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平成 28 年度 中央労働災害防止協会

会長賞・顕功賞・緑十字賞
受賞者決定！
や まきのぶゆき

中央労働災害防止協会（中災防：理事長 八牧暢行）では、産業界における労働安
全衛生活動その他に多大な貢献をされた方々に対する各種表彰制度を設けています。
このたび、平成２８年度の「中央労働災害防止協会会長賞」、
「顕功賞」、
「緑十字賞」
の受賞者が決まりました。
上記３賞の表彰式を、１０月１９日（水）１３時１５分より宮城県仙台市（仙台市
体育館：仙台市太白区富沢１－４－１）で開催される全国産業安全衛生大会・総合集
会の中で行います。
＜中央労働災害防止協会会長賞＞
中災防の事業活動に深い理解を有し、産業安全及び労働衛生の推進向上に努め、著
しい成果を収めるとともに、広く地域又は業界に対して普及啓発に尽くし顕著な功績
が認められる企業等を表彰するものです。
受賞者３社
＜顕功賞＞
労働災害防止運動の推進に寄与することを目的として、研究、考案等により労働災
害の防止上顕著な功績をあげた方を表彰するものです。
受賞者２名
＜緑十字賞＞
長年にわたり我が国の産業安全又は労働衛生の推進向上に尽くし、顕著な功績が認
められる個人等を表彰するものです。
受賞者８７名
（詳細は別添）

【詳細はＷｅｂにも掲載予定です。】

中災防 表彰

で 検索

中央労働災害防止協会のトップページからも詳細がご覧いただけます。

http://www.jisha.or.jp/

※この資料は、厚生労働記者会、労政記者クラブに配布しています。

中災防は、昭和 39 年に労働災害防止団体法に基づき設立された団体
で、事業主の自主的な労働災害防止活動を支援するため、企業の人材の
育成、安全衛生の専門技術の提供および最新安全衛生情報の提供などの
安全衛生に関する総合的な事業を行っています。
会 長： 原 定征（日本経済団体連合会会長）
理事長：八牧 暢行
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別添
平成２８年度

中央労働災害防止協会会長賞・顕功賞・緑十字賞
受賞者一覧

＜中央労働災害防止協会会長賞＞

（敬称略）

受賞者３社

株式会社アステム（宮城県刈田郡）
「従業員の安全と健康の確保は企業活動と不可分の関係にある」との経営トップの
認識のもと、ゼロ災害全員参加運動を推進し、長年にわたり、社員自ら工夫する事故
のない職場風土づくりに取り組むことにより、他の企業の模範となる顕著な成果をあ
げられました。

昭和電工株式会社（東京都港区）
安全・健康・環境に関する「レスポンシブル・ケア行動指針」に「安全文化の醸成」
を掲げ、独自に作成した「創る安全チェックリスト」を活用した「創る安全活動」の
推進や労働安全衛生マネジメントシステムの導入を進めることにより、他の企業の模
範となる顕著な成果をあげられました。

トヨタ自動車株式会社（愛知県豊田市）
「安全な作業は、作業の入口である」とする安全衛生基本理念のもと、長年にわた
り安全で健康な職場づくりに努められ、「相互啓発型安全・健康文化の定着」を目標
に、トップの率先垂範と、一人ひとりが自発的に災害の防止に取り組むことにより、
他の企業の模範となる顕著な成果をあげられました。

＜顕功賞＞

受賞者２名

河野 啓子（四日市看護医療大学名誉学長）
長年にわたり保健師として企業の第一線で働く人々への健康支援を実践されまし
た。また、産業看護・産業保健分野における教育研究にも従事し、体系的な産業看護
教育の確立に尽力され、産業看護職の人材育成と質の向上に多大な貢献をされました。
中明

賢二（麻布大学名誉教授）

長年にわたり化学物質の測定分析法の研究に従事し、作業環境測定技術の基礎の確
立に大きな成果をあげられました。また、化学物質による健康障害の研究においては、
その成果を根拠として作業場の化学物質の測定が義務付けられるなど、我が国の労働
衛生水準の向上に多大な貢献をされました。
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＜緑十字賞＞

受賞者 ８７名

産業安全

４６名

受賞者名

所属・役職

浅海 正吉

ジャパン マリンユナイテッド株式会社 因島工場 安全衛生グループ長

安達 哲則

三井化学株式会社 大牟田工場 災害防止協力会事務局長

阿部 慎二

日新製鋼株式会社 労働安全部 担当部長

池原 純

池原工業株式会社 代表取締役社長

去来川 敬治

いさがわ社会保険労務士事務所 所長

井上 浩一

株式会社新潟県労災防止研究所 代表取締役

遠藤 龍美

株式会社中日サンクリーン 取締役会長

大隅 嘉弘

一般社団法人秋田県労働基準協会 総務課長

小田桐 久一郎

青森県国有林材生産協同組合 参事

金子 辰巳

公益社団法人産業安全技術協会 上席検定員

川並 秀五郎

公益社団法人宮城労働基準協会石巻支部 技能・特別講習講師

熊崎 郁夫

一般社団法人日本電気制御機器工業会 機械安全の能力に関する標準化委員会
WG 委員
小櫻 輝

有限会社南湖建設機械講習所 会長

齋藤 富治

株式会社不二ビル 代表取締役社長

坂本 憲正

建設業労働災害防止協会 愛知県支部 安全管理士（愛知県支部駐在）

嶋田 康子

日の出運輸企業株式会社 代表取締役会長

清水 洋志

関東港業株式会社 取締役会長

下大園 久義

株式会社東芝 インフラシステムソリューション社 安全・衛生管理センター

杉野 光政

ジャパン マリンユナイテッド株式会社 津事業所 安全衛生グループ総括スタッフ

鈴木 健二

新日鐵住金株式会社 君津製鐵所 安全環境防災部 安全健康室 主査

鈴木 敏則

株式会社鈴木建設 常務取締役

鈴木 誠

有限会社鈴木運輸社 代表取締役

関根 正広

株式会社 TTK NTT 事業本部安全品質管理部担当課長

高澤 彰裕

三菱化学株式会社 理事 環境安全・品質保証部長

髙橋 啓典

建設業労働災害防止協会 香川支部 安全管理士（香川支部駐在）
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田上 恵也

一般社団法人栃木労働基準協会 特別教育講師

髙村 正人

株式会社大島造船所 安全推進室長

洞口 光春

日鉄住金鋼構造株式会社 安全衛生環境グループ マネージャー

外山 久雄

日本認証株式会社 セーフティアセッサ特命担当

中谷 幸朝

鴻池運輸株式会社 和歌山支店 物流課チーフリーダー

中野 洋一

中野労働安全コンサルタント事務所 所長

浪岡 敏幸

公益社団法人神奈川労務安全衛生協会 専任講師

西坂 明比古

ＪＦＥプラントエンジ株式会社 安全衛生部付 安全衛生コンサルタント

本田 文男

中部地区ゼロ災運動推進会 副会長

前田 賢治

近鉄ビルサービス株式会社 中部支店 部長

牧野 猛志

株式会社ソルコム 岡山支店 安全品質管理室

松下 正一

公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 石川県支部 事務局長

真鍋 英博

桑原運輸株式会社 常務取締役

溝口 孝遠

株式会社科研テック 専門技術研修講師

麥澤 隆巳

株式会社日立製作所 電力ビジネスユニット 日立事業所 特別安全指導員

茂木 昭夫

茂木労働安全コンサルタント事務所 代表者

守田 哲也

DIC 株式会社 小牧工場 安全環境グループ グループリーダー

安江 辰郎

大同特殊鋼株式会社 安全健康推進部 ソフト改革室

安田 靖

大黒倉庫株式会社 代表取締役社長

山本 俊雄

一般社団法人日本ボイラ協会 福井支部 支部長

渡邊 勝身

関西電気保安協会 大阪北支店 事業開発部 主任技術者

労働衛生

１２名

受賞者名

所属・役職

大西 金吾

一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 教育研修部 常務理事

織田 進

独立行政法人労働者健康安全機構 福岡産業保健総合支援センター 所長

景山 信子

一般社団法人岡山県労働基準協会 常務理事 労働衛生センター所長

河合 多真美

ヤマハ発動機株式会社 人事総務本部人事部人事グループ 企画担当

河合 直樹

河合環境コンサルタント事務所 所長

近藤 えり

いすゞ自動車株式会社 産業医
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竹田 透

労働衛生コンサルタント事務所オークス 所長

中谷 保

株式会社紀北総合警備 代表取締役社長

中村 寿雄

中村労働衛生コンサルタント事務所 代表

春木 宥子

医療法人社団 創健会松江記念病院 健康支援センター 顧問

平野 浩志

社会医療法人抱生会 丸の内病院 診療技術部長

森田 哲也

株式会社リコー コーポレート統括本部 ジャパンビジネスサポートセンター H＆S 統
括部 統括産業医

産業安全および労働衛生

２９名

受賞者名

所属・役職

青田 良一

エア・ウォーター防災株式会社 代表取締役社長

飯ヶ谷 東雄

一般社団法人筑西労働基準協会 前事務局長

伊東 仁

一般社団法人長野県労働基準協会連合会 講師

伊藤 廣

公益社団法人東京労働基準協会連合会 東京安全衛生研修センター 専任講師

今川 輝男

株式会社重松製作所 企画部長

大内 勝昭

首都高トールサービス神奈川株式会社 大師営業所 所長

大塩 正文

三美興産株式会社 代表取締役

岡本 博信

有限会社和光建装 取締役会長

加藤 裕一

元 白石食品工業株式会社 総務部次長

小島 道夫

公益社団法人日本保安用品協会 部長

佐藤 正明

理研軽金属工業株式会社 管理部 総務課 課長

白井 瀧雄

一般社団法人長崎県労働基準協会 講師

白幡 勝雄

一般社団法人山形労働基準協会 専務理事

真保 太一

高田労働基準協会 事務局長

鈴木 宏幸

首都高メンテナンス神奈川株式会社 執行役員

千葉 英明

ゴリラガードギャランティ株式会社 代表取締役

辻 光義

東洋アルミニウム株式会社 箔事業本部 八尾製造所 業務管理部 安全衛生グル
ープリーダー
露木 重雄

サーパスシティ小田原

東門 晃雄

沖縄電力株式会社 具志川火力発電所 所長

鳥居 孝行

愛知管材工業株式会社（JFE スチール（株）在籍） 代表取締役社長
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中村 忠文

熊野尾鷲労働基準協会 事務局長

中山 謹也

住友重機械工業株式会社 名古屋製造所 所長

丹羽 知紀

東邦ガス株式会社 供給管理部 次長

畠山 徳三

興建産業株式会社 北関東工場 嘱託

浜田 寛一

東ソー株式会社 南陽事業所 環境保安・品質保証部 保安管理課 課長代理

眞鍋 貞司

四国旅客鉄道株式会社 安全推進室 主席

三上 紀忠

大阪西労働基準協会 事務局長

山本 吉弘

一般社団法人加賀労働基準協会 専務理事

横田 佳之

アイシン軽金属株式会社 安全環境部 主担当

（敬称略）
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