
　　日時　　令和２年１１月３０日(月)　

　　　　　　　　１４時３０分開会

　　会場　　滋賀県庁東館７階大会議室

共催　 滋賀県

滋賀県職業能力開発協会

滋賀県技能士会

滋賀県職業能力開発促進大会

令和２年度



第１部 滋賀県知事表彰

1 開会のことば

2 主催者代表挨拶

3 来賓祝辞

4 表彰式

① 技能検定関係事業所表彰 １団体

② 技能検定関係功労者表彰 １名

③ 永年勤続(１０年)技能検定委員感謝状贈呈 １３名

④ 滋賀県技能競技大会成績最優秀者表彰 １９名

5 閉会のことば

第２部　 滋賀県職業能力開発協会長表彰、滋賀県技能士会長表彰および伝達式

1 開会のことば

2 主催者代表挨拶

3 表彰式

Ⅰ 滋賀県職業能力開発協会会長表彰

① 永年勤続(５年)技能検定委員感謝状贈呈 １６名

② 滋賀県技能競技大会成績優秀者表彰 ４４名

③ 管理運営事業功労者表彰 ２名

プ 　ロ　グ　 ラ　 ム



Ⅱ 滋賀県技能士会会長表彰

① 永年技能功労者表彰 １名

② 技能士育成功労表彰 １名

4 伝達式

① 中央職業能力開発協会会長表彰受賞者

・　技能検定関係事業所表彰 １事業所

② 全国技能士会連合会会長表彰受賞者等

・　全国技能士会連合会会長表彰 ２名

5 閉会のことば



おことわり
*受賞者等のお名前の敬称は略させていただいておりますので、ご了承願います。
*技能競技大会受賞者の所属等については、原則競技大会参加時の所属となっております。

令和２年度

職業能力開発関係表彰等

受賞者名簿



⒈　技能検定関係事業所表彰　(１事業所)

⒉技能検定関係功労者表彰　( １名)

氏　名

岡田　孝二 東近江市 元パナソニック株式会社

⒊永年勤続(１０年)技能検定委員感謝状贈呈　( １３名)

氏名 住所 所属

平川　永寿 工場板金 草津市
滋賀県シートメタル工業会
（株式会社アマダ）

黒丸　弘幸 農業機械整備 高島市
滋賀県農業機械商業協同組合
（株式会社北陸近畿クボタ）

三浦　平俊 農業機械整備 栗東市
滋賀県農業機械商業協同組合
（株式会社北陸近畿クボタ）

太田　吉光 機械・プラント製図 東近江市 元　兵神装備株式会社滋賀工場

江住　元隆 金属材料試験 大津市 元　松下電器株式会社コンプレッサー

杉本　定幸 樹脂接着剤注入施工、塗装 彦根市
滋賀県塗装工業協同組合
（有限会社杉本塗装）

末吉　秀章 機械加工 湖南市 ダイハツディーゼル株式会社守山事業所

中川　豊雄 機械加工 長浜市 扶桑工業株式会社長浜工場

横田　修宏 機械加工 長浜市 兵神装備株式会社

徳野　篤 機械加工 長浜市 扶桑工業株式会社

前田　武広 鉄工 甲賀市 株式会社サンエー

清水　正 表装、内装仕上げ施工 甲賀市
滋賀県室内装飾事業協同組合
（インテリアIDS）

西尾　剛 機械加工 長浜市 兵神装備株式会社

⒋滋賀県技能競技大会成績最優秀者表彰　( １９名)

　　令和元年度後期　（１９名） 

氏　名 作業名 等　級 住　所 所属等

田中　飛耀 かわらぶき １級 守山市 株式会社長谷川

込山　彰 農業機械整備 １級 東近江市 ヤンマーアグリジャパン

Ⅰ　滋賀県知事表彰

所属

所在地

大津市

職種

事業所名

滋賀県菓子工業組合

住所



西村　正義 空気圧装置組立て １級 湖南市 三恵工業株式会社

安部　雄也 量産形内燃機関組立て １級 彦根市 ヤンマー株式会社

大橋　啓伸 帆布製品製造 １級 長浜市 株式会社オオハシテント

大濱　信一 空気圧装置組立て ２級 湖南市 有限会社シグマトップ

松本　法明 数値制御タレットパンチプレス板金 ２級 長浜市 株式会社タカテック

岩城　宇律 時計修理 ２級 京都市 近江時計眼鏡宝飾専門学校

川田　正臣 シーケンス制御 ２級 近江八幡市 株式会社ダイフク

平野　健 帆布製品製造 ２級 大津市 矢野テント株式会社

寺村　洋輝 油圧装置調整 ２級 守山市 富士車輌株式会社

納谷　誠 普通旋盤 ３級 野洲市 八幡工業高等学校

竹内　忠臣 機械検査 ３級 野洲市 株式会社昭和バルブ製作所

住山　卓矢 時計修理 ３級 枚方市 近江時計眼鏡宝飾専門学校

小杉　光人 造園工事 ３級 東近江市 八日市南高等学校

三原　伊織 シーケンス制御 ３級 長浜市 テクノカレッジ米原

IKEDA
NYCKOLAS
KEIJI

量産形内燃機関組立て ３級 長浜市 ヤンマー株式会社

豊田　望 時計修理 技能五輪 大津市 近江時計眼鏡宝飾専門学校

藤本　大生 電工 技能五輪 草津市 株式会社きんでん　滋賀支店



１.永年勤続(５年)技能検定委員感謝状贈呈　　( １６名)

氏名 住所 所属

髙野　浩平 機械検査 草津市
キヤノンマシナリー株式会社
調達本部 管理部 管理第一課

辻　重昭 農業機械整備 東近江市
滋賀県農業機械商業協同組合
（滋賀三菱農業機販売株式会社）

大戸　弘行 冷凍空気調和機器施工 京都市
滋賀県管工事業協同組合連合会
（有限会社大戸電設）

中沼　直也 紙器・段ﾎﾞｰﾙ箱製造 甲賀市 株式会社和気　滋賀工場

西村　清文 建築大工 竜王町 滋賀県建築組合

上原　正和
建築大工、
コンクリート圧送施工

大阪市 元　滋賀職業能力開発短期大学校

藤本　昌輝 機械・プラント製図 栗東市 メニックス株式会社セクション7

山本　篤
樹脂接着剤注入施工・
防水施工

大津市
滋賀県塗装工業協同組合
（株式会社ヤマモト）

大藤　英一
塗装、
樹脂接着剤注入施工

高島市 滋賀県塗装工業協同組合(株式会社大藤）

小松　純 金属熱処理 野洲市 DOWAサーモエンジニアリング株式会社

市木　智弥 金属熱処理 野洲市 甲西高周波工業株式会社

鈴木　幸夫 機械加工 宇治市 三菱重工工作機械株式会社

箕浦　克己 機械加工、金型製作 甲賀市 ダイキン工業株式会社

兼子　裕司 石材施工 近江八幡市 滋賀県石材加工組合連合会（兼子石材店）

小杉　剛史 化学分析 大津市 東レテクノ株式会社

大野　政樹 塗装 守山市
滋賀県塗装工業協同組合
（稲葉工業株式会社）

２.滋賀県技能競技大会成績優秀者表彰　( ４４名)

　　令和元年度後期　（４４名） 

氏　名 作業名 等級 順位 住　所 所属等

河内　信吾 農業機械整備 １級 1位 米原市 全国農業協同組合連合会 滋賀県本部

井上　雄二 機械検査 １級 1位 大津市 ＤＭＧ森精機株式会社

安村　健 空気圧装置組立て １級 1位 湖南市 ダイハツ工業株式会社技能研修センター

田口　孝幸 型枠工事 １級 1位 栗東市 田口工務店

福井　翔也 大工工事 １級 1位 東近江市 株式会社木の家専門店　谷口工務店

金山　裕成 鋼橋塗装 １級 1位 栗東市 株式会社やおき工業

職種

Ⅱ  滋賀県職業能力開発協会会長表彰



小滝　亮平 量産形内燃機関組立て １級 1位 長浜市 ヤンマー株式会社

橋本　正史 機械検査 １級 2位 草津市 ＤＭＧ森精機株式会社

辻　紀明 空気圧装置組立て １級 2位 東近江市 エキセルリム株式会社

木戸　基治 量産形内燃機関組立て １級 2位 長浜市 ヤンマー株式会社

櫻井　拓馬 農業機械整備 ２級 1位 守山市 滋賀重農機整備センター

谷澤　悟至 機械検査 ２級 1位 彦根市 宮部鉄工株式会社

本田　健人 空気圧装置組立て ２級 1位 草津市 SMC株式会社

北口　義宏 数値制御タレットパンチプレス板金２級 1位 甲賀市 株式会社アルサスエンジニアリング

大橋　壮二郎 時計修理 ２級 1位 大津市 近江時計眼鏡宝飾専門学校

芳野　友哉 プレス型鍛造 ２級 1位 湖南市 株式会社ゴーシュー

山下　泰希 量産形内燃機関組立て ２級 1位 彦根市 ヤンマー株式会社

佐藤　慶彦 集積回路チップ製造 ２級 1位 幸田町 有限会社シグマトップ

芝原　篤史 帆布製品製造 ２級 1位 栗東市 矢野テント株式会社

油圧装置調整 ２級 1位 彦根市 廣瀬ﾊﾞﾙﾌﾞ工業株式会社

金子　祐樹 農業機械整備 ２級 2位 東近江市 湖東農業協同組合

裏本　和則 機械検査 ２級 2位 竜王町 株式会社グリーンテック　滋賀事業所

寺岡　恭佑 機械検査 ２級 2位 近江八幡市 八幡工業高等学校

大辻　洸 空気圧装置組立て ２級 2位 東近江市 三恵工業株式会社

北中　健之 数値制御タレットパンチプレス板金２級 2位 栗東市 株式会社佐藤医科器械製作所

正岡　勇将 プレス型鍛造 ２級 2位 大津市 株式会社ゴーシュー

清水　貴史 量産形内燃機関組立て ２級 2位 長浜市 ヤンマー株式会社

森口　真生 帆布製品製造 ２級 2位 甲賀市 松山産業株式会社

饗場　巧士 量産形内燃機関組立て ２級 3位 長浜市 ヤンマー株式会社

中嶌　貴美 量産形内燃機関組立て ２級 3位 米原市 ヤンマー株式会社

川嶋　賢二 機械製図ＣＡＤ ３級 1位 近江八幡市 メニックス株式会社

大神　凜 普通旋盤 ３級 1位 守山市 八幡工業高等学校

村田　裕乃心 機械検査 ３級 1位 大津市 瀬田工業高等学校

石田　悠翔 大工工事 ３級 1位 守山市 彦根工業高等学校

池下　直輝 造園工事 ３級 1位 東近江市 八日市南高等学校



松本　幹太 シーケンス制御 ３級 1位 大津市 瀬田工業高等学校

今西　杏菜 電子機器組立て ３級 1位 大津市 安曇川高等学校

上野　将斗 量産形内燃機関組立て ３級 1位 長浜市 ヤンマー株式会社

普通旋盤 ３級 2位 湖南市 八幡工業高等学校

宮村　堅 機械検査 ３級 2位 彦根市 宮川バネ工業株式会社

岩佐　俊寛 大工工事 ３級 2位 長浜市 彦根工業高等学校

藤内　悠河 シーケンス制御 ３級 2位 多賀町 ダイハツ工業株式会社技能研修センター

村上　遼馬 電子機器組立て ３級 2位 今津町 安曇川高等学校

松井　浩武 量産形内燃機関組立て ３級 2位 彦根市 ヤンマー株式会社

４.管理運営事業功労者表彰  （２名）

(１)管理運営事業功労者表彰(役員)　　 (2名)

大津市

草津市

⒈永年技能功労者表彰  (１名)

犬上郡甲良町

⒉技能士育成功労表彰  (１名)

彦根市 パナソニック株式会社アプライアンス社彦根工場

パナソニック株式会社アプライアンス社彦根工場

Ⅲ  滋賀県技能士会会長表彰

住所

住　所 所属支部

澤　勇一

オムロン株式会社　草津事業所

所属等氏　名

目片　良和

氏　名

阪東　善広

中村　好宏 株式会社きんでん　滋賀支店

氏　名

住　所 所属支部



黄綬褒章受章　 ( ３名)

氏　名 住　所 所　属

島田　敏和 京都市 株式会社イシダ

松田　正道 草津市 日伸工業株式会社

神田　泰男 甲賀市 神田たたみ店

(１)技能検定関係事業所表彰　　(１事業所) 

(２)技能検定関係功労者表彰　　(１名) 

氏　名 住　所 所　属

中村　泰弘 工場板金 栗東市 株式会社光栄テクニカ

(３)技能振興関係団体表彰　　(１団体) 

(１)滋賀県技能者表彰(おうみの名工)　　(３名) 

氏　名 住　所 所　属

小西　啓吾 甲賀市 紫香陶房

葉茂　政宏 彦根市 株式会社　大橋木工所

山元　克司 湖南市 山元建具店

(２)おうみ若者マイスター認定者　　(２名) 

氏　名 住　所 所　属

樋口　貴大 米原市 パナソニック株式会社アプライアンス社

廣田　皓平 東近江市 株式会社シンコｰメタリコン

褒章受章者

職　種

板金工

フライス盤工

事業所名 所在地

扶桑工業株式会社 長浜市

職　種

職　種

畳工

事業所名 所在地

滋賀県日本料理調理技能士会

成形プレス工

厚生労働大臣表彰受賞者

滋賀県知事表彰受賞者等

大津市

ろくろ成形工

仏壇木地製造工

木製建具製造工

溶射工

職　種



(１)技能検定事業関係事業所表彰　　(１事業所)

(２)技能検定関係功労者表彰　　( ３名)

氏　名 所　属

頼角　博史
滋賀県シートメタル工業会
（株式会社アマダ）

岩井　　望
滋賀県シートメタル工業会
（株式会社アマダ）

谷村　基雄　 東邦ケミカル工業株式会社

(社)全国技能士会連合会会長表彰　(２名)

氏　名

森下　昌彦

清水　末広

氏　名 住　所 所属等

藤本　大生 電工 草津市 株式会社きんでん　滋賀支店３位

草津市

三菱重工工作機械株式会社

職　種 成　績

彦根市

住　所

大津市

高島市

野洲市

所属支部

滋賀県板金工業組合

滋賀県日本料理調理技能士会

強化プラスチック成形

工場板金

第３８回技能五輪全国技能競技大会入賞者

所在地

中央職業能力開発協会会長表彰受賞者

全国技能士会連合会会長表彰受賞者

職　種 住　所

栗東市

事業所名

工場板金



メ　モ


