
平成22年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

都道府県名 氏名 ふりがな 所属事業場

1 北海道 小山　貴久 こやま　たかひさ (株)亀岡組

2 北海道 白幡　勝典 しらはた　かつのり (株)小鍛冶組

3 北海道 清野　則和 せいの　のりかず (株)興伸工機

4 北海道 中塚　佳愛 なかつか　よしなる (株)稲田組

5 北海道 向井　佐一郎 むかい　さいちろう (株)佐藤左官工業

6 青森県 竹ヶ原　誠 たけがはら　まこと 南部建設(株)

7 岩手県 紺野　敬重 こんの　たかしげ (株)山元

8 宮城県 及川　一百 おいかわ　とひゃく 松尾金属(株)

9 宮城県 昆布谷　貞 こぶや　ただし 東日本コンクリート(株)　亘理ＰＣ工場

10 宮城県 佐々木　正春 ささき　まさはる 銅谷建設(株)

11 宮城県 佐藤　正 さとう　ただし (株)環境開発公社エムシーエム

12 秋田県 藤田　浩 ふじた　ひろし 桂造園土木(株)

13 秋田県 山内　善幸 やまうち　よしゆき （合）伊藤組

14 山形県 飯野　明博 いいの　あきひろ (株)後藤材木店　製材工場

15 山形県 井上　章 いのうえ　あきら 小笠原建設(株)

16 山形県 井上　門七 いのうえ　もんしち (株)天野左官

17 山形県 太田　勝義 おおた　かつよし 山形スリーエム(株)

18 福島県 志賀　立也 しが　たつや 丸三製紙(株)　本社工場

19 福島県 森藤　強美 もりとう　つよみ 森藤建設工業(株)

20 茨城県 石島　俊一 いしじま　しゅんいち 協和発酵バイオ(株)　つくば開発センター

21 茨城県 大澤　俊夫 おおさわ　としお (株)加藤製作所　茨城工場

22 茨城県 仲澤　英明 なかざわ　ひであき (有)高島鉄筋工業

23 茨城県 渡辺　武雄 わたなべ　たけお 大西建設(株)

24 栃木県 木津　年晴 きづ　としはる (株)船見組

25 栃木県 慶野　秀道 けいの　ひでみち 昭和電工(株)　小山事業所

26 栃木県 戸田　満 とだ　みつる (株)高岳製作所　小山工場

27 栃木県 福里　司 ふくざと　つかさ (株)本田技術研究所　四輪Ｒ＆Ｄセンター

28 群馬県 秋山　智弘 あきやま　ともひろ （有）秋山組

29 群馬県 久保田　恭行 くぼた　やすゆき 大同特殊鋼(株)　渋川工場
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30 群馬県 原澤　政志 はらさわ　まさし (株)兵藤工務店

31 群馬県 横田　和久 よこた　かずひさ (株)第一テクノ　　群馬支店

32 埼玉県 落合　千代人 おちあい　ちよと 太平洋セメント(株)　埼玉工場

33 埼玉県 藤村　英諭 ふじむら　ひでさと (株)戸美田組

34 千葉県 栗本　弘 くりもと　ひろし ＪＦＥスチール(株)　東日本製鉄所

35 千葉県 小古間　努 こごま　つとむ (株)長久保工務店

36 千葉県 根本　隆彦 ねもと　たかひこ 東邦建設(株)

37 千葉県 前川　英一 まえかわ　えいいち 丸善石油化学(株)　千葉工場

38 千葉県 和田　直樹 わだ　なおき (株)石原運輸

39 東京都 岩間　龍彦 いわま　たつひこ (株)藤井工務店

40 東京都 梅原　利光 うめはら　としみつ (有)東城冷機工業所

41 東京都 奥山　武是 おくやま　たけよし (株)東芝　府中事業所

42 東京都 黒沢　悦雄 くろさわ　えつお 東京急行電鉄(株)

43 東京都 佐藤　金作 さとう　きんさく (株)弘南

44 東京都 清水　誠之 しみず　まさゆき (株)コウホク電設

45 東京都 内藤　正信 ないとう　まさのぶ 大河原陶業(株)

46 東京都 柳平　実 やなぎだいら　みのる 小林建設(株)

47 神奈川県 秋葉　勝義 あきば　かつよし 住友電気工業(株)　横浜製作所

48 神奈川県 荒木　良雄 あらき　よしお (株)谷村工務店

49 神奈川県 荒牧　正男 あらまき　まさお 日産車体(株)　湘南工場

50 神奈川県 角田　繁勇起 かくた　しげゆき 三菱ふそうトラック・バス(株)　川崎製作所

51 神奈川県 柏木　公広 かしわぎ　きみひろ 横浜港湾作業(株)

52 神奈川県 川戸　博 かわと　ひろし (株)ノグチ

53 神奈川県 小林　千明 こばやし　ちあき (株)鈴幸製作所

54 神奈川県 新谷　琢磨 しんや　たくま (株)アイ・エイチ・アイ　マリンユナイテッド

55 神奈川県 菅原　次男 すがわら　つぎお 日立オートモティブシステムズ(株)

56 新潟県 高橋　富二 たかはし　とみじ (株)元店建設

57 新潟県 富樫　文平 とがし　ぶんぺい (株)日立産機システム　中条事業所

58 新潟県 山田　広幸 やまだ　ひろゆき (株)三起商会

59 富山県 佐藤　総一郎 さとう　そういちろう 丸新志鷹建設(株)
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60 富山県 高井　優一 たかい　ゆういち 東亞合成(株)　高岡工場

61 富山県 舟子　和義 ふなこ　かずよし ＹＫＫ　ＡＰ(株)　黒部事業所　

62 福井県 木村　稔 きむら　みのる 敦賀旭土建(株)

63 福井県 平田　新市 ひらた　しんいち レンゴー(株)　金津事業所

64 福井県 松浦　毅 まつうら　つよし 坂川建設(株)

65 山梨県 中山　元 なかやま　はじめ 中山板金工業所

66 長野県 佐原　良彦 さはら　よしひこ (株)佐原建設

67 岐阜県 辻　　明宏 つじ　あきひろ (株)嶋工務店

68 静岡県 植村　亨 うえむら　とおる (株)藤原組

69 静岡県 深澤　正水 ふかざわ　まさみ ニッケン消毒(株)

70 静岡県 村松　徹 むらまつ　とおる (株)鈴恭組

71 愛知県 上田　尚二 うえだ　しょうじ ミヤジマ電気工事(株)

72 愛知県 大橋　武志 おおはし　たけし (株)野口工業

73 愛知県 岡田　勝 おかだ　まさる 王子製紙(株)　春日井工場

74 愛知県 高木　一成 たかぎ　かずなり トヨタ紡織(株)　高岡工場

75 愛知県 竹内　麗子 たけうち　れいこ (株)サン・ガード

76 愛知県 田中　信也 たなか　しんや ＪＦＥスチール(株)　知多製造所

77 愛知県 山田　孝 やまだ　たかし (株)イチテック

78 愛知県 長崎　剛 ながさき　つよし (株)ＩＨＩ　愛知工場

79 愛知県 浜田　正人 はまだ　まさと 東レ(株)　東海工場

80 愛知県 横浜　繁夫 よこはま　しげお 大平工業(株)

81 三重県 大原　邦彰 おおはら　くにあき (株)森精機製作所　伊賀事業所

82 三重県 森田　浩二 もりた　こうじ 堀田建設(株)

83 滋賀県 林　　要蔵 はやし　ようぞう (株)橋本建設

84 京都府 奥山　佳朗 おくやま　よしろう イーペック(株)

85 京都府 近藤　嘉政 こんどう　よしまさ 奥滝電気(株)

86 大阪府 櫻井　浩三 さくらい　こうぞう (株)ダイフジ

87 大阪府 式見　徳弘 しきみ　とくひろ 第一建設機工(株)

88 大阪府 橋本　滋 はしもと　しげる パナソニック(株)　ＡＶＣネットワークス社

89 大阪府 藤田　一登 ふじた　かずと (株)ジェイアール西日本総合ビルサービス　大阪支店
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90 兵庫県 近藤　鶴清 こんどう　つるきよ (株)竹迫組

91 兵庫県 橋本　拓也 はしもと　たくや　 (株)森長組

92 奈良県 吉井　英善 よしい　ひでよし 藤本建設(株)

93 和歌山県 板倉　和利 いたくら　かずとし 関西電力(株)　海南発電所

94 和歌山県 田中　啓喜 たなか　けいき 住友金属工業(株)　和歌山製鉄所

95 和歌山県 藤本　信幸 ふじもと　のぶゆき 花王(株)　和歌山工場

96 和歌山県 和田　正二 わだ　しょうじ (株)志野造園土木

97 島根県 赤名　秀幸 あかな　ひでゆき （有）富士ビルド

98 島根県 川谷　正次 かわたに　しょうじ 美保鉄筋(株)

99 鳥取県 谷口　弘宜 たにぐち　ひろよし 中一建設(株)

100 岡山県 石川　勝浩 いしかわ　かつひろ 大谷建設(株)

101 岡山県 伊藤　茂 いとう　しげる 藤森運輸(株)　倉敷営業所

102 岡山県 小野　正廣 おの　まさひろ 住友重機械工業(株)　岡山製造所

103 岡山県 柿谷　盛博 かきたに　もりひろ 三菱自動車工業(株)　水島製作所

104 岡山県 森下　禎己 もりした　よしみ (株)クラレ　倉敷事業所

105 広島県 粟根　久喜 あわね　ひさき ヤスハラケミカル(株)　高木工場

106 広島県 池田　諭 いけだ　さとし (株)左官工業藤原組

107 広島県 岡田　孝 おかだ　たかし クレトイシ(株)　呉工場

108 広島県 瀧本　哲也 たきもと　てつや (株)松田組

109 山口県 小縣　栄二 おがた　えいじ 住吉工業(株)

110 山口県 迫田　一成 さこた　かずなり 彦島製錬(株)

111 徳島県 上岡　敏明 うえおか　としあき 四国瓦斯(株)　徳島支店

112 徳島県 加治屋　義則 かじや　よしのり 三晃産業(株)

113 徳島県 廣瀬　栄 ひろせ　さかえ (株)吉崎設備工業

114 香川県 大垣　幸夫 おおがき　ゆきお (株)村上組

115 香川県 川田　巧 かわだ　たくみ 青葉工業(株)

116 愛媛県 田頭　信一 たがしら　しんいち 大王製紙(株)　三島工場

117 高知県 和田　直和 わだ　なおかず (株)ネクスト・オカモト

118 福岡県 秋吉　久徳 あきよし　ひさのり (有)駒屋段取

119 福岡県 大庭　幸光 おおば　ゆきみつ 平原建設工業(株)
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120 福岡県 烏山　竜一 からすやま　りゅういち 中村工業(株)

121 福岡県 西　　鉄二 にし　てつじ (株)東田中建設

122 福岡県 保田　鉄之輔 やすだ　てつのすけ 中村工業(株)

123 佐賀県 辻　　直人 つじ　なおと 岡本建設(株)

124 佐賀県 中村　博 なかむら　ひろし 九州電力(株)　佐賀支店

125 佐賀県 古川　良治 ふるかわ　よしはる (有)宮嵜塗装工業

126 長崎県 山尾　正晴 やまお　まさはる (株)西海建設

127 熊本県 坂本　敏彦 さかもと　としひこ ユニバーサル造船(株)　有明事業所

128 熊本県 柴山　章 しばやま　あきら 三和建設(株)

129 大分県 甲斐　辰郎 かい　たつろう (株)国実水道

130 大分県 村上　聖史 むらかみ　きよし リマテック(株)　九州工場

131 宮崎県 野村　広幸 のむら　ひろゆき (株)桜木組

132 鹿児島県 池畑　良知 いけばた　よしとも (株)しろやま建設

133 鹿児島県 原口　操 はらぐち　みさお (有)おおのがら林業

134 沖縄県 崎原　利夫 さきはら　としお 金城重機(株)


