
（お知らせ）                    令和２年７月２０日 

 

 

 

 

 

 

 

 

海事関係功労者に対する 
令和２年国土交通大臣表彰等が行われます。 

－－－－－－「海の日」海事関係功労者表彰式典開催－－－－－－ 

 

                      尾 道 海 事 事 務 所  

                      尾 道 海 上 保 安 部 

         

 令和２年の「海の日」を迎えるにあたり、海事関係功労者に対する国土交通

大臣表彰等の受賞者が内示されました。 

尾道海事事務所及び尾道海上保安部関係の受賞者は別紙名簿のとおりです。 

表彰は、下記のとおり開催される令和２年「海の日」海事関係功労者表彰式

典において行われます。 

 

 

 

記 

 

○尾道会場  日 時：７月２８日（火） 午前１０時～ 

       場 所：グリーンヒルホテル尾道 

       受賞者：中国運輸局長表彰      １４名 
（事業功労１名、永年功労１３名） 

              国土交通大臣感謝状      ２名（海上保安功労） 
海上保安庁長官感謝状     １名（海上保安功労） 

            尾道海上保安部長感謝状    ４名（海上保安功労） 
 

            
 

〔問い合わせ先〕 

尾道海事事務所 監理担当 佐藤   
 TEL23-5235  FAX23-9414 
尾道海上保安部 管理課 五島   

TEL22-2108 FAX23-4999 



○木江会場  日 時：７月２９日（水） 午前１１時～ 

       場 所：木江公民館 講堂（豊田郡大崎上島町 木江支所内） 

       受賞者：中国運輸局長表彰   ２名 
（永年功労１名、優良船員１名） 

            

○広島会場  日 時：７月２８日（火） 午前１０時３０分～ 
       場 所：グランドプリンスホテル広島 

 （広島市南区元宇品２３－１） 

       受賞者：国土交通大臣表彰    １名（優良船員） 

 

        

 

 

（添付資料） 

・ 令和２年「海の日」表彰受賞者名簿 

 

 



令　和　２　年

『海の日』表彰受賞者名簿

尾 道 海 事 事 務 所

尾 道 海 上 保 安 部



（敬称略）

（広島会場）

部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住   所

うえき　ひとし しまなみ海運㈱ 広島県

上木　等

以上１名

（尾道会場）

部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住   所

船　　舶 ほんがわら　まこと 本瓦造船㈱ 広島県

（造　　船） 本瓦　誠 代表取締役社長 福山市

船　　舶 むこう　よしろう 今治造船㈱ 広島県

（造　　船） 向　芳郎 三原市

船　　舶 よしい　つよし 尾道造船㈱ 広島県

（造　　船） 吉井　勅 尾道市

船　　舶 みやもと　ゆうじ 尾道造船㈱ 広島県

（造　　船） 宮本　雄二 尾道市

船　　舶 ひらかわ　たけし 尾道造船㈱ 広島県

（造　　船） 平川　武 三原市

船　　舶 なかつか　もとひろ 尾道造船㈱ 広島県

（造　　船） 中司　元浩 尾道市

船　　舶 つだ　のりゆき 尾道造船㈱ 広島県

（造　　船） 津田　典幸 尾道市

船　　舶 ふくもと　しゅうじ 常石造船㈱ 広島県

（造　　船） 福本　修治 福山市

船　　舶 にしもり　としき 常石造船㈱ 香川県

（造　　船） 西森　寿亀 善通寺市

船　　舶 くぼ　かつひこ 常石造船㈱ 広島県

（造　　船） 久保　勝彦 福山市

船　　舶 さかきはら　よしふみ 向島ドック㈱ 広島県

（造　　船） 榊原　芳文 尾道市

船　　舶 ほんむら　ひであき 向島ドック㈱ 広島県

（造　　船） 本村　英明 尾道市

船　　舶 かわの　けいじ 向島ドック㈱ 広島県

（造　　船） 川野　啓次 尾道市

船　　舶 かと　まさちか 向島ドック㈱ 広島県

（造　　船） 加登　正親 尾道市

以上１４名

（木江会場）

部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住   所

船　　舶 たまだ　きょうじ 佐々木造船㈱ 広島県

（造　　船） 玉田　恭二 豊田郡大崎上島町

船　　員 かと　ともひろ 山陽商船㈱ 広島県

加登　友浩 竹原市

以上２名

国　土　交　通　大　臣　表　彰

中国運輸局尾道海事事務所

優良船員 68

中国運輸局尾道海事事務所

中 国 運 輸 局 長 表 彰

永年 48

永年 53

永年 60

永年 57

永年 58

永年 57

永年

永年 63

59

永年 50

55

48優良船員

船　　員

発明 49

中　国　運　輸　局　長　表　彰
中国運輸局尾道海事事務所

永年 57

永年 59

永年 58

永年 46

永年



（尾道会場）

表彰区分 氏        名 年令 住   所

どい　　　やすと

土居　康人
おかの　　かずひろ

岡野　和廣

（尾道会場）

表彰区分 氏        名 年令 住   所

さかもと　　しげお

坂本　篤勇

（尾道会場）

表彰区分 氏        名 年令 住   所

うばさこ　　ひでのしん

姥迫　日出乃進
うばさこ　　ひでのしん

姥迫　日出乃進
みやもと　　かずたか

宮本　一隆
かんお　　たかし

官尾　　崇
海上保安 49 広島県水難救済会理事 福山市

尾　道　海　上　保　安　部　長　感　謝　状

所        属

海上保安 尾道市47

尾道市

海上保安 64 海上保安協会尾道支部幹事

海　上　保　安　庁　長　官　感　謝　状

所        属

海上保安 47 広島県清港会尾道支部副支部長

海上安全指導員

広島県清港会尾道支部監事 尾道市

海上保安 69 海上安全指導員 尾道市

国　土　交　通　大　臣　感　謝　状

所        属

尾道市

海上保安 77 海上安全指導員 三原市

海上保安 64


