
平成23年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

別添１

1 北海道 山本　紀美雄 やまもと　きみお ㈱ソーシン鋼業

2 北海道 伊藤　　稔 いとう　みのる 日吉建設㈱

3 青森県 大村　安久 おおむら　やすひさ ㈱赤塚工務店

4 岩手県 久慈　靖彦 くじ　やすひこ （有）木村架設工業

5 岩手県 前川　政広 まえかわ　まさひろ 汀建設㈱

6 岩手県 鎌田　貢 かまた　みつぎ 太平洋セメント(株)大船渡工場

7 宮城県 高田　道弘 たかだ　みちひろ ㈱阿部塗装工業

8 宮城県 堀江　守二 ほりえ　もりじ クレア工業㈱

9 宮城県 中山　嘉夫 なかやま　よしお ハリマ化成(株)仙台工場

10 秋田県 田中　徳良 たなか　のりよし ㈱オオタベ

11 山形県 今　　浩治 こん　こうじ ㈱髙橋工務店

12 福島県 本田　章二 ほんだ　しょうじ ㈱二嘉組

13 茨城県 小野瀬　龍昭 おのせ　たつあき ㈱根子左

14 茨城県 徳永　昌之 とくなが　まさゆき 京三電機(株)

15 栃木県 指首　公一 さしくび　こういち 昭和電工(株)小山事業所

16 栃木県 田名網　久芳 たなあみ　ひさよし 八州造園㈱

17 栃木県 猪瀬　康夫 いのせ　やすお (株)高岳製作所
小山工場

18 栃木県 金子　之彦 かねこ　ゆきひこ
富士通オプティカルコンポ－ネンツ(株)
小山工場

19 群馬県 周藤　憲司 しゅうとう　けんじ ㈱第一テクノ　群馬支店

20 群馬県 鈴木　岩夫 すずき　いわお 群馬綜合ガードシステム(株)

21 群馬県 立川　恒夫 たちかわ　つねお 富士重工業(株)群馬製作所

22 埼玉県 澤本　英樹 さわもと　ひでき （有）関澤組

23 埼玉県 鈴木　美貴 すずき　よしたか ㈱東和

24 埼玉県 松井　治正 まつい　はるまさ ＵＤトラックス(株)上尾工場

25 埼玉県 細川　昭夫 ほそかわ　あきお
(株)新木商事　本社営業所
本社1チーム及び本社2チーム

26 千葉県 渡部　栄治 わたなべ　えいじ (株)クボタ　京葉工場

27 千葉県 鈴木　幸二郎 すずき　こうじろう ㈱鈴木工務店

28 千葉県 平山　清一 ひらやま　せいいち 東邦建設㈱

29 千葉県 石川　滋 いしかわ　しげる 合同製鐵(株)船橋製造所

30 千葉県 伊藤　求 いとう　もとむ 旭硝子(株)千葉工場

31 東京都 櫻井　潤 さくらい　じゅん ㈱ワタナベ工務店

所属事業場番号 都道府県名 氏名 ふりがな
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32 東京都 今出川　晃一 いまでがわ　こういち 梶原鉄筋工業㈱

33 東京都 阿部　竹常 あべ　たけつね 丸善塗装工業㈱

34 東京都 渡辺　　悟 わたなべ　さとる （有）山田組

35 東京都 山崎　敏弘 やまざき　としひろ ㈱星工務店

36 東京都 大山　博己 おおやま　ひろみ (株)協和ビルサービス

37 東京都 樫山　一喜 かしやま　かずき (株)天草ビルサービス

38 東京都 森　博文 もり　ひろふみ
(株)ＩＨＩ　航空宇宙事業本部
瑞穂工場

39 神奈川県 波多野　貴久 はたの　たかひさ （有）下原工業

40 神奈川県 徳永　　彰 とくなが　あきら ㈱大西工業所

41 神奈川県 鈴木　　賢 すずき　けん 光洋重機建設㈱

42 神奈川県 平松　弘徳 ひらまつ　ひろのり
三菱重工業(株)船舶・海洋事業本部
横浜船海改修部

43 神奈川県 平塚　公人 ひらつか　きみと 三菱ふそうトラック・バス(株)

44 神奈川県 藤田　祐一 ふじた　ゆういち 千代田興業(株)扇島営業所

45 神奈川県 石川　富男 いしかわ　とみお (株)オーテックジャパン

46 神奈川県 本間　雅明 ほんま　まさあき 京浜物流(株)

47 神奈川県 森田　和久 もりた　かずひさ
(株)ＩＨＩ　回転機セクター
横浜第二工場

48 神奈川県 稲垣　裕男 いながき　ひろお 住重フォージング(株)

49 新潟県 荒井　英夫 あらい　ひでお ㈱小林建塗工業

50 新潟県 熊倉　秋男 くまくら　あきお ㈱加藤組

51 新潟県 番場　昭二 ばんば　しょうじ 伊米ヶ崎建設㈱

52 新潟県 柳尾　正彦 やなお　まさひこ (株)北村製作所

53 新潟県 田上　政仁 たがみ　まさひと マコー(株)本社

54 富山県 南部　清吉 なんぶ　せいきち （有）南部工務店

55 石川県 梶岡　耕一 かじおか　こういち 米沢電気工事㈱

56 石川県 津田　充裕 つだ　みつひろ 第一電機工業㈱

57 石川県 後坊　力一 ごぼう　りきかず (有)丸後運輸

58 石川県 曽明　智 そうめい　さとし 新家工業(株)山中工場

59 福井県 小林　義典 こばやし　よしのり 轟建設㈱

60 山梨県 小野　　近 おの　こん ㈱釜谷工務店

61 山梨県 近藤　　仁 こんどう　ひとし ㈱三和リース

62 山梨県 花田　悟 はなだ　さとる 富士急行(株)

63 山梨県 宮下　武也 みやした　たけや 富士急行(株)



平成23年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

所属事業場番号 都道府県名 氏名 ふりがな

64 長野県 湯本　英夫 ゆもと　ひでお 更埴建設㈱

65 長野県 岩田　光子 いわた　みつこ チューリップライフ(株)
長野支店

66 岐阜県 井戸　健二 いど　けんじ ㈱近藤工務店

67 岐阜県 伊藤　篤博 いとう　とくひろ 太平洋工業(株)西大垣工場

68 岐阜県 福永　幸生 ふくなが　ゆきお 住友大阪セメント(株)岐阜工場

69 静岡県 岩本　　亨 いわもと　とおる 山本建設㈱

70 静岡県 浦上　十男 うらがみ　としお 東海建設㈱

71 静岡県 後藤　和博 ごとう　かずひろ 東レ(株)三島工場

72 静岡県 森野　郷士 もりの　さとし 三菱アルミニウム(株)富士製作所

73 静岡県 榊原　高則 さかきばら　たかのり 王子板紙(株)
富士工場第一工場

74 静岡県 高塚　錠一 たかつか　ていいち 新興港運(株)

75 愛知県 伊藤　国雄 いとう　くにお 中日建設㈱

76 愛知県 加古　丞二 かこ　じょうじ 大府修景建設㈱

77 愛知県 高谷　敦生 たかたに　あつお 飯島鉄筋工業㈱

78 愛知県 梅田　良治 うめだ　りょうじ ㈱大智建設

79 愛知県 越須賀　浩幸 こしすか　ひろゆき 中部電力(株)岡崎支店　豊橋営業所

80 愛知県 實重　隆 さねしげ　たかし
(株)トヨタエンタプライズ
警備事業本部

81 愛知県 木下　光幸 きのした　みつゆき 加山興業(株)豊川工場

82 愛知県 猿樂　直樹 さるがく　なおき トヨタ紡織(株)刈谷工場

83 愛知県 平山　忠良 ひらやま　ただよし トヨタ車体(株)富士松工場

84 三重県 山際　守生 やまぎわ　もりお ㈱山下組

85 三重県 花井　淳 はない　あつし
ＮＴＮ(株)産業機械事業本部
桑名製作所

86 三重県 坂上　稔 さかがみ　みのる
ＪＳＲ(株)四日市工場
製造第一部　動力課

87 三重県 近藤　芳幸 こんどう　よしゆき
本田技研工業(株)鈴鹿製作所
ボディー工場　溶接1モジュール

88 三重県 森沢　克成 もりさわ　かつしげ (株)森精機製作所　伊賀事業所

89 滋賀県 梅村　信彦 うめむら　のぶひこ ㈱桑原組

90 京都府 谷村　義治 たにむら　よしはる 宮城建設㈱

91 京都府 西田　孝之 にしだ　たかゆき ケイコン㈱

92 大阪府 古江　一士 ふるえ　かずし 松浦建設㈱

93 大阪府 亀浦　睦久 かめうら　よしひさ ㈱浪花組

94 大阪府 石井　啓史 いしい　ひろふみ
(株)小松製作所　大阪工場生産本部生産技
術開発センタ

95 大阪府 北野　敬二 きたの　けいじ (株)丸六



平成23年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

所属事業場番号 都道府県名 氏名 ふりがな

96 大阪府 村中　孝也 むらなか　たかや 三井化学(株)大阪工場

97 兵庫県 藤川　正広 ふじかわ　まさひろ ㈱小泉組

98 兵庫県 吉祥　忠雄 きっしょう　ただお ㈱池内工務店

99 奈良県 大込　式高 おおごみ　のりたか ㈱森岡組

100 兵庫県 宮内　司 みやうち　つかさ 三菱電機㈱系統変電システム製作所

101 和歌山県 山根　三郎 やまね　さぶろう ㈱赤路電気水道

102 和歌山県 樋本　修 ひもと　おさむ 鴻池運輸(株)和歌山支店

103 鳥取県 安藤　敦夫 あんどう　あつお　 （有）高野組

104 島根県 武田　隆夫 たけだ　たかお 大福工業㈱

105 岡山県 三宅　光明 みやけ　みつあき 明和建設㈱

106 岡山県 椙原　英行 すぎはら　ひでゆき
三井造船(株)玉野事業所
艦船工場艤装課機装担当区

107 岡山県 中尾　武司 なかお　たけし 三井造船(株)玉野事業所

108 岡山県 樋口　淳一 ひぐち　じゅんいち (株)中央運輸

109 岡山県 財前　元文 ざいぜん　もとふみ
ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所（倉敷地
区）

110 岡山県 三宅　輝雄 みやけ　てるお
ＪＦＥスチール(株)西日本製鉄所（倉敷地
区）

111 広島県 藤岡　祐二 ふじおか　ゆうじ ㈱白石タイル

112 広島県 中田　浩二 なかた　こうじ 中国電力(株)三次営業所

113 広島県 菅　啓祐 すが　けいすけ 三谷建設(株)

114 広島県 渡邉　節也 わたなべ　せつや
常石造船(株)常石工場
生産部　加工Ｇ　加工職場

115 山口県 長岡　和磨 ながおか　かずま 山陽建設工業㈱

116 山口県 大中　豊秋 おおなか　とよあき 帝人ファイバー(株)徳山事業所

117 山口県 中本　敏昭 なかもと　としあき 三井化学(株)岩国大竹工場

118 山口県 福田　康浩 ふくだ　やすひろ 三國重工業(株)
山口工場

119 徳島県 中川　淳二 なかがわ　じゅんじ ㈲ヤマト重機

120 香川県 佐藤　　隆 さとう　たかし 三栄工業㈱

121 香川県 岩崎　伯彦 いわさき　のりひこ （有）一城組

122 香川県 塩田　義典 しおた　よしのり ㈱菅組

123 愛媛県 山内　雅彦 やまうち　まさひこ ㈱シゲタ

124 愛媛県 藤田　修一 ふじた　しゅういち クラレ西条(株)

125 高知県 岡﨑　敦也 おかざき　あつや ㈱轟組

126 福岡県 岡部　修治 おかべ　しゅうじ ㈱安井組

127 福岡県 山口　英二 やまぐち　えいじ 玉石重機㈱
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128 福岡県 吉田　丈二 よしだ　じょうじ 中村工業㈱

129 福岡県 野村　浩樹 のむら　ひろき 日産自動車九州(株)

130 福岡県 大隈　直彰 おおくま　なおあき
九州電力(株)福岡お客さまセンター
福間営業所

131 福岡県 鶴田　幸人 つるた　ゆきと
山九(株)北九州支店
響灘グループ　響原料係

132 佐賀県 馬場　政浩 ばば　まさひろ ㈱セリタ建設

133 長崎県 二宮　清市 にのみや　せいいち ㈱坂本組

134 熊本県 平山　順二 ひらやま　じゅんじ ㈱中村鉄筋工業

135 熊本県 中川　一夫 なかがわ　かずお ㈱波多野建設

136 熊本県 近藤　兼義 こんどう　かねよし 日立造船(株)有明工場

137 熊本県 松田　秀文 まつだ　ひでふみ 三菱電機(株)パワーデバイス製作所

138 大分県 矢野　文典 やの　ふみのり ㈱茅嶋工務店

139 大分県 河辺　文朗 かわべ　ふみあき 三井造船(株)大分事業所

140 宮崎県 工藤　晃嗣 くどう　こうじ ㈱三矢建設

141 鹿児島県 永瀬　　勝 ながせ　まさる ㈱新留土木

142 鹿児島県 田代　幸一 たしろ　こういち 日本瓦斯(株)鹿児島工場

143 沖縄県 當銘　高広 とうめ　たかひろ ㈱祖慶電設工業


