
平成２７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 木村　嘉孝 きむら　よしたか 株式会社海陸興業

2 北海道 深谷　明雄 ふかや　あきお 旭川ガス管工事株式会社

3 青森県 石郷岡　隆 いしごうおか　たかし 株式会社堀江組

4 岩手県 後藤　秀則 ごとう　ひでのり 豊島建設株式会社

5 宮城県 井澤　真也 いざわ　しんや 不二窯業株式会社　仙台営業所

6 宮城県 武田　朝生 たけだ　あさお 株式会社エコー設備工業

7 宮城県 堀口　朝治 ほりぐち　あさじ 株式会社菅野左官店

8 秋田県 髙橋　啓仁 たかはし　けいじ 有限会社高橋架設

9 秋田県 山本　真輝 やまもと　まさき 株式会社高作

10 山形県 佐藤　正幸 さとう　まさゆき 高谷建設株式会社

11 福島県 二宮　知明 にのみや　ともあき 株式会社あおい

12 栃木県 渡邊　了太 わたなべ　りょうた 有限会社松本工務店

13 群馬県 乾　英夫 いぬい　ひでお 株式会社兵藤工務店

14 埼玉県 児嶋　淳一 こじま　じゅんいち 飛田鉄筋工業株式会社

15 埼玉県 田巻　勝範 たまき　まさのり 株式会社大黒屋

16 千葉県 佐薙　祐輔 さなぎ　ゆうすけ 幸和建設興業株式会社

17 千葉県 日当　雅彦 ひなた　まさひこ 甲羽建商株式会社

18 千葉県 松田　昇 まつだ　のぼる 日鉄住金テックスエンジ株式会社

19 東京都 後藤　実 ごとう　みのる 高橋建設株式会社

20 東京都 佐々木　征 ささき　すすむ 有限会社久慈工務店

21 東京都 髙村　信一 たかむら　しんいち 有限会社大清水建設

22 東京都 高良　克也 たから　かつや 株式会社松村組

23 東京都 渡邊　哲也 わたなべ　てつや 関都建設株式会社

24 東京都 渡辺　利治 わたなべ　としはる 株式会社ネオテック

25 神奈川県 荒井　俊喜 あらい　としゆき 有限会社渡部工務店

26 神奈川県 喜多村　眞 きたむら　まこと 株式会社浅岡工務店

27 神奈川県 土田　宏司 つちだ　こうじ 明誠建設株式会社

28 神奈川県 真弓　一成 まゆみ　いっせい 向栄電気工業株式会社

29 新潟県 大野　史一 おおの　ふみかず 村崎建設株式会社

30 新潟県 神田　忠弘 かんだ　ただひろ 安達建設興業株式会社

31 新潟県 徳永　英明 とくなが　ひであき 株式会社松井組

32 富山県 眞田　光雄 さなだ　みつお 堀井鉄工株式会社

33 福井県 小林　弘 こばやし　ひろし 旭電設株式会社

34 福井県 小林　浩三 こばやし　ひろみ 坂川建設株式会社

35 福井県 西村　啓史 にしむら　けいじ 八峯建設株式会社

36 山梨県 奥秋　公大 おくあき　きみひろ 奥秋建設株式会社

37 山梨県 白須　壮一 しらす　そういち 株式会社井上塗装
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38 長野県 矢ヶ崎　浩 やがさき　ひろし 清沢土建株式会社

39 静岡県 遠見石　知 とおみいし　さとる 株式会社天竜アキヤマ

40 静岡県 松村　瞳 まつむら　ひとみ 株式会社セイコー技研

41 愛知県 岩本　重則 いわもと　しげのり 弘新建設株式会社

42 愛知県 小松　賢司 こまつ　けんじ 株式会社コマツ電設

43 愛知県 寺澤　信幸 てらざわ　のぶゆき 寺澤工業有限会社

44 愛知県 丹羽　研二 にわ　けんじ 株式会社伊藤工業

45 三重県 伊藤　幸司 いとう　こうじ 朝日土木株式会社

46 京都府 島本　裕幸 しまもと　ひろゆき 福村建設株式会社

47 京都府 山川　禎文 やまかわ　さだふみ 安永壁産株式会社

48 京都府 山本　三郎 やまもと　さぶろう 安永壁産株式会社

49 大阪府 中埜　宏亮 なかの　ひろあき 株式会社稲治造園工務所

50 大阪府 松岡　利一 まつおか　としかず 株式会社藤岡工務店

51 大阪府 横山　光樹 よこやま　こうじゅ 新里鉄筋工業

52 兵庫県 勘舎　正典 かんじゃ　まさのり 株式会社柴田工務店

53 兵庫県 徳山　成道 とくやま　なりみち 徳山土木株式会社

54 奈良県 上田　重郎 うえだ　じゅうろう 株式会社上田工業

55 和歌山県 西田　和徳 にしだ　かずのり 有限会社山田工業

56 鳥取県 福本　政雄 ふくもと　まさお 株式会社ジューケン

57 広島県 北木　純也 きたき　じゅんや みつぎ産業株式会社

58 広島県 檀浦　寛之 だんうら　ひろゆき 株式会社広栄産業

59 山口県 清水　明伸 しみず　あきのぶ 藤本工業株式会社

60 山口県 八木　和博 やぎ　かずひろ 株式会社ソルコム　山口支店

61 徳島県 長尾　雅弘 ながお　まさひろ 株式会社徳工

62 香川県 石川　敦 いしかわ　あつし 光工業株式会社

63 香川県 海原　義信 うみはら　よしのぶ 金本建設株式会社

64 愛媛県 大西　伊津雄 おおにし　いつお 株式会社有光組

65 福岡県 杉本　竜一 すぎもと　りゅういち 株式会社ウチダ工業

66 福岡県 瀬口　慎一 せぐち　しんいち 株式会社オカトク

67 福岡県 平井　政文 ひらい　まさふみ 日髙建設株式会社

68 佐賀県 谷川　新 たにがわ　あらた 黒木建設株式会社

69 長崎県 横田　喜昭 よこた　よしあき 株式会社星野組

70 熊本県 池田　英司 いけだ　ひでし 苓州建設工業株式会社

71 大分県 木付　伸二 きつき　しんじ 株式会社東部開発

72 宮崎県 押川　明良 おしかわ　あきよし 株式会社宮本組

73 鹿児島県 中村　照志 なかむら　てるし 株式会社ヒラミネ

74 沖縄県 國吉　勉 くによし　つとむ 株式会社新建



平成２７年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No. 都道府県名 氏名 ふりがな 所属事業場名

75 北海道 佐々木　三知夫 ささき　みちお 有限会社ランダムアクセス

76 宮城県 塩田　巌 しおた　いわお 株式会社エコスチール

77 福島県 草野　一明 くさの　かずあき 真名畑林業有限会社

78 茨城県 飯島　文男 いいじま　ふみお 関東鉄道株式会社

79 茨城県 石塚　弘文 いしつか　ひろぶみ レンゴー株式会社　利根川事業所

80 茨城県 佐藤　康弘 さとう　やすひろ 株式会社日立製作所　電力システム社　日立事業所

81 茨城県 藪　憭 やぶ　さとし 株式会社富田製作所

82 栃木県 菅家　文正 かんけ　ふみまさ ＧＫＮドライブラインジャパン株式会社　本社・栃木工場

83 栃木県 篠崎　直也 しのざき　なおや 昭和電工株式会社　小山事業所

84 栃木県 中山　裕康 なかやま　ひろやす 富士重工業株式会社　宇都宮製作所

85 群馬県 薄井　仁 うすい　ひとし 株式会社明電舎　発電事業部　回転機システム工場

86 群馬県 小林　宏 こばやし　ひろし 株式会社ニノミヤ

87 千葉県 泉澤　清栄 いずみさわ　きよえ 三井造船株式会社　千葉事業所

88 千葉県 川上　豊資 かわかみ　とよし ＤＭＧ森精機株式会社　千葉事業所

89 千葉県 髙橋　勝男 たかはし　かつお ＪＳＲ株式会社　千葉工場

90 千葉県 仲　紀男 なか　のりお 株式会社ＬＩＸＩＬ　七光台事業所　

91 東京都 星　周一 ほし　しゅういち 株式会社全日警　東京中央支社

92 神奈川県 佐宗　一敏 さそう　かずとし 三菱化学ハイテクニカ株式会社　小田原テクノセンター

93 神奈川県 鈴木　茂人 すずき　しげひと 東燃化学合同会社　川崎工場

94 新潟県 池田　孝 いけだ　たかし 新日鐵住金株式会社　直江津製造所

95 富山県 奥原　栄政 おくはら　えいせい 株式会社不二越　富山事業所

96 富山県 河井　悟 かわい　さとる 日本海ガス株式会社

97 福井県 近藤　敏則 こんどう　としのり 株式会社ＵＡＣＪ　生産本部　福井製造所

98 長野県 中野　誠 なかの　まこと 昭和電工セラミックス株式会社　塩尻工場

99 岐阜県 長田　剛 おさだ　つよし 岐阜車体工業株式会社

100 静岡県 田中　正 たなか　ただし トヨタ自動車東日本株式会社

101 愛知県 浦底　正和 うらそこ　まさかず ブラザー工業株式会社

102 愛知県 遠藤　俊次 えんどう　しゅんじ トヨタ自動車株式会社　堤工場

103 愛知県 雑賀　義幸 さいか　よしゆき ＪＦＥスチール株式会社　知多製造所

104 愛知県 新美　武文 にいみ　たけふみ 大成株式会社　丸の内ＫＳビル現業所

105 愛知県 山本　和己 やまもと　かずみ 出光興産株式会社　愛知製油所

106 愛知県 義山　恒仁 よしやま　つねひと 愛知製鋼株式会社　刈谷工場

107 京都府 片岡　雅一 かたおか　まさいち 株式会社日進製作所　

108 京都府 吉岡　隆夫 よしおか　たかお ダイハツ工業株式会社　本社（池田）・京都工場（京都地区）

109 大阪府 中村　保彦 なかむら　やすひこ 独立行政法人造幣局　

110 大阪府 堀田　博 ほりた　ひろし 阪神電気鉄道株式会社

111 大阪府 真鍋　秀彦 まなべ　ひでひこ 住友化学株式会社　大阪工場
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112 兵庫県 岩崎　武弘 いわさき　たけひろ 株式会社神戸製鋼所　高砂製作所

113 兵庫県 香山　芳彦 こうやま　よしひこ ＩＤＥＣ株式会社　福崎事業所

114 兵庫県 増崎　広樹 ますざき　ひろき 三菱電機株式会社　高周波光デバイス製作所

115 兵庫県 宮﨑　千惠子 みやざき　ちえこ 株式会社兵庫警備保障

116 和歌山県 井上　勝 いのうえ　まさる 関西電力株式会社　海南発電所

117 和歌山県 竹内　裕司 たけうち　ゆうじ 新日鐵住金株式会社　和歌山製鐵所

118 鳥取県 山下　勝彦 やました　かつひこ 鳥取県中部森林組合

119 岡山県 小笠原　良則 おがさはら　よしのり クラレ玉島株式会社

120 岡山県 川田　忠彦 かわた　ただひこ 三菱自動車工業株式会社　水島製作所

121 岡山県 後藤　清正 ごとう　きよまさ 中国電力株式会社　岡山営業所

122 広島県 岡田　智幸 おかだ　ともゆき 株式会社ダイクレ　呉工場

123 広島県 岡部　永 おかべ　ひさし マツダ株式会社　本社工場

124 広島県 高島　隆 たかしま　たかし 山陽工営株式会社

125 山口県 星井　潤 ほしい　じゅん 帝人株式会社　徳山事業所

126 香川県 田村　孝資 たむら　たかし 協和化学工業株式会社　屋島工場

127 愛媛県 伊藤　彰朗 いとう　あきお 住友化学株式会社　愛媛工場

128 愛媛県 斎藤　徹 さいとう　とおる 大王製紙株式会社　三島工場

129 福岡県 金井　伸仁 かない　しんじ 日鉄住金鋼構造株式会社

130 福岡県 佐竹　浩二 さたけ　こうじ 苅田セメント株式会社　苅田工場

131 福岡県 谷口　寿敏 たにぐち　ひさとし 麻生セメント株式会社　田川工場

132 福岡県 福間　信之 ふくま　のぶゆき 吉川工業株式会社　八幡支店


