
（敬称略）

(1) 叙勲・褒章

春叙勲 田﨑　義光 瑞宝単光章 技能検定功労

春褒章 福山　昭典 黄綬褒章 業務精励(建築大工)

秋叙勲 後藤　藏太 瑞宝単光章 技能検定功労

秋褒章 陳内　敏之 黄綬褒章 業務精励(建築大工) 

(2) 厚生労働大臣表彰

卓越技能者

卓越技能者

卓越技能者

認定職業訓練関係功労

技能検定関係優良事業所

技能検定関係功労

技能振興関係優良事業所

技能振興関係優良団体

(3) 熊本県知事表彰

①　優秀技能者

上村　力 型枠大工 田上　秀一 造園

大久保政則 建築大工 浪路　道男 半導体装置改良

大塚　清曠 石材加工 福島　信一 建築大工

佐藤　文治 建築配管 平嶋　幸秀 機械加工

髙木　篤 木製建具・家具工 増永　洋 かわらぶき

髙村　四郎 左官 松﨑　克彦 ビルクリーニング

竹下　信也 畳製作 森　　光恵 和裁

立岡　淳子 フラワー装飾

②  技能尊重推進功労者

株式会社　後藤建設 代表取締役　後藤　隆
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５　職業能力開発推進者選任事業所数

氏名・事業所名 表彰内容

功労内容

１５年度 １６年度 １７年度 １８年度 １９年度
1,136

平田  義勝

有限会社品川和裁

所属・代表者等

氏名 職種 氏名 職種

石﨑　禎一

古賀　茂好

早井　武宣

株式会社井関熊本製造所

氏名 受章名称区分

(60)
1,235 1,366 1,432 1,545
(99) (131) (66) (113)

1,146 1,247 1,384 1,450 1,562
(112)

事業所数累計
（新規）

推進者数累計
（新規） (60) (101) (137) (66)

(株)石崎錻力店

ユニバーサル造船(株)有明事業所

(有)早井工務店

６　平成１９年度優秀技能者等の表彰　　

職業訓練法人八代職業訓練運営会

代表取締役社長木下　榮一郎

(株)堀甲製作所

代表取締役社長品川　正三

会長　中島　尚子

事業所名 代表者

熊本県フラワー装飾技能士会

築出　成雄
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(4) 卓越した技能者（現代の名工）

Ｓ４４ 川口　幸喜 建築大工
村上　金蔵 線路職

Ｓ４７ 山本　一郎 広告美術工
Ｓ４８ 西山　新助 宮大工
Ｓ４９ 近藤　利治 鉄ぎ装工
Ｓ５０ 永野　克己 左官
Ｓ５１ 松本　一雄 広告美術工
Ｓ５２ 淋　　豊嘉 杜氏
Ｓ５４ 上内　　卓 左官
Ｓ５５ 正木　三郎 写真師
Ｓ５８ 勝田　　実 金属溶接工
Ｓ６０ 原田　邦之 写真技師
Ｓ６１ 広吉　秀澄 半導体製品製造工
Ｓ６２ 塘田　重行 和服仕立職
Ｓ６３ 高野　　猛 建築大工
Ｈ元 森　　　定 和服仕立職
Ｈ２ 田邉　恒雄 象嵌職
Ｈ３ 三津家敏幸 金型製作工
Ｈ４ 三角　金藏 和服仕立職

上村　金次 建築鉄筋工
Ｈ５ 隈部　壽秋 和服仕立職

内田　照雄 造園工
Ｈ６ 中野　武則 コンクリートわく組工

串部　静也 ガラス切断工
Ｈ７ 上田　幸安 建築大工

永田　富浩 味そ・しょう油製造工
Ｈ８ 佐藤　　茂 建築鉄筋工

高木　正光 左官
Ｈ９ 嶋田　榮子 和服仕立職

安田　　亨 コンクリートわく組工
Ｈ１０ 佐々木カヨ 和服仕立職
Ｈ１１ 野田　末光 コンクリートわく組工

川﨑　健二 木製建具製造工
Ｈ１２ 北原　亀子 和服仕立職

太田　正弘 左官
宮本　義雄 建築塗装工

Ｈ１３ 福山　昭典 建築大工
倉　　保則 畳工
上田　一男 建築板金工

Ｈ１４ 松本　孝幸 半導体製造装置製作工
渡部　雅治 和服仕立職

Ｈ１５ 中島　尚子 フラワー装飾師
Ｈ１６ 野田　承喬 表具師
Ｈ１７ 陳内　敏之 建築大工
Ｈ１８ 草西　武夫 コンクリートわく組工

斉藤　隆士 中華料理人
Ｈ１９ 石﨑　禎一 建築板金工

古賀　茂好 アーク溶接工
早井　武宣 左官

職　　種受章年度 氏　名
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(5) 高度熟練技能者

所属企業名

Ｈ１０ 小川　茂幸 金型製作 ネクサス㈱
早川　智信 金型製作 櫻井精技㈱
村田　保雄 機械加工 ㈱九州エフ・シー・シー
三津家敏幸 金型製作 ㈱アラオ
今村　修一 金型製作 ㈱今村製作所
平嶋　辰巳 金型製作 ㈲平嶋金型製作所
山口　輝志 機械加工 ㈲新輝工業

Ｈ１１ 服崎　節男 溶接 西田　工㈱
高崎　重美 金型製作 ㈲平嶋金型製作所
東　　孝史 金型製作 ㈲松原設計事務所
桂　　一光 金型製作 ㈱名古屋精密金型
守田　修一 金型製作 ネクサス㈱

Ｈ１２ 水田　育朗 金型製作 ㈱名古屋精密金型

田中　三郎 機械加工
日立造船ディーゼルアン
ドエンジニアリング㈱

古賀　茂好 溶接 ㈱ユニバーサル造船
岩岡　博文 金型製作 九州日本電気㈱

横尾　琢己 機械加工
オムロンアンドデバイス
㈱

西村　吉郎 機械加工 ㈱テオリック
井上　広伸 機械加工 富士精工㈱

渡辺　　淳 仕上げ
(一般機械器具製造関係)

退職

出田　静男 溶接 退職
Ｈ１３ 栗栖　　明 金型製作 ㈱城製作所

竹地　勝治 鋳造用模型製作 ㈲アイワ
徳丸　信昭 機械加工 新光鉱業機械㈱
奥村　洋祐 機械加工 富士精工㈱

安藤　重義 仕上げ
(一般機械器具製造関係)

日立造船ディーゼルアン
ドエンジニアリング㈱

Ｈ１４ 上野　良一 仕上げ
(民生用電気製品製造関係)

パナソニックコミュニ
ケーションズ㈱

大田黒鉄雄 機械加工 熊本県立技術短期大学校
坂口　敏之 機械加工 西田　工㈱
雪田　勝也 めっき 緒方工業㈱
中岡　　勉 金型製作 ㈱辻本金型製作所

Ｈ１５ 上田　裕二 生産加工機械整備 九州日本電気㈱

宮野眞寿雄 生産加工機械整備 東京エレクトロン九州㈱

緒方　　勇 製缶・配管 退職

坂口　誠二 機械加工 櫻井精技㈱
中村　栄三 機械加工 富士精工㈱
豊田　　稔 めっき 緒方工業㈱

Ｈ１６ 加藤　　正 機械加工
パナソニックコミュニ
ケーションズ㈱

上田　初男 生産加工機械整備 九州日本電気㈱

嶋田　陽介 機械加工
学校法人君が淵学園 崇
城大学

Ｈ１７ 宮本千代治 工作機械整備
パナソニックコミュニ
ケーションズ㈱

磧　　朝之 生産加工機械整備 九州日本電気㈱
渡辺　　淳 機械加工 北岡板金工業

次ページへ続く

熊本県職業能力
開発協会

㈲栄興産業

㈱有明製作所
熊本日本電気㈱

オムロン熊本㈱

九州松下電器㈱

井関農機㈱

㈱城南鉄工所

九州日本電気㈱

九州日本電気㈱
㈲今村製作所

㈲榮真

パナソニックコ
ミュニケーショ
ンズ㈱

パナソニックコ
ミュニケーショ
ンズ㈱
九州日本電気㈱

認定年度 氏　名 職　　種
認定時の
所属企業名
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所属企業名

Ｈ１９ 今村　茂一 機械加工 富士精工(株)

岡本　敏彦 仕上げ
パナソニックコミュニ
ケーションズ㈱

松本　孝幸 生産加工機械整備
(株)ルネサス九州セミコ
ンダクター

(6) 全技連マイスター

認定年度

Ｈ１５ 植嶋　　均 建築大工 植嶋工務店
竹原　二信 造園 ㈲竹原松寿園
竹本　恵子 和裁 ㈲竹本和裁学園

Ｈ１６ 佐村　智幸 建築大工 ㈲佐村建設
森　喜三男 和裁 (資)森和裁研究所
小林　正博 調理・日本料理 日本料理正舟
菊田　賢至 表装

Ｈ１７ 早井　武宣 左官 ㈲早井工務店
米村　利男 塗装 ㈲米村塗装

Ｈ１８ 品川　正三 和裁 ㈲品川和裁
越猪　正高 左官 ㈲越猪工業
石岡万亀子 フラワー装飾 ㈲花織部
山本　勝義 建築大工 山本工務店

Ｈ１９ 坂本　廣 調理・日本料理 黒川温泉　湯峡の響　優彩
田中　博信 建築大工 (有)田中工務店
角田　勝喜 建具製作 (有)角田建具製作所
莟　　和弘 かわらぶき つぼみ瓦工業合資会社
藤島　義高 型枠施工 (有)藤栄工務店
吉田　和生 造園 和晃造園

所属企業名

認定年度 氏　名 職　　種
認定時の

所属企業名

職　　種氏　名


