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奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

47年琉球バス株式会社 経済製糖工場（62年大臣進歩賞） 上江洲　盛治 中部製糖株式会社第一工場

名護整備工場 沖縄配電㈱ 玉城　信夫 （工場閉鎖）

八重山興業株式会社 照屋　林祐 沖縄タイムス社

沖縄森永乳業㈱　（Ｈ１３年優良賞） 宮里　里子

寿美屋食品㈱

沖縄農産工業㈱

沖縄製糖㈱宮古工場　（Ｓ５７年優良賞）

日本電信電話㈱八重山電報電話局

48年第一製糖株式会社（55年優良） 北部製糖株式会社羽地工場 浜田　良全 沖縄経済連製糖工場

沖縄ヤクルト株式会社（49年優良） 　　　　　　　（6年大臣進歩賞）

沖縄電力株式会社宮古営業所

友晃自動車整備工場

南西石油㈱(Ｓ５０年優良賞）

沖縄酸素　中部工場（Ｓ４９年優良賞）

北部製糖㈱羽地事業場　（Ｈ9年優良賞）

日本電信電話㈱宮古電報電話局

沖縄電力㈱八重山営業所（Ｈ４年優良賞）

49年南西石油株式会社（59年優良） 沖縄ヤクルト株式会社 縦貫道路建設工事 宇梶　　饒 中部製糖㈱第一工場 清水建設㈱・㈱國場組共同企業体

大成建設㈱（昭和薬科大学付属高工事） 沖縄酸素　中部工場 　　災害防止協議会 　　　　　　（都ホテル建設工事）

大成建設㈱（プレジデントホテル工事）

共和産業株式会社（52年優良）

南琉産業株式会社（工場閉鎖）

沖縄電力㈱本社（Ｓ５１年優良賞）

北部製糖㈱今帰仁事業場

沖縄電力㈱宮古営業所（Ｓ６０年優良賞）

琉球製缶㈱

50年沖縄クロレラ株式会社 ㈱國場組（エッカホテル工事） 国道58号南部 早津　順久 牧港自動車㈱ 海洋博Ｄ工区共同企業体

㈱竹中土木・大永建設㈱共同企業体 前田建設工業㈱（縦貫道路） 　災害防止協議会 関川　公男

経済連農産加工工場 南西石油㈱ 海洋博工事安全部会 等々力　達也

南洋土建㈱（沖縄館工事）

川平組（宮古農林工事）

沖縄缶詰株式会社（工場閉鎖）

㈱沖縄銀行　（Ｓ６３年優良賞）

ジローパン㈱

琉球セメント㈱屋部工場　（Ｓ５５年優良賞）

宮古ゲンキ乳業㈱

八重山生コン工業㈱

51年 沖縄電力株式会社牧港火力発電所（7年優良） ㈱大城組　根路銘作業所 親川　光繁

昭和製紙株式会社 沖縄電力㈱本社 知花　成昇

北部鉄工株式会社 山口　　忠

㈱竹中土木下地島作業所 当山　堅一

波照間製糖株式会社波照間事業所

沖縄石油精製㈱沖縄精油所　（Ｓ５２年優良賞）

安全衛生に係る優良事業場、団体又は功労者等に対する厚生労働大臣・沖縄労働局長表彰一覧

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

國場組砕石部

宮古スバル自動車

㈱石垣日産サービスセンター

52年 日本専売公社沖縄事務局那覇工場（61年優良） 共和産業株式会社 山城　正雄 那覇港運株式会社 知花　成昇

琉球製糖株式会社（工場閉鎖） 沖縄石油精製㈱沖縄製油所 濱元　栄吉

沖縄電力株式会社金武火力発電所 新垣　信行

南西食品株式会社第一工場（工場閉鎖） 浦崎　卓司

佐伯建設工業株式会社宮古作業所 下地　健司

石垣島製糖株式会社 志岐　辰三

オキコ製パン事業部 真喜志　康二

沖縄瓦斯㈱　（Ｈ元年優良賞） 中本　正男

山城砕石工業所

南西自動車工業

石垣島製糖㈱　（Ｈ８年優良賞）

53年久米島製糖株式会社（2年優良） 沖縄刑務所新築工事 宮城　信勇

大和コンクリート工業株式会社 　災害防止協議会 馬渡　　弘

沖縄電力株式会社名護支店（5年優良） 砂川　真偉

美崎運輸株式会社

琉松化成㈱

昭和塩素工業㈱　（Ｓ６２年優良賞）

北部砕石

旭カーボン㈱宮古島事業所

54年金秀鉄工株式会社（7年優良） 沖縄製糖株式会社宮古工場 川平　　毅

光電気工事株式会社（57年優良） 池宮　喜春

有限会社　名護建設 （Ｓ５７年大臣賞）

根間組

沖縄電力株式会社八重山営業所（元年優良）

沖縄軽金属㈱（金秀アルミ工業㈱Ｈ１０年優良賞）

沖縄電力㈱金武発電所

大城組砕石所

宮古製糖㈱城辺工場　（61年優良賞）

八重山殖産株式会社



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

55年㈱熊谷組・太田建設㈱共同企業体 第一製糖株式会社（工場閉鎖）

伸栄鉄工 琉球セメント㈱屋部工場

宮古製糖株式会社城辺工場（58年優良）

前田建設工業㈱・西里建設共同企業体

砂盛建設

沖縄セメント工業㈱

コザ信用金庫

合資会社城砕石所

宮古製糖㈱伊良部工場

５６年 沖縄明治乳業株式会社 清水建設㈱・八重山興業㈱企業体 沖縄市民会館建設工事 ㈱熊谷組・太田建設㈱共同企業体 

石川生コン株式会社 　労働災害防止協議会 　　　　　　沖縄ターミナル敷地造成工事

株式会社　屋部土建

宮古製糖株式会社多良間工場

琉球産経㈱

㈱第一企業（沖縄ホーメル）（Ｈ７年優良賞）

宮古新報社

５７年 合資会社　沖縄ヒューム管工業所 光電気工事株式会社 沖縄ＣＴＳ第2期工事 棚原　恵秀 上江洲　盛治

株式会社　大興建設 　　　　　（60年大臣進歩賞） 　千代田化工建設㈱ 仲地　紀仁 池宮　喜春

株式会社　間組　普久作業所 沖縄製糖㈱宮古工場 　安全衛生協議会

合資会社　丸盛組

砂盛建設・栄三建設共同企業体

㈱おきさん

日本石油精製㈱沖縄精油所（Ｈ元年優良賞）

オリオンビール㈱名護工場（Ｓ５９年優良賞）

５８年 沖縄瓦斯株式会社 鹿島建設㈱・㈱大城組共同企業体 國和会安全衛生協議会 上江洲　榮 南西石油（㈱ 　千代田化工建設㈱ 真喜志　康二

株式会社　唐真組 　　　　(福地ダム城立洪水吐改築工事） 石垣　正一 　　　　　沖縄ＣＴＳ第2期建設工事

沖縄製粉㈱ 宮古製糖株式会社城辺工場 岸本　貞信

ぐしけんパン㈱ 赤松　　隆

伊江村農業協同組合製糖工場 大城　喜助

菊之露酒造（名）

５９年 沖縄小松販売株式会社(8年優良） 南西石油株式会社 東急建設㈱・㈱國場組　共同企業体

沖縄三協アルミ株式会社 　　　（平成5年大臣進歩賞） 　　　　宮古島東急リゾート作業所

合資会社　大一組　 清水・大城・國場・住友共同企業体 沖縄石油精製㈱沖縄製油所

合資会社　　日進電機 　　（石垣南西グランドホテル新築工事）

西表糖業株式会社

沖縄サニタリー㈱ オリオンビール㈱名護工場

沖縄自動車整備協業組合

㈱渡嘉敷組

(有)多良川酒造

(有)八重山コンクリート

６０年 株式会社　工友社（平成元年大臣進歩賞） 沖縄電力㈱宮古営業所 光電気工事株式会社

八城建設株式会社 　　　　　(平成3年大臣優良賞）

合名会社　東開発 沖縄製糖㈱

合資会社　大和電工

合資会社　共立生コン工業



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

㈱琉球銀行本店　（Ｈ２優良賞）

沖縄石油基地㈱　（Ｈ４優良賞）

日本電信電話㈱名護電報電話局

宮古製糖㈱多良間工場

宮良食品㈱

６１年 合資会社　光南建設 日本たばこ産業株式会社那覇工場 岸本　幸政 南西石油㈱ 棚原　恵秀

株式会社　渡嘉敷組 梅林建設㈱・㈱大栄組共同企業体　 （Ｈ元年大臣賞）

宮古港運株式会社 　　　（恩納ダム全体建設工事）

合資会社　紫電社 宮古製糖㈱城辺工場

沖縄明治乳業㈱

沖縄ターミナル㈱沖縄基地

沖縄電力㈱名護支店

(有)富士製菓・製パン

東海交通（資）

６２年 沖縄エアポートサービス株式会社 琉球セメント株式会社屋部工場 桑木　幸雄 沖縄県経済連製糖工場（工場閉鎖） 川平　　毅

沖縄電力株式会社具志川支店（3年優良） 佐藤工業㈱・清水建設㈱・共同企業体 知念　克征 オリオンビール㈱名護工場

羽柴工業 　　　　（沖縄自動車道沖縄南工事） 新里　隆男

先嶋建設株式会社 昭和塩素工業㈱ （Ｈ７年大臣賞）

八重山生コン工業株式会社

日本電信電話㈱那覇電報電話局

（資）三和自動車

琉球製缶㈱本社工場

東和オートサービス

第一生コンクリート㈱

６３年 南西航空株式会社 沖縄電力株式会社八重山営業所 大城　　昇 徳嶺武一 佐藤工業㈱・㈱國場組共同企業体

山九沖縄株式会社日石精事業所 ㈱沖縄銀行本店 宮城　勇光 （ラマダルネッサンスリゾート

伊是名村農業協同組合製糖工場 　　　　　　　　　オキナワ新築工事）

伊良部港運合名会社

株式会社　信用組

琉球通信工事㈱

中部電水工事㈱

名護トヨタ自動車㈱

㈱宮古生コン

南西観光開発㈱



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

元年 株式会社　大栄組（10年優良） 久米島製糖株式会社 名嘉真　朝盛 梅野　浩司 株式会社　工友社 岸本　幸政

与勝建設株式会社 沖縄瓦斯㈱（Ｈ１３．局長優良賞） 金城　勇徳

沖縄道路株式会社 日本石油精製沖縄精油所 浮島　明進

有限会社　上地建設 　　　（Ｈ11,3,31　廃止）

石垣生コンクリート工業株式会社

㈱オーシーシー（Ｈ５年優良賞）

大和コンクリート工業㈱

中央食品加工㈱

下地島空港施設㈱

南西航空㈱石垣支店

２年 琉球通信工事株式会社(6年優良） 沖縄石油基地株式会社 南部地区電気事業 池田　　大 金良　勝夫 沖縄電力㈱本社 前田建設工業・清水建設・西里建設

有限会社　国吉組 　　　　（11年大臣進歩賞） 　安全衛生連絡協議会 　　　　　　共同企業体底原ダム作業所

名護外線工事株式会社 ㈱琉球銀行本店 沖縄石油基地(㈱

宮古製糖株式会社伊良部工場（3年優良） 　安全衛生協力会

田本建設株式会社

沖縄ヤマト運輸㈱

㈱沖産業

北部鉄工㈱

宮古島上水道企業団

㈱三光電設

3年 東亜建設工業株式会社沖縄営業所（11年優良） 沖縄電力株式会社具志川支店 （社）沖縄電気管工事業協会 金城　弘光 平田　清賢 光電気工事株式会社

沖縄ターミナル株式会社沖縄基地 戸田・飛鳥・大城建設工事共同企業体 　　安全対策委員会 金城　米子

株式会社大林組九州支店 　　（沖縄厚生年金休暇センター新築工事）

　　　　　　(ベルビーチゴルフクラブ建設工事） 沖縄森永乳業㈱

株式会社宮古生コン

佐伯建設工業㈱石垣工事事務所

琉球石油㈱

沖縄ガルバー㈱

㈱琉球銀行名護支店

宮古観光開発㈱

八重山港運㈱

4年 琉球コンクリート株式会社 琉球製糖株式会社（工場閉鎖） 中村　喜昌 鴻池組・國場組・南洋土建共同企業体 大林組・鴻池組・仲程土建

株式会社　球建設 沖縄石油基地㈱ （古波蔵幹線新設工事（第一工区） 　　漢那ダム建設工事共同企業体

伊江村農業協同組合製糖工場 沖縄電力㈱八重山支店

株式会社　平良土建

株式会社　荻建設

琉球生コン㈱

(有)ニューラッキーランドリー

沖縄銀行㈱名護支店

みやこ建材商事(有)

5年 株式会社　大城組 沖縄電力株式会社名護支店 崎山　博康 南西石油株式会社

沖縄石油精製株式会社 ㈱オーシーシー 塩川　博司 　　　　　　　（平成11年大臣優良賞）

北部港運株式会社

平良市庁舎建設工事共同企業体

株式会社　玉吉建設

桐和空調㈱

㈱　南　星

㈱　東開発



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

㈱宮古島東急リゾート

石垣生コンクリート㈱

6年 東洋コンクリート株式会社 琉球通信工事株式会社 北部地区電気事業 唐真　康光 與古田　増秋 北部製糖株式会社羽地事業所 前田建設工業・大城組共同企業体 徳嶺　武一 大山　昭雄

電源開発㈱石川石炭火力発電所 　　　　　　　（平成9年大臣進歩賞） 　安全衛生連絡会議 松竹　昇勇 　　　　　　　　　　　　　　（工場閉鎖） 　　　（瑞慶山ダム建設工事）

株式会社　阿波根組 沖縄石油精製㈱沖縄精油所

大林・間・大米共同企業体

　　　　（宮古砂川地下ダム止水壁建設）

株式会社　三光電設

比嘉工業㈱

沖縄電力㈱石川火力発電所

沖縄道路㈱

先嶋建設㈱

八重山殖産㈱

7年 沖縄トヨタ自動車株式会社　本社 沖縄電力株式会社牧港火力発電所 比嘉　士郎 中井　　勉 上江洲　榮 上原　　昂

旭建設株式会社 金秀建設㈱鉄構事業本部 知花　稔 新里　隆男

㈱東生コン工業　有銘工場 ㈱沖縄ホーメル 山城　保成

合資会社　八汐港運 石垣　兼利

八重山電気工業株式会社

日本トランスオーシャン航空㈱

拓南製鐵㈱伊舎堂工場

新垣産業㈱

㈱大米建設

㈱八重山ゲンキ乳業

8年 三協電気工事株式会社 コマツ沖縄株式会社　本社　那覇支店 仲宗根　寛明 安里　直巳 垣花　郁夫

有限会社　福地組 石垣島製糖㈱ 与儀　正俊 仲村　栄進 座喜味弘二

株式会社　沖電工北部支店 友利　寛忠 新城　哲也

有限会社　エアー宮古 与義栄太郎

有限会社　黒島組 崎山　寛宗

沖縄エアポートサービス㈱

(資)沖縄ヒューム管工業所海邦工場

羽柴工業㈱

共和産業㈱

㈱琉球銀行八重山支店



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

9年 株式会社エアー沖縄空港部 浦添市庁舎行政棟 建災防ＳＰ会 豊見山　景順 平良　恵滋 琉球通信工事株式会社 富永　雄吉

㈱牧港ヒューム管工業所読谷工場 　　　　　　　　　建設工事共同企業体 山城　愛子

ﾎﾃﾙﾌﾞｾﾅﾃﾗｽﾋﾞｰﾁﾘｿﾞｰﾄ新築工事 宮古製糖株式会社伊良部工場

鹿島・間･共和建設工事共同企業体 北部製糖㈱羽地事業所

　　（5年宮古福里地下ダム止水壁建設工事） 　　　(事業場閉鎖）

小浜製糖株式会社 　　　Ｈ１０，１１，１

東洋コンクリート㈱

㈱沖電

㈱沖縄海邦銀行名護支店

(有)吉田産業

㈱八重山自動車学校

10年西松建設株式会社　沖縄営業所 株式会社　大栄組 宮城　正雄 佐久間　盛厚 琉球セメント㈱屋部工場 知花　　稔

㈱電発コール・テック　石川事務所 金秀アルミ工業株式会社 牧門　武男 平良　治代子 (H13　安全週間大臣進歩賞）

株式会社　沖坤 　　　(Ｈ１３．局長進歩）

株式会社　佐平建設

南西開発株式会社

リューセロ株式会社

株式会社　丸久商会

沖縄ポッカ食品株式会社

宮古ガス株式会社

有限会社　八重泉酒造

11年牧港自動車株式会社　建設機械部 東亜建設工業株式会社　沖縄営業所 石川石炭火力発電所 勝連　朝章 垣花　正紀 沖縄石油基地株式会社 南西石油株式会社

太田建設株式会社 大和コンクリート工業株式会社 　　安全衛生推進協議会 宜志　一政

有限会社　山口建設 沖縄県産業看護研究会 山口　　仁

大成・奥村・大米共同企業体 座間味好子

（8宮古福里ダム１止水壁建設工事） 譜久里よし子

㈱國場組・清水建設㈱共同企業体 船道和夫

（（仮称）川平ビレッジ新築工事）

琉球造船鉄工株式会社

沖縄市管工事協同組合

沖縄ユーシーシーコーヒー株式会社

宮古テレビ株式会社

石垣全日空リゾート株式会社

12年大永建設　株式会社 住友・多田･國場　建設工事共同企業体 （特別賞） 田本　　厚 名城　満隆 ㈱國場組・㈱屋部土建　共同企業体

琉球製罐　株式会社　本社工場 [嘉手納（8）診療所(243）新設建設工事] 県営古波蔵第3団地建設工事 嘉陽　宗久 喜屋武　國男 　　　　　　（万国津梁館建設工事）

有限会社　川田建設 金秀建設株式会社 　安全衛生協議会

株式会社　前木組 ［沖縄国際友好会館（仮称）建設工事］

株式会社沖縄海邦銀行

沖縄綿久寝具株式会社

社会福祉法人五和会名護療育園

株式会社琉球銀行宮古支店

有限会社みね屋

13年金秀アルミ工業株式会社 沖縄瓦斯　株式会社（建築Ａ工区） 宮古地区電気事業 高江洲　実 平良　慶孝 琉球セメント　株式会社

株式会社　仲本工業 沖縄製粉　株式会社 　　　　　安全衛生連絡会議 田中　壯明 山口　　進

株式会社　アラカキ建設 新　　盛剛 屋良　　勲

漲水整備工場 有泉　　誠

株式会社　八重山ゲンキ乳業

オーエイエスメンテナンス㈱



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

電源開発㈱石川石炭化力発電所

株式会社　沖電工北部支店

有限会社　宮古コンクリート工業

八重山興業㈱　八重山商工高校校舎改築工事

14年沖縄プラント工業㈱牧港事業所 糸満市新庁舎建設工事 小波津幸雄 松堂　　勇 宮里　俊一

㈱富士建設 宮古製糖㈱伊良部工場 嘉数　真正 伊計　政良

新垣産業㈱ 比嘉　一之 安里　成一

㈱協栄生コン 古見　新整

三光建設工業㈱

大米建設㈱

沖縄三和シャツター㈱製造部

㈱熊谷組・(資)上原興業特定建設工事共同企業体

　　　　　羽地大川農業水利事業真喜屋ダム建設工事

美崎運輸株式会社

１５年 沖縄電力㈱お客様本部浦添支店（安全確保対策） ㈱國場組（仮称）サンエー西原シティ新築工事（安全確保対策） 玉村　春也 大城　馨 琉球通信工事㈱（安全確保対策）

㈱キョウリツ（安全確保対策） 電源開発㈱火力事業部石川火力発電所（安全確保対策） 嘉手納　健

沖縄電力㈱お客様本部具志川支店（快適職場形成） 沖縄ポッカ食品㈱（安全確保対策）

㈱沖電工八重山支店（安全確保対策）

１６年 ㈱エアー沖縄空港部（安全確保対策） 五洋建設㈱・みらい建設工業㈱・りんかい日産建設㈱特定建設工事 新里　英正 島袋　用康

琉球造船鉄工㈱（安全確保対策） 共同企業体　那覇港（那覇ふ頭地区）道路（空港線)沈埋トンネル 山城　勇 大濵　博文

沖縄テクノクリート㈱海邦工場（安全確保対策） （2・3号函）築造工事（安全確保対策）

㈱沖産業（健康確保対策） 沖縄ボトラーズ㈱（快適職場形成）

㈱崎元組（安全確保対策） 下地島空港施設㈱(健康保持増進対策）

１７年 沖縄文化シャッター㈱（健康確保対策） ㈱沖縄タイムス社(快適職場形成） 國仲　昌彦

拓南伸線㈱（安全確保対策） 長嶺　由秀

㈲宮城土建（安全確保対策）

㈲いなみ電気（安全確保対策）

丸尾建設㈱石垣営業所（安全確保対策）

１８年 沖縄エアポートサービス(株)（健康保持増進対策） 琉球製罐(株)（安全確保対策） 桑江　隆 比嘉　亀助 佐久本　嘉春

沖縄明治乳業(株)（安全確保対策）

(株)丸博建設（安全確保対策）

石垣鋼材(株)（安全確保対策）



奨　励　賞 優　良　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功　績　賞 進　　歩　　賞 優　　良　　賞 団体賞 安全衛生推進賞 功績賞

　局　　　長　　　賞     大　　　臣　　　賞年度

１９年 オーエイエスメンテナンス(株)（快適職場形成） (株)エアー沖縄（安全確保対策） 沖縄県港湾空港建設協会 宮良　博文 友利　寛忠

(有)宮保建設（安全確保対策） 玉代勢　秀隆

伊良皆　盛芳

20年琉球新報社　本社（健康確保対策） 沖縄明治乳業　株式会社（安全確保対策） 砂川　玄悠 大城　哲夫 塩川　博司

株式会社　渡久地組（安全確保対策） 上地　健伸

株式会社　丸秀　本社（安全確保対策） 金城　良雄

八重山殖産　株式会社（安全確保対策）

21年 拓南製鐵株式会社　新中城工場（安全確保対策） ㈱大城組・仲本建設㈱・㈱金城組・㈱信吉組特定建設
工事共同企業体
平成１９年度モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街
地再開発事業（南地区）Ｃ街区（ＣⅠ工区）土地整備・
施設建築物等整備工事　（安全確保対策）

砂川　盛賢
赤嶺　清順

屋良　秀夫

有限会社　吉田産業　（安全確保対策） ㈱屋部土建・共和産業㈱・南洋土建㈱・㈱球建設特定
建設工事共同企業体
平成１９年度モノレール旭橋駅周辺地区第一種市街
地再開発事業（南地区）Ｃ街区（ＣⅡ工区）土地整備・
施設建築物等整備工事　 （安全確保対策）

宇座　嘉憲 高良　時子

株式会社　三光電設（安全確保対策） 内間　安輝

22年 株式会社ＹＫＫＡＰ沖縄 オーエイエスメンテナンス株式会社 沖電工配電協力会
八重山支部

又吉　義昭 平山　良克 中井　勉

北部製糖株式会社 平田　安則 山里　景吉

黒嶋　克史

大見謝　伊久雄

23年 株式会社オゥ・ティ・ケィ（安全確保対策） 仲本　良裕 粟国　良昭

株式会社アクロラド（安全確保対策） 玉吉　秀庸 富田　文雄

沖縄日通エアカーゴサービス株式会社
名護支店（安全確保）

平良　喜輝

西表島交通株式会社（安全確保対策） 徳村　政治

24年 沖縄電機工業 株式会社（安全確保対策）  リウコン株式会社（安全確保対策） 知花　なおみ

太洋リネンサプライ 株式会社（安全確保対策） 東　　正人

下地　　猛

前竹　誠尚

大成建設株式会社　株式会社大米建設　特定建
設工事共同企業体
伊江農業水利事業伊江地下ダム第二期建設工
事作業所
（安全確保対策）


