
１．運転無事故

イ．鉄道・軌道

番号
1 阪急電鉄株式会社
2 阪神電気鉄道株式会社
3 東海旅客鉄道株式会社 関西支社
4 山陽電気鉄道株式会社
5 神戸市交通局
6 大阪モノレール株式会社
7 ＷＩＬＬＥＲ　ＴＲＡＩＮＳ株式会社
8 泉北高速鉄道株式会社
9 北大阪急行電鉄株式会社
10 水間鉄道株式会社
11 紀州鉄道株式会社

ロ．索道

番号
12 アルピナＢＩ株式会社
13 株式会社ジャパンパーク＆リゾート
14 城崎観光株式会社
15 神戸リゾートサービス株式会社
16 アドバンス株式会社
17 若杉高原開発企業組合
18 鉢伏開発観光株式会社
19 一般財団法人高島まちおこし公社

２．事業功労

番号
20 都司　尚 近畿日本鉄道株式会社

令和４年度　鉄道関係近畿運輸局長表彰　受賞者名簿

事　業　者　名

事　業　者　名

氏名 所属



３．現業従事者

番号
21 中安　幹大 西日本旅客鉄道株式会社
22 石原　正雄 西日本旅客鉄道株式会社
23 平野　敏幸 西日本旅客鉄道株式会社
24 高瀬　久 西日本旅客鉄道株式会社
25 山本　康三 西日本旅客鉄道株式会社
26 岸田　洋幸 西日本旅客鉄道株式会社
27 福原　康人 近江鉄道株式会社
28 山本　敏巳 阪神電気鉄道株式会社 
29 杉野　嘉一 阪神電気鉄道株式会社 
30 三角　徹 阪神電気鉄道株式会社 
31 外薗　一志 阪急電鉄株式会社
32 柴　幸雄 阪急電鉄株式会社
33 酒井　正勝 阪急電鉄株式会社
34 内田　武志 京阪電気鉄道株式会社
35 藤井　純一 京阪電気鉄道株式会社
36 石原　立斉 京阪電気鉄道株式会社
37 堀井　昭孝 京阪電気鉄道株式会社
38 山本　秀 近畿日本鉄道株式会社
39 松川　雄保 近畿日本鉄道株式会社
40 福井　広行 近畿日本鉄道株式会社
41 河﨑　泰昌 南海電気鉄道株式会社
42 吉村　秀雄 南海電気鉄道株式会社
43 安田　信行 南海電気鉄道株式会社
44 森川　靖士 大阪市高速電気軌道株式会社
45 畑中　修二 大阪市高速電気軌道株式会社
46 山口　正司 大阪市高速電気軌道株式会社
47 池之畑　普起 大阪市高速電気軌道株式会社
48 青石　英昭 泉北高速鉄道株式会社
49 若園　勝則 能勢電鉄株式会社 
50 中野　達夫  神戸電鉄株式会社 
51 和治　秀明 京福電気鉄道株式会社
52 権藤　浩勝 神戸市交通局

4．事業従事者

番号
53 田中　秀司 東海旅客鉄道株式会社関西支社
54 高田　浩伸 京阪電気鉄道株式会社
55 佐々井　孝一 神戸電鉄株式会社

氏名 所属

氏名 所属



５．運転関係従事員

イ．動力車操縦者

番号
56 河原　俊介 阪神電気鉄道株式会社 
57 田中　宏 阪神電気鉄道株式会社 
58 谷尾　隆広 阪急電鉄株式会社
59 小寺　康夫 阪急電鉄株式会社
60 森澤　宏祥 阪急電鉄株式会社
61 坂本　真一 阪急電鉄株式会社
62 加藤　義尚 阪急電鉄株式会社
63 池田　秀一 京阪電気鉄道株式会社
64 鎭覀　伸泰 京阪電気鉄道株式会社
65 脇本　正宣 京阪電気鉄道株式会社
66 鈴木　裕二 京阪電気鉄道株式会社
67 菖蒲池　誠 京阪電気鉄道株式会社
68 長澤　宏樹 京阪電気鉄道株式会社
69 青木　幸一郎 京阪電気鉄道株式会社
70 北川　純平 京阪電気鉄道株式会社
71 西野　健三 京阪電気鉄道株式会社
72 植村　敏規 京阪電気鉄道株式会社
73 大西　泰司 近畿日本鉄道株式会社
74 久木田　正和 近畿日本鉄道株式会社
75 鍛治　透 近畿日本鉄道株式会社
76 原野　正利 近畿日本鉄道株式会社
77 海出　和志 近畿日本鉄道株式会社
78 嶋田　宏宣 近畿日本鉄道株式会社
79 竹内　直博 近畿日本鉄道株式会社
80 外義　美貴男 近畿日本鉄道株式会社
81 大石橋　秀典 近畿日本鉄道株式会社
82 秋山　誠 近畿日本鉄道株式会社
83 岡　進一 近畿日本鉄道株式会社
84 川上　謙一 近畿日本鉄道株式会社
85 進藤　重弘 近畿日本鉄道株式会社
86 山﨑　康弘 近畿日本鉄道株式会社
87 杉本　繁夫 近畿日本鉄道株式会社
88 西田　進 南海電気鉄道株式会社
89 峯垣外　武利 南海電気鉄道株式会社
90 亀井　貴弘 南海電気鉄道株式会社
91 前田　義和 南海電気鉄道株式会社
92 中部屋　範佳 南海電気鉄道株式会社
93 西川　清憲 南海電気鉄道株式会社
94 田中　直樹 南海電気鉄道株式会社
95 神﨑　輝道 南海電気鉄道株式会社
96 眞田　信夫 南海電気鉄道株式会社
97 武市　好史 大阪市高速電気軌道株式会社
98 大野　秀幸 阪堺電気軌道株式会社
99 岡本　実 能勢電鉄株式会社
100 高見　俊二 神戸電鉄株式会社
101 太田　裕一 神戸電鉄株式会社
102 藤田　明宏 神戸電鉄株式会社
103 福井　朗 神戸新交通株式会社
104 外山　浩巳 神戸新交通株式会社
105 森岡　義博 神戸市交通局
106 岩本　章人 京都市交通局
107 木上　輝雅 日本貨物鉄道株式会社

氏名 所属



ロ．車掌

番号
108 山本　真市 阪神電気鉄道株式会社 
109 岩本　晃尚 阪神電気鉄道株式会社 
110 中井　浩喜 阪神電気鉄道株式会社 
111 野田　清一 阪急電鉄株式会社
112 山田　二郎 阪急電鉄株式会社
113 今川　哲男 京阪電気鉄道株式会社
114 井上　良友 近畿日本鉄道株式会社
115 田井　誠司 近畿日本鉄道株式会社
116 徳嶋　貴広 南海電気鉄道株式会社
117 岡田　進一 南海電気鉄道株式会社
118 中谷　和彦 南海電気鉄道株式会社

ハ．信号等取扱者

番号
119 向山　佳男 南海電気鉄道株式会社
120 重信　清和 南海電気鉄道株式会社
121 梅島　章 大阪市高速電気軌道株式会社
122 髙山　大輔 日本貨物鉄道株式会社

ニ．鋼索従事者

番号
123 上垣　一義 近畿日本鉄道株式会社

氏名 所属

氏名 所属

氏名 所属


