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１ 卓越技能者 

職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

製鋼工 甲斐 圭一郎 

JFE スチール株式

会社 東日本製鉄

所（京浜地区） 

（川崎市川崎区） 

長らく製鋼業に従事し、転炉の操業、特

に吹錬技術について高い技能を持つ。転

炉内の残留溶鉱の低減、処理プロセスの

確立などに努め、生産性、安全性の向上

に寄与している。 

金属工作機

械工 
浦戸 昭広 

プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

金型製作における機械加工作業に長年従

事し、精密且つ高品質な金型機械加工に

より、その後の工程での手仕上げ作業の

工数低減に貢献した。また、訓練校の指

導員や技能検定委員等、後進の指導育成

にも尽力してきた。 

金属工作機

械工 
野口 順司 

三菱重工業株式会

社 相模原製作所 

（相模原市中央

区） 

特殊車両、フォークリフト、建設機械、

エンジンなどの歯車部品製造に長年従事

し、特に歯車部品機械加工と旋盤加工技

能に優れている。またこれらの技能を歯

車部品以外にも展開し、各種新製品の立

ち上げに寄与した。 

金属プレス

工 
淺海 由紀夫 

プレス工業株式会

社 川崎工場 

（川崎市川崎区） 

長年プレス作業に従事し、合理化改善や

不良ゼロなど安全に対する技能に卓越し

ているだけでなく、機械保守において点

検マニュアルを作り上げるなど早期故障

発見に貢献した。 

原動機組立

工 
高橋 徹 

キャタピラージャ

パン合同会社 相

模事業所 

(相模原市中央区) 

長年建設機械の製造に従事し、特にトラ

ンスミッション組立の技能に優れてい

る。初工程から完成、故障時の修理まで

一人で出来る事から、この分野における

社内の第一人者であった。また、技能検

定委員を勤めるなど、後進の指導育成に

も貢献している。 

一般機械器

具組立工 
佐野 広法 

いすゞ自動車株式

会社 藤沢工場 

（藤沢市） 

生産設備製作・試作部品加工業務に長年

従事し、エンジンやトランスミッション

の組立装置等自動車部品に関する生産設

備の組立、調整、現地据付や、試作部品

加工において特に高度な技能を有してい

る。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

一般機械器

具修理工 
猪瀬 透 

日立オートモティ

ブシステムズ株式

会社 エンジン＆

シャシー事業部

（厚木市） 

設備保全業務に長年従事し、設備故障の

削減や設備の停止時間削減に貢献し、生

産性の向上に大きく寄与した。また、後

進の積極的な指導に努め、人材育成に取

り組んでいる。 

計器組立工 兼山 正剛 

株式会社ミツトヨ 

川崎工場 

（川崎市高津区） 

製品・部品の検査業務に従事し、機械検

査の高い技能を有するだけでなく、測定

器の選定・使用方法・使用環境の改善を

行い、精密測定機器の発展に寄与した。

また、主任検定員を勤めるなど、技能者

育成にも貢献している。 

配管工 前田 浩 

株式会社東芝 電

力・社会システム

技術開発センター

（横浜市鶴見区） 

長年、発電機器の製造・開発に従事し、

特にプラント配管製缶組立及び溶接技能

に優れている。また、この高い技能によ

り水車模型性能開発において組立、溶

接、仕上げ作業を行い、高精度な模型試

験に貢献している。 

船舶ぎ装工 豊永 和史 

住友重機械マリン

エンジニアリング

株式会社 

（横須賀市） 

艤装職として長年従事し、エンジンや発

電機等主要機器系統での配管作業につい

て特に高い技能を有している。新たな施

工法の定着に常に貢献し、世界唯一の艤

装作業コンベア生産化を実現させた。 

婦人・子供

服仕立職 
吉田 光子 

吉田洋裁教室 

（横浜市戸塚区） 

婦人服裁縫に長年従事し、現在も洋裁教

室を経営し、高い技能をもって後進の育

成に励んでいる。また、職場体験事業の

受入や様々な講習会の講師を務めるな

ど、積極的に技能継承に努めている。 

和服仕立職 石井 重一 
石井和服裁縫所 

（横須賀市） 

和服全般の仕立に長年従事し、優れた技

能と専門知識を有している。特に着物類

やコート、袴の仕立に関して高い評価を

得ている。また、小学生に対する技能伝

承授業の実施など技能振興イベントに携

わり、業界の後継者育成に向けて取組ん

でいる。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

大工 岩松 一弘 
岩松工務店 

（横須賀市） 

現在もカンナ、ノミを駆使しての伝統技

法や手作りにこだわり、高い評価を得て

いる。また、ものづくり体験教室などの

技能振興事業に積極的に参加し、人材育

成に力を注いでいる。 

大工 岸川 光三 

岸川工務店 岸川

建築事務所 

（愛甲郡愛川町） 

日本の伝統工法である在来工法（木造軸

組工法）の建築に長けており、特に入母

屋造りや数奇屋造りで高い技能を有して

いる。また、後進の積極的な指導に努

め、業界の後継者育成に向けて取組んで

いる。 

とび工 吉田 幸一 
鳶 吉田 

（逗子市） 

業界で研鑽を積み、古来より伝わる工法

を現代の工事に活かす優れた技能を有

し、足場工事、基礎工事、コンクリート

工事、重量運搬工事等数多く施工してい

る。県の技能啓発事業にも大きく貢献し

ており、後進の指導育成に積極的に努め

ている。 

左官 舘花 猛 
株式会社舘花工業 

（横須賀市） 

一般の住宅建築に限らず、神社仏閣や蔵

の建築にも対応できる技能を有し、伝統

工法のみならず現代工法においても左官

職の模範となっている。また多くの技能

振興イベントに携わり、技能の継承と後

進の育成に努めている。 

建築板金工  和治 
田板金業 

（横浜市金沢区） 

特に手工具を使いこなす熟練の技を蓄積

しており、手加工の伝統的技能と近代的

技能を組み合わせて施工できる技能者と

して厚い信頼を得ている。若手職人に対

する伝統的技能指導にも尽力し、技能振

興事業に積極的に取り組んでいる。 

造園工 德光 泉 
植豊造園 

（鎌倉市） 

造園業に長年従事し、鎌倉の報国寺をは

じめとする寺院の庭園作り等を手掛けて

おり、特に同一箇所での管理が難しい竹

林の管理については、間伐方法や肥料の

配合に独自の高い技能を持っている。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

石工 小嶋 建博 

有限会社小島石材

店 

（横浜市神奈川

区） 

石工事全般に優れ、特に記念碑、玉垣、

石積等の設計、施工の技能に卓越してい

る。また、講習会や勉強会を積極的に開

催し、後進の指導育成に努めている。 

洋菓子製造

工 

佐々木 賢司

郎 

有限会社花みずき

洋菓子店 

（相模原市中央

区） 

洋菓子の製造一途に勤め、研鑽と経験に

基づく優秀な技能を有している。また、

所属協会の事業である作品展において審

査委員長を務め、若手パティシエの技術

向上に大きく貢献している。 

美容師 蓮見 正道 
美容室杏里 

（川崎市多摩区） 

美容師として自身も高い技能を有するの

みならず、指導育成にも長け、数々のコ

ンテストにおける後進の優秀な成績に寄

与している。技能向上に係る各種競技大

会の運営にも携わり、技能者育成に大き

く貢献している。 

表具師 小林 清 
松雲堂表具店 

（大和市） 

表具経師全般及び内装仕上げの技能習得

に努め、印籠幅広襖等を製作するほか、

寺院の襖、内装を数多く手掛けてきた。

所属組合においても、若手技能者の模範

として技能継承に努めている。 

畳工 神崎 征美 
有限会社神崎畳店 

（横浜市戸塚区） 

一般住宅はもとより、精密な高い技術が

必要とされる神社仏閣における畳製作な

ど、本来の手縫いを主とした熟練の作業

に定評がある。ものづくり体験教室をは

じめとする技能振興イベントにも積極的

に参加し、伝統文化の伝授に努めてい

る。 

内装仕上工 矢島 俊彦 

株式会社パリー工

芸 

（相模原市南区） 

壁装作業やカーペット、プラスチック作

業の技能を有し、現在も新たな工法を生

み出すなど向上心を持ち、その技能を磨

いている。所属組合の講習会では、豊富

な見地に基づき的確なアドバイスや意見

をすることで、質の高い技能者の育成を

目指している。 
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職   種 氏   名 所属事業所 技能・功績の概要 

広告美術工 阿部 徹雄 

有限会社アド・マ

ルコー 

（横浜市鶴見区） 

特に揮毫の卓越した技能を有し、手書き

による看板や広告の仕上げ作業の需要が

少なくなった現在も、顧客から氏の描く

字や絵が求められている。また技能検定

委員を長年勤め、技能振興事業にも積極

的に参加するなど、後進の指導育成に努

めている。 

フラワー装

飾師 
川上 悦子 

ユリフラワーデザ

インスクール川上

教室 

（横浜市磯子区） 

特にヨーロピアンスタイルのフラワー装

飾においては、花や葉の本来の姿や流れ

を重んじ、よりナチュラルな雰囲気に仕

上げることに優れた技能を有している。

また、技能検定委員を長年勤めるなど、

後進の指導育成にも努めている。 
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２ 優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 金属材料製造検査工 中川 俊 日産自動車株式会社 横浜工場 

2 金属工作機械工 加藤 浩 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

3 金属工作機械工 岸井 良太 
自動車部品工業株式会社 海老名工

場 

4 金属工作機械工 佐々木 貴志 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

5 金属工作機械工 中司 隆一 日産自動車株式会社 総合研究所 

6 金属工作機械工 松浦 雄二 三菱重工業株式会社 相模原製作所 

7 金属工作機械工 宮本 裕之 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

8 金属プレス工 多々納 優 プレス工業株式会社 川崎工場 

9 製かん工 平田 尚 三進工業株式会社 

10 電気溶接工 荒矢 富成 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

11 電気溶接工 川口 広 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

12 原動機組立工 塚本 恵治 
日産自動車株式会社 テクニカルセ

ンター 

13 原動機組立工 庭野 法之 富士電機株式会社 川崎工場 

14 金属加工機械組立工 小見山 理 
日立オートモティブシステムズ株式

会社 エンジン＆シャシー事業部 

15 一般機械器具組立工 阿部 重春 日産自動車株式会社 座間事業所 

16 一般機械器具組立工 大野 仁 富士・フォイトハイドロ株式会社 

17 一般機械器具組立工 三上 勝 
株式会社東芝 横浜事業所 生産技

術センター 

18 一般機械器具組立工 望月 慎一 日産自動車株式会社 横浜工場 

19 一般機械器具組立工 山本 弘一 株式会社ミツトヨ 川崎工場 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

20 一般機械器具修理工 菊地 明 
富士フイルムエンジニアリング株式

会社 

21 一般機械器具修理工 倉本 雅友 
JFE スチール株式会社東日本製鉄所

（京浜地区） 

22 一般機械器具修理工 武田 幸雄 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

23 一般機械器具修理工 中村 秀明 
キャタピラージャパン合同会社 相

模事業所 

24 一般機械器具修理工 山田 剛志 三菱重工業株式会社 相模原製作所 

25 計器組立工 山口 康二 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

26 光学機械器具組立工 横山 敏和 株式会社ニコン 相模原製作所 

27 レンズ研ま工 鎌田 直樹 
株式会社ニコン 相模原製作所 湘

南分室 

28 
電気通信機械器具修理

工 
片倉 謙二 

株式会社日立アドバンストシステム

ズ 

29 
電子応用機械器具組立

工 
金澤 寿夫 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

30 半導体製品製造工 大崎 高広 日本オクラロ株式会社 

31 電子機器部品製造工 奥田 邦博 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

32 電子機器部品製造工 小野塚 健一 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

33 電子機器部品製造工 松田 勇城 
株式会社日立情報通信マニュファク

チャリング 

34 自動車組立工 金澤 敏広 プレス工業株式会社 藤沢工場 

35 自動車組立工 櫻井 大二朗 日産自動車株式会社 総合研究所 

36 自動車組立工 佐々木 公 日産自動車株式会社 追浜工場 

37 自動車組立工 清水 二郎 
日立オートモティブシステムズ株式

会社 エンジン＆シャシー事業部 

38 自動車整備工 小川 圭介 株式会社進光モータース 

39 自動車整備工 日吉 晋助 神奈川トヨタ自動車株式会社 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

40 自動車板金工 小林 正輝 日産自動車株式会社 座間事業所 

41 航空機組立工 池田 純 三菱プレシジョン株式会社 

42 自動車検査工 松岡 徹 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

43 和服仕立職 齋藤 サヨコ 齋藤サヨコ和裁教室 

44 大工 石原 渉 石原工務店 

45 大工 伊藤 治重 有限会社伊藤工務店 

46 大工 上堂薗 和則 有限会社北島工務店 

47 とび工 小池 照義 鳶 弘 

48 とび工 御法川 利夫 御法川組 

49 とび工 望月 孝治 望月鳶工事業 

50 左官 井上 嘉昭 有限会社井上左官店 

51 左官 後藤 浩一 後藤左官店 

52 左官 佐藤 實 有限会社実留工業所 

53 建築塗装工 佐藤 薫 佐藤塗装 

54 建築板金工 監物 庄二 ケンモツ板金 

55 建築板金工 山本 均 有限会社山本鈑金工務店 

56 造園工 岩崎 達也 株式会社岩崎造園 

57 造園工 梅澤 保雄 有限会社庭匠・梅澤 

58 石工 天野 功 天野石材有限会社 

59 石工 岩澤 要一 有限会社岩澤石材店 

60 建具製造工 市川 誠一 市川建具株式会社 

61 美容師 赤岩 浩光 アンジェリークヘアー 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

62 日本料理人 野尻 信行 株式会社ホテル東横 

63 表具師 石川 達之 石川表具店 

64 表具師 佐々木 良行 有限会社佐々木経飾 

65 畳工 大矢 一則 栗原大矢製畳 

66 畳工 高橋 公一 高橋畳店 

67 内装仕上工 佐藤 達也 株式会社いんてりあ さとう 

68 広告美術工 阿部 賢太郎 有限会社アド・マルコー 

69 印判師 和田 清博 一級工房彫助 

70 フラワー装飾師 山口 千代子 
フローラル・アート・プロダクショ

ン AYAスタジオ（平塚教室） 
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３ 青年優秀技能者 

番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

1 金属加工工 澤野 裕史 三菱プレシジョン株式会社 

2 金属工作機械工 岩山 昇悟 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

3 金属工作機械工 木下 光四朗 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

4 金属工作機械工 小堀 裕貴 株式会社東芝 研究開発センター 

5 金属工作機械工 深津 恵 
株式会社東芝 横浜事業所 生産技

術センター 

6 金属工作機械工 福田 涼 プレス工業株式会社 川崎工場 

7 金属研ま工 大浪 恭幸 富士電機株式会社 川崎工場 

8 金属研ま工 髙島 将太朗 川崎クローム工業株式会社 

9 金属製品製造工 谷本 憲将 プレス工業株式会社 藤沢工場 

10 電気溶接工 平 広大 
住友重機械マリンエンジニアリング

株式会社 

11 電気溶接工 附田 文浩 三進工業株式会社 

12 電気溶接工 大久保 良行 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

13 電気溶接工 笹森 孝太 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

14 原動機組立工 藤本 郁矢 三菱重工業株式会社 相模原製作所 

15 金属加工機械組立工 近藤 一哉 
日立オートモティブシステムズ株式

会社 エンジン＆シャシー事業部 

16 一般機械器具組立工 尾曲 隆一 日産自動車株式会社 座間事業所 

17 一般機械器具組立工 工藤 和也 
キャタピラージャパン合同会社 相

模事業所 

18 一般機械器具組立工 塩屋 貴士 富士・フォイトハイドロ株式会社 

19 一般機械器具組立工 山本 完 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

20 一般機械器具組立工 吉田 知広 
キャタピラージャパン合同会社 相

模事業所 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

21 一般機械器具修理工 井口 和清 
キャタピラージャパン合同会社 相

模事業所 

22 一般機械器具修理工 稲守 大樹 日産自動車株式会社 横浜工場 

23 一般機械器具修理工 川原 大海 
JFE スチール株式会社東日本製鉄所

（京浜地区） 

24 一般機械器具修理工 桒田 夕香里 日産自動車株式会社 横浜工場 

25 一般機械器具修理工 武隈 裕也 
日立オートモティブシステムズ株式

会社 エンジン＆シャシー事業部 

26 一般機械器具修理工 寺坂 仁芳 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

27 計器組立工 増田 耕育 株式会社ミツトヨ 川崎工場 

28 発電機組立工 小倉 健司 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

29 制御装置組立工 小泉 将希 東洋電機製造株式会社 横浜製作所 

30 
電子応用機械器具組立

工 
堀江 圭介 菱電湘南エレクトロニクス株式会社 

31 電子機器部品製造工 青木 学 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

32 電子機器部品製造工 正田 幸春 日本マルコ株式会社 

33 自動車組立工 朝久 雄太 日産自動車株式会社 総合研究所 

34 自動車組立工 菊池 雄 プレス工業株式会社 藤沢工場 

35 自動車組立工 坂本 元貴 
日産自動車株式会社 先進技術開発

センター 

36 自動車組立工 田中 基臣 日産自動車株式会社 追浜工場 

37 自動車板金工 池田 信也 日産自動車株式会社 座間事業所 

38 自動車板金工 草野 健 いすゞ自動車株式会社 藤沢工場 

39 自動車板金工 三浦 善道 日産自動車株式会社 総合研究所 

40 自動車板金工 御原 義久 日産自動車株式会社 追浜工場 
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番号 職 種 氏 名 所属事業所名 

41 船舶ぎ装工 金野 秀也 
住友重機械マリンエンジニアリング

株式会社 

42 輸送用機械器具検査工 林 純平 三菱重工業株式会社 相模原製作所 

43 ガラス製品加工工 大津 龍一 株式会社ニコン 相模原製作所 

44 クレーン運転工 上薗 直人 
東芝エネルギーシステムズ株式会社 

京浜事業所 

45 屋根ふき工 上原 和樹 やね たなべ 

46 左官 谷野 亮太 有限会社竹田工業 

47 左官 福田 将大 DESIGN SELECT 

48 建築塗装工 小俣 純 小俣塗装 

49 建築塗装工 勝目 真央 株式会社アヤノ塗装 

50 建築塗装工 米倉 巧馬 有限会社市村塗装 

51 建築板金工 岩﨑 信 有限会社銅繁 

52 造園工 片本 弘太郎 川田造園 

53 石工 浅見 俊彦 有限会社浅見石材店 

54 石工 佐々木 貴章 株式会社佐々木石材店 

55 理容師 飯田 恭輔 株式会社玄 

56 理容師 大森 匠 株式会社玄 

57 理容師 小林 駿平 ホンダプレミアヘアー 

58 美容師 赤﨑 真也 有限会社 KENJE FACE。大船 

59 日本料理人 岩澤 峻平 株式会社飯山温泉元湯旅館 

60 畳工 下田 翔也 有限会社下田畳店 

61 広告美術工 森本 晃吏 株式会社アクト 
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４ 認定職業訓練実施優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 株式会社エイエフシー 

 

 

５ 技能検定推進優良事業所・団体 

番号 事業所・団体名 

1 日産自動車株式会社テクニカルセンター 

2 株式会社山川機械製作所 

3 神奈川県樹脂接着剤注入施工技能検定推進協議会 

 

 

６ 第 29回技能グランプリ特別優秀技能者 

成績 職 種 氏 名 所属事業所名 

金賞 
レストランサービ

ス 
山本 文太 

ハイアットリージェンシー箱根 

リゾート＆スパ 

金賞 日本料理 榎本 義明 ザ・ニューオークラ 

銀賞 旋盤 矢崎 慎悟 三菱電機株式会社 鎌倉製作所 

銅賞 フラワー装飾 大塚 広 花つくい IWASAWA 

敢闘賞 畳製作 砂川 貴幸 砂川畳店 

敢闘賞 壁装 佐藤 達也 株式会社いんてりあ さとう 

敢闘賞 旋盤 上浦 伸也 株式会社リコー 厚木事業所 

敢闘賞 
粘着シート仕上げ 

広告美術 
土井 真由美 株式会社タイホー 

 

 

 


