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年　度 回 　賞　名　 受　賞　社　名 受　賞　事　業　所　名

2018 (第42回) 日化協安全最優秀賞 住友化学株式会社 大江工場(住化アッセンブリーテクノ株式会社含む)

2018 (第42回) 日化協安全優秀賞 昭和電工ＨＤ山形株式会社 本社工場

2018 (第42回) 日化協安全優秀(特別)賞 日本エラストマー株式会社 大分工場

2018 (第42回) 日化協安全優秀(特別)賞 住友化学株式会社 筑波地区研究所

2018 (第42回) 日化協安全優秀(特別)賞 新日鉄住金化学株式会社 総合研究所(木更津地区)

2017 (第4１回) 日化協安全最優秀賞 東レ株式会社 千葉工場

2017 (第4１回) 日化協安全優秀賞 昭和電工エレクトロニクス株式会社

2017 (第4１回) 日化協安全優秀賞 星光PMC株式会社 千葉工場

2017 (第4１回) 日化協安全（特別）優秀賞 住化コベストロウレタン株式会社 新居浜工場

2016 (第40回) 日化協安全最優秀賞 三菱化学株式会社 水島事業所

2016 (第40回) 日化協安全優秀賞 住友ベークライト株式会社 宇都宮工場

2016 (第40回) 日化協安全優秀賞 昭和アルミニウム缶株式会社 大牟田工場

2016 (第40回) 日化協安全優秀賞 株式会社新菱 真岡事業所

2016 (第40回) 日化協安全（特別）優秀賞 旭化成マイクロシステム株式会社 延岡事業所

2015 (第39回) 日化協安全最優秀賞 (株)クラレ　 鹿島事業所

2015 (第39回) 日化協安全優秀賞 昭和電工(株) 龍野事業所

2015 (第39回) 日化協安全優秀賞 昭和電工(株) 喜多方事業所

2015 (第39回) 日化協安全優秀賞 SABICジャパン合同会社 真岡事業所

2015 (第39回) 日化協安全（特別）優秀賞 宇部興産(株)　研究開発本部 宇部地区

2014 (第38回) 日化協安全最優秀賞 花王(株) 栃木事業場

2014 (第38回) 日化協安全優秀賞 昭和電工(株) 秩父事業所

2014 (第38回) 日化協安全優秀賞 昭和アルミニウム缶(株) 彦根工場

2014 (第38回) 日化協安全優秀賞 帝人デュポンフィルム(株) 岐阜事業所

2014 (第38回) 日化協安全（特別）優秀賞 日本化薬(株) 研究開発本部 医薬研究所

2013 (第37回) 日化協安全最優秀賞 旭化成ケミカルズ(株) 鈴鹿事業場

2013  (第37回) 日化協安全優秀賞 田岡化学工業(株) 淀川工場

2013 (第37回) 日化協安全優秀賞 昭和アルミニウム缶(株) 小山工場

2013  (第37回) 日化協安全優秀（特別）賞 昭和電工(株) 先端技術開発研究所

2013 (第37回) 日化協安全優秀（特別）賞 旭化成メタルズ(株) 友部工場

2012 (第36回) 日化協安全最優秀賞 JSR（株）　 四日市工場(三重県四日市市)

2012 (第36回) 日化協安全優秀賞 JNC（株） 水俣製造所（熊本県水俣市）

2012 (第36回) 日化協安全優秀賞 昭和電工（株） 横浜事業所（神奈川県横浜市）

2011 (第35回) 日化協安全最優秀賞 三井化学（株） 大牟田工場（福岡県大牟田市）

2011 (第35回) 日化協安全優秀賞 東亞合成（株） 坂出工場（香川県坂出市）

2011 (第35回) 日化協安全優秀（特別）賞 田中機工（株） 茨城県猿島郡境町

2011 (第35回) 日化協安全優秀（特別）賞 昭和タイタニウム（株） 富山県富山市

2010 (第34回) 日化協･JRCC安全最優秀賞 昭和電工（株）　 大分コンビナート（大分県大分市）

2010 (第34回) 日化協･JRCC安全優秀賞 JSR（株）　 千葉工場（千葉県市原市）

2010 (第34回) 日化協･JRCC安全優秀賞 エア・ウォーター（株） ケミカルカンパニー鹿島工場（茨城県鹿嶋市）

2010 (第34回) 日化協･JRCC安全優秀（特別）賞 電気化学工業（株）　 中央研究所（東京都町田市）

2009 (第33回) 日化協･JRCC安全賞 東レ株式会社 愛媛工場(愛媛県伊予郡）

2009 (第33回) 日化協･JRCC安全努力賞 和光純薬工業株式会社 三重県三重郡

2009 (第33回) 日化協･JRCC安全努力賞 昭和電工エレクトロニクス株式会社 千葉県市原市

2009 (第33回) 日化協･JRCC安全努力賞 昭和高分子株式会社 龍野工場兵庫県たつの市）

2009 (第33回) 日化協･JRCC安全努力賞 宇部興産株式会社 有機化学研究所（山口県宇部市）

2008 (第32回) 日化協･JRCC安全賞 東燃化学株式会社 川崎工場(神奈川県川崎市)

2008 (第32回) 日化協･JRCC安全努力賞 日本エラストマー株式会社 大分工場(大分県大分市)

2008 (第32回) 日化協･JRCC安全努力賞 東京液化酸素株式会社 磯子工場（神奈川県横浜市）

2008 (第32回) 日化協･JRCC安全努力賞 昭和電工株式会社　 塩尻事業所（長野県塩尻市）

2007 (第31回) 日化協･JRCC安全賞 三井化学株式会社 市原工場（千葉県市原市）

2007 (第31回) 日化協･JRCC安全努力賞 チッソ石油化学株式会社 五井製造所(千葉県市原市)

2007 (第31回) 日化協･JRCC安全努力賞 昭和電工株式会社　 研究開発センター（土気）（千葉市緑区）

2007 (第31回) 日化協･JRCC安全努力賞 旭化成メタルズ株式会社 友部工場（茨城県笠間市）

2007 (第31回) 日化協･JRCC安全努力賞 旭化成ケミカルズ株式会社 川崎製造所千葉工場（千葉県袖ヶ浦市）

2006 (第30回) 日化協･JRCC安全賞 帝人株式会社 三原事業所（広島県三原市）

2006 (第30回) 日化協･JRCC安全努力賞 チッソ株式会社 水俣本部（熊本県水俣市）

2006 (第30回) 日化協･JRCC安全努力賞 住友化学株式会社 筑波研究所(茨城県つくば市)

2006 (第30回) 日化協･JRCC安全努力賞 株式会社サン･ペトロケミカル 鹿島工場（茨城県神栖市）

2005 (第29回) 日化協･JRCC安全賞 東レ株式会社 岐阜工場（岐阜県安八郡）

2005 (第29回) 日化協･JRCC安全努力賞 ｹｲｱﾝﾄﾞﾃﾞｨｰﾌｧｲﾝｹﾐｶﾙ株式会社 （千葉県千葉市）

2005 (第29回) 日化協･JRCC安全努力賞 東燃化学株式会社 川崎工場(神奈川県川崎市)

2005 (第29回) 日化協･JRCC安全努力賞 日本化薬株式会社 鹿島工場（茨城県鹿島郡）

2005 (第29回) 日化協･JRCC安全努力賞 日本化薬株式会社 機能化学品開発研究所（東京都北区）
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2004 (第28回) 日化協･JRCC安全賞 デュポン株式会社 宇都宮事業所(栃木県宇都宮市)

2004 (第28回) 日化協･JRCC安全努力賞 三菱ガス化学株式会社 新潟研究所(新潟県新潟市）

2004 (第28回) 日化協･JRCC安全努力賞 東燃化学那須株式会社 (栃木県那須郡)

2004 (第28回) 日化協･JRCC安全努力賞 帝人ﾃﾞュポンﾌイルム株式会社 岐阜事業所(岐阜県安八郡)

2004 (第28回) 日化協･JRCC安全努力賞 昭和電工株式会社　 徳山事業所(山口県周南市)

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全賞 日本ペイント 愛知事業所(愛知県高浜市)

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全努力賞 東レ株式会社 千葉工場（千葉県市原市）

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全努力賞 大分ケミカル 大分工場(大分県大分市)

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全努力賞 住友化学工業 農業化学品研究所(兵庫県宝塚市)

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全努力賞 旭化成マイクロシステム 延岡事業所（宮崎県延岡市）

2003 (第27回) 日化協･JRCC安全努力賞 旭化成 日向化学品工場（宮崎県日向市）

2002 (第26回) 日化協･JRCC安全賞 Saudi Methanol Company サウジアラビア王国　ジュベール工業市

2002 (第26回) 日化協･JRCC安全努力賞 第一製薬 大阪工場（大阪府高槻市）

2002 (第26回) 日化協･JRCC安全努力賞 三菱化学 科学技術研究センター筑波（茨城県稲敷郡）

2002 (第26回) 日化協･JRCC安全努力賞 宇部興産 宇部研究所（山口県宇部市）

2002 (第26回) 日化協･JRCC安全努力賞 チッソ 水島工場(岡山県倉敷市)

2001 (第25回) 日化協･JRCC安全賞 旭硝子 千葉工場(千葉県市原市)

2001 (第25回) 日化協･JRCC安全努力賞 東レ 石川工場(石川県能美郡)

2001 (第25回) 日化協･JRCC安全努力賞 住友化学工業 三沢工場(青森県三沢市)

2001 (第25回) 日化協･JRCC安全努力賞 クラレ 倉敷事業所(岡山県倉敷市)

2000 (第24回) 日化協･JRCC安全賞 大日本インキ化学工業 美川工場(石川県石川郡)

2000 (第24回) 日化協･JRCC安全努力賞 東レ 岡崎工場(愛知県岡崎市)

2000 (第24回) 日化協･JRCC安全努力賞 第一製薬 東京研究開発センタｰ(東京都江戸川区)

2000 (第24回) 日化協･JRCC安全努力賞 旭化成工業 千葉工場(千葉県袖ケ浦市)

2000 (第24回) 日化協･JRCC安全努力賞 チッソ石油化学 五井製造所(千葉県市原市)

1999 (第23回) 日化協安全賞 JSR 千葉工場(千葉県市原市)

1999 (第23回) 日化協安全努力賞 日本オキシラン 千葉工場(千葉県袖ケ浦市)

1999 (第23回) 日化協安全努力賞 東レ 名古屋事業場(愛知県名古屋市)

1999 (第23回) 日化協安全努力賞 大日本インキ化学工業 関西樹脂製造所(堺)(大阪府高石市)

1999 (第23回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 建物製造所堺工場(茨城県猿島郡)

1998 (第22回) 日化協安全賞 旭化成工業 薬品工場(宮崎県延岡市)

1998 (第22回) 日化協安全努力賞 日本酸素 小山事業所(栃木県小山市)

1998 (第22回) 日化協安全努力賞 日本ペイント 愛知事業所(愛知県高浜市)

1998 (第22回) 日化協安全努力賞 昭和油化 四日市工場(三重県四日市市)

1997 (第21回) 日化協安全賞 大日本インキ化学工業 東京工場(東京都板橋区)

1997 (第21回) 日化協安全努力賞 積水化学工業 奈良工場(奈良県奈良市)

1997 (第21回) 日化協安全努力賞 昭和電工 秩父工場(埼玉県秩父市)

1997 (第21回) 日化協安全努力賞 住友化学工業 農業化学品研究所(兵庫県宝塚市)

1996 (第20回) 日化協安全賞 旭硝子 愛知工場(豊田)(愛知県豊田市)

1996 (第20回) 日化協安全努力賞 日本化薬 高崎工場(群馬県高崎市)

1996 (第20回) 日化協安全努力賞 東レ 岐阜工場(岐阜県安八郡)

1996 (第20回) 日化協安全努力賞 三菱化学研究開発本部 筑波研究所(茨城県稲敷郡)

1996 (第20回) 日化協表彰20周年 旭化成工業 筑紫野工場(福岡県筑紫野市)

1996 (第20回) 記念安全特別賞 日本農薬 佐賀工場(佐賀県三養基郡)

1996 (第20回) 記念安全特別賞 日本化薬 化学品研究所(東京都北区志茂)

1996 (第20回) 記念安全特別賞 大日本インキ化学工業 福岡工場(福岡県福岡市)

1995 (策１9回) 日化協安全賞 三菱化学 黒埼事業所(福岡県北九州市)

1995 (策１9回) 日化協安全努力賞 帝人アグロケミカル 三原製造所(広馬県三原市)

1995 (策１9回) 日化協安全努力賞 旭硝子 愛知工場(豊田)(愛知県豊田市)

1994 (第18回) 日化協安全賞 三井石油化学工業 千葉工場(千葉県市原市)

1994 (第18回) 日化協安全努力賞 三菱化成 黒埼工場(福岡県北九州市)

1994 (第18回) 日化協安全努力賞 三菱レイヨン 大竹事業所(広島県大竹市)

1994 (第18回) 日化協安全努力賞 関西ペイント 東京工場(東京都犬田区)

1994 (第18回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 建材製造所岩国工場(広島県岩国市)

1993 (第17回) 日化協安全賞 住友化学工業 三沢工場(青森県三沢市)

1993 (第17回) 日化協安全努力賞 東レ 石川工場(石川県能美郡)

1993 (第17回) 日化協安全努力賞 大日本インキ化学工業 美川工場(石川県石川郡)

1993 (第17回) 日化協安全努力賞 三井石油化学工業 千葉工場(千葉県市原市)

1993 (第17回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 ポリアミド工場(長浜事業所)(宮崎県延岡市)

1992 (第16回) 日化協安全賞 東レ 三島工場(静岡県三島市)

1992 (第16回) 日化協安全努力賞 富士写真フイルム 小田原工場(神奈川県小田原市)

1992 (第16回) 日化協安全努力賞 協和油化. 四日市工場(三重県四日市市)

1992 (第16回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 千葉工場(千葉県袖ケ浦市)
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1991 (第15回) 日化協安全賞 旭化成工業 レｰヨン工場(宮崎県延岡市)

1991 (第15回) 日化協安全努力賞 武田薬品工業 湘南工場(神奈川県藤沢市)

1991 (第15回) 日化協安全努力賞 日産化学工業 袖ケ浦工場(千葉県袖ケ浦市)

1991 (第15回) 日化協安全努力賞 協和発酵工業 富士工場(静岡県駿東郡)

1990 (第14回) 日化協安全賞 旭化成工業 水島製造所(岡山県倉敷市)

1990 (第14回) 日化協安全努力賞 日本ペイント 愛知事業所(愛知県高浜市)

1990 (第14回) 日化協安全努力賞 東レ 千葉工場(千葉県市原市)

1990 (第14回) 日化協安全努力賞 三井石油化学工業 岩国大竹工場（山口県玖珂郡)

1990 (第14回) 日化協安全努力賞 関西熟化学 加古川工場(兵庫県加古川市)

1989 (第13回) 日化協安全賞 新日鐵化学 大分製造所(大分県大分市)

1989 (第13回) 日化協安全努力賞 武田薬品工業 光工場(山口県光市)

1989 (第13回) 日化協安全努力賞 電気化学工業 千葉工場(千葉県市原市)

1989 (第13回) 日化協安全努力賞 住友化学工業 三沢工場(青森県三沢市)

1989 (第13回) 日化協安全努力賞 三井･デュポンポリケミカル 大竹工場(広島県大竹市)

1989 (第13回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 延岡支社薬品工場(宮崎県延岡市)

1988 (第12回) 安全特別賞 帝人 松山工場(愛媛県松山市)

1988 (第12回) 日化協安全賞 出光石油化学 徳山工場(山口県徳山市)

1988 (第12回) 日化協安全賞 住友化学工業 大分工場(大分県大分市)

1988 (第12回) 日化協安全努力賞 東京瓦斯 根岸工場(神奈川県横浜市)

1988 (第12回) 日化協安全努力賞 大阪石油化学 泉北工業所(大阪市高石市)

1988 (第12回) 日化協安全努力賞 旭化成工業 川崎製造所(神奈川県川崎市)

1987 (第11回) 日化協安全賞 住友化学工業 千葉工場(千葉県市原市)

1987 (第11回) 日化協安全努力賞 武田薬品工業 大阪工場(大阪府大阪市)

1987 (第11回) 日化協安全努力賞 日産自動車 川越事業所(埼玉県川越市)

1987 (第11回) 日化協安全努力賞 帝人 岐阜工場(岐阜県安八郡)

1987 (第11回) 日化協安全努力賞 三菱化成工業 水島工場(岡山県倉敷市)

1986 (第10回) 日化協安全賞 大阪ガス 泉北工場(大阪府堺市)

1986 (第10回) 日化協安全努力賞 日本ペイント 千葉工場(千葉県東金市)

1986 (第10回) 日化協安全努力賞 川崎製鉄化学事業部 千葉工場(千葉県千葉市)

1986 (第10回) 日化協安全努力賞 住友化学工業 大分工場(大分県大分市)

1986 (第10回) 日化協安全努力賞 三菱モンサント化成 四日市工場(三重県四日市市)

1986 (第10回) 日化協安全努力賞 ダイセル化学工業 播磨工場(兵庫県揖保郡)

1985 (第9回) 日化協安全賞 帝人 岩国工場(山口県岩国市)

1985 (第9回) 日化協安全努力賞 東レ 岡崎工場(愛知県岡山市)

1985 (第9回) 日化協安全努力賞 新日鐵化学 大分製造所(大分県大分市)

1985 (第9回) 日化協安全努力賞 小西六写真工業 日野工場(東京都日野市)

1985 (第9回) 日化協安全努力賞 山之内製薬 焼津工場(静岡県焼津市)

1984 (第8回) 日化協安全賞 出光石油化学 千葉工場(千葉県市原市)

1984 (第8回) 日化協安全努力賞 富士写真フイルム 富士宮工場(静岡県富士宮市)

1984 (第8回) 日化協安全努力賞 東洋曹達工業 四日市工場(三重県四日市市)

1984 (第8回) 日化協安全努力賞 帝人 岩国工場(山口県岩国市)

1984 (第8回) 日化協安全努力賞 花王石鹸 和歌山工場(和歌山県和歌山市)

1983 (第7回) 日化協安全賞 帝人 徳山工場グルｰプ(山口県徳山市)

1983 (第7回) 日化協安全努力賞 日本触媒化学工業 川崎製造所(神奈川県川崎市)

1983 (第7回) 日化協安全努力賞 日本合成ゴム 千葉工場(千葉県市原市)

1983 (第7回) 日化協安全努力賞 新日本製鉄化学工業 君津製造所(千葉県君津市)

1983 (第7回) 日化協安全努力賞 三共 三島工場(静岡県三島市)

1982 (第6回) 日化協安全賞 日本合成ゴム 四日市工場(三重県四日市市)

1982 (第6回) 日化協安全努力賞 帝人化成 松山工場(愛媛県松山市)

1982 (第6回) 日化協安全努力賞 帝人 徳山工場グルｰプ(山口県徳山市)

1982 (第6回) 日化協安全努力賞 三菱油化 四日市事業所(三重県四日市市)

1982 (第6回) 日化協安全努力賞 協和発酵工業 宇部工場(山口県宇部市)

1982 (第6回) 日化協安全努力賞 丸善石油 堺製油所(大阪府堺市)

1981 (第5回) 日化協安全賞 帝人 愛媛工場グルｰプ(愛媛県松山市)

1981 (第5回) 日化協安全努力賞 日本化薬 王子工場(東京都北区志茂)

1981 (第5回) 日化協安全努力賞 日本ユニカｰ 川崎工業所(神奈川県川崎市)

1981 (第5回) 日化協安全努力賞 日産化学工業 富山工場(富山県婦負郡)

1981 (第5回) 日化協安全努力賞 第一製薬 大阪工場(大阪麻高槻市)

1981 (第5回) 日化協安全努力賞 大日精化工業 東京工場(東京都足立区)

1980 (第4回) 日化協安全賞 帝人 三原工場(広島県三原市)

1980 (第4回) 日化協安全努力賞 宇部興産 字部ラクタム工場(山口県宇部市)

1980 (第4回) 日化協安全努力賞 日立化成工業 結城工場(茨城県下館市)

1980 (第4回) 日化協安全努力賞 東海カｰボン 田ノ浦工場(熊本県葦北郡)
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1980 (第4回) 日化協安全努力賞 帝人 愛媛工場グルｰプ(愛媛県松山市)

1980 (第4回) 日化協安全努力賞 松本油脂製薬 本社･本社工場(大阪府八尾市)

1979 (第3回) 日化協安全賞 日本合成ゴム 鹿島工場(茨城県鹿島郡)

1979 (第3回) 日化協安全努力賞 帝人 三原工場(広島県三原市)

1979 (第3回) 日化協安全努力賞 積水化学工業 京都工場(京都府京都市)

1979 (第3回) 日化協安全努力賞 昭和電工 川崎工場(神奈川県川崎市)

1979 (第3回) 日化協安全努力賞 三井ポリケミカル 大竹工場(広島県大竹市)

1979 (第3回) 日化協安全努力賞 ライオン油脂 東京工場(東京都江戸川区)

1978 (第2回) 日化協安全賞 三井石油化学工業 岩国大竹工場（山口県玖珂郡)

1978 (第2回) 日化協安全努力賞 日産化学工業 袖ケ浦工場(千葉県袖ケ浦市)

1978 (第2回) 日化協安全努力賞 東亜合成化学工業 名古屋工場(愛知県名古屋市)

1978 (第2回) 日化協安全努力賞 大阪ガス 泉北製造所(大阪府堺市)

1977 (第1回) 日化協安全賞 帝人 松山工場(愛知県松山市)

1977 (第1回) 日化協安全努力賞 日本農薬 東京工場(埼玉県戸田市)

1977 (第1回) 日化協安全努力賞 日本合成ゴム 鹿島工場(茨城県鹿島郡)

1977 (第1回) 日化協安全努力賞 東亜合成化学工業 徳島工場(徳島県徳島市)
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