
○厚生労働省「ものづくりマイスター」に次の技能士が、認定・登録されています。

職　　　種 指導できる作業

魚井　聖一 江村　大輔 片岡　栄一 亀田　孔之 木庭　巧太郎

下境　明 武田　一昭 武田　光弘 旦　圭一郎 三宅　秀俊

鍛造 ハンマー型鍛造 三浦　健二 山本　邦彦

金属熱処理 金属熱処理 川坂　將史 古家　了

北原　敏夫 黒河　正 田中　正 冨島　千年 宮澤　勇治

米田　卓也
フライス盤 池田　美吉 黒河　正 露無　正治 二嶋　一雄 秋山　修治

マシニングセンタ 渡部　典之 渡辺　雅広

横中ぐり盤 渡辺　雅広

平面研削盤 杉本　照彦 杉山　浩一 露無　正治 ※矢山　達也
放電加工 数値制御型彫り放電加工 ※加登　功二

金型製作 プレス金型製作 杉本　照彦

鉄工 構造物鉄工 植田　育男 大森　巧
内外装板金 池田　有宏 江草　守 藤本　健一 松下　健一 三宅　彦和

ダクト板金 江草　守 ※溝口　隆之

機械板金 楠本　裕之

曲げ板金 佐藤　泰和

めっき 電気めっき 岡本　修

治工具仕上げ 石井　邦紹

金型仕上げ 石井　邦紹

機械組立仕上げ 石井　邦紹 津﨑　哲也 村上　幸雄

機械検査 機械検査 秋山　修治 川坂　將史 菅　信一郎 丹羽　祐二 浜崎　省光

機械系保全 今石　義忠 植松　康行

大林　則夫 川田　忠彦 窪木　和彦 坂田　圭市 坪井　義明

難波　則行 ※根木　敏光

阿部　邦生 石原　啓司 大林　則夫 河田　真一 小林　伸吉

西森　泰輔 三村　敏則 宮地　政章

配電盤・制御盤組立て 津村　泰弘 難波　寛史

シーケンス制御 林田　康裕

集積回路チップ製造 吉村　宏一

集積回路組立て 吉村　宏一

農業機械整備 農業機械整備 松本　康夫

冷凍空気調和機器施工 冷凍空気調和機器施工作業 ※草野　晴典

岡本　敏枝 加藤　啓子 新開　時子 長代　美紀子 野村　照子

平山　悦子 前原　美代子 三好　秋子
和裁 和服製作作業 ※蜂谷　和子 ※坂田　とも子 ※浅桐　厚子 ※平岡　紀美子

帆布製品製造 帆布製品製造 牛垣　泉 横見　郁子 横見　忠

家具製作 家具手加工 佐田　時信

建具製作 建具製作 佐田　時信

児玉　真人 佐藤　文彦 澤田　雅也 野殿　淳司 早瀬　邦彦

久本　浩之 古田　勲 三木　正義 三宅　寿史 森本　和成

※清野　洋 ※片山　嘉明 ※三宅　高正 ※妹尾　和幸 ※松浦　克紀

※三浦　良平
石材施工 石材加工 井上　太郎

有信　秀和 伊藤　茂樹 大原　隆 岡　謙治 三宅　勝巳

矢野　真由美 山口　秀之 山本　隆之
製麺 機械生麺製造 加藤　廸也 波夛　伸司 波夛　悠也 山根　正敏 渡邉　義昭

伊賀　信男 久保　弘道 小田　均 藤原　裕二 宮本　治夫

山下　浩徳 ※坂口　浩司 ※道廣　正幸

片岡　康生 小林　裕一 笹原　真二 谷口　護 富山　真治

永井　丈士 中雄　実 山崎　健次 ※八木　正延

とび とび 岡本　啓志 金森　正繁 ※岡本　薫

東　憲治 浦上　稔晃 白神　悟 杉森　幸男 千田　勇

髙取　慎二　　 中村　修一 平賀　高浩 平賀　元久 藤村　浩充

堀川　舟一 森重　節夫 森下　宏則 森谷　稔彦 ※井場　典和

タイル張り タイル張り 植田　和良 亀井　敏男 ※塚本　定男 ※近藤　賢司 ※岡本　栄一

磯崎　彰三 井上　雅雄 鳥越　勇次 藤田　昌彦 藤原　隆司郎

森田　稔 山本　一郎 大西　崇仁 河上　哲也※ ※松浦　堅

※柴田　繁

配管 建築配管 小林　東祐

型枠施工 型枠工事 阿地　功一 南雲　弘海

鉄筋施工 鉄筋組立て 大森　将平 西村　和久 畑　安好

ｳﾚﾀﾝｺﾞﾑ系塗膜防水工事 川合　明 松田　信之

ｱｽﾌｧﾙﾄ防水工事 圓見　勝治 川合　明 松田　信之

合成ｺﾞﾑ系ｼｰﾄ防水工事 川合　明 松田　信之

FRP防止工事 圓見　勝治 松田　信之

改質ｱｽﾌｧﾙﾄｼｰﾄﾄｰﾁ工法 圓見　勝治 松田　信之

ｼｰﾘﾝｸﾞ防水工事 松田　信之

塩化ﾋﾞﾆﾙ系ｼｰﾄ防水工事 松田　信之
内装仕上げ施工 プラスチック系床仕上げ工事 丸山　孝 新田　千眞

機械製図手書き作業 ※古賀　研二

機械製図ＣＡＤ作業 ※太田垣　賢志 ※中塚　貴史 ※藤原　剛

電気製図 配電盤・制御盤製図 山本　健司

貴金属装身具制作 貴金属装身具制作 倉田　信二

印章彫刻 木口彫刻 金光　順次 小峠　育治 小峠　潤一郎

表具 大西　享一 鳥越　正敏 平井　達也 平松　雅男 松本　秀夫

壁装 大下　義也 鈴間　盛毅 新田　千眞

広告美術仕上げ 広告面粘着シート仕上げ 原田　勝行

電気溶接 電気溶接 岡　宏光

登録者数　1９５名 ※付２９名は平成29年度　認定者

○厚生労働省「ITマスター」に次の技能士が、認定・登録されています。

職　　　種 指導できる内容

ウェブデザイン ウェブサイトの設計、構築に必要な技能等 ※小池　大介
ITネットワークシステム管理 サーバやネットワークのセキュリティ等 ※武田　宗逸 ※小池　大介
オフィスソフトウェア・ソリューション プログラミングやデータベースの基礎他 ※筧　清文 ※小池　大介
登録者数　３名 ※付３名は平成29年度　認定者

表装

氏　　　　　　　　　　　　　　　　　名

左官 左官

畳製作 畳製作

防水施工

機械・プラント製図

菓子製造 洋菓子製造

建築大工 大工工事

かわらぶき かわらぶき

電気機器組立て

半導体製品製造

婦人子供服製造 婦人子供注文服製作

プラスチック成形 射出成形

電子機器組立て 電子機器組立て

厚生労働省「ものづくりマイスター」登録状況

平成29年11月10日現在
氏　　　　　　　　　　　　　　　　　名

造園 造園工事

機械加工

普通旋盤

建築板金

工場板金

仕上げ

機械保全
電気系保全


