
永年勤続障害者表彰 受賞者 
（敬称略） 

年 度 勤 務 先  氏  名 

 

Ｈ２３ 

社会福祉法人京都ライトハウス 石田 全代 

学校法人京都産業大学 梅田 道広 

社会医療法人弘仁会 大窪 信也 

京都中央信用金庫 河村 由紀 

ふくし事業協同組合 椿野 敦史 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 三ツ谷直子 

 

 

Ｈ２４ 

社会福祉法人京都聴覚言語障害者福祉協会 呉竹  一人 

学校法人光華女子学園 松本  千晴 

株式会社日昇館 榎並 由美子 

有限会社日新製材所 増田  吉邦 

日本タブレット株式会社 古野 きみ子 

株式会社堀場製作所 宮川  寛子 

 

 

 

Ｈ２５ 

協栄ビル管理株式会社 原田  眞二 

学校法人京都産業大学 武田   渉 

京都中央信用金庫 池永 智恵子 

キリンビバレッジ株式会社舞鶴工場 古髙  雅明 

株式会社日昇館 荻原  功三 

株式会社堀場製作所 藤重  純也 

ワタキューセイモア株式会社近畿支店 中坊  隆司 

 

 

Ｈ２６ 

有限会社オーエム 藤田  昌之 

株式会社京都タンパク 藤田  善彦 

京都中央信用金庫 丹治 志津香 

株式会社京都ホテル 竹中  喜之 

住江工業株式会社 中村  暢男 

株式会社日進製作所 下戸  章生 

 

 

Ｈ２７ 

有限会社日新製材所 金島  史和 

京都トヨタ自動車株式会社 前田  正博 

株式会社堀場製作所 竹内  康一 

株式会社京都ホテル 野村  昌史 

日新電機株式会社 藤稿  泰孝 

株式会社川島織物セルコン 福久  愛 

 

Ｈ２８ 

株式会社アクス 吉田 哲郎 

三菱自動車工業株式会社 パワートレイン製作所 青木   毅 

株式会社日昇館 井ノ内 あかり 



株式会社堀場製作所 山本  学 

関西電力株式会社 福知山営業所 吉井 勝幸 

オムロン京都太陽株式会社 馬場 昭夫 

 

Ｈ２９ 

 

有限会社日新製材所 山田 智久 

三菱自動車工業株式会社京都製作所 柿田 忠男 

株式会社堀場製作所 亦野 利彦 

 

 

 

 

Ｈ３０ 

有限会社 オーエム 井上 政章 

住江工業株式会社 江守 拓哉 

株式会社 日昇館 小林 智樹 

京都信用金庫 髙田  一 

株式会社 堀場製作所 武市 伸二 

全労済京都推進本部 谷口  均 

社会福祉法人 京都ライトハウス 橋本 匡子 

京都信用金庫 馬場 良和 

一般社団法人 愛生会山科病院 藤木 達也 

日新電機 株式会社 光野 昌秀 

 

 

 

 

 

Ｒ１ 

関西電力株式会社 京都支社 岡本 広之    

双葉メンテナンス工業株式会社 五太子 順子  

ホスピタル・メンテナンス株式会社 小西 竜雄   

京都信用金庫 清水 武夫   

日新電機株式会社 田殿 昌史   

ホスピタル・メンテナンス株式会社 永瀬 一孝   

シライ電子工業株式会社 西村 俊哉   

関西電力株式会社 京都支社 長谷川なぎさ  

株式会社島津製作所 平清水 二郎 

京都信用金庫 美濃 正城   

 

 

 

 

 

Ｒ２ 

ワタキューセイモア 株式会社 岩井 浩二 

京都信用金庫 大倉 光彦 

有限会社 オーエム 北脇 功介 

株式会社 日昇館 吉川 浩史 

社会福祉法人 京都ライトハウス 久保 弘司 

ＪＯＨＮＡＮ 株式会社 小橋 延行 

近建ビル管理 株式会社 小山 光春 

京都北都信用金庫 齊藤 昌成 

ＪＯＨＮＡＮ 株式会社 清水 康彦 



関西電力 株式会社 京都支社 田歌 美和 

ホスピタルメンテナンス 株式会社 髙松 嘉彦 

株式会社 関西ダイエットクック 田中 智宏 

株式会社 関西ダイエットクック 仲野 慎二 

京都信用金庫 福富 雅彦 

ホスピタルメンテナンス 株式会社 福村 真人 

株式会社 アクス 森島  哲 

ＪＯＨＮＡＮ 株式会社 山田 明美 

 

 

 

Ｒ３ 

京都中央信用金庫 井上 政宏 

京都中央信用金庫 井上 喜晴 

京都信用金庫 塩見 靖雄 

株式会社 美十 寸田 克至 

京都信用金庫 辻  文雄 

ワタキューセイモア株式会社近畿支店 森田 剛史 

株式会社 きんでん京都支店 吉田 美紀 

京都中央信用金庫 吉田 吉隆 

 

 

 

 Ｒ４ 

株式会社美十 大田 正則 

株式会社聖護院八ッ橋総本店 太田 苗代 

株式会社日昇館   岡本  忍 

京都中央信用金庫 島添 さなえ 

近建ビル管理株式会社 清水 義三 

株式会社日昇館 瀧本 尚美 

株式会社関西ダイエットクック 西山 裕一 

京都信用金庫 山口 圭司 

 


