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第１回 ものづくり日本大賞 

内閣総理大臣賞 受賞者について 

 

平成１７年８月２日 

文 部 科 学 省 

厚 生 労 働 省 

経 済 産 業 省 

国 土 交 通 省 

 

 

 第１回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞の受賞者は、審査の結果、

別紙発表資料のとおり決定されました。 

 

 なお、表彰式・祝賀会は、８月４日（木）内閣総理大臣官邸において

開催する予定です。 

 

発表資料  第１回ものづくり日本大賞内閣総理大臣賞受賞者一覧 

参考資料１ ものづくり日本大賞総理表彰について 

参考資料２ ものづくり日本大賞マークについて 

 

以 上 

 
＜お問い合わせ＞ 

・文部科学省文化庁長官官房政策課 
      担当：本村・林 
      ℡6734-2806、Fax6734-3811 

・厚生労働省職業能力開発局能力評価課 
      担当：松田、逸見 
      ℡3595-3378、Fax3502-8932 

・経済産業省製造産業局参事官室 
      担当：福田、大西、清水哲 
      ℡3501-1689、Fax3501-6588 

・国土交通省総合政策局建設振興課 
      担当：木下、二宮 
      ℡5253-8282、Fax5253-1555 
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（発表資料） 

第１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 （６件 ３０名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

国内繊維産業の復活を目指

す「世界初」の「多品種小ロ

ット織物生産システム」 

片山 象三○ 

西村 太良 

小紫 和彦 

古谷 稔 

藤田 浩行 

美馬 博志 

西角 博文 

村上 博和 

丸山 恒生 

竹内 康隆 

株式会社片山商店 

京都工芸繊維大学 

兵庫県立工業技術センター 

兵庫県立工業技術センター 

兵庫県立工業技術センター 

村田機械株式会社 

西角綿業株式会社 

牧村織物株式会社 

株式会社 丸萬商店 

播州織工業協同組合 

山口 賢治○ ファナック株式会社 

山梨 光司 ファナック株式会社 

伴 一訓 ファナック株式会社 

知能ロボットによる長時間

連続機械加工システム 

小田 勝 ファナック株式会社 

武内 裕嗣○ 株式会社デンソー 

西嶋 春幸 株式会社デンソー 

川村 進 株式会社デンソー 

尾形 豪太 株式会社デンソー 

池本 徹 株式会社デンソー 

松永 久嗣 株式会社デンソー 

榊原 誠 株式会社デンソー 

水鳥 和典 株式会社デンソー 

真木 孝昌 株式会社デンソー 

世界初エジェクタサイクル

の開発・実用化 

中西 幸則 株式会社デンソー 

水族館の概念を変えたアク

リルパネル製作技術の開発 

中條 利史 日プラ株式会社 

伝統的毛筆製造技術を応用

した新製品”化粧筆”を開

発・提案し、国内外に新市場

を開拓 

髙本 和男 株式会社白鳳堂 
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梶田 治○ 福田金属箔粉工業株式会社 

吉武 正義 福田金属箔粉工業株式会社 

井上 精二 福田金属箔粉工業株式会社 

金銀箔粉の伝統的な製造・表

面処理加工技術を活かした

導電塗料用銅粉の開発 

山本 次郎 福田金属箔粉工業株式会社 

 （受賞者欄の○印は、グループの場合の代表者。以下同じ。） 

 

２．国土交通省関係 （７件 １７名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

落 修一○ 独立行政法人土木研究所 

成田 晃 苫小牧市 

下水汚泥の重力濃縮技術 

平岡 直輝 歌登町 

外舘 寛○ 株式会社間組 

松浦 恒久 株式会社間組 

冨士川 俊輔 株式会社三宿工房 

弥永 努 株式会社三宿工房 

八木 清勝 有限会社建築文化研究所 

木岡 敬雄 竹林舎建築研究所有限会社 

前川 康 株式会社前川建築研究室 

増田 一眞 株式会社増田建築構造事務所

伝統構法による大規模木造

天守の復元技術 

山田 憲明 株式会社増田建築構造事務所

建設マスター（大工） 生形 英雄 生形工務店 

建設マスター（板金工） 宮村 浩樹 有限会社宮村板金工作所 

建設マスター（配管工） 井出 敏正 株式会社大湊精電社 

建設マスター（造園工） 壷井 幸次郎 壷井造園 

海事関係功労者（船舶用巨大

プロペラの仕上工） 

宮田 久幸 ナカシマプロペラ株式会社 

 

３．厚生労働省関係 （１０件 １０名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

現代の名工（ガラス研磨工） 木原 三雄 キャノン株式会社 

宇都宮光学機器事業所  

現代の名工（冷間鍛造工） 片岡 宏巳 株式会社アルファ 

現代の名工（電子応用機械器具

組立工） 

渡部 年男 松下電器産業株式会社ヘルスケ

ア社 
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現代の名工（熱間圧延工） 山下 數信 株式会社神戸製鋼所 

神戸製鉄所 

技能五輪国際大会金メダリス

ト（ポリメカニクス） 

渡辺 章二 株式会社デンソー 

平田 彰彦 日産自動車株式会社 技能五輪国際大会金メダリス

ト（メカトロニクス） 遠藤 裕司 日産自動車株式会社 

技能五輪国際大会金メダリス

ト（機械製図 CAD） 

大貫 和俊 株式会社日立ハイテクノロジー

ズ 

技能五輪国際大会金メダリス

ト（ＣＮＣマシニング） 

赤塚 孝幸 株式会社日立インダストリイズ 

技能五輪国際大会金メダリス

ト（情報ネットワーク施工） 

小湊 大輔 株式会社協和エクシオ 

 

４．文部科学省関係 （２件 ２名） 

案件名 受賞者 所属企業等 

宮古上布製作技術者 洲鎌 ツル 宮古上布保持団体代表 

手漉和紙用具製作技術者 助川 芳久 全国手漉和紙用具製作技術保存

会理事 

 

 （合計  ２５件 ５９名） 

 

（以 上） 


