
　　　           　　　　　 　　　令和4年度　中央労働災害防止協会緑十字賞　受賞者 （91名・３件）

敬称略・五十音順

産業安全（41名）

氏名 役職

浅井　一浩 住友重機械搬送システム株式会社  搬送システム統括部　エンジニアリング部　開発・技術グループ　主任技師

市原　紅美雄 林業・木材製造業労働災害防止協会  教育支援課　安全管理士

岩本　靖啓 ジャパン マリンユナイテッド株式会社　呉事業所  安全衛生グループ　スタッフ

海老原　延廣 東京港運株式会社  顧問

大澤　雅之 株式会社 明電舎 プラント建設本部  技師

小潟　利己 山本化成株式会社　大牟田工場  工場長

笠井　悟 首都高トールサービス神奈川株式会社  業務・安全部　調査役

片田　 宏 株式会社日向技研  代表取締役

鎌田　良悦 一般社団法人秋田県労働基準協会  非常勤講師

木村　悟 株式会社つうけん　道央事業部　安全品質管理部門  専任部長

倉井　清一 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

小平　紀生 一般社団法人セーフティグローバル推進機構  理事・ロボット委員会委員長

後藤　郁雄 株式会社UACJ  経営戦略本部長付

小林　昭夫 建設業労働災害防止協会  技術管理部　安全管理士

小室　俊一 株式会社エムテック  安全担当部長

坂口　浩美 昭和電工株式会社　小山事業所　総務部環境安全グループ  グループリーダー

佐元　正之 有限会社大淀  代表取締役

佐栁　光昭 日本製鉄株式会社　東日本製鉄所　鹿島地区　安全環境防災部　鹿島安全健康室  上席主幹

地藤　功一 株式会社タダノ  開発企画部　知財・法規ユニット

柴田　紳也 三信産業株式会社  執行役員　経営企画室室長　兼　安全管理部部長

田代　義雄 田代安全文化研究所  代表

立川 　正也 セーフテックコンサルタント事務所  代表

段林　朋美 五洋建設株式会社  安全品質環境本部　安全品質環境部長

鶴田　政智 日本製紙株式会社　八代工場  安全衛生管理課長

永井　眞一郎 川瀬産業株式会社  顧問

成田　敏夫 公益社団法人神奈川労務安全衛生協会  専任講師

西口　邦彦 八西森林組合  専務理事

西島　昌昭 JFEスチール株式会社　福山協力会  事務局　次長

萩原　伸一郎 首都高機械メンテナンス株式会社  保全・技術部　担当部長（安全・品質管理）

萩原　眞治 日本製鉄株式会社　安全推進部  部長代理

橋爪　良行 建設業労働災害防止協会　栃木県支部  専務理事

原田　敏宏 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社　九州製造所  環境安全室　室長

福井　隆司 株式会社三高産業  常務取締役
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藤田　俊弘 IDEC株式会社  常務執行役員　技術経営担当

藤原　将喜 川崎重工業株式会社　エネルギーソリューション＆マリンカンパニー　船舶海洋ディビジョン　神戸造船工場　安全衛生課  嘱託

松原　孝行 出光興産株式会社　徳山事業所

明神　武 山九東日本サービス株式会社  顧問

山﨑　治郎 株式会社冨島建設  社長室企画部　人事担当

山添　彰三 エクシオグループ株式会社　安全品質管理本部　西日本安全品質管理本部　安全品質管理部  西日本技術研修センタ所長

吉原　俊輔 公益社団法人産業安全技術協会  安全技術部　部長

鷲塚　尚志 菱越電機株式会社  代表取締役社長
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労働衛生（18名）  

氏名 役職

荒澤　久昇 日本発条株式会社  技術本部　安全環境部　安全衛生グループリーダー　シニアスペシャリスト

井手　宏 三井化学株式会社　岩国大竹工場  健康管理室長　西日本統括産業医

柿沼　歩 日本電気株式会社　人事総務部　ウェルネスプロモーションセンター  上席プロフェッショナル（統括産業医）

加藤　憲忠 富士電機株式会社  本社健康管理センター所長・全社統括産業医

上福元　清隆 興研労働衛生コンサルタント事務所  副所長

後藤　元生 株式会社九州総合管理  代表取締役

杉澤　誠祐 医療法人社団　紘智会籠原病院  健診センター長

髙梨　義博 株式会社西・サービス  人事総務課　課長

武林　亨 慶應義塾大学　医学部　衛生学公衆衛生学教室  教授

永島　昭司 労働衛生コンサルタント事務所　産業医房　元気げんき  代表

那花　博 株式会社全日茨城  代表取締役

浜口　伝博 産業医科大学  産業衛生教授

濵田　千雅 大阪ガス株式会社　人事部　安全健康推進チーム　Daigasグループ　健康開発センター  統括産業医

原　直人 国際医療福祉大学　保健医療学部　視機能療法学科　  教授

増田　将史 イオン株式会社　人事企画部  イオングループ総括産業医

松浦　徹 日本特殊陶業株式会社  ビジネスサポートカンパニー　環境安全部

三原　修一 みはらライフケアクリニック  院長

吉川　徹 独立行政法人労働者健康安全機構　労働安全衛生総合研究所　過労死等防止調査研究センター  統括研究員
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産業安全及び労働衛
生（32名・3件）

 

氏名 役職

岩間　英二 株式会社岩間化学  代表取締役社長

大淵  久敬 株式会社ヤマソウ  代表取締役

上塩入　伸之 花王株式会社　危機管理・ＲＣ推進部  （安全防災担当）

桐山 雄一 理研計器株式会社  市場戦略部　市場戦略課　主幹

金城　稔 光電気工事株式会社  代表取締役会長

桑原　幹夫 株式会社クワバラ・パンぷキン  代表取締役社長

小泉　進 株式会社小野良組  代表取締役会長

興梠　建郎 一般社団法人新潟県労働衛生医学協会　  非常勤医師・非常勤講師

佐々木　孝行 日本製紙株式会社　江津工場  安全環境管理室　調査役　兼　安全衛生管理Ｇ長

高橋　智則 日産自動車株式会社  人事本部　安全健康管理部　主管

武井　宏 陸上貨物運送事業労働災害防止協会  群馬県支部長

武本　文郎 院庄林業株式会社  監査役

田中　亨 陸上貨物運送事業労働災害防止協会  前滋賀県支部長

田中　広記 但馬労働基準協会  専務理事・事務局長

谷口　勉 谷口勉社労士事務所  所長

玉上　雅也 東レ株式会社　愛媛工場  環境保安課　課長

辻本　一成 公益社団法人奈良県労働基準協会  技能講習副実施管理者

永井　敏行 永井建設株式会社  代表取締役

中村　俊二 中村留精密工業株式会社  相談役

永山　一巳 九州綜合警備保障株式会社  代表取締役会長

二宮　榮二 株式会社ＳＵＭＣＯ（SUMCO TECHXIV株式会社）  安全防災部

深田　晃平 瀬戸労働基準協会  専務理事

福島 成孝 大坪建設株式会社  顧問

槇野　弘雄 公益社団法人和歌山県労働基準協会  教育担当

正木　瑞弘 クレハ建設株式会社  執行役員　安全衛生統括部長

松尾　浩三 近畿警備保障株式会社  代表取締役

松野　和之 パソナ・パナソニック ビジネスサービス株式会社  東日本ソリューション本部　産機システムズサービスセンター　マネージャー

村川　勉 興研株式会社  代表取締役社長

山科　泰之 山科労務安全衛生事務所  主宰

山本　直之 山本光学株式会社  代表取締役社長

山本　行範 JFEエンジニアリング株式会社  安全環境部長

米津　佳則 フタムラ化学株式会社　名古屋工場　  安全環境グループ　グループリーダー

一般社団法人日本半導体製造装置協会　安全専門委員会

株式会社熊野技建　リサイクル事業部

ＹＫＫ ＡＰ株式会社　九州製造所　安全衛生管理室
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