
平成22年度緑十字賞受賞者（81名）

№ 受賞者名 所属等

1 有山　正彦
IDEC(株)安全・防爆コンサルティング担当
(社)産業安全技術協会防爆機器調査研究委員会委員長

2 井口　詔一郎 井口技術士事務所所長

3 上原　昭郎
(社)鹿沼労働基準協会副会長（産業安全部部長）
鹿沼地区プレス災害防止協議会会長・監事

4 川本　規雄 東ソー物流(株)港湾・倉庫部長

5 菊谷　誠 (社)建設荷役車両安全技術協会宮城県支部支部長

6 来田　成利 宇部興産(株)堺工場環境安全グループリーダー

7 木村　真 昭和電工(株)環境安全室スタッフマネージャー

8 黒田　進 (株)ダイヘンテクノス マネージャー

9 後藤　耕治 西部ガス(株)福北工場福北総括グループマネジャー

10 下津　良治 (社)建設荷役車両安全技術協会香川県支部事務局長

11 鈴木　敏彦
三井化学(株)大牟田工場災害防止協力会事務局長
(社)日本化学工業協会

12 平　賢治
新日本製鐵(株)棒線事業部釜石製鐵所総務グループマネージャー
(社)日本鉄鋼連盟元東北地域安全衛生分科会主査

13 髙嶋　大勝 (社)北大阪労働基準協会専務理事

14 鶴岡　政之
東海海運(株)千葉支店常務取締役千葉支店長
港湾貨物運送事業労働災害防止協会千葉総支部副総支部長・千葉支部長

15 東海林　菊夫 (社)仮設工業会技術調査役

16 西澤　好司 S&K研究所所長

17 西本　英高 日鐵ドラム(株)執行役員

18 布目　政仁 トヨタ車体(株)安全衛生部部長

19 野口　照雄 川崎重工業(株)神戸造船工場安全衛生係長

20 林　孝夫 大阪ガス(株)姫路製造所副課長

21 日笠　幸光 タダノ産業(株)代表取締役

22 平野　誠造 艶金化学繊維(株)技術顧問

23 平原　昭雄
JFEスチール福山協力会次長
(社)日本鉄鋼連盟地域安全衛生分科会委員

24 藤井　宣行 (社)全国登録教習機関協会災害事例作成委員会委員

25 藤澤　政美 (社)愛知労働基準協会理事教育部長

26 前田　英比古
(株)ヤマニシ代表取締役社長
(社)宮城労働基準協会石巻支部常任委員および造船部会長

27 牧野　傳治
牧野労働安全コンサルタント事務所所長
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会愛媛支部長

28 丸山　智義
丸山労働安全コンサルタント事務所所長
前(社)日本労働安全衛生コンサルタント会常任理事

29 三浦　文雄
三富運送(株)代表取締役社長
陸上貨物運送事業労働災害防止協会群馬県支部支部長

30 三國　俊美
(株)東通運輸代表取締役
陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部支部長

31 水野　光雄
東急車輛製造(株)車両事業部計画部（総務）担当部長
(社)神奈川労務安全衛生協会横浜南支部

32 柳　千秋
サイテックアソシエーツ代表
(社)ボイラ・クレーン安全協会機関誌「Jitsu･Ten 実務&展望」副編集委員長

33 山口　英文
日揮触媒化成(株)北九州事業所環境安全品質管理部部長
若松労働基準協会常任理事

34 山田　信逸
林業・木材製造業労働災害防止協会秋田県支部
林材業安全技能師範

35 山本　文博 北菱産業埠頭(株)取締役副社長兼石炭部長兼美唄炭鉱長
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36 吉田　大二
吉田産業(株)代表取締役
(社)福島県労働基準協会プレス機械作業主任者技能講習講師

37 渡辺　和寛
ダイハツ工業(株)人事・総務部安全衛生保健室主担当員
一般社団法人日本自動車工業会安全衛生部会委員・同委員会Aｸﾞﾙｰﾌﾟ研究会委員
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39 小栗　明
大同特殊鋼(株)築地テクノセンター総務グループ主任部員安全事務局指導者
(社)日本鉄鋼連盟中部地域安全衛生分科会委員

40 小野　良樹
(財)東京都予防医学協会理事
(社)全国労働衛生団体連合会総合精度管理委員会委員

41 神代　雅晴 産業医科大学産業生態科学研究所人間工学研究室教授

42 栗林　正巳
日産自動車(株)人事部安全健康管理室シニアスタッフ
一般社団法人日本自動車工業会メンタルヘルス分科会分科会長

43 澤田　亨
東京ガス(株)人事部安全健康・福利室健康管理チームリーダー
順天堂大学スポーツ健康科学部客員准教授

44 高橋　みどり ユニバーサル造船(株)舞鶴事業所舞鶴診療所看護師

45 永坂　英文 (社)刈谷労働基準協会専務理事

46 仁地　義郎
東洋実業(株)石川事業所所長
(社)小松労働基準協会衛生管理研究会代表幹事

47 野田　一雄
野田労働衛生コンサルタント事務所所長
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会会員

48 村山　徹
(株)村山土建顧問
(社)新潟県労働衛生医学協会代議員

49 山田　誠二 パナソニック健康保険組合産業衛生科学センター所長

50 横澤　範子 日本化薬(株)東京事業所環境保安部員
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51 相浦　和幸
清興運輸(株)代表取締役会長
向島労働基準協会会長

52 相澤　延雄 (社)山形県労働基準協会連合会専務理事

53 赤塚　武平 (社)岡山県労働基準協会講師

54 安里　成一
(有)沖ケミカル代表取締役
(社)沖縄県労働基準協会安全衛生講習担当講師

55 荒井　孝雄 (株)市川環境エンジニアリング常務取締役

56 石原　豊市 神戸西労働基準協会専務理事

57 岡本　輝司
広島アルミニウム工業(株)総務部安全衛生課長
(社)広島県労働基準協会広島北支部副支部長および本部賃金部会委員

58 小田島　稔
JFEスチール(株)東日本製鉄所
(社)神奈川労務安全衛生協会川崎南支部

59 小野　雅一 (社)西北労働基準協会事務局長

60 小林　憲司 (株)デンソー安全環境推進部安全衛生室室長

61 小山　純二 光明理化学工業(株)顧問

62 齋木　学 北海道綜合警備保障(株)総務課長

63 佐々木　誠 (株)セシム代表取締役社長

64 島川　邦夫 (株)中電工山口統括支社安全衛生・品質環境担当課長

65 鈴木　康暎 (社)秋田県労働基準協会顧問

66 長濵　次夫 古河労働基準協会特別役員

67 橋本　正
橋本環境安全コンサルティング代表
船橋労働基準協会専任講師

68 原國　政久
(社)日本労働安全衛生コンサルタント会宮崎支部支部長
原國労働安全コンサルタント事務所所長
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69 平井　諭 三島殖産(株)営業部長兼物流事業部長

70 深田　朝則
日本管財(株)品質・業務管理部安全衛生担当マネージャー
RSTトレーナー会兵庫県支部支部長

71 藤田　善一 (社)大阪労働基準連合会事業部長

72 淵田　貢 (社)和歌山県労働基準協会たんぽぽ計画アドバイザー

73 星野　照生 (株)つくし工房代表取締役

74 細野　吾朗
ユニット(株)常務取締役
日本労働災害防止推進会会長会社事務局責任者

75 堀口　弘
(株)フジプロパティ代表取締役
(社)愛知ビルメンテナンス協会理事・労働安全衛生委員会委員長

76 松本　徹 建設業労働災害防止協会理事・業務部長

77 三島　弘男 (社)広島県労働基準協会主任講師・新しい公益法人制度に対応するための研究会委員

78 森　政雄
バンドウリメーク(株)・バンドウクリエート(株)代表取締役
(社)全国産業廃棄物連合会安全衛生委員会委員

79 森脇　克哉
東芝LSIパッケージソリューション(株)総務部総務勤労担当主務
直鞍労働基準協会常任理事

80 山田　忠彦
(株)ブレス代表取締役
(社)東京ビルメンテナンス協会理事・労務管理委員会委員長

81 輪島　公人 (株)山二工業常務取締役

82 渡辺　亮次
昭和電工(株)大町事業所環境安全課長
(社)大町労働基準協会
(社)長野県労働基準協会連合会衛生管理者専門委員会幹事


