
田 村 三樹夫
安全・衛生（化工）

（一財）上越環境科学センター

〒942-0063 上越市下門前1666
ＴＥＬ ０２５（５４３）７６６４　ＦＡＸ ０２５（５４３）７８８２

（職場）m-tamura@jo-kan.or.jp
（自宅）ecotamura@joetsu.ne.jp

【専門分野】
安全（化学）称号CSP

衛生（工学）称号CIH

【保有資格】
CSP労働安全コンサルタント（化学安全）

CIH労働衛生コンサルタント（衛生化学）

技術士（環境部門）、環境計量士、作業環境測定士

【一言】労働安全衛生診断、労働安全衛生管理体制整備の助言、環境改善指導、安全大会
や各種安全衛生研修会の講師を実施。また、危険性や化学物質の有害性に係るリスクアセ
スメントの実施支援等、安全衛生管理の向上にお手伝いします。その他、技術士（環境部
門）、ＥＡ21審査員としてエコアクション21の登録審査等も実施中。

矢 崎　芳 直
安全・衛生（機工）

矢崎技術士事務所

〒950-2064 新潟市西区寺尾西3丁目12-24
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５（２６９）５１９１

【専門分野】
安全（機械）／衛生（工学）

【保有資格】
労働安全コンサルタント（機械安全）

労働衛生コンサルタント（衛生工学）

技術士（機械部門及び総合技術監理部門）

騒音関係及び振動関係公害防止管理者

【一言】或る製造工場、以前より職場の掲示板が増え、作業手順や安全の留意事項等
の要点が掲示され、職場の作業状況が分かり安くなっていました。作業手順等検討作
成した作業安全マニュアルの要件を見易い場所に掲示又は備え付け関係者誰にでも
「見える化」を図り労働安全衛生活動活性化に繋げたいと思いました。

横 田　清 士
〈副支部長〉

安全・衛生（化工）

（一財）上越環境科学センター

〒942-0063 上越市下門前1666

ＴＥＬ ０２５（５４３）７６６４　ＦＡＸ ０２５（５４３）７８８２

yokoyoko@jo-kan.or.jp
kiyokiyo10.06@outlook.jp

【専門分野】

作業環境改善、化学物質のリスクアセスメント

【保有資格】
CSP労働安全コンサルタント（化学安全）

CIH労働衛生コンサルタント（衛生工学）

技術士（衛生工学）

作業環境測定士

環境計量士（濃度・騒音振動）

【一言】労働者のための作業環境改善から事業所の付近住民からの苦情対策に至るまで広く

ご相談ください。有効性のある提案をお約束いたします。

（一社）労働安全衛生コンサルタント会 新潟支部   会 員 名 簿

◎登録専門分野

　労働安全　　機械…（機）　 電気…（電）　 化学…（化）　 土木…（土）　 建築…（建）

　労働衛生　　保健衛生…（保）　 労働衛生工学…（工）

 2019/09/01現在

発行人　　支部長　五十嵐俊彦

（一社）労働安全衛生コンサルタント会　新潟支部　事務局

〒 951-8141　新潟市中央区関新１丁目６番 14
TEL 025 （266） 2270　　FAX 025 （266） 2270
E-mail marutakasuzuki@yahoo.co.jp



藤 巻　一 光
〈理事、事業企画委員長〉

安全・衛生（機工）

藤巻安全衛生コンサルタント
事務所

〒943-0834 上越市西城町３－９－９

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５（５２５）３７５７

fj-ikko@joetsu.ne.jp

【専門分野】
安全（機械681号、CSP）

衛生（工学661号）

【保有資格】
ＣＳＰ労働安全コンサルタント（機械安全）

労働衛生コンサルタント（衛生工学）

第１種公害防止管理者（大気関係）

第２種作業環境測定士

【一言】それぞれの事業場が持つ組織風土を生かした最適な安全衛生水準向上のアプローチ

を提案しています。また「安全には品質・コストがついてくる」をモットーに指導しています。

相 田　八 郎
安全（建）

YU・TA・Aセフティコンサル事務所

〒951-8164 新潟市中央区関屋昭和町３丁目

１３０番地

ＴＥＬ ０９０（２２４６）９３３４　ＦＡＸ ０２５（２６６）９８３０

earl-48h-grey@rainbow.plala.or.jp

【専門分野】
土木・建築安全

【保有資格】
労働安全コンサルタント（建築安全）

1級建築士、1級建築施工管理技士、1種衛生管

理者、職長安責者講師

【一言】客先からの現場立会指導や作業主任者の講師等コンサルタント業務並びに民生委

員・町内役員、趣味等で充実した活動をしてます。

内 山　秀 明
〈理事、研修委員長〉

安全（土）

内山労働安全コンサルタント
事務所

〒951-8141 新潟市中央区関新３-２-４７-４０１

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５（２３３）６３２２

uchiyama@384.jp

【専門分野】
安全（土木）

【保有資格】
労働安全コンサルタント、電気主任技術者（第３

種）、一級土木施工管理技士、二級管工事施工

管理技士、農作業安全アドバイザー

【一言】労働災害防止団体の依頼による、玉掛、クレーン、フォークリフト等の技能講
習、各種特別教育、安全管理者、安全衛生推進者、雇用管理者等の講師。その他、職長教
育等安全衛生教育の講師。その他、林業事業体の安全診断、依頼を受けた企業の安全指導を
行っている。又、各企業が開催する安全大会での安全講話も数多く行っている。趣味として
は、お話しする機会が多い仕事柄、「カラオケ」で喉を鍛えております。

佐 々  木　 明
〈監 事〉

安全（土）

佐々木労働安全コンサルタント
事務所

〒950-0115 新潟市江南区丸山ノ内善之丞組

２１９-２６

ＴＥＬ ０２５（２７７）８７７１　ＦＡＸ ０２５（２7７）８７１１

sska29@m2.tlp.ne.jp

【専門分野】
安全（土木）

【保有資格】
一級土木施工管理技士、一級管工事施工管理

技士、RSTトレーナー、第一種衛生管理者

【一言】８月はお盆や終戦記念日などで故人を偲び鎮魂の祈りの月と思っています。旧陸軍の
新発田連隊に親族２名が次々応召され、２名共中支戦線で戦病死しています。さぞ無念であった
ろうと想うと共に、戦争をさらに拡大しついには無条件降伏までに至らせた指導者達。国の命運
を左右する判断が指導者達のメンツで行われていたことに腹立たしさを覚えた８月でした。

鈴 木　武 男
安全（電）

鈴木労働安全コンサルタント
事務所

〒957-0111 北蒲原郡聖籠町大字真野１５５３

ＴＥＬ ０２５４（２７）５３２２　ＦＡＸ ０２５４（２７）６１６５

takeo@seagreen.ocn.ne.jp

【専門分野】
電気

【保有資格】
労働安全コンサルタント(電気)、防災士、

日本赤十字社救急法指導員、ラジオ体操1級指

導士

【一言】職場の安全は、職場の雰囲気によって左右されます。どうしたら良い職場雰囲気

が作れるか、考えて行きたい。



鈴 木　直 夫
安全（機）

鈴木技術士事務所

〒940-0861 長岡市川崎町１０３４４の２

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５８（３６）２６２８

suzukitd@nifty.com

【専門分野】
機械安全（労働安全と製品安全）

【保有資格】
CSP労働安全コンサルタント（機械安全）、

技術士（機械部門）、第1種衛生管理者

【一言】専門は「製造業と食品加工業、酒類製造業」に関する「労働安全」とPL法に対応

する「製品安全」です。ISO45001規格のリスクアセスメントと「製造物責任法」にも対応い

たします。最近の活動は、新入社員教育、特別教育（クレーン関係、タイヤ空気充填法等）

の講師、「安全に関わる講演と安全衛生パトロール」が中心です。趣味は家庭菜園とドライ

ブ旅行です。

鈴 木　　 誠
〈事務局長、研修委員長兼任〉

安全（土）

SMS労働安全コンサルタント
事務所

〒951-8141 新潟市中央区関新１丁目６番１４号
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５（２６６）２２７０
携帯 ０８０（３５２１）００４８
marutakasuzuki@yahoo.co.jp

【専門分野】
土木

【保有資格】
ＣＳＰ労働安全コンサルタント（土木安全）

１級土木施工管理技士　１級建築士　第１種衛

生管理者

外国人技能実習生安全衛生アドバイザー

【一言】労働安全衛生コンサルタント会新潟支部事務局長　鈴木　誠　と申します。地元
新潟は勿論ですが、全国の事業場で出張教育や安全衛生指導をしています。建設安全衛生だ
けでなく製造安全衛生、陸送貨物安全衛生等多岐にわたり指導していますので、遠慮なくい
つでもご相談ください。

高 橋　則 夫
安全（建）

高橋労働コンサルタント
事務所

〒942-0046 上越市田園４４

ＴＥＬ ０２５（５４５）９１６３

e-consultakahashi@joetsu.ne.jp

【専門分野】
安全（建築、機械）

【保有資格】
１級建築施工管理技士、高圧ガス・甲種機械、

第１種衛生管理者、作業環境測定士２級

【一言】信越化学工業グループで装置・工作物の設計・保全、建設を担当しました。
ISO9001、14001を通しての環境安全衛生管理経験を活かし、貴事業所のISO45001の認証取
得・維持等に向け協力したいと思います。現在、建設業のコスモス評価者養成研修を受講予
定です。長寿・宇宙に興味あり。

但 田（ただ）　沆
〈相談センター所長〉

安全（建）

但田労働安全コンサルタント
事務所

〒950-2042 新潟市西区坂井７３６-７

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５（２６９）６１７７

hiroshi-tada@nifty.com

【専門分野】
安全（建築）：最近では製造業、第三次産業、

建設業、運輸業等の順

【保有資格】
一級建築士、一級土木建築施工管理技士、

ＲＳＴトレーナー

【一言】
・ 安全管理の委託事業（安特指定事業所や送検事業所の改善計画及びフォロー）、労基署主
催の災害防止研修会、各企業依頼の講演や研修会を実施していますがリスクアセスメント
の実践が課題です。

・ 事業場に対する安全診断や災害防止等のレベルアップ指導支援を本来の業務とし、工学系
短大の「安全工学」授業の外部講師を継続中です。

山 口　勝 彦
安全（建）

山口労働安全コンサルタント
事務所

〒959-2216 阿賀野市渡場３０１

ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５０（６８）５９４０

katsuhiko.yamaguchi@mail.penta-ocean.co.jp

【専門分野】

【保有資格】
労働安全コンサルタント（建築-481号）、1級

建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管

理技士

【一言】企業の監査部門に所属し業務監査、内部統制、品質・環境・安全衛生ＭＳ監査を

担当しています。安全衛生ＭＳの取組では過去に、建災防、中災防の全国大会で発表を行い

ました。



長 谷 川　 信
安全（機）

長谷川経営コンサル

〒950-8068 新潟市中央区上大川前５番町６３-２３

　エルマンション上大川前８０２号

ＴＥＬ ０９０（８６４０）５５７６

mhasega@apost.plala.or.jp

【専門分野】
安全（機械）

【保有資格】
技術士（機械）

【一言】現在、労働安全衛生における活動内容は、製造業の現場で発生している労働災害
の再発防止を指導しています。特に現地・現物・現実に則って潜在リスクの洗い出しでは多
くの効果を上げております。私自身が企業で経験した労働災害及びその再発防止に取り組ん
できた内容が、指導される企業側の方々から共感と信頼を得ていると思われます。

五十嵐  俊 彦
〈支部長〉
衛生（保）

長岡労働衛生コンサルタント
事務所

〒940-0035 長岡市東神田３-８-１３
ＴＥＬ・ＦＡＸ ０２５８（３４）６８８１
nrec@nct9.ne.jp 
iikarashi@nagachu.jp
http://www.nrec.sakura.ne.jp
（日中）ＪＡ新潟県厚生連長岡中央病院 臨床検査病理部

長岡市川崎町2041
TEL ０２５８（３５）３７５９　 FAX ０２５８（３５）９７８４
緊急 ０７０（４３８５）９２３３　　iikarashi@nagachu.jp

【専門分野】
労働衛生（保健衛生）

【保有資格】

【一言】健康管理と作業環境管理をご相談ください。

内 納　大 典
衛生（工）

（一財）上越環境科学センター

〒942-0063 上越市下門前１６６６

ＴＥＬ ０２５（５４３）７６６４　ＦＡＸ ０２５（５４３）７８８２

uchino@jo-kan.or.jp

【専門分野】
作業環境改善、化学物質のリスクアセスメント

【保有資格】
労働衛生コンサルタント（労働衛生工学）

作業環境測定インストラクター

環境計量士

【一言】20年ぶりのマラソン大会出場を目指し、少しずつ走り始めましたが、蓄積した脂
肪がなかなか減らないため、長期計画を立てて取り組んでいます。日頃、個人ばく露測定や
作業環境測定を実施し、その結果に基づいた環境改善（アドバイス、局所排気装置の設計
等）を行っています。測定や環境改善をお考えの方、まずはお電話を下さい。

興  梠　建  郎
〈顧 問〉

衛生（保）

独立行政法人労働者保健福祉機構
新潟産業保健総合支援センター

〒951-8055 新潟市中央区礎町通二ノ町

２０７７番地

ＴＥＬ ０２５（２２７）４４１１　ＦＡＸ ０２５（２２７）４４１２

t-kohro@ark.ocn.ne.jp

【専門分野】

【保有資格】

鈴 木　美 和
〈理事、広報委員長〉

衛生（保）

新潟労働衛生コンサルタント
事務所

〒950-0994 新潟市中央区上所３-１５-９-５０５

ＴＥＬ ０９０（３０８９）４４５７　ＦＡＸ ０２５（２７８）８５９４

media.miwa@nifty.com
http://niigata-ihc.com

【専門分野】
健幸経営、メンタルヘルス、職場のコミュニ

ケーション、コーチング、職場環境改善

【保有資格】
・労働衛生コンサルタント（保健衛生）

・保健師

・NLPマスタープラクティショナー

【一言】私が関わっている企業では、従業員400名強でメンタル休職者０名を達成しました。
この規模で０名は本当に素晴らしい！専門家として信頼して下さり皆で取組んできた成果で
す。取組を通してコミュニケーションの重要性を実感しています。最近の関心事はＳＤＧｓ。健
幸経営もＳＤＧｓに繋がります。一緒に健幸経営を進めていきましょう！



高 橋　良 政
〈副支部長〉

衛生（工）

（一社）新潟県環境衛生中央
研究所

〒940-2127 長岡市新産２丁目１２-７

ＴＥＬ ０２５８（４６）７１５１　ＦＡＸ ０２５８（４６）９８５１

y-takahasi@nehcl.or.jp

【専門分野】
衛生工学

【保有資格】
認定オキュペイショナルハイジニスト（日測協）

第一種作業環境測定士

環境計量士

【一言】近年、化学物質による疾病がたびたび発生しております。化学物質を使用する企
業においては、化学物質のリスクアセスメントを通して、今一度見直しを行うことをお勧め
します。疾病が発生してからでは本人はもとより、企業にとっても多大なご苦労や費用負担
がかかります。事前の対策が賢明です。労働衛生だけでなく環境問題も合わせて対応いたし
ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

松 井　一 光
衛生（工）

松井メディカルシステムズ

〒950-1135 新潟市江南区曾野木１-２０-１４

ＴＥＬ ０２５（２８５）０７１４　ＦＡＸ ０２５（２８５）０７３５

matsui.medical.systems@gmail.com

【専門分野】

【保有資格】

渡 邉　路 子
〈理事、産業保健委員長〉

衛生（保）

新潟青陵大学

〒951-8121 新潟市中央区水道町１-５９３９
新潟青陵大学看護学部
ＴＥＬ ０２５（２６６）９５３８　ＦＡＸ ０２５（２６７）００５３

miwatanabe@n-seiryo.ac.jp

【専門分野】
産業保健（生活習慣病対策、メンタルヘルス、
職場環境）

【保有資格】
保健師、看護師、養護教諭、産業カウンセラー

【一言】現在、２人に１人はがんに罹患するといわれています。また、少子高齢化や定年延
長などにより働く世代の高齢化も進み、疾病を持ちながら就労する人も今後増加していくと
推測されます。このような中、社内のサポート体制が整っていないところが多いのではない
かと思います。労働衛生の専門家として支援できればと考えております。

大 島　厚 夫
衛生（工）

大島労働衛生コンサルタント
事務所

〒954-0104 見附市坂井町１２８９の１
ＴＥＬ ０２５８（６６）３５９６　携帯 ０８０（４７２１）７１２３
aohcl411@yahoo.co.jp

【専門分野】
衛生（保健衛生）

【保有資格】
労働衛生コンサルタント

【一言】厚生労働省が発表した「第13次労働災害防止計画」の従来と大きく異なっている点
は「健康確保」が重点事項に多く取り入れられてきていること。しかも、何を取組むかだけ
でなく、取組むための仕組み作りに重点を置いているような気がします。今後のコンサルタ
ント業務はそれに答えていかなければならないようですね。

伊 藤　忠 明
衛生（保）

伊藤忠明労働衛生
コンサルタント事務所

〒959-3203 岩船郡関川村大字南中４６７
ＴＥＬ ０２５４（６４）０１７５
tada_ito@mzozm.com

【専門分野】
衛生（保健衛生）

【保有資格】
労働衛生コンサルタント（保健衛生）、医療情
報技師、産業カウンセラー、衛生工学衛生管理
者、作業環境測定士２種

【一言】ソフトハウスでシステム開発を９年、健診機関で事務の責任者をやりながらシステ
ム開発を22年。この間で健康診断システムを30年作り労働衛生のたくさんの事を学びました。
この経験をどう生かせるのか模索し病院で電子カルテを担当し医療を２年弱学び、現在はソフ
トハウスで最新の技術に触れ色々なシステム開発をしています。



橋 本　　 滋
衛生（保）

（一社）新潟県労働衛生医学協会

〒950-1187 新潟市西区北場１１８５番地３

ＴＥＬ ０２５（３７９）１０２０　ＦＡＸ ０２５（３７０）１７８８

s_hashimoto@niwell.or.jp

【専門分野】
労働法令全般（労働安全衛生法、労働基準法、
等）健康障害（メンタルヘルス、熱中症、腰痛、粉じ
ん、酸欠　等）

【保有資格】

【一言】衛生分野の作業主任者や衛生管理者等の事業場内産業保健スタッフの方々の支援を
中心に活動したいと考えています。

田 村　佳 之
衛生（工）

(一社）新潟県労働衛生医学協会

〒950-1187 新潟市西区北場１１８５番地３

ＴＥＬ ０２５（３７９）１０２０　ＦＡＸ ０２５（３７０）１７８８

y_tamura@niwell.or.jp

【専門分野】
衛生（工学）

【保有資格】
第二種作業環境測定士、衛生工学衛生管理者、

第2種レーザ機器取扱技術者、TOEICスコア 700点

【一言】化学系の製造業にて約10年間勤務した後、現在の職場で働いています。私たちが人生を
豊かに生きるためには健康が大切です。労働衛生コンサルタントとして、働く人たちの健康を守るた
め、技能講習や特別教育などの労働衛生教育を通して、新潟県内の事業場の方々の労働衛生の一
助となるように精進して参ります。




