
令和元年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No. 都道名 氏名 ふりがな 所属事業場名

1 北海道 小瀧　哲矢 こたき　てつや 株式会社海陸興業

2 北海道 竹林　功 たけばやし　いさお 三和土質基礎株式会社

3 北海道 中舘　宏康 なかだて　ひろやす 浦口滝澤建設株式会社

4 青森 西本　義光 にしもと　よしみつ 南部建設株式会社

5 宮城 松浦　浩 まつうら　ひろし 株式会社ミヤテツ

6 宮城 松尾　繁弘 まつお　しげひろ 松永鉄筋工業株式会社

7 秋田 阿部　勝彦 あべ　かつひこ 株式会社辨天技建

8 山形 阿部　久志 あべ　ひさし 高谷建設株式会社

9 福島 近内　隆政 こんない　たかまさ 三和工業株式会社

10 茨城 新堀　広清 にいほり　こうせい 株式会社新堀工務店

11 栃木 宇賀神　広幸 うがじん　ひろゆき 山和技建株式会社

12 群馬 外﨑　喜裕 とのさき　よしひろ 株式会社盛田工務店

13 埼玉 新井　康朝 あらい　やすのり 株式会社前島建設工業

14 埼玉 大川　俊行 おおかわ　としゆき 株式会社大川緑地開発

15 埼玉 小林　宙 こばやし　ひろし 秋山建材工業株式会社

16 埼玉 山田　彰吾 やまだ　しょうご 西山建設株式会社

17 千葉 小島　隆弘 こじま　たかひろ 有限会社明進電設

18 千葉 松本　誠 まつもと　まこと 鈴木土建株式会社

19 東京 奥原　光志朗 おくはら　こうしろう 株式会社都市建

20 東京 鳥居　太一郎 とりい　たいちろう 金子建設株式会社

21 東京 藤原　一夫 ふじわら　かずお 株式会社シライシ

22 神奈川 大久保　健一 おおくぼ　けんいち 共栄機械工事株式会社

23 神奈川 小吹　雅行 おぶき　まさゆき 株式会社新井工務店

24 神奈川 藤間　康成 ふじま　やすなり 株式会社洋栄工業

25 新潟 小幡　大祐 おばた　だいすけ 伊米ヶ崎建設株式会社

26 新潟 加瀬谷　輝彦 かせや　てるひこ 佐久間工業株式会社

27 新潟 日下部　英晴 ひかべ　ひではる 株式会社吉田組

28 富山 岩城　高志 いわき　たかし 共和クレーン有限会社

29 福井 笠島　康市 かさしま　こういち 長谷川建設株式会社

30 福井 北山　幸弘 きたやま　ゆきひろ 株式会社野村塗装店

31 福井 山崎　勇蔵 やまざき　ゆうぞう 谷口建設株式会社

32 山梨 西山　高弘 にしやま　たかひろ 西山塗装株式会社

33 長野 勝野　幸男 かつの　ゆきお 株式会社落田

34 静岡 大石　修 おおいし　おさむ 明光電気株式会社

35 静岡 松浦　直己 まつうら　なおみ 中山建設株式会社

36 愛知 岡田　義之 おかだ　よしゆき 中部土木株式会社

37 三重 増田　昭義 ますだ　あきよし 株式会社中央鐵骨

38 京都 葛󠄀輪　正人 くずわ　まさと 宮城建設株式会社

39 京都 林　信吾 はやし　しんご 株式会社シンテック



No. 都道名 氏名 ふりがな 所属事業場名

40 大阪 上嶋　圭吾 うえしま　けいご 上嶋工務店

41 大阪 小山　省一 こやま　しょういち 富崎建設株式会社

42 大阪 松下　義成 まつした　よしなり 川重産業株式会社

43 大阪 横井　謙次 よこい　けんじ オリエンタル白石株式会社　大阪支店

44 和歌山 金山　康成 かなやま　やすなり 三笠建設株式会社

45 兵庫 野村　晃平 のむら　こうへい 株式会社中川工務店

46 奈良 松葉　秀忠 まつば　ひでただ 株式会社城東鉄筋

47 鳥取 田上　智昭 たうえ　ともあき 株式会社井木組

48 島根 竹下　昌宏 たけした　まさひろ 株式会社長岡塗装店

49 岡山 足立　浩 あだち　ひろし 株式会社東洋工務店

50 広島 水木　久夫 みずき　ひさお 株式会社大畑設備

51 山口 舩津　茂 ふなつ　しげる 株式会社ショウエイ

52 徳島 大薮　賢三 おおやぶ　けんぞう 中筋建工株式会社

53 香川 安藤　哲宏 あんどう　あきひろ 株式会社芝口組

54 香川 野田　政宏 のだ　まさひろ 株式会社坂井工務店

55 愛媛 越智　勲 おち　いさお 株式会社須賀組

56 愛媛 芝　勇樹 しば　ゆうき 合名会社松浦土建

57 愛媛 蚊帳　博之 かちょう　ひろゆき 大一電気工業株式会社　　愛媛支店

58 福岡 園田　耕作 そのだ　こうさく 株式会社ニチボー

59 福岡 松岡　和博 まつおか　かずひろ 有限会社みつる電気商会

60 福岡 森　哲夫 もり　てつお 株式会社藤田土木

61 福岡 桃野　髙広 ももの　たかひろ 西嶋電設株式会社

62 佐賀 高井　勝則 たかい　かつのり 株式会社岡村建設

63 佐賀 山下　辰徳 やました　たつのり 安部建設株式会社

64 長崎 鳥巢　寿人 とりす　ひさと 株式会社長崎西部建設

65 大分 近藤　信夫 こんどう　のぶお 株式会社佐藤組エレクション

66 大分 松井　孝三 まつい　こうぞう 有限会社桑野建設

67 宮崎 湯浅　貴夫 ゆあさ　たかお 木村産業株式会社

68 宮城 庄司　勇 しょうじ　いさみ 日鉄建材株式会社　仙台製造所

69 宮城 加藤　隆文 かとう　たかふみ トヨタ自動車東日本株式会社　本社・宮城大衡工場

70 栃木 倉永　祐三 くらなが　ゆうぞう 森永製菓株式会社　生産本部　小山工場

71 群馬 狩野　一夫 かのう　かずお 株式会社ミツバ　新里工場

72 千葉 中塚　昌昭 なかつか　まさあき ＪＦＥスチール株式会社　東日本製鉄所千葉地区

73 千葉 永井　大輔 ながい　だいすけ 日鉄物流君津株式会社

74 千葉 泉水　和芳 せんすい　かずよし ＡＧＣ株式会社　千葉工場

75 千葉 齋藤　雅博 さいとう　まさひろ 株式会社市原ニューエナジー

76 千葉 福原　誠 ふくはら　まこと 出光興産株式会社　千葉事業所

77 神奈川 高橋　紀夫 たかはし　のりお 東芝エネルギーシステムズ株式会社　浜川崎工場

78 神奈川 助川　勝美 すけがわ　かつみ 三菱ケミカルハイテクニカ株式会社　小田原テクノセンター

79 新潟 佐々木　圭介 ささき　けいすけ 内藤電誠工業株式会社　羽茂工場
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80 富山 牛島　俊幸 うしじま　としゆき 株式会社廣貫堂

81 石川 室谷　三晴 むろや　みつはる キョーワ株式会社　北陸総合センター

82 石川 奥田　広善 おくだ　ひろよし コマツ産機株式会社

83 福井 坂木　慎也 さかき　しんや 株式会社共和製作所

84 長野 赤羽　美雪 あかはね　みゆき 医療法人心泉会　介護老人保健施設ローズガーデン

85 岐阜 畑佐　直民 はたさ　なおたみ ＫＹＢ株式会社岐阜東工場

86 岐阜 国枝　隆康 くにえだ　たかやす 特種東海製紙株式会社　岐阜工場

87 静岡 鈴木　勝美 すずき　かつみ 新興港運株式会社

88 静岡 大木　孝行 おおき　たかゆき リョービ株式会社　静岡工場

89 静岡 大滝　広己 おおたき　ひろき 日立ジョンソンコントロールズ空調株式会社　清水事業所

90 静岡 土屋　佳男 つちや　よしお 株式会社明電舎　沼津事業所


91 愛知 山口　英治 やまぐち　えいじ 日本軽金属株式会社　名古屋工場

92 愛知 田口　博基 たぐち　ひろき トヨタ紡織株式会社　刈谷工場

93 愛知 上角 耕二 かみかど こうじ 愛知製鋼株式会社  知多工場

94 愛知 中川　純二 なかがわ　じゅんじ ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所

95 愛知 前田　光春 まえだ　みつはる トヨタ自動車株式会社　堤工場

96 愛知 澤田　浩規 さわだ　ひろき 東レ株式会社　名古屋事業場

97 三重 藤﨑　幸司 ふじさき　こうじ JFEエンジニアリング株式会社　津製作所

98 滋賀 大矢　清康 おおや　きよやす 長浜キヤノン株式会社

99 滋賀 藤原　久 ふじわら　ひさし 日立化成株式会社　彦根事業所

100 大阪 十和　功 そわ　いさお 日鉄鋼板株式会社　西日本製造所［堺地区］

101 大阪 市之瀬　洋一 いちのせ　よういち 阪神電気鉄道株式会社

102 大阪 北村　秀行 きたむら　ひでゆき 近畿車輛株式会社　製作所　構体工場

103 奈良 小野　健二 おの　けんじ 東洋アルミニウム株式会社　新庄製造所

104 和歌山 前島　具和 まえじま　ともかず 高田機工株式会社　和歌山工場

105 和歌山 冨永　安則 とみなが　やすのり 株式会社紀北総合警備

106 鳥取 藤山　浩治 ふじやま こうじ 日圧スーパーテクノロジーズ株式会社 西倉吉工場

107 島根 藤原　貴英 ふじはら　たかひで 中国電力株式会社　出雲営業所

108 岡山 山根　平之 やまね　としゆき レイズネクスト株式会社

109 岡山 清水　初喜 しみず　はつき 三井造船特機エンジニアリング株式会社　マリン・メンテ事業部玉野工場

110 広島 坊地　誠 ぼうち　まこと メキシケム ジャパン株式会社　三原製造所

111 山口 木村　勝 きむら　まさる 宇部興産株式会社　宇部ケミカル工場

112 山口 宮内　順子 みやうち　じゅんこ 医療法人博愛会介護老人保健施設ぺあれんと

113 香川 野村　保寿 のむら　やすひさ 大倉工業株式会社

114 香川 森上　均 もりがみ　ひとし 三菱マテリアル株式会社　直島製錬所

115 福岡 西山　卓二 にしやま　たくじ ダイハツ工業株式会社
ダイハツグループ　九州開発センター


116 佐賀 中村　公一 なかむら　こういち 森鉄工株式会社

117 長崎 楠本　勝美 くすもと　かつみ 株式会社東洋トラスト特機

118 熊本 江口　隆 えぐち　たかし 日立造船株式会社　有明工場

119 熊本 松本　照美 まつもと　てるみ 熊本空港警備株式会社
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120 大分 赤星　武士 あかぼし　たけし 株式会社アステック入江　大分支店

121 鹿児島 中川　政弘 なかがわ　まさひろ 九州電力株式会社　鹿児島送配電統括センター配電部　霧島配電事業所

122 沖縄 仲村　教良 なかむら　みちよし 琉球セメント株式会社屋部工場


