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令和３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 竹越
たけごし

 徹
とおる

）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３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、１０月１日に当協会ホームページにて正式公表します。 

上記３賞の表彰式を、１０月２７日（水）１２時１０分より東京国際フォーラム（東

京都千代田区有楽町丸の内３－５－１）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４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８７名・２件（産業安全３５名、労働衛生１７名、安全衛生３５名・２件） 

 
※この資料は、都庁記者クラブ、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、自動車産業記者会に配布しています。 

中央労働災害防止協会 

 教育ゼロ災推進部長    縄田 英樹 

         

【照会先】 

   総務部  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３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 

サカタインクス 株式会社（大阪府大阪市） 

 長きにわたり機械設備の本質安全化や全員参加によるリスク抽出・改善活動など

を推進されるとともに、労働安全衛生マネジメントシステムの認証取得および継続

的な改善にも積極的に取り組まれるなど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４名 

岡田 邦夫（大阪ガス株式会社 人事部 大阪ガスグループ健康開発センター 顧問） 

 長年にわたり産業保健分野において指導的役割を果たされるとともに、実践活動を

基にした産業保健学の発展や普及啓発に尽力されるなどわが国の労働衛生水準の向

上に顕著な功績をあげられました。 

 

 

川上 憲人（東京大学大学院 医学系研究科 教授／公益社団法人日本産業衛生学会 

元理事長） 

長年にわたり公衆衛生分野および精神保健分野に従事され、特にメンタルヘルスチ

ェックの制度の設計や定着に尽力されるとともに、ポジティブメンタルヘルスの取り

組みを先導されるなど、わが国の労働衛生の発展と社会的地位の向上に顕著な功績を

あげられました。 

 

 

下光 輝一（公益財団法人健康・体力づくり事業財団 理事長） 

 長年にわたり公衆衛生分野の研究および教育に従事され、メンタルヘルス分野にお

ける各種施策の推進・充実強化や人材養成に尽力されるなどわが国の労働衛生水準の

向上に顕著な功績をあげられました。 

 

 

矢萩 保雄（公益社団法人宮城労働基準協会 会長／株式会社ユアテック 顧問） 

 長年にわたり新潟県労働基準協会連合会会長および宮城労働基準協会会長として

労働安全衛生活動を積極的に推進されるとともに、東日本大震災被災地における災害

復旧・復興工事の災害防止に関し県境を越えて大きな指導的役割を果たされました。 

 



 

＜緑十字賞＞ 受賞者 ８９名 

 

    産業安全 ３５名 

受賞者名 所属・役職 

浅香 良弘 株式会社ジャパン・ビルケア 代表取締役 

足立 正行 株式会社ミライト 神奈川支店 安全品質管理部 専任マネージャ 

伊藤 洋之 三井化学株式会社 大牟田工場 安全・環境部 安全アドバイザー 

今枝 幸博 
村田機械株式会社 研究開発本部 技術開発センター 機械安全スペシャリスト／ 

一般社団法人安全技術普及会 機械安全関係講師 

上田 春彦 上田労働安全事務所 所長 

大城 正治 リウコン株式会社 前代表取締役社長 

大庭 浩義 宇部興産機械株式会社 環境安全室 主席部員 

岡内 久 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 四国総支部 本部 前業務委員／ 

森実運輸株式会社 顧問 

小川 清廣 セイフティコンサルオガワ 社長 

小野 忠志 日本製鉄東日本製鉄所 鹿島地区協力会 事務局長 

帰山 修一 帰山労働安全コンサルタント事務所 所長 

釡元 謹一 ジャパンマリンユナイテッド株式会社 有明事業所 管理部 人財育成グループ長 

香山 誠一 株式会社大倉製作所 ＩＳＯ推進部 部長／技術本部 技術部 副部長 

小宮 修 三菱造船株式会社 安全環境推進室 

澤田 政宏 総合サービス株式会社 代表取締役社長 

塩見 環 広成建設株式会社 監査室 技術主任 

白山 良一 株式会社シラヤマ 代表取締役会長 

関根 武雄 公益社団法人産業安全技術協会 検定部 上席検定員 

瀬戸 弘三 一般社団法人四日市労働基準協会 特別教育 非常勤講師 

高田 勝幸 
株式会社ミライト・テクノロジーズ 新アクセス事業推進本部 ＮＴＴ事業本部  

西日本事業部 アクセス部 担当課長 

滝澤 孝吉 一般社団法人新潟県労働基準協会連合会 上・中越教育センター講師 

長尾 一義 株式会社明電舎 プラント建設本部 技師 

西村 順二 株式会社中村電機製作所 営業部 部長 

野口 恭司 株式会社タダノ教習センター 代表取締役社長 

福岡 周一郎 建設業労働災害防止協会 事業部 調査役 



     

福山 等 公益社団法人建設荷役車両安全技術協会 鹿児島県支部 事務局長 

細川 廣行 
港湾貨物運送事業労働災害防止協会 東北総支部理事／ 

東北汽船港運株式会社 代表取締役社長 

松浦 裕士 日本認証株式会社 事業企画推進担当部長 

松岡 嘉昭 大同特殊鋼株式会社 安全健康推進部 ソフト改革室 主任部員 

三瀬 逸雄 株式会社エフシー 代表取締役社長 

三田 紀行 国立大学法人三重大学 工学研究科 建築学専攻 教授 

道元 昭仁 北陸電力送配電株式会社 富山支社総務担当 専任副課長 

三原 泰司 清水建設株式会社 上席エンジニア 

宮井 啓雄 一般社団法人日本ボイラ協会 神奈川支部 神奈川労働局登録講師 

山下 美弥子 日本製鉄株式会社 名古屋製鉄所 安全環境防災部 安全健康室 

 

      労働衛生 １７名 

受賞者名 所属・役職 

飯田 忠臣 株式会社ダイヤモンド警備 常務取締役 

伊澤 三樹 伊澤歯科医院 院長 

上村 達也 化成品工業協会 技術部長 

大塚 政人 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会 常務理事 

小野 真理子 労働者健康安全機構 労働安全衛生総合研究所 研究員 

垣内 紀亮 ダイハツ九州株式会社 総務・人事部 安全衛生推進室 主査 産業医 

上島 通浩 名古屋市立大学 大学院医学研究科 環境労働衛生学分野 教授 

久代登 志男 日野原記念クリニック 所長 

粉川 昇市 粉川労働衛生コンサルタント事務所 所長 

斉藤 元一 斉藤産業衛生事務所 代表 

坂田 晃一 川崎重工業株式会社 神戸本社 安全保健部 担当部長 産業医 

椎野 恭司 椎野労働衛生コンサルタント事務所 代表 

竹永 秀明 株式会社東芝 主監産業医 

中野 真規子 慶應義塾大学 医学部 衛生学公衆衛生学教室 専任講師 

林 剛司 株式会社日立製作所 日立健康管理センタ センタ長 

東川 麻子 株式会社ＯＨコンシェルジュ 代表取締役 

山口 雅彦 播磨環境管理センター株式会社 営業部長・ビルメンテナンス部長 



     

 

      産業安全および労働衛生 ３５名・２件 

受賞者名 所属・役職 

赤阪 博行 株式会社日経サービス 営業本部 顧問 

朝比奈 智 アトム株式会社 営業本部 担当部長 

池田 喜郎 Ｊ＆Ｔ環境株式会社 管理本部 安全衛生部 部長 

井原 利正 阪急電鉄株式会社 都市交通事業本部 技術部 

岡本 富男 株式会社北川鉄工所 安全指導員  

落合 宏行 株式会社ＦＴＳ 取締役社長 

木村 辰也 公益社団法人大阪労働基準連合会 非常勤講師 

木村 英敬 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 前青森県支部長 

小林 政賀津 株式会社ＵＡＣＪ 福井製造所 安全衛生室 

小林 幹愛 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 前茨城県支部長 

齋藤 好章 株式会社福田屋百貨店 執行役員・総務人事部長 

酒井 直樹 帝人株式会社 炭素繊維事業本部品質保証コンプライアンス部 環境・安全統括 

左田野 正 公益社団法人大阪労働基準連合会 事業部長 

佐渡谷 ミチ子 一般社団法人いわき労働基準協会 理事 事務局長 

須江 士郎 株式会社大本組 管理本部 安全環境品質部 安全担当部長 

関 哲 
関 労働安全コンサルタント事務所 所長／ 

東京労働基準協会連合会 安全衛生研修センター 講師 

高瀬 昭夫 姫路労働基準協会 顧問 

立田 康行 一般社団法人加賀労働基準協会 前安全衛生部会長 

徳永 孝継 首都高メンテナンス西東京株式会社 安全品質部長 

中嶋 道男 直方機工株式会社 管理部次長 

西原 聡 宝田電産株式会社 取締役経営管理部 部長 

禰津 陽彦 株式会社シモン 取締役営業本部長 特需グループ担当 

畑山 康幸 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 福岡県支部 前事務局長 

服部 良男 服部工業株式会社 取締役会長 

濵下 良典 株式会社小松製作所 氷見工場 総務部安全環境課 工師正 

東原 忠烈 エス・エヌ・ケー・テクノ株式会社 北勢工場 製造課長 

日野 貴透 株式会社ＳＵＢＡＲＵ 人事部 安全企画 



     

平井 輝久 近畿美装株式会社 代表取締役 

藤木 茂彦 株式会社丸五 代表取締役会長 

増田 和義 株式会社京浜コーポレーション 顧問 

松村 宗茂 公益社団法人奈良県労働基準協会 葛城支部・桜井支部 事務局長 

宮﨑 龍雄 公益社団法人和歌山県労働基準協会 和歌山支部 事務局長 

山下 一彦 建設業労働災害防止協会 大阪府支部 安全管理士 

横山 正樹 株式会社ＵＡＣＪ製箔 人事総務部 安全衛生・教育グループ長 

吉川 孝二 首都高電気メンテナンス株式会社 安全品質管理部長 

一般社団法人日本半導体製造装置協会 安全教育専門委員会 

成友興業株式会社 あきる野事業所 あきる野工場 

（五十音順、敬称略） 

 

 


