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平成 29 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２９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（別添参照）が決まりました。
上記３賞の表彰式を、１１月８日（水）１３時１５分より兵庫県神戸市のワールド
記念ホール（神戸市中央区港島中町６－１２－２）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、広く地域また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１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挙げた方を表彰するものです。
受賞者３名
＜緑十字賞＞
長年にわたりわ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９０名（産業安全３８名、労働衛生１２名、安全衛生４０名）
※この資料は、厚生労働記者会、労政記者クラブ、厚生日比谷クラブに配布しています。

別 添
平成２９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１社

宇部興産株式会社（山口県宇部市）
グループ全体の「環境安全基本理念」を定め、その中で、先導的かつ模範的役割を
果たすことを表明し、８項目による安全文化の醸成に取り組んだ。各事業場において
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
る顕著な成果を挙げた。

＜顕功賞＞

受賞者３名

大前 和幸（慶應義塾大学 名誉教授）
長年にわたり産業医学分野の研究、教育および社会活動に従事し、化学物質の健康
リスク評価と管理について大きな成果を挙げた。また、特にインジウム化合物による
健康障害の取り組みにおいて、社会における化学物質の適正な使用を促すなど、わが
国の労働衛生水準の向上に多大な貢献をした。
名古屋 俊士（早稲田大学

名誉教授）

長年にわたり粉じんの労働衛生管理における測定および対策の研究に従事し、作業
環境測定技術の基礎の確立に大きな成果を挙げた。また、労働衛生工学の専門家や作
業環境測定士の育成に尽力するなど、わが国の労働衛生水準の向上に多大な貢献をし
た。
藤田 雄三（一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会 顧問）
長年にわたり産業歯科保健の発展に大きく寄与し、歯科医学界に労働衛生と労働災
害防止の重要性を広く普及させた。また、労働者の職業性歯科疾患の予防および健康
保持増進活動において大きな功績を残すなど、わが国の労働衛生水準の向上に多大な
貢献をした。

平成29年度 緑十字賞受賞者（90名）
敬称略・五十音順
産業安全（３８名）
受賞者名

役職

安藤 正紀

（株）加藤製作所 開発管理部 部長

飯田 龍也

オムロン（株） ＩＡＢカンパニー 営業本部 中部支店 営業技術課 主査

今本 幸弘

元 東亜テックス（株） 代表取締役社長

岩崎 秀明

三井造船（株） 千葉事業所 千葉造船製造部安全グループ 安全管理士

岩下 勝美

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 長野県支部長

上田 好蔵

上田美装工業（有） 代表取締役

江口 尚彦

（公社）建設荷役車両安全技術協会長崎県支部 支部長

岡 賢二

建設業労働災害防止協会 技術管理部調査役兼安全管理士

小川 隆志

塩浜運送（株） 業務部長

小美野 昌泰

（一社）日本ボイラ協会 調査役

勝亦 朋之

東芝メモリ（株） 四日市工場総務部グループ（安全担当）グループ長

金子 雅喜

（公社）産業安全技術協会 技術支援部技術支援室技術員（検定員）

栢下 保広

NDS（株） 三重支店 安全品質管理部 課長

川津 公秀
窪田 泰文

マツダエース（株） プラントテクノロジー事業部 山口工事部 車両設備課 担当課
長
三菱重工業（株） 民間機セグメント 民間機事業部 組立工作部 主席部員 広島
地区安全衛生担当課長

佐々木 均

五洋建設（株） 東京土木支店（兼）東京建築支店 安全品質環境部長

佐々木 吉弥

プレスメンテナンス（株） 取締役会長

篠原 次雄

林業・木材製造業労働災害防止協会群馬県支部 支部講師・支部安全衛生巡回指
導員

菅原 博

建設業労働災害防止協会 技術管理部 調査役

炭谷 和則

（株）日本製鋼所 室蘭製作所 品質管理部 部長（前 安全環境部 部長）

高野 研一

慶應義塾大学大学院 システムデザイン・マネジメント研究科

谷口 良則

三井化学（株）岩国大竹工場 安全・環境部監査G

戸澤 昌章

日立オートモティブシステムズ（株） 安全・防災グループ主任

友田 裕

（株）トモタ 代表取締役

中居 弘一

米原商事（株） レッカー事業部 安全管理部 安全指導担当課長

教授

西山 一郎

（株）ニシイチ 会長

野中 俊助

日本認証（株） SA事業部 教育部

灰垣 義春

JFEスチール（株） 西日本製鉄所（福山地区） 安全衛生室 クレーン等特定機械
担当責任者

花澤 政男

中央港荷役（株） 代表取締役社長

藤川 敦

福山鍛鋼造機（株） 顧問

古坂 一義

（株）TOSYS 長野通信システム事業部 安全品質技術部門 安全専任者

松岡 巌

広成建設（株） 安全推進室 嘱託社員

美野輪 俊彦

JFE建材（株） 環境・安全衛生室長

村礒 肇

千葉ゼネラルサービス（株） 代表取締役社長

矢富 邦昌

前 丸共シーランド（株） 代表取締役社長

山口 忠重

コンサルオフィス「山口」 代表

山越 正弘

山越労働安全コンサルタント事務所 代表

吉野 雅山

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 副会長及び愛知県支部長

労働衛生（１２名）
受賞者名

役職

小川 研

川崎重工業（株） 医師

川合 陽子

（医）順和会 山王病院 臨床検査部長・メディカルクラブ部長

川上 光直

（一社） 新潟県労働衛生医学協会 常勤顧問

車谷 典男

奈良県立医科大学 副学長

斉藤 政彦

大同特殊鋼（株） 安全健康推進部ヘルス改革室 統括産業医 兼星崎工場・技術
開発研究所産業医、星崎診療所所長

佐藤 功

香川県立保健医療大学 学長

野崎 浩之

三菱ケミカル（株） 黒崎事業所 総務部健康管理

橋本 晴男

国立大学法人東京工業大学 総合安全管理部門 特任教授

廣部 一彦

（有）阪神労働衛生コンサルタント 代表

保利 一

学校法人 産業医科大学 産業保健学部 教授

矢崎 ますみ

労働衛生コンサルタント事務所 Y・カノン 代表

安田 佐紀子

スズキ（株） 本社産業医

安全衛生（４０名）
受賞者名

役職

秋谷 泰男

秋谷労働安全衛生コンサルタント事務所 所長

阿部 隆

（株）ヤマムラ 顧問

石川 嘉一

理研計器（株） 営業本部 シニアセールスエキスパート

石崎 勝宥

（株）萬場 代表取締役

泉 浩介

（公社）愛知労働基準協会 講師

市毛 誠

京三電機（株） 安全環境施設部主幹

伊藤 正章

（一社）名古屋南労働基準協会 専務理事

岩本 久夫

（公社）大阪労働基準連合会 天満労働基準協会支部 事務局長

牛村 憲由

（株）大清社 代表取締役

打川 京美

（一社）秋田県労働基準協会 大曲支部 事務局長

大島 昭二

（一社）岡山県労働基準協会 非常勤講師

大山 喜彦

セフティレビュー 副代表

樫本 武男

淡路労働基準協会 事務局長

片岡 志郎

名南サービス（株） ケミカル部門長

形部 保夫

（一社）岸和田労働基準協会講師 ／ JISHA方式OSHMS非常勤評価員

桐山 輝雄

長浜商工会議所 専務理事

工藤 俊雄

（一社）茨城労働基準協会連合会 顧問

小林 長生

（公社）日本保安用品協会 部長（保護具開発普及事業担当）

皿谷 德継

（株）富貴警備保障 取締役会長

小路 衡

（公社）和歌山県労働基準協会 相談役

進藤 晃

進藤労働安全コンサルタント事務所 所長

高橋 浩一

三井化学（株） 名古屋工場 安全・環境部

寶 幸夫

寶労働安全管理事務所 所長

立堀 佳男

ムサシ綜合メンテナンス企業組合 代表理事

谷垣 文雄

（独）労働者健康安全機構 大阪産業保健総合センター 労働衛生専門職

谷口 茂

（一社）鳥取県労働基準協会 中部支部 事務局長

谷野 敦彦

パナソニック（株） アプライアンス社 キッチンアプライアンス事業部 人事課 主務

西田 匡

日本軽金属（株） 環境保全・安全衛生統括部 安全衛生担当部長

野口 和彦

首都高パトロール（株） 業務部長

幟 千恵美

JFEスチール（株） 西日本製鉄所（倉敷地区）

比企 弘一

首都高ＥＴＣメンテナンス（株） 取締役技術部長

引田 宏

（株）ガステック 取締役 製造部長

福本 孝司

ツチダ開発（株） 専務取締役

藤野 利明

三菱自動車工業（株） 人事本部 人事労政部 安全衛生・健康管理 マネージャー

保坂 義博

（株）横川建設 代表取締役

宮﨑 悟

中村留精密工業（株） 管理本部 総務部 部長

宮崎 進

羽曳野労働基準協会 前事務局長

宗像 正行

（一社）福島県労働基準協会 技能講習講師

山村 敬治

昭和アルミニウム缶（株） 管理グループ マネージャー

和田 安雄

和田労務健康管理事務所 所長

