
NEWS RELEASE 
 

 人と物の移動を見つめ支えます 
国土交通省中国運輸局岡山運輸支局 
 Chugoku District Transport Bureau 

                     令和２年７月２０日 

 

令和２年「海の日」海事関係功労者等の表彰について 

 
 
国土交通省及び海上保安庁では、毎年「海の日」にあたり海事関係事業等及び海上保安

業務等に功績があった個人・団体に対し、大臣表彰等を行いその功績を称えています。 
岡山運輸支局・宇野港湾事務所及び玉野海上保安部関係の表彰については、下記の「海

の日」記念式典において別添名簿の方々を表彰します。 
 

記 
１．受賞者 

国土交通大臣表彰       ２名 
海上保安庁長官表彰      １名 
中国運輸局長表彰      １８名 
中国地方整備局長表彰     ２名 
第六管区海上保安本部長表彰  １名 
玉野海上保安部長表彰     ２名 

 
２．日 時  令和２年７月２８日（火） 午前１０時から 

 
３．場 所  すこやかセンター   

（玉野市奥玉１丁目１８－５） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【お問い合わせ先】 

（国土交通大臣・中国運輸局長表彰関係） 

    中国運輸局 岡山運輸支局玉野庁舎 運航・船員担当 

     担当者  近 藤    ＴＥＬ ０８６３－３１－４２６６ 

                ＦＡＸ ０８６３－３２－４８２９ 

（国土交通大臣・中国地方整備局長表彰関係） 

    中国地方整備局 宇野港湾事務所 総務課 

     担当者  杉 原   ＴＥＬ ０８６３－３３－５００６ 

                ＦＡＸ ０８６３－３３－９０１０ 

  （海上保安庁長官・玉野海上保安部長表彰関係） 

    玉野海上保安部 管理課 

     担当者   東林   ＴＥＬ ０８６３－３１－３４２３ 

                ＦＡＸ ０８６３－３１－３４２３    

こん  どう 

すぎ   はら 

とうばやし  



（広島会場にて受賞予定）

部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住　所

船　　舶 まつやま　まさき 三井Ｅ＆Ｓ造船㈱ 玉野艦船工場 　

（造　船） 松山　正樹 艦船建造部艤装課船装担当区課長補佐 玉野市

国 土 交 通 大 臣 表 彰

永　年 57



（個別会場にて受賞予定）

部　　門 表彰区分 住　所

　

笠岡市

氏　名　又　は　団　体　名

国 土 交 通 大 臣 表 彰

海をきれいにするための
一般協力者の奉仕活動

おかやまけんりつかさおかこうぎょうこうとうがっこうぶいわいえすぶ

岡山県立笠岡工業高等学校ＶＹＳ部



部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住　所

海運 かわはし　としあき 日生地区海運組合

（内航） 功労 川橋　利明 56 理事 備前市

船舶 しのざき　たけき 先進㈲

（船用工業） 功労 篠﨑　武樹 66 代表取締役社長 下関市

船舶 あきやま　やすゆき ㈱三井E＆Sマシナリー　玉野機械工場

（造船） 永年 秋山　康之 49 加工部第一機械課作業長 岡山市

船舶 たちばな　じん ㈱三井E＆Sマシナリー　玉野機械工場

（造船） 永年 立花　仁 48 製造部溶接課担当区課長補佐 玉野市

船舶 ごとう　しょうじ ㈱三井E＆Sマシナリー　玉野機械工場

（造船） 永年 後藤　将司 48 製造部溶接課作業長 倉敷市

船舶 かながわ　けんじろう ㈱三井E＆Sマシナリー　玉野機械工場

（造船） 永年 金川　憲次郎 48 加工部第二機械課作業長 玉野市

船舶 ふくま　はるお 三井E＆S造船㈱

（造船） 永年 福間　晴夫 58 設計本部調達部玉野調達グループ　課長補佐 玉野市

船舶 ごうばら　ひろゆき 三井E＆S造船㈱

（造船） 永年 郷原　博之 56 製造本部玉野艦船工場安全衛生グループ　課長補佐 玉野市

船舶 たなべ　しんいち 三井E＆S造船㈱

（造船） 永年 田邉　慎一 47 製造本部玉野艦船工場艦船建造部外業・塗装課　作業長 岡山市

船舶 かねひら　かなめ 三井E＆S造船㈱

（造船） 永年 金平　要 47 製造本部玉野艦船工場艦船修繕部　作業長 玉野市

船舶 こはら　てつお 三井造船特機エンジニアリング㈱

（造船） 永年 小原　鉄男 56 機械設備課水中機器チームリーダー 玉野市

船舶 しらが　ひろし 三井造船特機エンジニアリング㈱

（造船） 永年 白神　浩 56 マリン・メンテ事業部玉野工場動力部用役設備課担当 倉敷市

船舶 やぎた　まさよし 三井造船特機エンジニアリング㈱

（造船） 永年 八木田　雅義 56 マリン・メンテ事業部玉野工場MM玉野工作部製缶・パイプ工作課生産技術グループ担当 玉野市

船舶 おち　としひこ 三井造船特機エンジニアリング㈱

（造船） 永年 越智　敏彦 52 マリン・メンテ事業部玉原工場機器継手製造部製造課機器作業区担当 玉野市

船舶 おか　かつし 三井造船特機エンジニアリング㈱

（造船） 永年 岡　賀津司 56 設計事業部船舶設計部船装課船装第３グループグループ長 倉敷市

船舶 にしの　やすし ナカシマプロペラ㈱　岡山工場

（舶用工業） 永年 西野　靖司 53 製造部加工グループ九州サービスセンター　センター長 福岡市

船舶 いが　よしろう ナカシマプロペラ㈱

（舶用工業） 永年 伊賀　吉郎 48 NakashimaPropellerMarineEngineering（Shanghai)先任班長 岡山市

むらつか　すすむ 丹羽汽船㈱

優良船員 村塚　進 60 いこま　船長 久慈市
船員

中 国 運 輸 局 長 表 彰



　 　 　

部　　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　　属 住　所

あおき　まさる  

青木　勝 56 玉野市

 

倉敷市

中 国 地 方 整 備 局 長 表 彰

水中開発(株)

海をきれいにするための
一般協力者の奉仕活動 岡山海さくら

おかやまうみさくら

港　　湾

（港湾建設）



部　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　属 住　所

みたに　しょうぞう  

三谷　尚三 玉野市

部　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　属 住　所

おがわ　えいいち 公益社団法人宇野清港会  

小川　栄一 常務理事兼事務局長 玉野市

部　門 表彰区分 氏　　　名 年令 所　　　属 住　所

なかうえ　こういち  

中上　貢一 玉野市

 

玉野市

岡山県水難救済会
牛窓町漁協 救難所 救助員

玉野ライオンズクラブ

たまのらいおんずくらぶ

玉 野 海 上 保 安 部 長 表 彰

海上保安
関係功労

関係公益法
人等役職員

66

海上保安
関係功労

 海をきれいに
 するための一
 般協力者

海上保安
関係功労

関係公益法
人等役職員

70

海 上 保 安 庁 長 官 表 彰

海上保安
関係功労

関係公益法
人等役職員

60

第 六 管 区 海 上 保 安 部 長 表 彰

栄吉海運㈱　常勤顧問


