管理区域立ち入りの際の一般安全許可（2017/06/14/現在）
管

理

区

域

許 可 の で き る 職 員

陽子加速器施設全域

安達
高木

利一、荒木田是夫、池上
昭、高野
進、高山

PS北実験棟のみ

赤井
金澤

和憲、小磯 晴代、増澤 美佳、大澤 康伸、三増 俊広、小野 正明、久松 広美、白井
満、
健一、末次 祐介、加藤 茂樹、柴田
恭、石橋 拓弥、大木 俊征、中村
衆、森田 裕一

EP1室、EP1下流部

上利
田中

恵三、家入 正治、イム ケ ヨブ、加藤 洋二、里
嘉典、澤田 真也、白壁 義久、高橋
仁、
万博、田中 伸晃、豊田 晃久、広瀬恵理奈、皆川 道文、武藤亮太郎、山野井 豊、渡辺 丈晃

清、池田 光男、門倉 英一、久保田 親、佐藤康太郎、佐藤
健、中村 英滋、田中 万博（EP1・EP2取出口のみ許可）

吉博、

第１区域

EP2室
北カウンターホールフロア

ERL開発棟フロア
(旧東カウンターホールフロ
ア)

第２区域

開発共用棟

電子陽電子入射器棟

第4区域

青木 和也、青木（真鍋）香苗、
上利 恵三、荒岡
修、家入 正治、石元
茂、イム ケ ヨブ、
岩崎 るり、小澤恭一郎、垣口
豊、笠見 勝祐、加藤 洋二、近藤 良也、里
嘉典、澤田 真也、
白壁 義久、鈴木 祥仁、高橋
仁、田中 万博、田中 伸晃、田中 真伸、豊田 晃久、中村
衆、
広瀬恵理奈、古川 圭三、皆川 道文、武藤亮太郎、山野井 豊、渡辺 丈晃
（素核研）
青木 和也、青木（真鍋）香苗、
上利 恵三、荒岡
修、家入 正治、石元
茂、イム ケ ヨブ、
岩崎 るり、小澤恭一郎、垣口
豊、笠見 勝祐、加藤 洋二、近藤 良也、里
嘉典、澤田 真也、
白壁 義久、鈴木 祥仁、高橋
仁、田中 万博、田中 伸晃、田中 真伸、豊田 晃久、中村
衆、
林
浩平、広瀬恵理奈、古川 圭三、皆川 道文、武藤亮太郎、山野井 豊、渡辺 丈晃、
（加速器・その他 あ行）
浅岡 聖二、赤井 和憲、赤木 智也、明本 光生、荒川
大、足立 伸一、阿達 正浩、石橋 拓弥、
上田
明、内山 隆司、梅森 健成、榎本 収志、大木 俊征、尾崎 俊幸、大澤 康伸、大森 千広、
小野 正明、帯名
崇、
（加速器・その他 か，さ行）
加古 永治、片桐 広明、加藤 龍好、神谷 幸秀、加藤 茂樹、金澤 健一、河田
洋、金
秀光、
久米 達哉、小磯 晴代、小島 裕二、小林 幸則、阪井 寛志、坂中 章悟、下ヶ橋秀典、佐藤康太郎、
佐藤 政行、設楽 哲夫、柴田
恭、島田 美帆、白井
満、末次 祐介、
（加速器・その他 た，な，は行）
高井 良太、高橋
毅、高木 宏之、竹中たてる、多田野幹人、谷本 育律、飛山 真理、仲井 浩孝、
中尾 克巳、中島 啓光、長橋 進也、中西 功太、中村 典雄、夏井 拓也、濁川 和幸、野上 隆史、
野澤 俊介、芳賀 開一、原
和文、原田健太郎、久松 広美、福田 茂樹、古屋 貴章、細山 謙二、
本田 洋介、本田
融、本間 輝也、本間 博幸、
（加速器・その他 ま，や，ら，わ行）
松下 英樹、松本 利広、増澤 美佳、三増 俊広、三浦 孝子、道園真一郎、宮内 洋司、宮島
司、
矢野 喜治、山本 将博、山本 尚人、山本 康史、吉田 光宏
（あ行）
赤井 和憲、秋山 篤美、浅岡
石橋 拓弥、宇野 彰二、大木
大西 幸喜、小田切淳一、尾崎
（か，さ行）
柿原 和久、影山 達也、加藤
菊池 光男、小林 鉄也、小林
柴田
恭、嶋本 真幸、白井
堺井 義秀、
（た，な，は行）
鷹崎 誠治、高野
進、竹内
飛山 真理、仲井 浩孝、中西
野上 隆史、芳賀 開一、幅
古屋 貴章、細山 謙二、本間
（ま，や，ら，わ行）
増澤 美佳、丸塚 勝美、光延
山岡
広、山本 康史、吉田

聖二、飯田 直子、阿部 哲郎、有永 三洋、池田
俊征、江川 一美、榎本 嘉範、海老原清一、大内
俊幸、小島 裕二、小野 正明、

仁美、石井
仁、
徳人、大澤 康伸、

茂樹、金澤 健一、可部 農志、紙谷 琢哉、川本
崇、菊谷 英司、
幸則、小磯 晴代、坂井
浩、坂本
裕、佐藤 政行、J. Flanagan、
満、白川 明宏、末武 聖明、末次 祐介、杉本
寛、坂中 章悟、

保直、多田野幹人、多和田正文、土屋 清澄、手島 昌巳、峠
暢一、
功太、中村
勇、中村
衆、中村 達郎、長橋 進也、西脇みちる、
淳二、原
和文、久松 広美、福間
均、船越 義裕、古川 和朗、
輝也、
信二、三増 俊広、森
隆志、森
健児、森田
正人、吉本 伸一、渡邉
謙- 肥後 壽泰

昭夫、森田 欣之、

(あ、か、さ行)
明本 光生、荒川
大、荒木田是夫、飯田 直子、池田 仁美、池田 光男、上田
明、内山
榎本 収志、榎本 嘉範、大越 隆夫、大沢
哲、小川雄二郎、小野 正明、柿原 和久、片桐
門倉 英一、紙谷 琢哉、川村 真人、菊地 光男、小林 幸則、坂本
裕、佐藤 政則、設楽
白川 明広、周
翔宇、諏訪田 剛、清宮 裕史、
（た，な，は，ま，や，ら，わ行）
高木 宏之、鷹崎 誠治、竹中たてる、多田野幹人、田中 窓香、多和田正文、田原 俊央、峠
中尾 克巳、中島 啓光、長橋 進也、夏井 拓也、濁川 和幸、野上 隆史、原田健太郎、肥後
兵頭 俊夫、福田 茂樹、古川 和朗、本間 博幸、松下 英樹、松本 修二、松本 利広、三浦
三川 勝彦、道園真一郎、三増 俊広、宮原 房史、望月 出海、矢野 喜治、山本 将博、横山
吉田 光宏
作業責任者が上記以外の場合
古川

和朗、小川

雄二郎、紙谷琢哉、峠 暢一、中尾 克巳、本間 博幸

隆司、
広明、
哲夫、

暢一、
寿泰、
孝子、
和枝、

PF光源棟
ストレージリング・トンネル室
光源棟地下機械室

光源棟放射光アイソトープ実
験施設
KEKB・BT地区
（富士・日光・筑波・大穂実験
棟及び周辺監視区域のクレ
ーン点検作業には「一般安全
許可」が必要です。）

（あ，か，さ行）
浅岡 聖二、阿達 正浩、上田
明、梅森
神谷 幸秀、金
秀光、小林 幸則、坂中
阪井 寛志、島田 美帆、塩屋 達郎、
（た，な，は，ま，や，ら，わ行）
多田野幹人、高橋
毅、高木 宏之、高井
中村 典雄、濁川 和幸、野上 隆史、芳賀
宮島
司、山本 将博、山本 尚人
足立

伸一、雨宮

健太、宇佐美徳子、小菅

健成、内山 隆司、尾崎 俊幸、帯名
崇、加藤 龍好、
章悟、下ヶ橋秀典、佐藤 佳裕、佐藤康太郎、佐々木洋征、

良太、田原 俊央、谷本 育律、土屋 公央、長橋 進也、
開一、原田健太郎、本田 洋介、本田
融、宮内 洋司、

隆

作業責任者が下記職員の場合
（あ行）
赤井 和憲、秋山 篤美、安達
石井
仁、石橋 拓弥、宇野
王
旭東、大西 幸喜、尾崎
（か行）
影山 達也、加藤 茂樹、梶
菊池 光男、小磯 晴代、小島
（さ，た，な行）
堺井 義秀、坂井
浩、坂本
杉本
寛、宗
占国、高木
仲井 浩孝、長橋 進也、中西
（は，ま，や，ら，わ行）
幅
淳二、林
浩平、原
古屋 貴章、細山 謙二、本間
森
隆志、森田 昭夫、森田

利一、阿部 哲郎、有永 三洋、有本
靖、飯田 直子、池田 仁美、
彰二、江川 一美、海老原清一、大内 徳人、大木 俊征、大澤 康伸、
俊幸、小田切淳一、小野 正明、
裕志、金澤 健一、可部 農志、川井 正徳、川本
崇、菊谷 英司、
裕二、小玉 恒太、小林 鉄也、小林 幸則、近藤 良也、
裕、佐藤 政行、柴田
宏之、鷹崎 誠治、竹内
功太、中村
勇、中村

恭、白井
満、末武 聖明、末次 祐介、
保直、多和田正文、照井 真司、飛山 真理、
衆、中村 達郎、西脇みちる、

和文、久松 広美、福間
均、船越 義裕、J. Flanagan、古川 和朗、
輝也、増澤 美佳、丸塚 勝美、三増 俊広、宮内 洋司、森
健児、
欣之、山岡
広、吉田 正人、吉本 伸一、渡邉
謙

作業責任者が上記以外の場合
赤井
三増
PF－AR加速器関連施設（ト
ンネル、電源室等、南実験
準備棟地下２階）
第５区域

（管理区域のクレーン点検作
業には「一般安全許可」が必
要です。）

和憲、上原 貞治、宇野 彰二、小野 正明、小磯
俊弘、当番のシフトリーダー

晴代、堺井 義秀、幅

（あ，か行）
赤井 和憲、浅岡 聖二、阿達 正浩、飯田 直子、上田
明、内山
尾崎 俊幸、小田切淳一、小野 正明、帯名
崇、影山 達也、梶
金澤 健一、可部 農志、神谷 幸秀、菊池 光男、金
秀光、小磯
小林 鉄也、
（さ，た，な行）
阪井 寛志、坂中 章悟、坂本
裕、下ヶ橋秀典、佐々木洋征、佐藤
塩屋 達郎、島田 美帆、末次 裕介、高井 良太、鷹崎 誠治、高橋
多田野幹人、田原 俊央、谷本 育律、土屋 公央、手島 昌己、飛山
中西 功太、中村 典雄、中村 達郎、濁川 和幸、二宮 重史、野上
（な，は，ま，や，ら，わ行）
芳賀 開一、原
和文、原田健太郎、福間
均、船越 義裕、古川
本田
融、本間 輝也、吉田 正人、本田 洋介、丸塚 勝美、増澤
三増 俊広、森田 欣之、山本 将博、山本 尚人、吉本 伸一、渡邉

淳二、中村 勇、

隆司、梅森 健成、江川 一美、
裕志、加藤 茂樹、加藤 龍好、
晴代、小島 裕二、小林 幸則、

政行、佐藤 佳裕、佐藤康太郎、
毅、高木 宏之、高野
進、
真理、仲井 浩孝、長橋 進也、
隆史、
和朗、古屋 貴章、細山 謙二、
美佳、宮島
司、宮内 洋司、
謙

当番のシフトリーダー
PF-AR東第二実験棟

第6区域

梅森

健成、加古

永治、許斐 太郎、宍戸

寿郎、仲井

浩孝、原

和文

ダンピングリング

(ア行) 赤井和憲、明本光生、阿部哲郎、有永三洋、飯田直子、池田仁美、石橋拓弥、江川一美、榎本嘉範、
小川雄二郎、小野正明（カ行）柿原和久、影山達也、可部農志、紙谷琢哉、 川村真人、菊池光男、小磯晴
代、小玉恒太、小林鉄也（サ行）坂井浩、坂本裕、佐藤政行、佐藤政則、柴田恭、白川明広、白井満、末
次祐介、 諏訪田剛（タ行）鷹崎誠治、竹内保直、 田中窓香、多和田正文、照井真司、 峠 暢一、飛山真
理（ナ行）長橋進也、中島啓光、中西功太、西脇みちる（ハ行）原田健太郎、肥後寿泰、John Flanagan、
古川和朗、本間博幸 (マ行)松下英樹、松本修二、松本利広、丸塚勝美、三浦孝子、三川勝彦、三増俊広、
宮原房史、森隆志（ヤ行）矢野喜治、 横山和枝、吉田正人、吉野一男、吉本伸一（ワ行）渡邉謙

ATFトンネル室

荒木
照沼

STFトンネル室

（あ，か，さ，た行）
明本 光生、荒木
栄、梅森 健成、榎本
小島 裕二、近藤 良也、阪井 寛志、佐伯
竹中たてる、土屋 清澄、照沼 信浩、峠
（な，は，ま，や，ら，わ行）
仲井 浩孝、中尾 克巳、中島 啓光、中西
福田 茂樹、福田 将史、古屋 貴章、本田
松下 英樹、三浦 孝子、道園真一郎、矢野
渡邉
謙

栄、浦川 順治、大森 恒彦、奥木 敏行、久保
信浩、峠
暢一、内藤
孝、早野 仁司、本田

浄、栗原 良将、黒田
洋介

茂、田内 利明、

収志、加古 永治、加藤 茂樹、可部 農志、片桐 広明、
学行、江木 昌史、沢辺 元明、宍戸 壽郎、清水 洋孝、
暢一、
功太、西脇みちる、原
洋介、本間 博幸、本間
喜治、山口 誠哉、山本

和文、早野 仁司、久松 広美、
輝也、松本 利広、松本 修二、
明、山本 康史、山中
将、

