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第６回ものづくり日本大賞（内閣総理大臣賞） 受賞者一覧 

 

１．経済産業省関係 （７件 ３５名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

揮発性有機化合物と CO2 を同時削減する新

塗装技術「アクアテック塗装」 

菖蒲田 清孝 マツダ株式会社 

素利 孝久 マツダ株式会社 

圓山 雅俊 マツダ株式会社 

農沢 隆秀 マツダ株式会社 

軟質針葉樹の圧密成形加工技術開発・実用

化及び家具用材への利用拡大 

西塚 直臣 株式会社 天童木工 

佐藤 恵治 株式会社 天童木工 

小野 慎一 株式会社 天童木工 

滝口 寿郎 株式会社 天童木工 

中田 一浩 株式会社 天童木工 

ISO クラス１フィルタと整流機構で実現した省

エネルギースーパークリーンシステム 

鈴木 剛人 興研株式会社 

新田 恒造 興研株式会社 

深澤 康彦 興研株式会社 

久保田 裕仁 興研株式会社 

地球環境保護に貢献するクリーンディーゼ

ルを支える世界初のコモンレールシステム 

篠原 幸弘 株式会社デンソー 

竹内 克彦 株式会社デンソー 

松本 修一 株式会社デンソー 

石塚 康治 株式会社デンソー 

笹本 和夫 株式会社デンソー 

竹村 秀司 株式会社デンソー 

小島 昭和 株式会社デンソー 

省エネを実現する、商船に世界初搭載した

炭素繊維強化プラスチック製プロペラの開

発 

山磨 敏夫 ナカシマプロペラ株式会社 

櫻井 貴哉 ナカシマプロペラ株式会社 

魚田 直希 ナカシマプロペラ株式会社 

井上 俊之 ナカシマプロペラ株式会社 

林 和也 ナカシマプロペラ株式会社 

河合 哲也 ナカシマプロペラ株式会社 

塩田 真歩 ナカシマプロペラ株式会社 
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案件名 受賞者 所属企業等 

次世代半導体デバイスを支える｢製造装置

用低発塵性部材｣の開発 

清原 正勝 TOTO 株式会社 

鳩野 広典 TOTO 株式会社 

伊藤 朋和 TOTO 株式会社 

佐伯 義光 TOTO 株式会社 

岩澤 順一 TOTO 株式会社 

新田 安隆 TOTO 株式会社 

宮川 裕希 TOTO ファインセラミックス株式会社 

グランドピアノの音色と機能を持つアップラ

イト型グランフィールピアノ 
藤井 幸光 有限会社藤井ピアノサービス 

 

２．国土交通省関係（８件 １２名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

浮体式仮締切工法（ダム再開発工事の大幅

効率化） 

滝口 紀夫 鹿島建設株式会社 

高田 悦久 鹿島建設株式会社 

神藤 拓也 日立造船株式会社 

海水を使った高耐久コンクリート構造物の建

設技術 

新村 亮 株式会社大林組 

竹田 宣典 株式会社大林組 

丸太打設による液状化対策および炭素の地

中貯蔵工法（LP-LiC 工法） 

沼田 淳紀 飛島建設株式会社 

筒井 雅行 飛島建設株式会社 

優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者 

（建設マスター） 
品川 博 品川左官 

優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者 

（建設マスター） 
藤井 禎夫 有限会社フジイ瓦工業 

優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者 

（建設マスター） 
松浦 実雄 松浦鉄筋工業 

優秀施工者国土交通大臣顕彰受賞者 

（建設マスター） 
山本 政博 山一錺工所 

海事関係功労者（熱で形を巧みに繰る仕上

げの名人） 
新谷 琢磨 ジャパン マリンユナイテッド株式会社 

 

３．厚生労働省関係（５件 １２名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

卓越した技能者（現代の名工） 亀井 剛 亀井綜絖株式会社 

卓越した技能者（現代の名工） 伊藤 啓一 株式会社豊田自動織機 
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案件名 受賞者 所属企業等 

卓越した技能者（現代の名工） 山田 操 山田和裁 

卓越した技能者（現代の名工） 中村 初代 Yuki Nakamura ROYAL DRESS 

技能五輪国際大会金メダリスト 

島瀬 竜次 株式会社きんでん 

小原 基央 株式会社デンソー 

沓名 佑太 株式会社デンソー 

中島 陽平 株式会社デンソー 

清水 拓摩 トヨタ自動車株式会社 

今多 和歩 トヨタ自動車株式会社 

伊東 直輝 株式会社デンソー 

長谷川 準 株式会社デンソー 

 

４．文部科学省関係（４件 ６名、１団体） 

案件名 受賞者 所属企業等 

平成１７年度文化庁映画賞映画功労部門被

表彰者（映画背景） 
島倉 二千六 有限会社アトリエ雲 

平成２５年度文化庁長官表彰被表彰者（染

織製作技術者） 
山城 ハツ 重要無形文化財「久米島紬」保持団体 

第５回国際ナノ・マイクロアプリケーションコ

ンテスト 第１位 

福島県立郡山北工業

高等学校コンピュータ

部 ROBO 

Production Project 

Team 

福島県立郡山北工業高等学校 

「つながっタワー -津波避難タワー間を結

ぶ安心防災システム-」 

全国高等専門学校第 25 回プログラミングコ

ンテスト（課題部門） 

平成 26 年度最優秀賞（文部科学大臣賞）受

賞 

佐々木 渉 高知工業高等専門学校 

島内 良章 高知工業高等専門学校 

南 光成 
高知工業高等専門学校卒業 

（現 中国電力株式会社勤務） 

森國 健吾 
高知工業高等専門学校卒業 

（現 四国電力株式会社勤務） 

 

（合計 ２４件 ６５名、１団体）                           

 

（以上） 


