
平成2１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 清水　実 しみず　みのる 中屋敷左官工業㈱

2 北海道 丹羽　義孝 にわ　よしゆき 藤井設備㈱

3 青森県 折田　盛雄 おりた　もりお 田中建設工業㈱

4 岩手県 髙橋　　修 たかはし　おさむ 千田工業㈱

5 岩手県 古舘　利彦 ふるだて　としひこ ㈱小山田組

6 宮城県 岸浪　信也 きしなみ　しんや ㈱佐々木組

7 宮城県 佐藤　権衛 さとう　ごんえ 松永鉄筋工業㈱

8 宮城県 高橋　幸夫 たかはし　ゆきお みちのくサービス㈱　葛岡事業所

9 秋田県 小松　一男 こまつ　かずお ㈲高橋架設

10 秋田県 佐々木　春彦 ささき　はるひこ 東日本旅客鉄道㈱　秋田支社秋田総合車両センター

11 山形県 奥山　勝広 おくやま　かつひろ ㈲柴田建設

12 福島県 青山　　博 あおやま　ひろし ㈲うねめ電設

13 福島県 岩谷　幸夫 いわや　さきお 荒牧建設㈱

14 福島県 深谷　明雄 ふかや　あきお 藤田建設工業㈱

15 福島県 四ツ倉　隆裕 よつくら　たかひろ ㈱山一緑化土木

16 茨城県 穴澤　幸三 あなざわ　こうみ 旭硝子㈱　鹿島工場

17 茨城県 高橋　武 たかはし　たけし 土浦殖産㈱

18 茨城県 西岡　祐司 にしおか　ゆうじ ㈱小野里工務店

19 茨城県 本田　精一 ほんだ　せいいち レンゴー㈱　利根川事業所

20 栃木県 佐野　浩 さの　ひろし ㈱高岳製作所
小山工場

21 栃木県 東條　昌司 とうじょう　まさし 富士重工業㈱
宇都宮製作所

22 栃木県 福田　昌弘 ふくだ　まさひろ 日神工業㈱

23 群馬県 長谷川　彰利 はせがわ　あきとし ㈲長谷川左官工業

24 群馬県 町田　秀樹 まちだ　ひでき ㈱三橋塗装店

25 埼玉県 石原　勝彦 いしはら　かつひこ 日産ディーゼル工業㈱　羽生工場

26 埼玉県 大久保　安夫 おおくぼ　やすお 大幸建設㈱

27 埼玉県 坂下　国人 さかした　くにひと 金富建設工業㈱

28 埼玉県 野村　郁夫 のむら　いくお 平岩建設㈱

29 千葉県 井手　義朋 いで　よしとも 新日本製鐵㈱　君津製鐵所

30 千葉県 宇井　浩次 うい　ひろつぐ オバタ総業㈱

31 千葉県 岡田　清行 おかだ　きよゆき ㈱エスビシネットワーク

32 千葉県 原　　一仁 はら　かずひと ㈱福田組
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33 東京都 加藤　賢一 かとう　けんいち ㈱共進断熱工業

34 東京都 川村　富喜子 かわむら　ふきこ ㈱ロッテ　

35 東京都 園部　　滋 そのべ　しげる ㈲幸田工業

36 東京都 高橋　幸也 たかはし　こうや 高砂鐵工㈱

37 東京都 田中　義隆 たなか　よしたか 藤友工業㈱

38 東京都 松原　明 まつばら　あきら　 ㈱長南工務店

39 東京都 松本　清 まつもと　きよし 矢島鉄筋工業㈱

40 神奈川県 磯野　晃士 いその　こうし ㈱笹田組

41 神奈川県 岡部　義明 おかべ　よしあき ㈱協和工務店

42 神奈川県 甲斐　圭一郎 かい　けいいちろう ＪＦＥスチール㈱　東日本製鉄所

43 神奈川県 鎌田　昭彦 かまた　あきひこ 新日本石油精製㈱　川崎製造所

44 神奈川県 工藤　勝治 くどう　かつじ 住友重機械マリンエンジニアリング㈱

45 神奈川県 斉藤　昇 さいとう　のぼる 日産自動車㈱　追浜工場

46 神奈川県 四戸岸　勝見 しとぎし　かつみ ㈱舘工務店

47 神奈川県 鈴木　龍夫 すずき　たつお ㈱日本触媒　川崎製造所

48 神奈川県 濱田　勉 はまだ　つとむ 相原建設㈱

49 神奈川県 前沢　道明 まえざわ　みちあき 三菱ふそうトラック・バス㈱

50 新潟県 阿部　知明 あべ　ともあき ㈱小林組

51 新潟県 川端　歳一 かわばた　としかず ㈱吉原工業

52 新潟県 松井　弘美 まつい　ひろみ 日本曹達㈱　二本木工場

53 富山県 長谷　博之 はせ　ひろゆき ㈱渡辺板金工業

54 富山県 山崎　康嗣 やまざき　こうじ 三菱ふそうバス製造㈱

55 石川県 内嶋　浩美 うちじま　ひろよし 北川瀝青工業㈱

56 石川県 酒井　洋 さかい　ひろし 北陸貨物運輸㈱

57 福井県 大原　貞則 おおはら　さだのり 轟建設㈱

58 福井県 小林　鉄也 こばやし　てつや ㈱野村塗装店

59 山梨県 石井　好幸 いしい　よしゆき ㈱田村組

60 長野県 唐澤　忠 からさわ　ただし エプソントヨコム㈱　伊那事業所

61 長野県 小林　輝雄 こばやし　てるお 中野土建㈱

62 長野県 早瀬　章雄 はやせ　あきお 木部建設㈱

63 長野県 保科　憲治 ほしな　けんじ ㈱中島塗装店

64 岐阜県 竹本　国幸 たけもと　くにゆき ㈱横建
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65 岐阜県 三嶋　誠 みしま　まこと 岐阜車体工業㈱

66 岐阜県 吉澤　隆行 よしざわ　たかゆき トヨタ紡織㈱　岐阜工場

67 静岡県 比嘉　義幸 ひが　よしゆき 倉和建設㈱

68 静岡県 松下　眞五 まつした　しんご 天龍土建工業㈱

69 愛知県 笹井　壽夫 ささい　ひさお 中京綜合警備保障㈱

70 愛知県 田口　律夫 たぐち　りつお 住友軽金属工業㈱　名古屋製造所

71 愛知県 中沢　久一 なかざわ　ひさかず 愛知製鋼㈱

72 愛知県 中山　重夫 なかやま　しげお 王子製紙㈱　
春日井工場

73 愛知県 長嶺　富雄 ながみね　とみお ㈱藤金工務店

74 愛知県 西村　末視 にしむら　すえみ アイシン精機㈱　刈谷工場

75 愛知県 橋本　富男 はしもと　とみお トヨタ自動車㈱　衣浦工場

76 愛知県 牧　昇 まき　のぼる 三菱電機㈱　稲沢製作所

77 愛知県 増田　誠士 ますだ　せいし 親和建設㈱

78 愛知県 矢野　仁章 やの　ひとあき 三幸建設㈱

79 三重県 位田　和彦 いんでん　かずひこ ＪＳＲ㈱　四日市工場

80 三重県 紀平　尚洋 きひら　たかひろ 高砂建設㈱

81 滋賀県 福西　豊弘 ふくにし　とよひろ 王子特殊紙㈱　滋賀工場

82 滋賀県 山内　文一 やまうち　ふみかず ㈱森原工務店

83 京都府 音川　季之 おとかわ　としゆき 東邦電気産業㈱

84 京都府 中嶋　　勝 なかじま　まさる ㈱大佛

85 京都府 福光　　猛 ふくみつ　たけし 鈴木興業㈱

86 大阪府 池　　康弘 いけ　やすひろ ㈲池

87 大阪府 篠原　宗 しのはら　たかし 近畿環境興産㈱

88 大阪府 白金　英男 しろがね　ひでお 村上建設㈱

89 大阪府 田原　初雄 たはら　はつお 富士電線工業㈱

90 兵庫県 新井　浩美 あらい　ひろみ ㈱岡本工務店

91 兵庫県 川原　　尚 かわはら　ひさし ㈱山本組

92 兵庫県 島袋　春夫 しまぶくろ　はるお 寄神建設㈱

93 兵庫県 田村　利夫 たむら　としお 関西電力㈱　神戸支店

94 兵庫県 安本　稔 やすもと　みのる 住友精化㈱　姫路工場

95 兵庫県 八木　角雄 やぎ　すみお 合同製鐵㈱　
姫路製造所

96 奈良県 角井　英二 かくい　えいじ 桜井ガス㈱
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97 奈良県 田中　耕一 たなか　こういち ㈱中和コンストラクション

98 和歌山県 伊藤　良祐 いとう　りようすけ ㈱目良建設

99 和歌山県 関根　久夫 せきね　ひさお 関根組

100 島根県 浅津　暢彦 あさづ　のぶひこ 内藤鉄工㈱

101 島根県 祖田　清司 そた　せいじ ㈱戸島工業所

102 鳥取県 田口　和美 たぐち　かずみ ㈲田口工業

103 島根県 益成　高志 ますなり　たかし ㈱内村電機工務店

104 岡山県 猪野　一 いの　はじめ センコー㈱　岡山支店

105 岡山県 坂本　純一 さかもと　じゅんいち ㈱東洋工務店

106 岡山県 末森　功夫 すえもり　いさお ㈱クラレ　岡山事業所

107 岡山県 濱田　光男 はまだ　みつお 坂本工業㈱

108 広島県 石井　浩美 いしい　ひろみ 中国化薬㈱　
江田島工場

109 広島県 岩本　時政 いわもと　ときまさ バブコック日立㈱　安芸津工場

110 広島県 土屋　繁夫 つちや　しげお ＪＦＥスチール㈱　西日本製鉄所

111 広島県 古谷　光彦 ふるたに　みつひこ 古谷建設㈱

112 広島県 渡辺　一 わたなべ　はじめ 備後通運㈱　福山支店

113 山口県 沖村　尚幸 おきむら　なおゆき 下野工業㈱　周南営業所

114 山口県 柴田　誠治 しばた　せいじ 日本ポリウレタン工業㈱　南陽本部

115 山口県 室本　一馬 むろもと　かずま 東ソー㈱　南陽事業所

116 徳島県 栗本　安男 くりもと　やすお ㈲長尾左官工業

117 香   川 片岡　正二 かたおか　せいじ ㈱清田建設

118 香   川 松井　和美 まつい　かずみ 三菱化学㈱　
坂出事業所

119 愛   媛 有吉　道博 ありよし　みちひろ 石岡建設㈱

120 愛   媛 棟田　信一郎 むねた　しんいちろう 大王製紙㈱　三島工場

121 愛   媛 和田守　保夫 わだもり　やすお 帝人ファイバー㈱　松山事業所

122 高知県 伊藤　正治 いとう　まさはる ㈱英工務店

123 福岡県 小野　幸徳 おの　ゆきのり ㈲ケイ・テック

124 福岡県 川手　禎祥 かわて　さだよし 松田都市開発㈱

125 福岡県 坂上　勇 さかがみ　いさむ ㈱鐘川製作所

126 福岡県 生野　明男 しょうの　あきお トヨタ自動車九州㈱　宮田工場

127 福岡県 中村　利行 なかむら　としゆき 九州電力㈱　福岡支店

128 福岡県 永添　智章 ながぞえ　ともあき 栄進工業㈱
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129 福岡県 永添　亮一 ながぞえ　りょういち ㈱東芝セミコンダクター社　北九州工場

130 佐賀県 森　　松男 もり　まつお ㈱丸福建設

131 長崎県 垣内　重行 かきうち　しげゆき ㈲垣内鉄筋工業

132 長崎県 髙橋　正信 たかはし　まさのぶ ㈱長崎西部建設

133 熊本県 石本　栄一 いしもと　えいいち 太陽開発㈱

134 熊本県 鞍本　隆義 くらもと　たかよし 杉山建設㈱

135 大分県 淡島　和幸 あわしま　かずゆき 大分ケミカル㈱　大分工場

136 大分県 荻野　恒雄 おぎの　つねお ㈱池田組

137 宮崎県 上野　　力 うえの　ちから ㈱八重尾組

138 鹿児島県 植村　俊二 うえむら　しゅんじ 上山建設㈱

139 沖縄県 古我知　勉 こがち　つとむ ㈱沖縄神洋ペイント


