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令和２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！ 
  

中央労働災害防止協会（中災防：理事長 八
や

牧
まき

暢
のぶ

行
ゆき

）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、令和２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）を決定しました。１０月１日に当協会ホームページにて公表します。 

なお、例年、全国産業安全衛生大会・総合集会の中で執り行っていた上記３賞の表彰

式は大会中止のため執り行いませんが、会長賞、顕功賞は理事長が表彰者・団体に出向

いて表彰し、緑十字賞は推薦団体もしくは本人に表彰状を送付する予定です。 

 

＜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８９名（産業安全４０名、労働衛生１４名、安全衛生３５名） 

 
※この資料は、北海道政記者クラブ、札幌市政記者クラブ、厚生労働記者会、厚生労働省労政記者クラ

ブ、厚生日比谷クラブ、鉄鋼研究会に配布しています。 

中央労働災害防止協会 

 教育ゼロ災推進部 部長   早木 武夫 

          次長   林   かおり 

【照会先】 

   総務部  上席専門役   高橋  まゆみ  

広報課長   道野 真貴子     

 (電話)03-3452-6542 (FAX)03-3453-8034 

E-mail koho@jisha.or.jp 

 



別 添 

 

令和２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            （敬称略） 

 

 

＜中央労働災害防止協会会長賞＞ 受賞者１社 

株式会社 明治（東京都中央区） 

 「安全は全てに優先する」を労働安全衛生ポリシーとし、職場の安全確保に継続

的に取り組むとともに、各事業所に労働安全衛生マネジメントシステムの運用を定

着させ国際規格の認証の取得を積極的に進め、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３名 

神代 雅晴（産業医科大学 名誉教授／株式会社エルゴマ研究所 代表取締役／一般財

団法人日本予防医学協会 前理事長） 

長年にわたり人間工学分野をベースとした労働安全衛生の第一人者として研究に

従事し、特に高齢者就労を促進するためのエンプロイアビリティの評価手法開発とそ

の向上に尽力することにより、我が国の高齢者雇用の学術的基礎の構築に多大な貢献

をされました。 

 

 

清水 英佑（公益財団法人産業医学振興財団 理事長） 

 長年にわたり化学物質の発がん性と変異原性に関する研究や公衆衛生に係る人材

育成に従事されるとともに、各府省の審議会委員を歴任されるなど社会的活動にも尽

力され、我が国の化学物質による健康影響の予防に多大な貢献をされました。 

 

 

宮下 和久（和歌山県立医科大学 理事長・学長） 

 長年にわたり手腕系振動障害の予防研究に従事され、特に健康診断結果等を活用し

たコホート研究の成果は、同障害による労働災害を著しく減少させ、また、国内外の

同分野における他の研究にも広く活用されるなど、我が国の産業保健水準の向上に多

大な貢献をされました。 

 

 



 

＜緑十字賞＞ 受賞者 ８９名 

 

    産業安全 ４０名 

受賞者名 所属・役職 

相場 修一 一般社団法人三重労働基準協会連合会 講習会講師 

赤塚 庸宏  島田電機株式会社 技術部長 

旭 政則 住友精化株式会社 別府工場 安全環境部長 

石井 弘幸 
日本製鉄株式会社 設備・保全技術センター プラントエンジニアリング部  

FAエンジニアリング室 主幹 

岩下 博之 株式会社全日警 鹿児島支社 顧問 

岩見 建一 関西電力送配電株式会社 兵庫支社 神戸電力本部長 

岩村 英雄 株式会社明光社 総務部顧問 

胡木 賢一 テクノ化成株式会社 代表取締役会長 

大槻 勝善 中外機工株式会社 代表取締役会長 

大森 英明 一般社団法人仮設工業会 技術調査役 

門脇 美正 林業・木材製造業労働災害防止協会 鳥取県支部 支部専任講師 

菊池 和博 丸山物産株式会社 代表取締役 

小島 生年 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 千葉総支部 理事 

株式会社小島 代表取締役社長 

古宮 定 JFEスチール千葉協力会 事務局次長 

近藤 敏正 一般社団法人山口県労働基準協会 専任講師 

近藤 康博 株式会社加藤製作所 執行役員 開発本部長 兼 設計第１部長 

佐川 浩二 日本認証株式会社 代表取締役社長 

清水 章二 株式会社シグマ 東京クレーン学校 取締役 

下間 義彰 下間安全衛生マネジメントシステム社 代表 

関 雅幸 関労働安全コンサルタント事務所 代表 

関本 久 一般社団法人新潟県労働基準協会連合会 安全衛生教育センター講師 

髙知尾 憲一 日本コムシス株式会社 ＮＴＴ事業本部 安全品質管理部 安全専任者 

高橋 俊市 有限会社高橋ウィンドフレッシャー 代表取締役 

田代 善二 林業・木材製造業労働災害防止協会 愛媛県支部 支部専任講師 

田中 幸人 日本製鉄株式会社 九州製鉄所 八幡地区 安全環境防災部 安全健康室  

豊田 英雄 三井化学株式会社 名古屋工場 安全・環境部長 



     

鳥田 友之助 静岡ロジスティクス株式会社 

野口 雅浩 五洋建設株式会社 東京土木支店 兼 東京建築支店 安全品質環境部 専門部長 

橋本 顕 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 企画管理本部 人事部 人事Ｇ 主査 

堀  豪之 シーキューブ株式会社 安全品質推進部 品質保証課 課長 

前田 謙二 有限会社立花商会 代表取締役 

正木 浩之 大正製薬株式会社 生産本部 設備保全部長 

松田 修一 公益社団法人産業安全技術協会 検定部長 

水野 健介 建設業労働災害防止協会 安全管理士 

水野 元昭 本多金属工業株式会社 稲沢工場 課長代理 

皆島 浩二 建設業労働災害防止協会 事業部 調査役 

南 国三 公益社団法人和歌山県労働基準協会 フォークリフト運転技能講習 実技講師 

森重 祝明 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 中国総支部広島支部 

広島荷役株式会社 相談役 

守安 靖典 
川崎重工業株式会社 船舶海洋カンパニー 神戸造船工場 安全衛生課  

安全衛生係 係長 

柳田 博文 東芝エネルギーシステムズ株式会社 京浜事業所 マネジャー 

 

 

      労働衛生 １４名 

受賞者名 所属・役職 

秋葉 一好 秋葉労働衛生コンサルタント事務所 所長 

恵良 直彦 大崎工業株式会社 広島工場 総務課長 

大門 俊宏 一般社団法人三重労働基準協会連合会 講習会講師 

太田 久吉 
学校法人北里研究所 北里大学 医療衛生学部健康科学科 教授 

大学院医療系研究科環境医科学群環境毒医科学 教授 

加藤 元 日本アイ・ビー・エム健康保険組合 予防歯科 産業歯科医 

北川 寛 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会附属プラーカ健康増進センター 所長 

佐藤 良友 株式会社サンプラス下越 代表取締役 

調所 廣之 独立行政法人労働者健康安全機構 関東労災病院 名誉院長 

竹口 彰夫 一般財団法人石川県予防医学協会 業務部 シニアリーダー 

中谷 敦 株式会社日立製作所 ひたちなか総合病院 水戸健康管理センタ センタ長 

仲村 準 株式会社ブリヂストン 横浜総務部 横浜健康管理センター 所長 



     

乍 智之 ＪＦＥスチール株式会社  西日本製鉄所（倉敷地区） 安全健康室 主任部員 

藤井 正雄 公益社団法人大阪労働基準連合会 非常勤講師 

吉田 喜久雄 国立研究開発法人産業技術総合研究所 安全科学研究部門 名誉リサーチャー 

 

      産業安全および労働衛生 ３５名 

受賞者名 所属・役職 

荒川  透 本田技研工業株式会社 人事部 安全衛生管理課 課長 

石塚 千吾 株式会社全国グラビア分析センター 代表取締役社長 

市之瀬 高司 一般社団法人名北労働基準協会 専務理事・事務局長 

伊藤 靖則 株式会社イトジュ 代表取締役 

奥山 良二 奥山労務・安全コンサルタンツ事務所 所長 

加瀬 修 公益社団法人千葉県労働基準協会連合会 前専務理事 

神尾 慶一 常磐鋼帯株式会社 事務グループ長 

亀山 透 日建管理株式会社 代表取締役社長 

河崎 靜生 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 前山口県支部長 

川野 政彦 株式会社ＪＰハイテック 安全品質環境管理本部長補佐 

木全 淳 公益社団法人愛知労働基準協会 教育事業部 担当部長 

桐野 享治 一般社団法人岡山県労働基準協会 理事 事務局長 

金城 義鷹 首都高トールサービス神奈川株式会社 並木営業所 所長 

黒田 雄一郎 ユニット株式会社 代表取締役社長 

小林 秀夫 首都ハイウエイサービス株式会社 代表取締役常務 

小丸 成洋 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 副会長 兼 広島県支部長 

篠宮 真樹 興研株式会社 マーケティング本部 安全衛生ディビジョン マネージャー 

神野 義則 堺労働基準協会 専務理事 

砂川 里美 JFEスチール株式会社 知多製造所 総務部 安全衛生室  

髙橋 広 公益社団法人宮城労働基準協会 相談役兼事業部長 

高松 和男 協和化学工業株式会社 人事総務部 安全衛生課 課長 

多田 敏基 多田安全健康教育コンサルティング 代表 

辻 利彦 一般社団法人富山県労働基準協会 理事 魚津支部事務局長 

富田 賢吾 国立大学法人名古屋大学  環境安全衛生管理室 教授 

中島 一泰 東レ株式会社 滋賀事業場 環境保安課長 



     

橋本 裕也 株式会社クレハ環境 環境安全本部副本部長 兼 環境安全部長 

藤崎 公明 福岡東労働基準協会 事務局長 

正岡 友樹 京三電機株式会社 安全課長 

松本 俊成 内海産業株式会社 代表取締役 

水野 暢大 水野水産株式会社 代表取締役社長 

矢野 雅敏 公益社団法人北海道労働基準協会連合会 相談役 

山口 隆廣 一般社団法人兵庫労働基準連合会 理事（顧問） 

山本 多絵子 ミドリ安全株式会社 安全衛生相談室 室長 

指吸 晃 中間貯蔵・環境安全事業株式会社 北九州ＰＣＢ処理事業所 安全対策課課長代理 

六本木 恒宏 群馬合金株式会社 会長 

（五十音順、敬称略） 

 

 


