
＜職種順＞ 令和４年度兵庫県技能顕功賞受賞者名簿 資料１

受賞者番号 職種 氏名 ふりがな 年齢 住所地 勤務先 推薦地区

101 製銑工 太田　真一 おおた　しんいち 50 加古川市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

102 製鋼工 堤　明 つつみ　あきら 50 姫路市 株式会社神戸製鋼所　高砂製作所 東播磨

103 製鋼工 堀口　大輔 ほりぐち　だいすけ 38 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

104 鋳鉄連続鋳造工 宮本　哲 みやもと　てつ 51 加古川市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

105 鋳物工 内﨑　博之 うちさき　ひろゆき 55 姫路市 山陽特殊製鋼株式会社 中播磨

106 鋳物仕上工 松木　重雄 まつき　しげお 62 丹波篠山市 菱三工業株式会社 神　戸

107 鋳物仕上工 出木　孝典 でき　たかのり 49 尼崎市 株式会社クボタ　阪神工場 阪神南

108 手かじ工 高橋　資 たかはし　ただし 72 三木市 髙昇のみ製作所 北播磨

109 手かじ工 宮本　博文 みやもと　ひろふみ 59 三木市 宮本製作所 北播磨

110 金属熱処理工 西　正洋 にし　まさひろ 44 明石市 川崎重工業株式会社　明石・西神工場 東播磨

111 金属熱処理工 橋本　淳司 はしもと　じゅんじ 46 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

112 圧延工 松本　興昌 まつもと　きょうすけ 55 高砂市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

113 圧延工 内藤　秀介 ないとう　しゅうすけ 52 姫路市 山陽特殊製鋼株式会社 中播磨

114 圧延工 中筋　達也 なかすじ　たつや 51 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

115 熱間圧延工 児島　晶 こじま　あきら 50 加古川市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

116 熱間圧延工 安東　寛 あんどう　ひろし 55 加古川市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

117 圧延・めっき試験工 藤本　勝也 ふじもと　かつや 47 高砂市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

118 非破壊検査工 橋村　淳 はしむら　じゅん 49 尼崎市 日本製鉄株式会社　関西製鉄所 阪神南

119 非破壊検査工 籠谷　吉則 かごたに　よしのり 55 高砂市 山陽特殊製鋼株式会社 中播磨

120 造機検査工 五十嵐　正和 いがらし　まさかず 50 神戸市西区 三菱重工業株式会社　神戸造船所 神　戸
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201 旋盤工 不別　浩三 ふべつ　こうぞう 55 姫路市 コベルコビジネスパートナーズ株式会社 東播磨

202 旋盤工 土師　継士 はぜ　けいし 71 姫路市 有限会社土師鉄工所 中播磨

203 研削盤工 田中　利英 たなか　としひで 45 加古川市 川崎重工業株式会社　明石・西神工場 東播磨

204 NC旋盤工 飯尾　弥寿久 いいお　やすひさ 43 尼崎市 三菱電機株式会社　通信機製作所 阪神南

205 NC旋盤工 岩見　良一 いわみ　りょういち 51 加古郡稲美町 川崎重工業株式会社　明石・西神工場 東播磨

206 NC旋盤工 馬場　智巳 ばば　ともみ 47 明石市 カワサキモータース株式会社 東播磨

207 NCフライス盤工 松岡　恭造 まつおか　きょうぞう 48 姫路市 三菱電機株式会社　姫路製作所 中播磨

208
マシニングセンタオペ
レーター

宮本　友貴 みやもと　ゆうき 46 尼崎市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

209
マシニングセンタオペ
レーター

宮本　達生 みやもと　たつを 54 高砂市 キャタピラージャパン合同会社　明石事業所 東播磨

210 NC金属特殊加工機工 臼井　元宏 うすい　もとひろ 51 加東市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

211 竪旋盤工 杉本　嘉明 すぎもと　よしあき 50 加古川市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

212 工場板金工 臼井　康則 うすい　やすのり 51 加東市 近畿工業株式会社 北播磨

301 プレス成形工 野口　智紀 のぐち　とものり 47 加古郡稲美町 川崎重工業株式会社　明石・西神工場 東播磨

302 造船鉄工 福田　浩幸 ふくだ　ひろゆき 58 明石市 コベルコビジネスパートナーズ株式会社 東播磨

303
くぎ・ばね・金属線製
品製造工

栗田　満 くりた　みつる 59 豊岡市 東海バネ工業株式会社 但  馬

304 アーク溶接工 岸本　良介 きしもと　りょうすけ 50 神戸市垂水区 三菱重工業株式会社　神戸造船所 神　戸

305 アーク溶接工 池田　桂一 いけだ　けいいち 50 神戸市灘区 三菱重工業株式会社　神戸造船所 神　戸

306 アーク溶接工 林　憲洋 はやし　のりひろ 51 神戸市須磨区 三菱重工業株式会社　神戸造船所 神　戸

307 アーク溶接工 杉本　一雄 すぎもと　かずお 55 高砂市 三菱重工業株式会社　神戸造船所 神　戸

308 アーク溶接工 山内　崇広 やまうち　たかひろ 43 伊丹市 三菱電機株式会社　通信機製作所 阪神南
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309 アーク溶接工 一宮　俊嗣 いちみや　よしつぐ 43 明石市 株式会社日本エアテツク 東播磨

310 アーク溶接工 三宅　聡 みやけ　あきら 49 加古川市 株式会社二川工業製作所 東播磨

311 アーク溶接工 由良　哲也 ゆら　てつや 50 加古川市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

312 電気めっき工 荒木　健太 あらき　けんた 42 大阪府大阪市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

401 金属加工機械組立工 川畑　和雄 かわばた　かずお 49 加古川市 神鋼テクノ株式会社 東播磨

402 金属加工機械組立工 古塘　茂 ふるども　しげる 50 高砂市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

403 産業用機械組立工 中島　秀之 なかじま　ひでゆき 52 高砂市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

404 産業用機械修理工 田原　健一 たはら　けんいち 38 加古郡播磨町 株式会社コベルコE&M 東播磨

405 産業用機械修理工 中尾　誠 なかお　まこと 44 加古川市 株式会社コベルコE&M 東播磨

406 産業用機械修理工 江崎　朋博 えさき　ともひろ 46 加古川市 株式会社コベルコE&M 東播磨

407 産業用機械修理工 毛利　健吾 もうり　けんご 47 姫路市 株式会社コベルコE&M 東播磨

408 生産設備保全工 坂元　克行 さかもと　かつゆき 59 加古川市 コベルコビジネスパートナーズ株式会社 東播磨

409 生産設備保全工 福留　信幸 ふくどめ　のぶゆき 49 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

410 機械修理工 藤満　康晴 ふじみつ　やすはる 48 神戸市須磨区 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

411 原動機機械検査工 佐野　浩一 さの　こういち 50 高砂市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

501
配電盤・制御盤・開閉
制御機器組立工

大里　徹 おおさと　とおる 39 尼崎市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

502
配電盤・制御盤・開閉
制御機器組立工

吉田　隆之 よしだ　たかゆき 42 伊丹市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

503
配電盤・制御盤・開閉
制御機器組立工

野間口　忠 のまぐち　ただし 42 伊丹市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

504
配電盤・制御盤・開閉
制御機器組立工

市場　達也 いちば　たつや 42 伊丹市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南

505
配電盤・制御盤・開閉
制御機器組立工

外間　俊彦 そとま　としひこ 43 尼崎市 三菱電機株式会社　系統変電システム製作所 阪神南
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506 発電機組立工 小川　真吾 おがわ　しんご 53 神戸市北区 三菱電機株式会社　電力システム製作所 神　戸

507
電気機械器具組立・修
理工

松岡　博之 まつおか　ひろゆき 59 多可郡多可町 加美電機株式会社 北播磨

508
電気機械器具組立・修
理工

石塚　裕士 いしづか　ひろし 62 多可郡多可町 加美電機株式会社 北播磨

509 配電盤組立工 本位田　直 ほんいでん　ただし 49 揖保郡太子町 西芝電機株式会社 中播磨

510
電気機械部品組立・修
理工

荒木　誠 あらき　まこと 49 尼崎市 菱彩テクニカ株式会社 阪神南

511 半導体チップ製造工 小玉　守 こだま　まもる 50 宝塚市 三菱電機株式会社　高周波光デバイス製作所 阪神北

512 電球・電子管組立工 中山　貴光 なかやま　たかみつ 45 尼崎市 三菱電機株式会社　通信機製作所 阪神南

513 電気機械修理工 岸野　哲也 きしの　てつや 55 高砂市 三菱重工業株式会社　高砂製作所 東播磨

514 電気機械修理工 佐野　哲也 さの　てつや 49 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

515 配電・制御装置修理工 衣笠　洋一 きぬがさ　よういち 55 加古川市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

516 電気設備保全作業員 有田　正臣 ありた　まさおみ 42 加古川市 株式会社コベルコE&M 東播磨

517 発電・送電員 筒井　悟 つつい　さとる 50 三木市 株式会社神戸製鋼所　加古川製鉄所 東播磨

518 電気配線工事作業員 井上　卓也 いのうえ　たくや 61 姫路市 株式会社井上電設 中播磨

601 自動車整備工 織田　浩光 おりた　ひろみつ 58 加古川市 織田自動車工業 東播磨

602 自動車板金工 川口　勉 かわぐち　つとむ 57 姫路市 株式会社Tie Ear 神　戸

603 鉄道車両組立工 大槻　卓司 おおつき　たかし 50 神戸市北区 川崎車両株式会社　神戸本社 神　戸

604 鉄道車両ぎ装工 河村　昌宏 かわむら　まさひろ 49 神戸市垂水区 川崎車両株式会社　神戸本社 神　戸

605 鉄道車両ぎ装工 岸本　義則 きしもと　よしのり 50 神戸市西区 川崎車両株式会社　神戸本社 神　戸

606 船舶修理工 坂本　雅則 さかもと　まさのり 48 神戸市垂水区
川崎重工業株式会社　エネルギーソリューショ
ン＆マリンカンパニー神戸造船工場

神　戸

607 船舶検査工 漆原　英樹 うるしばら　ひでき 45 芦屋市
川崎重工業株式会社　エネルギーソリューショ
ン＆マリンカンパニー神戸造船工場

神　戸
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801 婦人・子供服仕立職 矢崎　早由里 やさき　さゆり 61 加古川市 小山州子洋裁研究所 東播磨

901 建築大工 田村　昌吾 たむら　しょうご 52 神戸市北区 有限会社團上工務店 神　戸

902 建築大工 西家　幸男 にしけ　ゆきお 51 丹波篠山市 西家建築 神　戸

903 建築大工 小泉　和男 こいずみ　かずお 74 神戸市西区 小泉建築 東播磨

904 建築大工 井上　雅仁 いのうえ　まさひと 52 姫路市 有限会社井上晴登建設 中播磨

905 建築大工 松本　和男 まつもと　かずお 65 美方郡香美町 一本松建築 但  馬

906 建築鉄筋工 澤村　大 さわむら　だい 37 神戸市灘区 株式会社ランアフタージャパン 神　戸

907 建築とび 前田　学 まえだ　まなぶ 48 尼崎市
株式会社オカモト・コンストラクション・シス
テム

神　戸

1001 かわらふき工 中川　隆志 なかがわ　たかし 64 西脇市 中川瓦店 北播磨

1002 左官 奥野　雅晴 おくの　まさはる 46 神戸市須磨区 株式会社奥野左官 神　戸

1003 左官 渡邊　哲朗 わたなべ　てつあき 56 明石市 株式会社渡辺左官工業 神　戸

1004 配管工 浅田　修一 あさだ　しゅういち 62 姫路市 テラマエ設備工業株式会社 中播磨

1101 造園師 丸本　守 まるもと　まもる 64 加西市 有限会社翔夢園 神　戸

1102 造園師 竹本　克紀 たけもと　かつのり 52 神戸市垂水区 竹本造園 神　戸

1103 造園師 阪上　智 さかうえ　さとる 42 宝塚市 朝陽園植物場 神　戸

1104 造園師 森本　繁 もりもと　しげる 68 三田市 株式会社森本庭園 神　戸

1201 陶磁器製造工 大上　正行 おおがみ　まさゆき 64 丹波篠山市 窯元やまの 丹  波

1202 陶磁器製造工 市野　克明 いちの　かつあき 64 丹波篠山市 信水窯 丹  波

1203
ファインセラミックス
製品製造工

中尾　浩司 なかお　こうじ 51 大阪府堺市 株式会社クボタ　阪神工場 阪神南

1204 ガス精製工 山本　剛 やまもと　たけし 54 加古川市 関西熱化学株式会社　加古川工場 東播磨
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1205 プラスチック成形工 小林　孝誠 こばやし　こおせい 58 加東市 アスカカンパニー株式会社 北播磨

1206 石彫工 曽我　純一郎 そが　じゅんいちろう 52 神戸市東灘区 石工曽我のや株式会社 但  馬

1401 製めん工 田中　稔勝 たなか　としかつ 66 宍粟市 田中稔勝製麺所 西播磨

1402 製めん工 中島　清司 なかしま　きよし 64 宍粟市 中島製麺所 西播磨

1403 洋生菓子製造工 柿田　衛二 かきた　えいじ 50 西宮市 エルベラン 神　戸

1404 洋生菓子製造工
ビゴ　ジャン
ポール　タロウ

びご　じゃんぽーる
たろう

51 西宮市 有限会社ビゴ 神　戸

1405 洋生菓子製造工 倉本　洋一 くらもと　ひろかず 50 西宮市 株式会社ベルン 神　戸

1406 洋生菓子製造工 眞砂　大輔 まさご　だいすけ 43 姫路市 パティスリー　ル・クール 中播磨

1407
焼菓子・チョコレート
製造工

筑木　正一 つづき　しょういち 46 神戸市西区
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会
社　神戸工場

神　戸

1408
焼菓子・チョコレート
製造工

池崎　浩 いけざき　ひろし 58 大阪府吹田市
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会
社　神戸工場

神　戸

1409
焼菓子、チョコレート
製造工

峯園　義則 みねその　よしのり 56 大阪府大阪市
グリコマニュファクチャリングジャパン株式会
社　兵庫工場

北播磨

1410 清酒製造工 岡本　隆志 おかもと　たかし 53 神戸市中央区 白鶴酒造株式会社 神　戸

1411 清酒製造工 宗和　亨 そうわ　とおる 61 淡路市 大関株式会社 阪神南

1412 杜氏 畠　康造 はた　こうぞう 54 加古川市 キング醸造株式会社 但  馬

1413 杜氏 石原　直樹 いしはら　なおき 61 京都府京都市 宝酒造株式会社　白壁蔵 但  馬

1414 杜氏 米田　安巳 よねだ　やすみ 64 神戸市北区 合名会社岡田本家 丹  波

1501 美容師 廣瀨　まり ひろせ　まり 66 神戸市須磨区 オカ美容室 東播磨

1701 表具師 桒名　正裕 くわな　まさひろ 68 神戸市灘区 桑名表具店 阪神南

1702 金属塗装工 千葉　亮介 ちば　りょうすけ 47 伊丹市 菱彩テクニカ株式会社 阪神南

1703 金属塗装工 德岡　定雄 とくおか　さだお 68 西脇市 アサヒ工業株式会社 北播磨
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1704 建具ガラス取付工 髙田　悠介 たかた　ゆうすけ 46 神戸市兵庫区 多可田硝子綜合加工所 神　戸

1705 内装仕上工 小嶋　弘樹 こじま　ひろき 43 姫路市 株式会社インテルナパリー 神　戸

1706 内装仕上工 鯉塚　方伸 こいづか　まさなお 60 姫路市 クラフトコイヅカ 神　戸

1801 看板制作工 松下　重則 まつした　しげのり 77 朝来市 有限会社松下看板 神　戸

1802 現図工 酒井　功一 さかい　こういち 48 加古川市 川崎車両株式会社　神戸本社 神　戸

1803 現図工 岡部　孝昭 おかべ　たかあき 64 三木市 株式会社カコテクノス 北播磨

1804 現図工 作野　真也 さくの　まさや 51 加古川市 西芝電機株式会社 中播磨

1901 かばん・袋物製造工 植村　賢仁 うえむら　けんじ 58 豊岡市 マスミ鞄嚢株式会社 但  馬

1902 漆器工 濱田　健吾 はまだ　けんご 50 姫路市 株式会社せんばはまや 中播磨

2001
ポンプ・送風機・圧縮
機運転工

春木　範浩 はるき　のりひろ 48 姫路市 日本製鉄株式会社　瀬戸内製鉄所 中播磨

2002 機械加工実験工 長尾　英則 ながお　ひでのり 42 神戸市西区 株式会社神戸製鋼所　神戸総合技術研究所 神　戸

2003 化学実験工 中本　孝明 なかもと　たかあき 46 神戸市東灘区 株式会社神戸製鋼所　神戸総合技術研究所 神　戸

2004 高温高圧処理実験工 赤羽　正行 あかばね　まさゆき 45 三木市 株式会社神戸製鋼所　高砂製作所 東播磨

2005 実験計測工 橋村　淳司 はしむら　じゅんじ 43 高砂市 三菱重工業株式会社　総合研究所 東播磨

※　年齢は令和４年11月10日現在
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