
番号 氏名 所属会社名 所在地 受賞回数
  いのまた　しょういち 　　　　　　　　

1 猪股　昭一 株式会社クリーンロードサービス 加美町 ４回目
  さとう　　　   ただし

2 佐藤　忠志 株式会社只野建設 登米市 ４回目
  いしはら　　たかし

3 石原　隆 株式会社丹勝 仙台市 ３回目
  いしはら　　たかし

4 石原　隆 株式会社丹勝 仙台市 ２回目
  うえの　　　ひろし

5 上野　宏 日建工業株式会社 仙台市 ３回目
  おおの　　　ひろあき

6 大野　広明 春工業株式会社 蔵王町 ３回目
  おがた　　　みつる

7 尾形　満 田中建設株式会社 女川町 ３回目
  かんの　　　のぶお

8 菅野　信夫 東華建設株式会社 塩釜市 ３回目
  しまかげ　　てるお

9 島陰　輝夫 株式会社只野組 登米市 ３回目
  すずき　　　たけし

10 鈴木　剛史 木戸建設株式会社 加美町 ３回目
  たかはし　　まさひろ

11 高橋　昌浩 株式会社阿部土建 石巻市 ３回目
  ぬまくら　　　としき

12 沼倉　新規 上田建設株式会社 栗原市 ３回目
  ひの　　　　あきひこ

13 日野　明彦 久我建設株式会社 石巻市 ３回目
  やすだ　　　ごう

14 保田　剛 株式会社橋本店 仙台市 ３回目
  あさの　　　たけし

15 浅野　剛 旭興業株式会社 加美町 ２回目
  あべ　　　　かずよし

16 阿部　一善 後藤工業株式会社 仙台市 ２回目
  おおみや　　まさゆき

17 大宮　正幸 株式会社深松組 仙台市 ２回目
  おおや　　　しげる

18 大矢　茂 ショーボンド建設株式会社東北支店 仙台市 ２回目
  かねこ　　　かつひろ

19 金子　勝宏 株式会社榮興業 石巻市 ２回目
  かの　　　　たかよし

20 鹿野　隆慶 株式会社佐々木組 大崎市 ２回目
  かみかわ　　しゅういち

21 上川　秀一 荒雄建設株式会社 大崎市 ２回目

宮城県建設工事事故防止優良者表彰

　 宮城県建設工事事故防止優良者表彰は，宮城県の発注に係る建設工事におい
て，安全管理に対する取組が優良であった現場代理人の方々を表彰し，労働災害の
防止及び安全の確保に寄与することを目的として行うものです。

　表　彰　者　一　覧
　(受賞回数・五十音順)



番号 氏名 所属会社名 所在地 受賞回数
  かんの　　　かつじ

22 菅野　一二 長谷川建設株式会社 仙台市 ２回目
  きむら　　　　のりお

23 木村　徳雄 田中建設株式会社 女川町 ２回目
  きむら　　　　ひでお

24 木村　秀雄 宮城建設工業株式会社 仙台市 ２回目
  くどう　　　  あつし

25 工藤　厚 株式会社松川土木 大衡村 ２回目
  くろさか　　　しょうじ

26 黒坂　正治 グリーン企画建設株式会社 名取市 ２回目
  こんどう　　かずゆき

27 今藤　和幸 小野田建設株式会社 加美町 ２回目
  ささき　　　　　　しょういち

28 佐々木　昭一 株式会社丸本組 石巻市 ２回目
  さとう　　　  ゆたか

29 佐藤　裕 日本道路株式会社宮城営業所 仙台市 ２回目
  たけだ　　　ともひこ

30 竹田　智彦 グリーン企画建設株式会社 名取市 ２回目
  たけやま　　としかつ

31 武山　敏勝 佐藤建設株式会社 石巻市 ２回目
  ちば　　　　　かずとし

32 千葉　和利 エヌコン株式会社 栗原市 ２回目
　ちば　　　　　かずゆき

33 千葉　和幸 遠藤興業株式会社 石巻市 ２回目
　ながさわ　　つかさ

34 長澤　司 久我建設株式会社 石巻市 ２回目
　はやさか　　ひとし

35 早坂　中 小野田建設株式会社 加美町 ２回目
　ひぐち　　　つかさ

36 樋口　典 城北興業株式会社仙台支店 仙台市 ２回目
　みやさき　　よしのり

37 宮崎　義則 ２回目
　むらかみ　　きみあき

38 村上　公明 旭化学工業株式会社 仙台市 ２回目
　やまうち　　ひろあき

39 山内　博晶 山内建設株式会社 石巻市 ２回目
　わたなべ　　のりゆき

40 渡部　憲幸 株式会社橋本店 仙台市 ２回目
　あべ　　　　　かつみ

41 阿部　克巳 阿部建設株式会社 仙台市 １回目
　あべ　　　　まさとし

42 阿部　雅俊 株式会社ヤマニシ 石巻市 １回目
　あまの　　　ただゆき

43 天野　忠之 柏原建設株式会社 加美町 １回目
　いしがき　　かずゆき

44 石垣　一征 株式会社佐々木組 大崎市 １回目
　えんどう　　せいいち

45 遠藤　清一 東芝プラントシステム株式会社東北支社 仙台市 １回目
　おいかわ　　かつお

46 及川　勝男 産電工業株式会社 仙台市 １回目
　おおこし　　　ようじ

47 大越　庸司 株式会社丹勝 仙台市 １回目
　おおつき　　こういち

48 大槻　弘市 石川建設株式会社 角田市 １回目



番号 氏名 所属会社名 所在地 受賞回数
 　おおば　　　やすし

49 大場　靖 旭興業株式会社 加美町 １回目
　おおはし　　まさかず

50 大橋　正和 株式会社興和東北支店 仙台市 １回目
　おがさわら　　　つとむ

51 小笠原　勉 株式会社ＩＨＩ環境エンジニアリング東北事業所 大崎市 １回目
　おくやま　　ひろし

52 奥山　浩 株式会社山内組 石巻市 １回目
　おのでら　　　　たけし

53 小野寺　毅 東北重機工事株式会社 塩釜市 １回目
　おばら　　　けんいち

54 小原　健一 遠藤興業株式会社 石巻市 １回目
　かとう　　　　のりひと

55 加藤　徳仁 久我建設株式会社 石巻市 １回目
 かとう　　　　　ゆうじ

56 加藤　雄二 株式会社東北ロンテック 仙台市 １回目
　かんばし　　けんじ

57 神橋　謙二 株式会社オナガワ 女川町 １回目
　きむら　　　　かずのり

58 木村　和憲 株式会社丸本組 石巻市 １回目
　くが　　　　　まさはる

59 久我　正春 熱海建設株式会社 仙台市 １回目
　くどう　　　　しんや

60 工藤　伸也 木戸建設株式会社 加美町 １回目
　さいとう　　けんいち

61 齋藤　賢一 株式会社橋本店 仙台市 １回目
　さいとう　　こう

62 齋藤　康 株式会社佐々木建設 登米市 １回目
　ささき　　　　　　　のりあき

63 佐々木　則顕 株式会社東北リアライズ 仙台市 １回目
　さとう　　　　かずほ

64 佐藤　和穂 奥山ボーリング株式会社仙台営業所 名取市 １回目
　さとう　　　　ひろゆき

65 佐藤　広幸 株式会社伊藤土建 栗原市 １回目
　さとう　　　　まさひろ

66 佐藤　政博 三井住建道路株式会社宮城営業所 大郷町 １回目
　ししど　　　しょういち

67 宍戸　昭一 木戸建設株式会社 加美町 １回目
　しばた　　　じゅんや

68 柴田　淳也 日研産業株式会社 仙台市 １回目
　しらいわ　　しげる

69 白岩　茂 株式会社白岩工務店 仙台市 １回目
　すがわら　　しゅんすけ

70 菅原　俊祐 株式会社横森造園 仙台市 １回目
　すとう　　　　こうや

71 須藤　幸也 株式会社大伸建設 登米市 １回目
　たかつか　　あつし

72 高塚　敦 ナカダ産業株式会社 静岡県 １回目
　たかはし　　ひろふみ

73 高橋　弘文 奥田建設株式会社 仙台市 １回目
　ちゅうばち　みちよし

74 中鉢　道善 丸か建設株式会社 加美町 １回目
　ながぬま　　たかし

75 永沼　崇志 株式会社成和 松島町 １回目



番号 氏名 所属会社名 所在地 受賞回数
　なわ　　　　すすむ

76 名和　進 春山建設株式会社 岩沼市 １回目
　はたなか　　しげる

77 畑中　繁 株式会社丹勝 仙台市 １回目
　はやさか　　としひろ

78 早坂　敏浩 小野田建設株式会社 加美町 １回目
　ふじもと　　　まさなり

79 藤本　正也 東北ドック鉄工株式会社 塩釜市 １回目
　ほそかわ　かつひろ

80 細川　勝洋 宮城建設株式会社 栗原市 １回目
　みやもと　　まこと

81 宮本　信 雁部建設株式会社 石巻市 １回目
　むらかみ　　こうぎ

82 村上　幸義 株式会社村上工業 気仙沼市 １回目
　もり　　しげる

83 森　茂 奥田建設株式会社 仙台市 １回目
 わたなべ　　　ただし

84 渡辺　匡史 株式会社興和東北支店 仙台市 １回目


