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平成 25 年度「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」受賞者決定 

～あんぜんシンポジウムで顕彰式典、1 月 10 日（金）、厚生労働省講堂で～ 

 

厚生労働省はこのほど、優れた技能と経験を持ち、担当する現場や部署で作業の安

全を確保して優良な成績を挙げた職長（※）133 名を、平成 25 年度の「安全優良職長」

として厚生労働大臣から顕彰することを決定しました。あんぜんシンポジウムへの参

加は無料ですが、事前の申し込みが必要です。 

※「職長」とは、事業場で部下の作業員を直接指揮監督し、作業の安全確保・遂行

に責任を持ち、第一線において「安全」を実現する監督者のこと。班長、作業長など

とも呼ばれ、「安全のキーパーソン」と言われる。 

 

【顕彰式典について】 

 平成 25 年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典は、1月 10 日（金）に厚生労働省講

堂（東京都千代田区）で開催する「あんぜんシンポジウム」の中で行います。 

 

【本顕彰制度について】 

「安全優良職長厚生労働大臣顕彰」制度は、労働災害による被災者数が約 54 万人（平

成 24 年度）に上る中、高い安全意識を持って適切な安全指導を実践してきた優秀な職

長を顕彰することにより、その職長を中心とした事業場や地域における安全活動の活

性化を図ることを目的としています。平成 10 年度から実施しており、今回が 16 回目

となります。 

 

【あんぜんシンポジウムとは】 

また「あんぜんシンポジウム」は、働く人の能力や企業の生産性の向上、家族の安

心やワークライフバランスの実現に貢献する「安全」をテーマとした催しです。当日

は上記の顕彰式典のほか、黒田クロ氏による特別講演、「危険体感コーナー」を実施

します。 

 

平成 25 年 12 月 24 日（火） 

【照会先】 

労働基準局 安全衛生部安全課 

課長   奈良 篤 

主任技術審査官 釜石 英雄 

課長補佐  丹羽 啓達 

（代表電話）03(5253)1111 （内線 5481） 

（直通電話）03(3595)3225 



 

【開催概要】 

日 時：平成 26 年 1 月 10 日（金）10:00～16:45 

会 場：厚生労働省 講堂（東京都千代田区霞が関 1-2-2） 

地下鉄丸ノ内線、千代田線、日比谷線「霞ヶ関」駅下車 

出口 B３a、B３b（中央合同庁舎第５号館直通地下通路）、C１ 

 

【プログラム】 

12 時 30 分：開 場 

13 時 30 分：開 会 

13 時 55 分：特別講演 

○講演「安全は企業の礎です（安全活動が会社を元気にする）」 

  講演者：イラストレーター 黒田クロ氏 

 

○パネルディスカッション「現場における危険感受性の向上について」 

 モデレーター：イラストレーター 黒田クロ氏 

 パネリスト ：野澤英児（建設安全対策室長）他 

 

15 時 45 分：平成 25 年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰式典 

16 時 45 分：閉 会 

 

○「危険体感コーナー」：危険体感機器などの展示物による安全衛生教育 

10 時 00 分～13 時 25 分 

15 時 00 分～15 時 40 分 

 ※ 講堂内にて開催しますので、特別講演および顕彰式典中には閉鎖します。 

 

【申し込み方法】 

参加希望者は、平成 26 年 1 月 6 日（月）17 時（必着）までに下記ＵＲＬより申し込み

下さい。 

ＵＲＬ：http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/symposium/ 

 

希望者多数の場合は、先着順とさせていただきますので、ご了承ください。  

参加可能となった場合には、1月 8日（水）までにシンポジウムの開催案内をメールに

て送付します。 

 

別添１ 平成 25 年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰受賞者名簿 

別添２ あんぜんシンポジウム次第（プログラムの一部として顕彰式典を実施） 

別添３ 安全優良職長顕彰基準概要 

 



平成25年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No.
都道府県

名
氏名 ふりがな 所属事業場名

1 北海道 柴田　義昭 しばた　よしあき (株)鹿住技建

2 北海道 松田　義也 まつだ　よしなり (株)小鍛冶組

3 北海道 中嶋　俊信 なかじま　としのぶ (株)協栄ハウス

4 青森県 馬場　等 ばば　ひとし (有)睦建設

5 青森県 兼平　利彦 かねひら　としひこ 青森ガス(株)

6 岩手県 佐藤　茂 さとう　しげる 鈴木工材(株)

7 岩手県 三平　透 みひら　とおる コスモガードシステム(有)

8 宮城県 三宅　義昭 みやけ　よしあき (株)小向板金工業所

9 宮城県 天野　稔 あまの　みのる 落合工業(株)

10 宮城県 富塚　信行 とみつか　のぶゆき (株)ケーヒンワタリ

11 秋田県 山下　憲一 やました　けんいち (株)堀井建設

12 秋田県 小田桐　幸三 おだぎり　こうぞう 小坂製錬(株)　小坂製錬所

13 山形県 佐藤　正人 さとう　　まさひと (株)佐藤工務

14 福島県 室井　信宥 むろい　のぶひろ 三立土建(株)

15 茨城県 田山　明彦 たやま　あきひこ (株)松本総建

16 茨城県 飯野　弘久 いいの　ひろひさ 三菱化学(株)　ガリウムナイトライド事業部 筑波事業所

17 茨城県 冨山　正 とみやま　ただし 大丸鐵興(株)

18 栃木県 石山　達哉 いしやま　たつや (株)石川電工

19 栃木県 井立　必明 いだて　かなあき ホンダエンジニアリング(株)

20 栃木県 井場　崇之 いば　たかゆき ホンダエンジニアリング(株)

21 栃木県 角田　薫 つのだ　かおる (株)高岳製作所　生産本部

22 栃木県 椎名　貴紀 しいな　たかのり (株)小松製作所　小山工場

23 栃木県 橋本　正美 はしもと　まさみ (株)クボタ　宇都宮工場

24 群馬県 吉田　典行 よしだ　のりゆき (株)テクノアウター

25 群馬県 萩原　徹 はぎわら　とおる 群馬綜合ガードシステム(株)

26 群馬県 野本 能大 のもと　よしひろ ビーンスターク・スノー(株)　群馬工場

27 埼玉県 大場　昭吾 おおば　しょうご 東武鉄筋(株)

28 埼玉県 菊名　芳樹 きくな　よしき 新妻鋼業(株)

29 埼玉県 髙橋　洋一 たかはし　よういち 三井精機工業(株)

30 千葉県 新田　義之 にった　よしゆき 鈴木土建(株)

31 千葉県 木村　錠治 きむら　じょうじ (有)零電社

32 千葉県 岩城　徳太郎 いわき　とくたとう 源内工務店

33 千葉県 草野　和彦 くさの　かずひこ ジャパン・リサイクル(株)　千葉事業部千葉リサイクルセンター

34 千葉県 飯田　佳生 いいだ　よしお 宝醤油(株)

35 東京都 陣内　雅也 じんない　まさや 東洋テクノ(株)　東京支店

36 東京都 早坂　晴雄 はやさか　はるお (株)大日本左官



平成25年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No.
都道府県

名
氏名 ふりがな 所属事業場名

37 東京都 谷本　博紀 たにもと　ひろのり 関根建設(株)

38 東京都 臼井　孝洋 うすい　たかひろ (有)石田架設

39 東京都 越前谷　保 えちぜんや　たもつ (株)山下工業所

40 東京都 師岡　靖行 もろおか　やすゆき トヨタ紡織(株)　関東工場

41 神奈川県 佐野　一美 さの　かずみ (株)日向工務店

42 神奈川県 金田　弘道 かねた　ひろみち 平川建設(株)

43 神奈川県 広瀬　和義 ひろせ　かずよし 幸伸工業(株)

44 神奈川県 阿部　正志 あべ　まさし ジャパン　マリンユナイテッド(株)　横浜事業所　鶴見工場

45 神奈川県 土屋　昭 つちや　あきら (株)ＩＨＩ　原子力セクター横浜第二工場

46 神奈川県 高橋　芳雄 たかはし　よしお 花王(株)　川崎工場

47 神奈川県 石井　信男 いしい　のぶお 三菱ふそうトラック・バス(株)

48 神奈川県 小山　祐司 おやま　ゆうじ (株)コベルコマテリアル銅管 　秦野工場

49 神奈川県 石田　新治 いしだ　しんじ 足柄光学(株)

50 新潟県 外石　基 ほかいし　もとい 小柳建設(株)

51 新潟県 田村　高男 たむら　たかお 高橋建設(株)

52 新潟県 加藤　敏行 かとう　としゆき (株)竹田工務店

53 新潟県 阿部　憲一 あべ　けんいち (株)ダイヤメット　新潟事業所

54 富山県 中田　好和 なかだ　よしかず (株)野尻塗装店

55 富山県 黒川　真次 くろかわ　しんじ (株)オオエ

56 富山県 橋本　匡史 はしもと　ただし (株)福田園

57 富山県 竹内　義昭 たけうち　よしあき YKK AP(株)　黒部製造所

58 福井県 炭本　直樹 すみもと　なおき (株)フクセン

59 福井県 松倉　啓司 まつくら　けいじ 坂川建設(株)

60 福井県 島田　和広 しまだ　かずひろ セーレン(株)　TPF事業所 ビスコテックスセンター

61 福井県 南　秀夫 みなみ　ひでお (株)UACJ　生産本部 福井製造所

62 山梨県 渡邊　正孝 わたなべ　まさたか 山英建設(株)

63 岐阜県 野原　松吉 のはら　まつよし (株)ヤマモト

64 岐阜県 丹羽　和夫 にわ　かずお KYB(株)　岐阜南工場

65 静岡県 大原　由晴 おおはら　よしはる (株)茂木組

66 静岡県 小沼　哲也 こぬま　てつや 瀧重機土木(株)

67 静岡県 半田　孝士 はんだ　こうし 中部電力(株)　静岡支店 静岡営業所

68 静岡県 羽入　則子 はにゅう　のりこ 特種東海製紙(株)　三島工場

69 静岡県 松尾　清一 まつお　せいいち トヨタ自動車東日本(株)　東富士総合センター

70 愛知県 杉本　伸明 すぎもと　のぶあき (株)近藤組

71 愛知県 秋山　順 あきやま　じゅん (株)川口組

72 愛知県 松田　成旧 まつだ　しげひさ 東レ(株)　愛知工場



平成25年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No.
都道府県

名
氏名 ふりがな 所属事業場名

73 愛知県 岩崎　幸雄 いわさき　ゆきお (株)ジェイテクト　刈谷工場

74 愛知県 杉本　幸紀 すぎもと　ゆきのり 住友重機械工業(株)　名古屋製造所

75 愛知県 角田　正徳 かくだ　まさのり 三菱電機(株)　稲沢製作所

76 愛知県 新藤　幸樹 しんどう　こうき アイシン精機(株)　小川工場

77 愛知県 山田　伸一 やまだ　しんいち JFEスチール(株)　知多製造所

78 愛知県 佐藤　輝雄 さとう　てるお 大同特殊鋼(株)　知多工場

79 三重県 峰田　克巳 みねた　かつみ アイトム建設(株)

80 三重県 牧野　圭祐 まきの　けいすけ (株)神戸製鋼所　大安工場

81 三重県 柳瀬　成利 やなせ　なりとし パナソニック(株)　エコソリューションズ社 津工場

82 滋賀県 早藤　進 はやふじ　すすむ 高島鉱建(株)

83 京都府 村田　義勝 むらた　よしかつ 玉井建設(株)

84 京都府 尾形　勝治 おがた　しょうじ (株)尾形電気工事

85 京都府 山本　賢治 やまもと　けんじ (株)堀場製作所

86 大阪府 青木　清一 あおき　きよかず コウヨウ土木(株)

87 大阪府 須賀　淳二 すが　じゅんじ 共栄建設(株)

88 大阪府 田中　伸二 たなか　しんじ 阪神電気鉄道(株)

89 大阪府 有村　英夫 ありむら　ひでお 阪神電気鉄道(株)

90 大阪府 井手　雄一郎 いで　ゆういちろう (有)和光建装

91 大阪府 竹野　博史 たけの　ひろし 関西セイビ(株)

92 大阪府 高橋　和一 たかはし　かずいち 扶桑薬品工業(株)　城東工場

93 兵庫県 北条　章 ほうじょう　あきら (株)北条組

94 兵庫県 渡邉　博美 わたなべ　ひろみ (株)落合組

95 兵庫県 田中　和久 たなか　かずひさ (株)ＩＨＩ　相生工場

96 兵庫県 川端　義之 かわばた　よしゆき レンゴー(株)　尼崎工場

97 和歌山県 前迫　政浩 まえさこ　まさひろ (株)まえだ住宅設備

98 和歌山県 室　哲雄 むろ　てつお 関西電力(株) 和歌山電力所 和歌山電力システムセンター

99 和歌山県 垣内　陽次 かきうち　ようじ 東亜ドラム油業(株)　和歌山事業所

100 鳥取県 前谷　通 まえたに　とおる (株)原田建設

101 鳥取県 上村　哲司 うえむら　てつじ 王子製紙(株)　米子工場

102 島根県 渡邉　宏 わたなべ　ひろし 西行建設(株)

103 岡山県 金尾　祥憲 かなお　よしのり (株)装巧社

104 岡山県 斎藤　芳則 さいとう　よしのり JFEスチール(株)　西日本製鉄所（倉敷地区）

105 広島県 上松　正明 うえまつ　まさあき (株)谷組

106 広島県 藤川　圭太郎 ふじかわ　けいたろう 大新土木(株)　呉営業所

107 広島県 井口　将典 いのくち　まさのり 大新土木(株)　呉営業所

108 広島県 中野　博文 なかの　ひろふみ 三菱レイヨン(株)　大竹事業所



平成25年度　安全優良職長厚生労働大臣顕彰　受賞者名簿

No.
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109 山口県 小田　幸正 おだ　ゆきまさ 田熊工業(株)

110 山口県 石井　孝幸 いしい　たかゆき 宇部興産(株)　伊佐セメント工場

111 山口県 河村　孝夫 かわむら　たかお 協和発酵バイオ(株)　山口事業所　宇部

112 徳島県 堺　知巳 さかい　ともみ 中山建設(株)

113 徳島県 瀬谷﨑　政芳 せやざき　まさよし 中筋建工(株)

114 香川県 藤澤　政利 ふじさわ　まさとし (株)北村組

115 香川県 美藤　良壮 びとう　りょうぞう 大和建設工業(株)

116 香川県 武田　敏彦 たけだ　としひこ 城北建設(株)

117 香川県 安藤　和徳 あんどう　かずのり (株)サムソン

118 愛媛県 合田　美智子 ごうだ　みちこ ダイオーミルサポート(株)

119 福岡県 江藤　寿春 えとう　としはる (株)九電工　福岡支社

120 福岡県 山口　輝昭 やまぐち　てるあき 栄進工業(株)

121 福岡県 木村　博明 きむら　ひろあき 木村工務店

122 福岡県 中園　重夫 なかぞの　しげお (株)神垣組

123 福岡県 添田　善一 そえだ　よしかず 九州電力(株)　福岡お客さまセンター 福岡東営業所

124 福岡県 竹内　豊 たけうち　ゆたか トヨタ自動車九州(株)　宮田工場

125 福岡県 中津　幸範 なかつ　ゆきのり 東海カーボン(株)　九州若松工場

126 福岡県 重松　智如 しげまつ　ともゆき スガハラテクノ(株)　北九州事業所

127 佐賀県 新ヶ江　勉 しんがえ　つとむ 福岡建設(株)

128 長崎県 松永　勝己 まつなが　かつみ 竹下建設工業(株)

129 熊本県 那須　孝博 なす　たかひろ 肥後環境(株)

130 大分県 髙橋　寅浩 たかはし　ともひろ (株)東部開発

131 宮崎県 那須　勇雄 なす　いさお (株)甲輝建設

132 鹿児島県 前田　幸二 まえだ　こうじ 末重建設(株)

133 沖縄県 玉城　努 たましろ　つとむ (株)沖創工



別添２ 
 

平成２５年度あんぜんシンポジウム 次第 

 

１   日 時  平成２６年１月１０日（金） １３時３０分～ 

 

２   場 所  中央合同庁舎 5号館 2階講堂（東京都千代田区霞が関１-２-２） 

 

３   シンポジウム次第 

（１）開  場 １２時３０分（※危険体感機器等展示は１０時より実施） 

（２）開  会 １３時３０分 

 ・挨拶  

 ・「あんぜんプロジェクト」及び「『見える』安全活動コンクール」の紹介 

（３）特別講演 １３時５５分 

① 講演「安全は企業の礎です（安全活動が会社を元気にする）」 

  イラストレーター 黒田クロ氏 

② パネルディスカッション「現場における危険感受性の向上について」 

  モデレーター：イラストレーター 黒田クロ氏 

  パネリスト ：野澤英児（建設安全対策室長）他 

 

～休憩（職長顕彰の会場設営）～ １５時００分～１５時３０分 

（４）平成２５年度安全優良職長厚生労働大臣顕彰 １５時４５分～ 

① 開式 

② 国歌斉唱 

③ 顕彰状及び徽章授与 

④ 式辞 

⑤ 謝辞 

⑥ 閉式 

（５）閉会 １６時４５分～ 

（６）記念撮影（顕彰受賞者）１６時４５分～ 

※１０時００分～１３時５５分、１５時００分～１５時４０分頃まで、講堂内にて 

危険体感機器等展示を実施する。 
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安全優良職長厚生労働大臣顕彰の基準（概要） 

 

１ 目的 

 安全優良職長に対する顕彰は、優れた技能と経験を有し、担当する現場又は部署にお

いて優良な安全成績をあげた職長、班長等労働者を直接指揮する者(以下「職長等」と

いう。)を顕彰し、高い安全意識を有し、適切な安全活動を実践している職長等の企業

内外における評価を高めるとともに、顕彰された職長等がより広く活躍できるよう支援

を行い、当該職長等がさらに企業内外における安全活動の核として活動することによ

り、事業場における安全活動の活性化を図り、もって我が国産業の安全水準の向上を図

ることを目的とする。 

 

２ 顕彰の対象 

    本顕彰は、産業の場において作業を直接指揮する職長等を対象とする。 

 

３ 顕彰基準 

  顕彰は、原則として次に掲げるすべての事項に該当する者について行う。 

 （１）職長等としての実務経験が１０年以上あること 

 （２）職長等として担当した現場又は部署において過去５年以上、休業４日以上の災

害が発生していないこと 

 （３）職務に必要な資格（免許、技能講習及び特別教育）を有するとともに、能力向

上教育等の各種安全衛生教育を十分に受講し、安全管理、作業指揮等の能力が優

秀であると認められていること 

 （４）安全管理に関する部下の指導教育又は安全管理に関する知識・技能の普及や継

承について積極的に活動していること  

 

４ 顕彰の方法 

  顕彰は、受賞者に顕彰状及び徽章を授与して行う。 


