこと 株式会社磐梯園

9 福島県 三瓶　四郎 さんぺい　しろう 秀和建設株式会社

10 茨城県 山田　順之 やまだ　のぶゆき 株式会社根子左

11 栃木県 岡本　憲夫 おかもと　のりお 株式会社岡工務店

12 群馬県 梅澤　昭夫 うめざわ　てるお 梅沢建設株式会社

13 群馬県 中村　智一 なかむら　としかず 株式会社フジサワ

14 埼玉県 藤岡　雅展 ふじおか　まさひろ 株式会社東亜興業

15 千葉県 松本　重孝 まつもと　しげたか 株式会社岡部建設

16 東京都 濱辺　政浩 はまべ　まさひろ 株式会社浜辺鉄筋工業

17 東京都 住吉　秀明 すみよし　ひであき 向井建設株式会社

18 東京都 永瀨　哲治 ながせ　てつじ 森建設株式会社

19 東京都 住友　光一 すみとも　こういち 株式会社美創タイル

20 東京都 清水　敦史 しみず　あつし 株式会社細田工務店

21 東京都 賀佐　正人 がさ　まさと 青木土木株式会社

22 東京都 宮本　洋石 みやもと　ひろし 株式会社鈴木組

23 東京都 小山　盛男 こやま　もりお 西豊工業株式会社

24 神奈川県 菅野　道雄 すがの　みちお 有限会社佐藤左官工業

25 神奈川県 宗像　勇 むなかた　いさむ 宗像工務店

26 神奈川県 岩田　厚生 いわた　あつお 株式会社スチール・ワン

27 新潟県 高橋　重敏 たかはし　しげとし 株式会社外川組

28 新潟県 小柳　茂伸 おやなぎ　しげのぶ 株式会社涌井建設工業

29 新潟県 小林　弘 こばやし　ひろし 石高建設株式会社

30 富山県 吉島　宇一郎 きちしま　ういちろう 廣川建設工業株式会社

31 福井県 濱川　雄二 はまかわ　ゆうじ 株式会社半澤組

32 福井県 金森　力 かなもり　ちから 伊藤建設株式会社

33 山梨県 井上　修司 いのうえ　しゅうじ 井上興業株式会社

34 静岡県 渡辺　純也 わたなべ　じゅんや 株式会社エコワーク

35 静岡県 佐藤　友基 さとう　ゆうき 戸塚建設株式会社

36 愛知県 杉浦　広志 すぎうら　ひろし 朝日工業株式会社

37 愛知県 渡會　康英 わたらい　やすひで 中部土木株式会社

38 愛知県 渡辺　稔幸 わたなべ　としゆき 北嶋工業株式会社

39 愛知県 倉内　賢一 くらうち　けんいち 有限会社山本鋼業
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40 愛知県 佐野　雄一 さの　ゆういち 有限会社佐野組

41 三重県 濱口　幸司 はまぐち　こうじ 有限会社出馬重機

42 滋賀県 間瀬戸　究 ませど　きわむ 双葉建設株式会社

43 京都府 建部　晴彦 たてべ　はるひこ 株式会社村井建設

44 京都府 深町　健次 ふかまち　けんじ 甍技塾徳舛瓦店有限会社

45 大阪府 髙地　信久 たかち　のぶひさ 大起工業株式会社

46 大阪府 浜村　英文 はまむら　ひでふみ 株式会社宮岡工務店

47 兵庫県 滝本　真紀夫 たきもと　まきお 淡路土建株式会社

48 兵庫県 多鹿　邦嘉 たじか　くによし 株式会社関口建設

49 兵庫県 渋谷　淳 しぶや　じゅん 株式会社高山組

50 奈良県 清原　三佳 きよはら　みつよし 株式会社上田工務店

51 和歌山県 嶋　浩司 しま　こうじ 島米塗装店

52 鳥取県 奥山　登勢次 おくやま　とせじ 株式会社ヘイセイ

53 島根県 麻尾　倫宏 あさお　みちひろ 有限会社大一建設

54 岡山県 田村　明樹 たむら　ひろき 株式会社正栄組

55 広島県 小林　誠二 こばやし　せいじ みつぎ産業株式会社

56 山口県 飯塚　紀彦 いいづか　のりひこ 有限会社栗栖工業

57 徳島県 筒井　敏夫 つつい　としお 株式会社菅原塗装

58 香川県 岡原　秀樹 おかはら　ひでき 美和建設株式会社

59 香川県 野﨑　幹生 のざき　みきお 株式会社富田組

60 愛媛県 二宮　龍男 にのみや　たつお 村上工業株式会社

61 愛媛県 山口　修二 やまぐち　しゅうじ 越智電機産業株式会社

62 福岡県 三次　敏矢 みつぎ　としや 有限会社サカデン

63 福岡県 黒木　秀輝 くろき　ひでき 尾園建設株式会社

64 福岡県 前田　好明 まえだ　よしあき 中村工業株式会社

65 福岡県 伊藤　久二 いとう　ひさじ 橋本工業株式会社

66 福岡県 吉川　恒徳 よしかわ　つねのり 有限会社吉川設備

67 佐賀県 池田　幸伸 いけだ　ゆきのぶ 株式会社神近建設

68 長崎県 末永　好信 すえなが　よしのぶ 増山建設株式会社

69 熊本県 本巣　光博 もとす　みつひろ 株式会社吉永産業

70 大分県 向井　勝秋 むかい　かつあき 株式会社安部電業社

71 宮崎県 黒木　文也 くろぎ　ふみや 株式会社三郎建設

72 鹿児島県 松元　晴美 まつもと　はるみ 福地建設株式会社

73 沖縄県 金城　克己 きんじょう　かつみ 株式会社トクシュ

74 宮城県 川嶋　勝彦 かわしま　かつひこ 株式会社東北イノアック　若柳工場

75 山形県 長岡　清一郎 ながおか　せいいちろう 日東ベスト株式会社　大谷工場

76 福島県 門馬　政彦 もんま　まさひこ 大内新興化学工業株式会社　原町工場

77 茨城県 平河内　秀夫 ひらこうち　ひでお 株式会社伊藤鐵工所

78 茨城県 萩野　寒一 はぎの　かんいち 株式会社日立製作所インフラシステム社　竜ヶ崎事業所
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79 栃木県 佐藤　一夫 さとう　かずお 株式会社クボタ　宇都宮工場

80 群馬県 小池　隆 こいけ　たかし 日新電機株式会社　前橋製作所

81 埼玉県 成田　隆 なりた　たかし レンゴー株式会社　八潮工場

82 埼玉県 仲田　とし子 なかた　としこ 株式会社セキュリティ

83 埼玉県 荒川　功 あらかわ　いさお 株式会社日立ニコトランスミッション　大宮事業所

84 千葉県 鹿島　良弘 かしま　よしひろ 京葉ガス株式会社　供給センター

85 神奈川県 大滝　一輔 おおたき　かずすけ 三菱重工業株式会社

86 神奈川県 今泉　浩 いまいずみ　ひろし 住友重機械マリンエンジニアリング株式会社

87 神奈川県 井上　進一 いのうえ　しんいち 三菱化学ハイテクニカ株式会社　小田原テクノセンター

88 神奈川県 郡山　勉 こおりやま　つとむ  東芝マテリアル株式会社

89 神奈川県 山本　政志 やまもと　まさし 株式会社富士通ファシリティーズ・エンジニアリング　あきる野事業所

90 新潟県 梅沢　祐一 うめざわ　ゆういち 株式会社見晴屋林業

91 新潟県 坂田　了二 さかた　りょうじ 北越紀州製紙株式会社　長岡工場

92 富山県 鍛冶　忠和 かじ　ただかず 川田工業株式会社　富山工場

93 富山県 藤本　明 ふじもと　あきら 株式会社新日軽北陸　立野工場

94 福井県 番場　秀樹 ばんば　ひでき 株式会社ダイエイ

95 長野県 市川　正夫 いちかわ　まさお 昭和電工株式会社　大町事業所

96 岐阜県 中嶋　敦史 なかしま　あつし 関西電力株式会社　東海支社　今渡電力システムセンター

97 静岡県 天野　啓之 あまの　ひろゆき 日本軽金属株式会社　蒲原製造所

98 静岡県 内藤　博文 ないとう　ひろふみ 特種東海製紙株式会社　島田工場

99 静岡県 伊藤　忠明 いとう　ただあき 中部電力株式会社　静岡支店

100 静岡県 南原　茂 なんばら　しげる 東名興産有限会社

101 愛知県 詠田　政次 ながた　まさつぐ 東レ株式会社　名古屋事業場

102 愛知県 西田　健一 にしだ　けんいち アイシン精機株式会社　西尾ダイカスト工場

103 愛知県 棚瀬　好庸 たなせ　よしのぶ 株式会社全日警　名古屋支社

104 愛知県 藤枝　薫 ふじえだ　かおる 株式会社UACJ　名古屋製造所

105 愛知県 出雲　誠二 いずも　せいじ 愛知製鋼株式会社　知多工場

106 三重県 前口　茂 まえぐち　しげる DMG森精機株式会社　伊賀事業所

107 京都府 田島　幸三 たじま　こうぞう 日新電機株式会社　高電圧大電力試験所

108 大阪府 馬場　勇一 ばば　ゆういち 丸一鋼管株式会社　大阪工場

109 兵庫県 春名　浩之 はるな　ひろゆき 神姫警備保障株式会社

110 兵庫県 藤井　一 ふじい　はじめ JFEスチール株式会社　東日本製鉄所　西宮工場

111 兵庫県 祝　良二 いわい　りょうじ 株式会社神戸製鋼所　高砂製作所

112 和歌山県 本多　正記 ほんだ　まさき 三菱電線工業株式会社　箕島製作所

113 鳥取県 福家　茂貴 ふけ　しげき  大同端子製造株式会社

114 岡山県 三宅　進 みやけ　すすむ 株式会社クラレ　岡山事業所

115 岡山県 谷口　勝正 たにぐち　かつまさ JFEスチール株式会社　西日本製鉄所（倉敷地区）

116 広島県 高木　伸之 たかき　のぶゆき 中国電力株式会社　東広島営業所

117 広島県 福和　浩二 ふくわ　こうじ JFEスチール抹式会社　西日本製鉄所（福山地区）
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118 広島県 川上　真一 かわかみ　しんいち JFEスチール株式会社　西日本製鉄所（福山地区）

119 山口県 山本　昭彦 やまもと　あきひこ 株式会社トクヤマ　徳山製造所

120 山口県 高木　幸治 たかぎ　こうじ 宇部興産株式会社　宇部ケミカル工場

121 山口県 藤井　栄治 ふじい　えいじ 東洋紡株式会社　岩国事業所

122 香川県 藤村　裕巳 ふじむら　ひろみ 株式会社伏見製薬所　本社工場

123 愛媛県 清水　保 しみず　たもつ 西南自動車工業株式会社

124 福岡県 堀内　浩之 ほりうち　ひろゆき 山九株式会社　福岡支店

125 福岡県 友永　重美 ともなが　しげみ 株式会社パワーライン

126 福岡県 田　恵 よしだ　さとし 有限会社アンゼン企画

127 長崎県 大野　政敏 おおの　まさとし 株式会社山口組

128 長崎県 浦　司 うら　つかさ コバレントマテリアル長崎株式会社

129 熊本県 城戸　和久 きど　かずひさ 日立造船株式会社　有明工場

130 大分県 上野　静治 うえの　せいじ 住友化学株式会社　大分工場

131 大分県 黒田　増美 くろだ　ますみ 日鉄住金物流大分株式会社

132 大分県 久東　栄一 くとう　えいいち 昭和電工株式会社　大分コンビナート

133 宮崎県 兒玉　澤光 こだま　さわみつ 株式会社九電ハイテック　宮崎支社


