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令和３年度 神奈川県卓越技能者の紹介 

職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

金属工作機

械工 
玄場 健次 

日立 Astemo株式

会社 

（厚木市） 

金型製作に携わり、ダイカスト金型加

工業務に長年従事した経験により、加

工精度や熱処理後の仕上げ精度を熟知

し、高精度に金型加工する技能を有す

る。 

金属工作機

械工 
田代 宜之 

日産自動車株式会

社 総合研究所 

（横須賀市） 

エンジンやパワートレイン部品などの

高精度な加工技術を要する試作業務に

おいて、サブミクロンレベルの調整を

しながら高精度な機械加工を行う高度

な技能を有し、可変動弁機構の開発加

速や VCターボエンジンの世界初市販化

等に貢献し業界の発展に寄与してい

る。 

製かん工 阿部 次男 
三進工業株式会社 

（川崎市川崎区） 

各種圧力容器等の溶接及び製缶工作に

従事し、自動溶接装置や半自動溶接装

置の組合せによる溶接施工法の確立で

は、豊富な経験則を生かした溶接施工

法取得に大きく貢献し生産性の向上に

寄与している。 

電気溶接工 石井 正 

三菱電機株式会社 

鎌倉製作所 

（鎌倉市） 

非常に難度の高い製品に対して、より

作りやすい生産設計の提案や作業改善

を加えるとともに、TIG溶接、浸漬ロー

付け、トーチロー付け、スポット溶接に

おける高技能者として多くの製品を手

掛けた。 

電気溶接工 川嶋 克彦 

株式会社 IHI 原

子力 SBU 横浜工

場 

（横浜市磯子区） 

溶接に関する幅広い知識、技能、経験を

有し、特に被覆アーク溶接や TIG 溶接

に優れた技能を有する。全国の火力発

電所及び原子力発電所の新設工事等に

も携わり、また、後進の指導にも大きく

貢献している。 

電動機応用

製品組立工 
新宮領 俊彦 

富士電機株式会社 

川崎工場 

（川崎市川崎区） 

トンネル用の電気集塵機組立及び現地

据付に優れた技能を有するとともに、

技術指導者として後進技能者の育成に

も尽力している。電気集塵機の組立ミ

スを防止するための装置を開発するな

ど生産性の向上にも貢献している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

半導体製品

製造工 
鈴木 敬生 

日本ルメンタム株

式会社 

（相模原市中央

区） 

光通信用トランシーバ及び光半導体デ

バイス製造に携わる。微細、且つ高精度

な組み立て技能を有し、各光トランシ

ーバモジュールのセル方式生産ライン

を構築し、安定した製造ラインを確立

した。 

電気配線工

事作業者 
関口 和成 

株式会社関口電気

工事 

（藤沢市） 

一般家庭の電化製品修理や部品交換か

ら店舗設備のきめ細やかな施工などの

技術提供を行うとともに、藤沢市技能

職団体連絡協議会副会長を務め、業界

内の後進技能者の育成に尽力してい

る。 

婦人・子供

服注文仕立

職 

上原 トシコ 
上原洋裁教室 

（川崎市川崎区） 

洋裁教室を主宰する傍ら、神奈川県洋

裁組合連合会技能士部長や技能検定委

員として後進の指導にも尽力するとと

もに、業界の発展に貢献している。 

婦人・子供

服注文仕立

職 

川西 正子 

日本ファッション

クリエーター協会 

川西創 ing 

（相模原市緑区） 

洋裁・婦人子供服製造におけるパター

ン縫製に長年従事し、技能グランプリ

に複数回入賞するほか、自宅アトリエ

で 40年以上洋裁教室を主宰するなど自

らの技能を後進に伝授している。 

和服仕立職 及川 伊東志 

きもの仕立ておい

川 

（横浜市旭区） 

ほとんどの着物を仕立て上げる技能を

持ち、綿入れ物やコート変わり襟変形

物、打掛や裁着（たっつけ）袴など和裁

士が通常仕立てないものまでこなせる

技能をもつ。神奈川県和服裁縫協同組

合の理事長として後進の育成にも尽力

している。 

建築大工 金﨑 富男 
有限会社金富建設 

（横須賀市） 

多くの木造注文住宅を手掛け、伝統的

和風木造建築を得意とする。なかでも

茶室造りにおける「落天井」、「駆込天

井」の技術は高い評価を得ている。横須

賀三浦建設協会理事長、横須賀大工組

合相談役の要職に就き、業界の発展に

貢献している。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

建築とび工 大木 孝一 
有限会社鳶大木 

（小田原市） 

寺の改修工事などを数多く施工し、勾

配の強い場所など古来より伝わる工法

を現在の工事に活かせるように駆使

し、信頼を得ている。技能検定委員や神

奈川県ものづくりマイスターとして後

進の育成にも尽力している。 

左官 大塚 幸男 
左工大塚 

（横須賀市） 

RC 造の外壁や伝統工法である漆喰仕上

を得意とし、一般住宅のほか、消防署な

どの公共工事にも携わる。日本左官業

組合連合会理事や、神奈川県左官業組

合連合会副会長などを歴任し、業界の

発展にも尽力している。 

建築板金工 監物 庄二 
ケンモツ板金 

（相模原市南区） 

神社、仏閣、お稲荷等の銅板葺き屋根施

工において、伝統的な技能を十分発揮

するほか、鍛金技法により、壺や鬼面等

の飾り物を手工具で製作する熟練技能

を有する。神奈川県板金工業組合理事

として、子供たちへの啓発活動を行う

など業界の発展にも尽力している。 

造園工 永井 清孝 

有限会社シーラン

ド造園 

（藤沢市） 

日本古来の伝統的な築庭や景石・石積

に優れた技能を有するとともに、国指

定史跡の改修なども手掛ける。次代を

担う若手技能者の人材育成にも尽力し

ている。 

積層成形工 小林 好之 
東雄技研株式会社 

（南足柄市） 

繊維強化プラスチック（FRP）成形に長

年従事し、特に手積み積層（HLU）成形

技能を極め、HLU成形法による FRPバス

タブ及びバスタブ用 FRP 製マスター型

はその技能が基礎となっており、現在

幅広く標準化されている。 

石工 大木 幹夫 

有限会社大木石材

店 

（川崎市多摩区） 

石工事、石牌、鳥居の施工の美しさ、緻

密さにおいて優れた技能を有する。ま

た、神奈川県石材業連合会副会長とし

て業界の地位向上に尽力するととも

に、技能検定委員や職業訓練指導員と

して後進の育成にもあたっている。 
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職  種 氏  名 所属事業所 技能・功績の概要 

美容師 岡田 祐子 

Hair & Make 

Passo 

（横浜市中区） 

美容室で第一線に立つ傍ら、全日本美容技

術選手権大会や世界美容技術選手権大会

で入賞し活躍するとともに、神奈川県美容

講師会副会長として美容業発展と指導者

の育成に尽力している。 

日本料理調

理人 
門馬 敏 

彫刻の森クラブ 

（足柄下郡箱根

町） 

日本料理の基本理念形式・作法を理解し伝

統を守りながらその時代にあった新しい

料理を考案している。神奈川県日本調理技

能士会副会長、全国日本調理技能士会連合

会師範としても活動し調理師の資質の向

上に貢献している。 

ソムリエ 君嶋 哲至 

株式会社横浜君嶋

屋 

（横浜市南区） 

長年の経験に基づくソムリエとしての技

能は国内外から高く評価されるとともに、

一般社団法人日本ソムリエ協会副会長と

して、飲料の普及啓蒙活動に寄与してい

る。 

表具師 高野 英樹 

株式会社高野太閤

堂 

（藤沢市） 

長年培われてきた表具内装全般に至る技

術は業界内外でも高く評価されており、神

奈川県表具経師内装協同組合副理事長と

して業界の発展に寄与している。 

塗装工 木村 英樹 

プレス工業株式会

社 藤沢工場 

（藤沢市） 

特装車の生産に従事しながら塗装の技能

を習得し、パネル塗装の仕上げ、修正に高

い技能を有する。特装車の塗装工程におい

て、マスキング方法の改善や乾燥条件の改

善等に粘り強く取り組み、塗装品質の安定

及びサイクルタイムの短縮に大きく貢献

した。 

畳工 砂川 貴幸 

砂川畳店 

（相模原市中央

区） 

一般住宅における畳のほか、神社等で使用

される御神座用の畳や、寺院等で使用され

る拝敷等の特殊な畳も手掛ける。組合主催

の講習会で若手育成の講義を行うなど後

進の育成にも尽力している。 

室内装飾工 佐藤 達也 

株式会社いんてり

あ さとう 

（茅ヶ崎市） 

壁装施工の優れた技能を有し、38 年にわ

たり現場作業に従事するとともに、職業訓

練校等で講師を務め、神奈川県内装仕上技

能士会副会長として業界の発展に寄与し

ている。 
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広告美術工 土井 真由美 

株式会社タイホー 

（相模原市中央

区） 

パソコンを活用した看板デザイン制作を

得意とし、現場での施工や看板制作に携わ

るとともに、各種コンクールや技能グラン

プリなどに積極的に参加し、優秀な成績を

おさめている。ものづくりマイスターとし

て子供たちに、ものづくりの楽しさを伝え

ている。 

印章彫刻工 國峯 伸之 
有限会社国峰印房 

（横浜市南区） 

彫刻の重要なカギとなる印刀の砥ぎ方や

道具の微調整方法について、研究・実践を

重ね確立させるなど優れた技能を有する。

神奈川県印章組合連合会副会長や神奈川

県技能士会連合会専務理事を務め技能の

振興に貢献してきた。 

フラワー装

飾師 
若松 静子 

ユリフラワーデザ

インスクール横浜

教室 

（横浜市中区） 

様々なシチュエーションに応じた花の選

定能力に優れ、ユリフラワーデザインスク

ール横浜教室の主宰として活動している。

また、技能検定委員やフラワー装飾技能検

定神奈川県協議会会長として後進の育成

や業界の発展に尽力してきた。 

 

 


