
平成25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 柴田　義昭 しばた　よしあき (株)鹿住技建

2 北海道 松田　義也 まつだ　よしなり (株)小鍛冶組

3 北海道 中嶋　俊信 なかじま　としのぶ (株)協栄ハウス

4 青森県 馬場　等 ばば　ひとし (有)睦建設

5 青森県 兼平　利彦 かねひら　としひこ 青森ガス(株)

6 岩手県 佐藤　茂 さとう　しげる 鈴木工材(株)

7 岩手県 三平　透 みひら　とおる コスモガードシステム(有)

8 宮城県 三宅　義昭 みやけ　よしあき (株)小向板金工業所

9 宮城県 天野　稔 あまの　みのる 落合工業(株)

10 宮城県 富塚　信行 とみつか　のぶゆき (株)ケーヒンワタリ

11 秋田県 山下　憲一 やました　けんいち (株)堀井建設

12 秋田県 小田桐　幸三 おだぎり　こうぞう 小坂製錬(株)　小坂製錬所

13 山形県 佐藤　正人 さとう　　まさひと (株)佐藤工務

14 福島県 室井　信宥 むろい　のぶひろ 三立土建(株)

15 茨城県 田山　明彦 たやま　あきひこ (株)松本総建

16 茨城県 飯野　弘久 いいの　ひろひさ 三菱化学(株)　ガリウムナイトライド事業部 筑波事業所

17 茨城県 冨山　正 とみやま　ただし 大丸鐵興(株)

18 栃木県 石山　達哉 いしやま　たつや (株)石川電工

19 栃木県 井立　必明 いだて　かなあき ホンダエンジニアリング(株)

20 栃木県 井場　崇之 いば　たかゆき ホンダエンジニアリング(株)

21 栃木県 角田　薫 つのだ　かおる (株)高岳製作所　生産本部

22 栃木県 椎名　貴紀 しいな　たかのり (株)小松製作所　小山工場

23 栃木県 橋本　正美 はしもと　まさみ (株)クボタ　宇都宮工場

24 群馬県 吉田　典行 よしだ　のりゆき (株)テクノアウター

25 群馬県 萩原　徹 はぎわら　とおる 群馬綜合ガードシステム(株)

26 群馬県 野本 能大 のもと　よしひろ ビーンスターク・スノー(株)　群馬工場

27 埼玉県 大場　昭吾 おおば　しょうご 東武鉄筋(株)

28 埼玉県 菊名　芳樹 きくな　よしき 新妻鋼業(株)

29 埼玉県 髙橋　洋一 たかはし　よういち 三井精機工業(株)

30 千葉県 新田　義之 にった　よしゆき 鈴木土建(株)

31 千葉県 木村　錠治 きむら　じょうじ (有)零電社

32 千葉県 岩城　徳太郎 いわき　とくたろう 源内工務店

33 千葉県 草野　和彦 くさの　かずひこ ジャパン・リサイクル(株)　千葉事業部千葉リサイクルセンター

34 千葉県 飯田　佳生 いいだ　よしお 宝醤油(株)

35 東京都 陣内　雅也 じんない　まさや 東洋テクノ(株)　東京支店
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36 東京都 早坂　晴雄 はやさか　はるお (株)大日本左官

37 東京都 谷本　博紀 たにもと　ひろのり 関根建設(株)

38 東京都 臼井　孝洋 うすい　たかひろ (有)石田架設

39 東京都 越前谷　保 えちぜんや　たもつ (株)山下工業所

40 東京都 師岡　靖行 もろおか　やすゆき トヨタ紡織(株)　関東工場

41 神奈川県 佐野　一美 さの　かずみ (株)日向工務店

42 神奈川県 金田　弘道 かねた　ひろみち 平川建設(株)

43 神奈川県 広瀬　和義 ひろせ　かずよし 幸伸工業(株)

44 神奈川県 阿部　正志 あべ　まさし ジャパン　マリンユナイテッド(株)　横浜事業所　鶴見工場

45 神奈川県 土屋　昭 つちや　あきら (株)ＩＨＩ　原子力セクター横浜第二工場

46 神奈川県 高橋　芳雄 たかはし　よしお 花王(株)　川崎工場

47 神奈川県 石井　信男 いしい　のぶお 三菱ふそうトラック・バス(株)

48 神奈川県 小山　祐司 おやま　ゆうじ (株)コベルコマテリアル銅管 　秦野工場

49 神奈川県 石田　新治 いしだ　しんじ 足柄光学(株)

50 新潟県 外石　基 ほかいし　もとい 小柳建設(株)

51 新潟県 田村　高男 たむら　たかお 高橋建設(株)

52 新潟県 加藤　敏行 かとう　としゆき (株)竹田工務店

53 新潟県 阿部　憲一 あべ　けんいち (株)ダイヤメット　新潟事業所

54 富山県 中田　好和 なかだ　よしかず (株)野尻塗装店

55 富山県 黒川　真次 くろかわ　しんじ (株)オオエ

56 富山県 橋本　匡史 はしもと　ただし (株)福田園

57 富山県 竹内　義昭 たけうち　よしあき YKK AP(株)　黒部製造所

58 福井県 炭本　直樹 すみもと　なおき (株)フクセン

59 福井県 松倉　啓司 まつくら　けいじ 坂川建設(株)

60 福井県 島田　和広 しまだ　かずひろ セーレン(株)　TPF事業所 ビスコテックスセンター

61 福井県 南　秀夫 みなみ　ひでお (株)UACJ　生産本部 福井製造所

62 山梨県 渡邊　正孝 わたなべ　まさたか 山英建設(株)

63 岐阜県 野原　松吉 のはら　まつよし (株)ヤマモト

64 岐阜県 丹羽　和夫 にわ　かずお KYB(株)　岐阜南工場

65 静岡県 大原　由晴 おおはら　よしはる (株)茂木組

66 静岡県 小沼　哲也 こぬま　てつや 瀧重機土木(株)

67 静岡県 半田　孝士 はんだ　こうし 中部電力(株)　静岡支店 静岡営業所

68 静岡県 羽入　則子 はにゅう　のりこ 特種東海製紙(株)　三島工場

69 静岡県 松尾　清一 まつお　せいいち トヨタ自動車東日本(株)　東富士総合センター

70 愛知県 杉本　伸明 すぎもと　のぶあき (株)近藤組

71 愛知県 秋山　順 あきやま　じゅん (株)川口組
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72 愛知県 松田　成旧 まつだ　しげひさ 東レ(株)　愛知工場

73 愛知県 岩崎　幸雄 いわさき　ゆきお (株)ジェイテクト　刈谷工場

74 愛知県 杉本　幸紀 すぎもと　ゆきのり 住友重機械工業(株)　名古屋製造所

75 愛知県 角田　正徳 かくだ　まさのり 三菱電機(株)　稲沢製作所

76 愛知県 新藤　幸樹 しんどう　こうき アイシン精機(株)　小川工場

77 愛知県 山田　伸一 やまだ　しんいち JFEスチール(株)　知多製造所

78 愛知県 佐藤　輝雄 さとう　てるお 大同特殊鋼(株)　知多工場

79 三重県 峰田　克巳 みねた　かつみ アイトム建設(株)

80 三重県 牧野　圭祐 まきの　けいすけ (株)神戸製鋼所　大安工場

81 三重県 柳瀬　成利 やなせ　なりとし パナソニック(株)　エコソリューションズ社 津工場

82 滋賀県 早藤　進 はやふじ　すすむ 高島鉱建(株)

83 京都府 村田　義勝 むらた　よしかつ 玉井建設(株)

84 京都府 尾形　勝治 おがた　しょうじ (株)尾形電気工事

85 京都府 山本　賢治 やまもと　けんじ (株)堀場製作所

86 大阪府 青木　清一 あおき　きよかず コウヨウ土木(株)

87 大阪府 須賀　淳二 すが　じゅんじ 共栄建設(株)

88 大阪府 田中　伸二 たなか　しんじ 阪神電気鉄道(株)

89 大阪府 有村　英夫 ありむら　ひでお 阪神電気鉄道(株)

90 大阪府 井手　雄一郎 いで　ゆういちろう (有)和光建装

91 大阪府 竹野　博史 たけの　ひろし 関西セイビ(株)

92 大阪府 高橋　和一 たかはし　かずいち 扶桑薬品工業(株)　城東工場

93 兵庫県 北条　章 ほうじょう　あきら (株)北条組

94 兵庫県 渡邉　博美 わたなべ　ひろみ (株)落合組

95 兵庫県 田中　和久 たなか　かずひさ (株)ＩＨＩ　相生工場

96 兵庫県 川端　義之 かわばた　よしゆき レンゴー(株)　尼崎工場

97 和歌山県 前迫　政浩 まえさこ　まさひろ (株)まえだ住宅設備

98 和歌山県 室　哲雄 むろ　てつお 関西電力(株) 和歌山電力所 和歌山電力システムセンター

99 和歌山県 垣内　陽次 かきうち　ようじ 東亜ドラム油業(株)　和歌山事業所

100 鳥取県 前谷　通 まえたに　とおる (株)原田建設

101 鳥取県 上村　哲司 うえむら　てつじ 王子製紙(株)　米子工場

102 島根県 渡邉　宏 わたなべ　ひろし 西行建設(株)

103 岡山県 金尾　祥憲 かなお　よしのり (株)装巧社

104 岡山県 斎藤　芳則 さいとう　よしのり JFEスチール(株)　西日本製鉄所（倉敷地区）

105 広島県 上松　正明 うえまつ　まさあき (株)谷組

106 広島県 藤川　圭太郎 ふじかわ　けいたろう 大新土木(株)　呉営業所

107 広島県 井口　将典 いのくち　まさのり 大新土木(株)　呉営業所
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108 広島県 中野　博文 なかの　ひろふみ 三菱レイヨン(株)　大竹事業所

109 山口県 小田　幸正 おだ　ゆきまさ 田熊工業(株)

110 山口県 石井　孝幸 いしい　たかゆき 宇部興産(株)　伊佐セメント工場

111 山口県 河村　孝夫 かわむら　たかお 協和発酵バイオ(株)　山口事業所　宇部

112 徳島県 堺　知巳 さかい　ともみ 中山建設(株)

113 徳島県 瀬谷﨑　政芳 せやざき　まさよし 中筋建工(株)

114 香川県 藤澤　政利 ふじさわ　まさとし (株)北村組

115 香川県 美藤　良壮 びとう　りょうぞう 大和建設工業(株)

116 香川県 武田　敏彦 たけだ　としひこ 城北建設(株)

117 香川県 安藤　和徳 あんどう　かずのり (株)サムソン

118 愛媛県 合田　美智子 ごうだ　みちこ ダイオーミルサポート(株)

119 福岡県 江藤　寿春 えとう　としはる (株)九電工　福岡支社

120 福岡県 山口　輝昭 やまぐち　てるあき 栄進工業(株)

121 福岡県 木村　博明 きむら　ひろあき 木村工務店

122 福岡県 中園　重夫 なかぞの　しげお (株)神垣組

123 福岡県 添田　善一 そえだ　よしかず 九州電力(株)　福岡お客さまセンター 福岡東営業所

124 福岡県 竹内　豊 たけうち　ゆたか トヨタ自動車九州(株)　宮田工場

125 福岡県 中津　幸範 なかつ　ゆきのり 東海カーボン(株)　九州若松工場

126 福岡県 重松　智如 しげまつ　ともゆき スガハラテクノ(株)　北九州事業所

127 佐賀県 新ヶ江　勉 しんがえ　つとむ 福岡建設(株)

128 長崎県 松永　勝己 まつなが　かつみ 竹下建設工業(株)

129 熊本県 那須　孝博 なす　たかひろ 肥後環境(株)

130 大分県 髙橋　寅浩 たかはし　ともひろ (株)東部開発

131 宮崎県 那須　勇雄 なす　いさお (株)甲輝建設

132 鹿児島県 前田　幸二 まえだ　こうじ 末重建設(株)

133 沖縄県 玉城　努 たましろ　つとむ (株)沖創工


