
産業安全関係（34 名) 

№ 候補者名 所属 

（株）ＨＩＪ技術部長 
1 今谷 浩昭 

（社）ボイラ・クレーン安全協会機関誌「Ｊｉｔｓｕ・Ｔｅｎ 実務＆展望」編集委員長 

小川朝男労働安全コンサルタント事務所所長 
2 小川 朝男 

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会神奈川支部長 

奥田技術士事務所代表 
3 奥田 春 

林業・木材製造業労働災害防止協会林材業安全技能師範 

4 奥平 秀治 大阪ガス（株）泉北製造所保安安全チーム係長 

5 小熊 国男 （社）秋田県労働基準協会講師 

濃飛倉庫運輸（株）代表取締役副会長 
6 尾関 卓司 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会岐阜県支部支部長 

7 角真 淑夫 （社）富山県労働基準協会非常勤講師 

（株）兼子組執行役員 
8 兼子 利明 

（社）白河労働基準協会安全部会部会長・RST 講師建設トレーナー会会長 

9 川上 豊 東京ガス（株）宇都宮支社安全担当課長 

草水運送（株）代表取締役 
10 草水 正義 

陸上貨物運送事業労働災害防止協会宮崎県支部支部長 

住友建機販売（株）名古屋技術研修所所長 
11 久保田 靖夫 

（社）全国登録教習機関協会理事 

（株）笹田組代表取締役社長 
12 笹田 照近 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会神奈川総支部横浜支部副支部長 

13 佐藤 清 （株）ジャスト広島調達部長 

14 鹿野 勲 （社）北大阪労働基準協会事務局長代理 

新コスモス電機（株）代表取締役社長 
15 重盛 徹志 

（社）日本保安用品協会理事 

16 鈴木 裕 鉱業労働災害防止協会安全管理士 

17 田村 晴彦 建設業労働災害防止協会教育部調査役 

半田港運（株）代表取締役社長 
18 柘植 正道 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会東海総支部衣浦支部支部長 

19 土屋 欽一 土屋労働安全コンサルタント事務所所長 

名海運輸作業（株）専務取締役 

（社）名古屋南労働基準協会理事・総務部委員 20 鶴田 昌男 

港湾貨物運送事業労働災害防止協会名古屋支部支部長 

21 中尾 薫 （社）日本ボイラ協会福岡支部理事兼相談役 

22 浜口 和久 （株）ＩＨＩ回転機械人事部部長 

23 藤原 節子 （社）建設荷役車両安全技術協会山口県支部事務局長  

24 別府 眞左三 住友化学（株）レスポンシブルケア室（環境安全）主席部員 



25 松岡 晉 （株）昭和綜合サービス代表取締役社長 

26 松野 闊正 （株）繁富工務店安全部長 

三菱化学（株）水島事業所シニアスタッフ 
27 三原 一気 

水島コンビナート地区保安防災協議会高圧ガス部会部会長 

栗本コンクリート工業（株）技術顧問 
28 三輪 勇 

彦根管区安全衛生協議会会長 

29 村本 利行 佐藤工業（株）土木事業本部機電部部長 

三菱化学（株）横浜センター環境安全部グループマネージャー 
30 森谷 喜久雄 

（社）日本化学工業協会 

31 矢ヶ部 信夫 国際石油開発帝石（株）国内事業本部秋田鉱業所所長 

32 安田 慎一 昭和電工（株）大分コンビナート製造部長 

住友金属工業（株）鹿島製鉄所総務部安全健康室参事 
33 横山 弘之 

（社）日本鉄鋼連盟安全衛生推進委員会地域別分科会委員 

34 吉川 憲司 （社）飯田労働基準協会専務理事 

 

労働衛生関係（13 名）  

№ 候補者名 所属 

阿部内科院長 

（社）塩那労働基準協会産業保健担当講師 

（社）那須郡市医師会産業医会会長 
35 阿部 敏夫 

大田原地域産業保健センター副所長 

36 圓藤 陽子 （独）労働者健康福祉機構東京労災病院産業中毒研究センター長 

37 尾原 寿子 （株）ＩＨＩ本社人事部労働安全グループ主査（課長） 

38 川上 憲人 東京大学大学院医学系研究科精神保健学分野教授 

（財）福島県労働保健センター理事長 
39 佐藤 喜三郎 

（社）全国労働衛生団体連合会事業推進委員会委員長・政策委員会委員 

医療法人弘冨会神田東クリニック理事長・院長 
40 島 悟 

京都文教大学教授 

（株）タカヨシ代表取締役社長 
41 高橋 春義 

（社）新潟県労働衛生医学協会名誉会員 

42 谷口 敏博 （社）石川県労働基準協会連合会指導課長・快適職場推進アドバイザー 

（財）上越環境科学センター理事・センター長 
43 田村 三樹夫 

（社）日本作業環境測定協会理事 

医療法人愛知集団検診協会会長 

前 （社）愛知労働基準協会労働衛生部会部会員 44 服部 則仁 

前 津島労働基準協会理事 

マツダ（株）人事本部・産業医 
45 舟橋 敦 

（社）日本自動車工業会産業医分科会委員 



ＪＦＥスチール（株）東日本製鉄所（千葉地区）千葉安全衛生室主任部員 

千葉労働基準協会衛生部会副部会長・編集委員 46 三井 浩史 

（社）千葉県労働基準協会連合会衛生部会員 

47 森岡 郁晴 公立大学法人和歌山県立医科大学保健看護学部教授 

 

産業安全及び労働衛生関係（44 名） 

№ 候補者名 所属 

48 有馬 昭美 日本連合警備（株）代表取締役会長 

49 池田 泰幸 三菱重工業（株）神戸造船所総務部安全衛生課主席部員 

（株）クボタ宇都宮工場勤労課安全衛生担当 
50 板橋 陸 

宇都宮地区ゼロ災運動研究会幹事 

51 伊藤 徳男 住友金属鉱山（株）別子事業所安全環境センター安全衛生担当課長 

愛三工業（株）総務人事部安全衛生管理室室長 

（社）半田労働基準協会安全衛生部会部員 52 岩田 剛 

（社）日本自動車部品工業会安全衛生分科会委員 

冨士食品工業（株）代表取締役社長 
53 大宮山 磐 

山梨労働基準協会相談役 

（社）岡山県労働基準協会安全衛生委員 
54 岡本 健也 

山陽板紙工業（株）特別顧問 

55 小山田 芳晴 旭硝子（株）北九州工場環境安全保安室主任・安全衛生グループリーダー 

高俊興業（株）専務取締役 
56 笠原 保 

（社）全国産業廃棄物連合会 

近畿環境興産（株）堺ＳＣ工場環境安全グループリーダー 
57 川原 広幸 

（社）全国産業廃棄物連合会 

東燃ゼネラル石油（株）和歌山工場技術部メカニカル技術グループグループリーダー（課長）
58 北野 泰史 

（社）和歌山県労働基準協会講師 

（有）国吉組代表取締役 
59 國吉 眞治 

（社）沖縄県労働基準協会中部支部運営委員 

國分労働安全衛生研究所所長 
60 國分 衞 

（社）福島県労働基準協会技能講習講師 

理研計器(株）営業本部顧問 
61 齋藤 郁夫 

（社）日本保安用品協会事業委員 

62 齊藤 孝 （株）ティー・ユー実業代表取締役社長 

63 三枝 俊一 （社）埼玉労働基準協会連合会業務課長 

興研（株）代表取締役社長 
64 酒井 宏之 

日本労働災害防止推進会理事 

（株）ニワテック代表取締役 
65 坂野 正 

（社）東京ビルメンテナンス協会労務管理委員会委員 



67 桜井 勉 桜井労働安全コンサルタント事務所所長 

大日本印刷（株）代表取締役副社長 
68 猿渡 智 

（社）新宿労働基準協会会長 

金山コネクタ（株）代表取締役社長 
69 白倉 周二 

（社）最上労働基準協会副会長 

70 曽我 隆一 曽我製粉（株）代表取締役社長 

嶺北建設業協同組合理事・工務課長 
71 高石 清賢 

高知労働基準協会 

アイシン精機（株）安全衛生部部長 
72 高橋 誠 

（社）日本自動車部品工業会安全衛生分科会長 

関興業（株）安全衛生推進室長 
73 高柳 直弘 

デンソー安全衛生協議会事務局長 

74 田口 興一郎 セイフティエンジニアリング（株）代表取締役社長 

75 中谷 邦穂 釧路地域産業保健センターコーディネーター 

三成研機（株）代表取締役社長 
76 野田 功 

前 （社）日本クレーン協会埼玉支部長 

日昔労働安全衛生コンサルタント事務所所長 
77 日昔 吉紀 

（社）日本労働安全衛生コンサルタント会理事・山口支部長 

横浜製機（株）取締役 
78 広川 和男 

（社）神奈川労務安全衛生協会横須賀支部副支部長 

79 深野 義章 （社）和泉大津地区労働基準協会顧問 

本田技研工業（株）人事部安全衛生管理センター所長 
80 深堀 秀治 

（社）日本自動車工業会安全衛生部会部会長 

81 藤田 千純 三菱重工業（株）下関造船所総務部安全環境課主任 

（有）岩出山自動車整備工場代表取締役 
82 文屋 文夫 

（社）宮城労働基準協会古川支部安全衛生指導員 

83 前田 啓一 （株）ニコンビジネススタッフセンター人事部安全衛生厚生課・労働衛生コンサルタント 

スズキ（株）人事部人事第一課安全衛生担当係長 
84 牧野 章 

（社）日本自動車工業会安全衛生部会Ａグループ研究会委員・メンタルヘルス分科会委員 

奈良交通（株）取締役人事部長 
85 増本 隆史 

（社）奈良県労働基準協会奈良支部理事 

86 松浦 周之助 松江地域産業保健センターコーディネーター 

87 松森 満 （社）弘前地区労働基準協会事務局長 

関西明装（株）取締役相談役 
88 間宮 治雄 

（社）滋賀ビルメンテナンス協会労災対策委員会担当理事 

（株）吉川工務店代表取締役会長 
89 吉川 光彦 

恵那労働基準協会会長 

 



（株）神戸製鋼所人事労政部担当部長 
90 渡邊 邦明 

（社）日本鉄鋼連盟安全衛生推進委員会委員 

桂川電機（株）代表取締役 
91 渡 正 

（社）大田労働基準協会会長 

他１名 


