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ものづくりマイスター制度について
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認定対象職種

認定基準

認定方法等

活動の内容

　熟練技能者の高齢化や若年者のものづくり離れにより、産業を支える高度な技能の維持・継承が危惧され
ております。
　非常に優れた技能を有し、技能の維持・継承や人材育成等の活動ができる方を「ものづくりマイスター」
として認定し、その社会的評価を高めるとともに、ものづくりマイスターの活動により本県ものづくりの振
興を図ることを目的として、創設した制度です。

　技能検定試験職種（130 職種）及びその他の技能を必要とする職種で知事が認めるものとします。

　次の基準をいずれも満たしている方がものづくりマイスターの対象になります。

　　（1）技能検定１級以上又は同等以上の技能を有しており、その技能が県下で第一級と認められる方

　　（2）県内に居住または県内企業に勤務している方

　　（3）対象職種に概ね 15 年程度従事している方又はしていた方

　　（4）ものづくりマイスターとしての活動ができる方

　　（5）過去にものづくりマイスターとして認定されていない方

　認定は、茨城県が行います。認定者には、認定証、徽章を授与します。

　ものづくりマイスターは、活動依頼に基づき、次の活動を行います。

　　（1）企業が必要とする技能の習得・向上等の指導

　　　　●現有技能力を向上させるための指導

　　　　●新製品開発や新事業への展開等を図る企業が必要としている技能の習得指導

　　（2）職業能力開発施設で行う職業訓練の指導・講師

　　　　●県立産業技術専門学院等で行う訓練の指導

　　（3）学校等で行うものづくりに関する体験教室等の指導

　　　　●児童・生徒等に対するものづくり教育・学習で行う体験教室等の指導

　　　　●高校・大学等での技能を伴う実習の指導

　　（4）講演会、シンポジウム、セミナー等の講師・パネリスト・実演等

　　（5）その他のものづくりに関する活動
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ものづくりマイスターの依頼方法

ものづくりマイスター徽章について

依頼方法

経　費

問い合わせ先

「マイスター」とは、ドイツ語で「名人、親方」などを意味します。

（1）ものづくりマイスターの活動を希望される県内の事業主・団体・学校等（以下「依頼先」といいます。）
は、茨城県職業能力開発協会へお問い合わせください。

（2）職業能力開発協会では、依頼のありました条件等に基づき、適任のものづくりマイスターと調整します。
（3）職業能力開発協会では、調整が整いましたものづくりマイスターを依頼先に連絡します。
（4）依頼先がものづくりマイスターと具体的な活動内容及び謝金等の条件について調整をした後、ものづく

りマイスターが活動します。

　ものづくりマイスターの活動に対する謝金及び交
通費等は、依頼先に負担していただきます。
　なお、謝金は次の額を目安としておりますが、最
終的には依頼先とものづくりマイスターとの調整に
より決定していただいております。

〒310－0005  水戸市水府町864－4（茨城県職業人材育成センター内）
Tel.029-221-8647　Fax.029-226-4705

◆茨城県職業能力開発協会

企業・団体
からの依頼

学校・訓練施設
からの依頼

１時間あたり
5,000円

１時間あたり
3,000円

 ものづくりマイスター徽章は、ものづくりマイスターの方が県下で第一
級のものづくり技能を有しているという名誉と誇りの証であり、その活
動が技能の振興に寄与されることから茨城県知事が授与するものです。
　徽章のデザインは、茨城の「ｉ」とマイスターの「ｍ」をモチーフと
したものであり、製造に使用する金槌を象徴するｉとコンパスをかたどっ
たｍの２文字により、ものづくりをイメージしております。また、茨城
県の県旗などに使用されている青色により茨城県を表すとともに、黄金
色を使用することによりものづくりの技能が一層輝きを増すことを表現
しております。

１

２

３
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実施日 場　所 内　容 職　種 活 　 　 動 
マイスター数 受講者

10/17 
11/14 
12/12

寺西石材（株） 石材加工作業技能士
養成講習会 石材施工 5名 9名

合　　計 5名 9名

実施日 場　所 内　容 職　種 活 　 　 　 動 
マイスター数 受講者

11/16、18 茨城県立水戸聾学校 アーク溶接技能講習 電気溶接 1名 3名

合　　計 1名 3名

実施日 場　所 内　容 職　種 活 　 　 　 動
マイスター 数 受講者

6/23 桜川市立大和中学校 石の立体アート製作 石材施工 9名 52名

12/8 小美玉市立小川南中学校

銅板の表札製作 建築板金 2名 14名
ミニゴザ製作 畳製作 2名   8名

ネームプレート製作 広告美術仕上げ 6名 16名
ミニ障子製作 家具・建具製作 3名 17名

石の立体アート製作 石材施工 3名 17名
フラワーアレンジメント製作 フラワー装飾 2名 18名

12/23 笠間市みなみ学園児童クラブ フラワーアレンジメント製作 フラワー装飾 5名 60名

合　　　計 32名 202名

　小学校や中学校の児童・生徒等を対象として、ものづくりの楽しさを知ってもらうため、「ものづくり教室」
の講師として指導を行った。

　企業の従業員等を対象とした技能の習得、向上のための「技能講習会」において、講師として指導を行った。

　高校生・大学生を対象とした技能の習得、向上のための「技能講習会」において、講師として指導を行った。

技能講習会 

学校の児童・生徒に対する活動事例

１

２

ものづくりマイスターの主な活動事例

ものづくりマイスターの活動
（技能講習会）

ものづくりマイスターの活動
（児童・生徒 に対する指導）
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学　　院 訓練科等
（訓練区分）

マイスターの活動内容 受講者

職　種 マイスター数 指導内容 期　間

日立学院

溶接科
（在職者） 溶接 1名 ガス溶接技能講習

学科・実技
2日間

（14時間） 11名

溶接科
（在職者） 溶接 1名 ガス溶接技能講習

学科・実技
2日間

（14時間） 7名

機械製図科
（在職者） 機械・プラント製図 1名 機械図面の読み方 2日間

（14時間） 16名

機械科
（在職者） 機械加工 2名 技能検定普通旋盤

実技訓練
25日間

（175時間） 7名

機械科
（在職者） 機械加工 1名 フライス盤基本作業 2日間

（12時間） 5名

構造物鉄工科
（在職者） 鉄工、溶接 2名 技能検定構造物鉄工

学科・実技訓練
7日間

（48時間） 4名

溶接科
（在職者） 溶接 1名 アーク溶接特別教育 3日間

（21時間） 8名

溶接科
（在職者） 溶接 1名 アーク溶接特別教育 3日間

（21時間） 18名

溶接科
（在職者） 溶接 2名 アーク溶接特別教育 3日間

（21時間） 5名

水戸学院

機械科
（在職者） 機械プラント製図職種 1名 Auto-CAD講習

基礎
6日間

（18時間） 5名

情報技術科
（在職者） ITマスター 1名 基本情報技術者

試験対策
8日間

（24時間） 12名

情報技術科
（在職者） ITマスター 1名 基本情報技術者

試験対策
8日間

（24時間） 2名

電子機器科
（在職者） 電子機器組立て職種 1名 電子機器組立

技能検定試験対策
3日間

（24時間） 5名

電子機器科
（在職者） 電子機器組立て職種 1名 電子機器組立

技能検定試験対策
8日間

（48時間） 2名

機械科
（在職者）

機械検査・機械保全・
機械加工 1名 機械検査技能検定

実技試験対策
2日間

（12時間） 5名

筑西学院

機械科
（在職者） 機械加工 1名 機械図面の読み方・

描き方
2日間

（12時間） 6名

溶接科
（在職者） ガス溶接 2名 ガス溶接技能講習 2日間

（14時間） 6名

機械科
（在職者） 機械加工 1名 製缶加工図面の見方 2日間

（12時間） 9名

土浦学院

溶接科
（在職者） 溶接 1名 溶接作業

（ガス溶接）
2日間

（14時間） 7名

機械科
（在職者） 機械加工 1名 技能検定受検対策

（普通旋盤）
5日間

（30時間） 2名

機械科
（在職者） 機械加工 1名 技能検定受検対策

（フライス盤）
5日間

（30時間） 4名

機械技術科
（新規学卒者） 溶接 1名 溶接作業

（アーク溶接・ガス溶接）
7日間

（45時間） 9名

合計 26名 109日間
（647時間） 155名

（令和３年度）

　作業現場において実際に携わる技能について指導するとともに、高度な熟練技能を学ぶ機会を与えるため、

県立産業技術専門学院の「新規学卒者訓練」（新規学卒者等を対象とした訓練）や「在職者訓練」（企業の在

職者等を対象とした訓練）の講師として指導を行った。

県立産業技術専門学院における活動事例３
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　若年者の職業意識を養い、ものづくり産業などへの意識づけを図るため、県内の高校生を対象に就業体験
を行う「ジュニア技能インターンシップ事業」において、高校生の受入、体験実習の指導などを行った。

インターンシップ受入に対する活動事例４

実施日 受入企業･事業所 職　種 活動マイスター数 実施高校 参加人員
7/28、29 （株）ウーマンWOMAN Pure 01.美容 1名 日立北高校（1） 1名（女子）
7/28、29 （有）ケン・インターナショナル　ヘアクリエイティブサロンTiss那珂店 01.美容

東海高校（3）
1名（女子）

7/29、30 （株）花の店　よこやま本店 18.フラワー装飾 1名（女子）
8/5、6 （株）西野精器製作所 28.製造（機械加工） 1名（男子）
8/2、4 （株）AVANZARE　AccessMoonひたちなか店 01.美容

佐和高校（3）
1名（女子）

8/3、4 （株）きくち 07.洋菓子製造 1名（女子）
8/4、5 （株）家具の八木沢 09.家具・建具製作 1名 1名（女子）

7/29、30 DAMA HAIR 01.美容

那珂高校（12）

1名（女子）
8/4、5 （株）ウーマンWOMAN Pure 01.美容 1名 2名（女子）
8/11 学校法人リリー文化学園文化デザイナー学院 04.婦人子供服製造 1名（女子）

7/29、30 （株）冨貴堂　マリア・ヴェルト 07.洋菓子製造 1名（女子）
7/26、27 （有）KOSAI　パティスリーKOSAI本店 07.洋菓子製造 2名（女子）
7/29、30 （有）KOSAI　パティスリーKOSAI本店 07.洋菓子製造 2名（男子1名・女子1名）
8/4、5 （株）菊池精器製作所 28.製造（組立て） 1名（女子）
8/3、4 （株）ユードム 30.情報処理技術 2名（女子）
8/11 学校法人リリー文化学園文化デザイナー学院 04.婦人子供服製造

水戸第三高校（9）

3名（女子）
7/26、27 （有）グリュイエール　洋風笠間菓子　グリュイエール 07.洋菓子製造 2名（女子）
8/5、6 （有）KOSAI　パティスリーKOSAI本店 07.洋菓子製造 2名（女子）

8/12、13 （有）シュール洋菓子店　パティスリー シュール見川 07.洋菓子製造 2名（女子）
8/5、6 山本和裁研究学院 03.和裁 1名

水戸農業高校（24）

1名（男子）
8/5、6 ホテル　レイクビュー水戸 06.調理 1名（男子）
8/4、5 （有）カスタード 08.パン製造 3名（男子）
8/2、3 菊池建築 10.建築大工 1名（男子）
8/5、6 （株）白英社 17.広告美術仕上げ 1名 2名（男子1名・女子1名）
8/3、4 （株）根子左 21.左官 1名 1名（女子）
8/4、5 （株）菊池精器製作所 28.製造（組立て） 1名（女子）
8/3、4 （株）ユードム 30.情報処理技術 3名（男子2名・女子1名）
8/5、6 （株）ユードム 30.情報処理技術 2名（男子）
8/5、6 （株）大平組 32.鉄筋施工 1名 1名（男子）

11/11、12 （株）内原電機製作所 28.製造（組立て） 1名（女子）
2/12、13 （有）カトレア 18.フラワー装飾 2名（女子）
2/26、27 （有）カトレア 18.フラワー装飾 3名（女子）
1/6、7 （株）アイエスアイ 30.情報処理技術 2名（女子）

8/26、27 （有）サロントモ花 01.美容 1名

中央高校（12）

2名（女子）
8/19、20 （有）グリュイエール　洋風笠間菓子　グリュイエール 07.洋菓子製造 2名（女子）
8/26、27 （有）グリュイエール　洋風笠間菓子　グリュイエール 07.洋菓子製造 2名（男子1名・女子1名）
8/17、18 シャノワール 07.洋菓子製造 2名（男子）
8/24、25 シャノワール 07.洋菓子製造 2名（男子）
8/17、18 市毛表具店 35.表具・内装 1名 2名（女子）
8/5、6 （有）ズーム　HAIR&MAKE EARTH土浦店 01.美容

土浦湖北高校（4）

1名（女子）
7/26、27 磯山建具店 09.家具・建具製作 1名（男子）
8/4、5 （有）松庄花壇 18.フラワー装飾 1名（女子）
8/5、6 （株）ユードム 30.情報処理技術 1名（男子）

7/26、29 （株）AVANZARE　AccessMoon龍ケ崎店 01.美容 愛国学園大学附属龍ヶ崎高校（1） 1名（女子）
8/17 （株）モンテル　ベーカリー＆カフェ　ブルーノ　イーアスつくば店 08.パン製造

つくば工科高校（9）

2名（男子）
8/17 （株）モンテル　ベーカリー＆カフェ　ブルーノ　トナリエクレオ店 08.パン製造 2名（男子）
8/17 （株）菊和　茨城工場 28.製造（機械加工） 1名（女子）

11/1、2 ホテル　レイクビュー水戸 06.調理 2名（男子）
11/10、11 天使のおやつ 07.洋菓子製造 1名（男子）
11/17、18 天使のおやつ 07.洋菓子製造 1名（男子）

8/4、5 （有）松庄花壇 18.フラワー装飾
つくば国際大学高校（4）

2名（女子）
8/5、6 （株）ユードム 30.情報処理技術 2名（女子）
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学院名 実施場所 実施期間 職　　種 講師数（マイスター数） 指導内容 受講者
水戸学院 （有）エフ電子 5/22～8/20 電子機器組立て １名（１名） 電子機器組立て 2名
日立学院 日立産業技術専門学院 10/2～11/13 鉄工 ２名（２名） 構造物鉄工 4名
土浦学院 土浦産業技術専門学院 6/12～7/4 機械加工 １名（１名） 普通旋盤 2名

筑西学院 筑西産業技術専門学院
6/26～7/31 機械加工 １名（１名） 普通旋盤 2名
10/12～11/9 建築大工 ２名（２名） 建築大工 4名

合　計 ７名（７名） 14名

　団塊の世代に属する熟練技能者から次代を担う若年技能者に対して、技術・技能を継承する「いばらき名
匠塾」において、講師として指導を行った。

　●訓練コース：機械系、金属加工系、電子技術系など
　●対  象  者：中小企業などで働く中堅青年技能者
　●講　　　師：「ものづくりマイスター」などの熟練技能者
　●定　　　員：各コース原則５名以内　
　●訓 練 時 間：48時間（土日、平日夜など。訓練日時は希望に応じ調整可）
　●訓 練 場 所：各学院、実施を希望する事業所など

いばらき名匠塾事業における活動事例５

【いばらき名匠塾の概要】【いばらき名匠塾の概要】

8/5 木内製菓（株） 07.洋菓子製造 神栖高校（3） 3名（男子2名・女子1名）
10/19、10/18、19 藤建工業 10.建築大工 1名 水戸工業高校（4） 4名（男子）

10/21、22 山本和裁研究学院 03.和裁 1名

水戸平成学園高校（12）

1名（女子）
11/2 （株）冨貴堂　マリア・ヴェルト 07.洋菓子製造 1名（女子）

10/28、29 澤畑畳店 26.畳製作 1名 2名（女子）
11/8、9 （株）アイエスアイ 30.情報処理技術 3名（男子）
11/4、5 市毛表具店 35.表具・内装 1名 1名（男子）

11/24、25 （有）カスタード 08.パン製造 2名（女子）
11/25、26 （株）モンド　ブーランジェリーモンターニュ 08.パン製造 1名（女子）
11/17、18 （株）ヤナギシタ 19.タイル張り 1名 1名（女子）

合　計 41事業所（延べ62事業所） 18職種 14名 14校 １01名

ジュニア技能インターンシップ（和裁） ジュニア技能インターンシップ（畳製作）

ジュニア技能インターンシップ（タイル張り）
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分野 番号 職　種 認定者 作　業　内　容

製
造
分
野

1 金属熱処理 4名 一般熱処理

2 機械加工 103名 1特級（20）、2普通旋盤（30）、3フライス盤（14）、4ボール盤（3）、5横中ぐり盤（1）、6平面研削盤（1）、7円筒研削盤（1）、8数値制御旋盤（12）、
9数値制御フライス盤（5）、10マシニングセンタ（11）、11ジグ中ぐり盤（1）、12精密器具製作（3）、13数値制御平面研削盤（1）

3 放電加工 1名 特級
4 金属プレス加工 2名 金属プレス
5 鉄工 26名 1構造物鉄工（20）、2製缶（6）
6 仕上げ 33名 1特級（6）、2機械組立仕上げ（15）、3金型仕上げ（8）、4治工具仕上げ（4）
7 熱絶縁施工 1名 保温保冷工事
8 工場板金 2名 1特級（1）、2数値制御タレットパンチプレス板金（1）
9 半導体製品製造 4名 1特級（1）、2集積回路チップ製造（3）
10 光学機器製造 7名 1特級（1）、2光学機器組立て（3）、3光学ガラス研磨（3）
11 電子機器組立て 45名 1特級（16）、2電子機器組立て（29）
12 電気機器組立て 25名 1特級（5）、2回転電機組立て（1）、3配電盤・制御盤組立て（14）、4回転電機巻線製作（4）、5シーケンス制御（1）
13 鋳造工 1名 連続鋳造工
14 圧延工 5名 1冷間圧延（1）、2熱間圧延（2）、3造管工（2）
15 製鋼工 8名 1鋼連続鋳造工（2）、2転炉炉前工（1）、3製銑工（4）、4製錬工（1）
16 婦人子供服製造 10名 1婦人子供注文服製作（9）、2婦人子供既製服縫製（1）
17 紳士服製造 3名 紳士注文服製作
18 木型製作 1名 模型製作
19 溶接 49名 溶接
20 めっき 1名 電気めっき
21 電子回路接続 4名 電子回路接続

建 

築 

・ 

建 

設 

分 

野

22 造園 25名 造園工事
23 建築大工 17名 大工工事
24 建築板金 25名 内外装板金
25 ブロック建築 7名 コンクリートブロック工事
26 表装 2名 表具
27 サッシ施工 2名 ビル用サッシ施工
28 家具・建具製作 28名 1家具手加工（10）、2木製建具製作（18）
29 とび 19名 とび
30 左官 14名 左官
31 タイル張り 9名 タイル張り
32 畳製作 12名 畳製作
33 かわらぶき 36名 かわらぶき
34 配管 7名 建築配管
35 塗装 24名 1金属塗装（3）、2建築塗装（21）
36 冷凍空気調和機器施工 3名 冷凍空気調和機器施工
37 石材施工 26名 1石材加工（25）、2石積み（1）
38 型枠施工 5名 型枠工事
39 鉄筋施工 6名 鉄筋組立て
40 内装仕上げ施工 1名 ボード仕上げ作業

41 防水施工 14名 1シーリング防水（3）、2ウレタンゴム系塗膜防水（6）、3改質アスファルトシートトーチ（2）、4塩化ビニル系シート防水（2）、
5合成ゴム系シート防水（1）

そ 

の 

他 

の 

分 

野

42 機械保全 8名 1特級（4）、2機械系保全（2）、3電気系保全（2）
43 機械修理 2名 一般機械器具修理工
44 和裁 23名 和服製作
45 フラワー装飾 14名 フラワー装飾
46 調理 6名 1日本料理調理（5）、2西洋料理調理（1）
47 機械・プラント製図 9名 1機械製図（6）、2機械製図ＣＡＤ（3）
48 寝具製作 4名 寝具製作
49 印章彫刻 2名 木口彫刻
50 広告美術仕上げ 24名 1広告面ペイント仕上げ（18）、2広告面粘着シート仕上げ（6）
51 美容 12名 美容
52 写真 4名 1肖像写真（3）、2肖像写真デジタル（1）
53 油圧装置調整 1名 油圧装置調整
54 機械検査 2名 機械検査
55 金属材料試験 1名 機械組織試験
56 建設機械整備 2名 特級
57 パン製造 1名 特級
58 着付け 2名 着付け
59 電気製図 1名 配電盤・制御盤製図
60 強化プラスチック成形 1名 手積み積層成形
61 情報技術 10名 情報技術
62 理容 4名 理容
63 菓子製造 1名 和菓子製造

合　　計 751名

令和3年度末現在も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者 数 一 覧 　活動中の方
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● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●

一般熱処理
氏　名 住　所 認定年度

会田　則男 ひたちなか市 Ｈ１３
森永　学 千葉県香取市 Ｈ２１
木村　豊 鉾田市 Ｈ２３
鬼澤　一夫 石岡市 Ｈ２７

特　級
氏　名 住　所 認定年度

小川　健 ひたちなか市 Ｈ２６

金属プレス
氏　名 住　所 認定年度

山崎　勝己 ひたちなか市 Ｈ１２
八重樫　豊勝 日立市 Ｈ１４

数値制御フライス盤
石井　保 日立市 Ｈ１２
村松　正巳 ひたちなか市 Ｈ１５
鈴木　芳郎 鉾田市 Ｈ１８
高橋　勲 ひたちなか市 Ｈ１９
苅部　正浩 日立市 Ｈ３０

マシニングセンタ
黒羽　満 常陸太田市 Ｈ１７
田中　尚 日立市 Ｈ１８
菅野　和寿 ひたちなか市 Ｈ１８
佐伯　則明 那珂市 Ｈ２０
増子　衛 日立市 Ｈ２１
山崎　隆行　　　　ひたちなか市 Ｈ２３
稲葉　政弘　　笠間市 Ｈ２３
後藤　英昭 日立市 Ｈ２４
保坂　正昭 桜川市 Ｈ２８
高宮　正一 日立市 Ｈ３０
冨岡　正徳 常陸太田市 Ｒ１

ジグ中ぐり盤
宇野　利道 日立市 Ｈ１８

精密器具製作
小室　和春 那珂市 Ｈ１９
常松　敏夫 日立市 Ｈ２５
田村　秀由 城里町 Ｈ２８

数値制御平面研削盤
菊池　伸一 常陸太田市 Ｈ２７

特　級
氏　名 住　所 認定年度

上遠野　徹 水戸市 Ｈ１２
菊地　利一郎 石岡市 Ｈ１２
佐藤　修二 笠間市 Ｈ１２
森作　安孝 鉾田市 Ｈ１２
加藤　精男 ひたちなか市 Ｈ１４
田所　満 常陸太田市 Ｈ１７
菅野　正 ひたちなか市 Ｈ１９
小室　久雄 日立市 Ｈ２２
渡辺　誠二 かすみがうら市 Ｈ２２
今泉　正夫 日立市 Ｈ２５
中村　光一 ひたちなか市 Ｈ２６
佐々木　謙有 ひたちなか市 Ｈ２６
寺嶋　和正 ひたちなか市 Ｈ２８
大内　勝義 水戸市 Ｈ２９
野寺　正章 ひたちなか市 Ｈ２９
大森　克浩 水戸市 Ｈ３０
佐藤　智之 常陸太田市 Ｈ３０
川成　亮太 水戸市 Ｒ１
岩澤　浩 ひたちなか市 Ｒ１
松村　直樹 常陸太田市 Ｒ３

普通旋盤
石田　和夫 東海村 Ｈ１２
安井　俊勝 北茨城市 Ｈ１２
大友　博 那珂市 Ｈ１２
田所　勝久 日立市 Ｈ１２
鎌田　茂 水戸市 Ｈ１２
三代　修 高萩市 Ｈ１２
三本松　隆臣 福島県いわき市 Ｈ１２
岡野　昭則 高萩市 Ｈ１２
斉藤　敦 小美玉市 Ｈ１２
會澤　正美 日立市 Ｈ１３
椎名　典彦 土浦市 Ｈ１３
野崎　昇一 日立市 Ｈ１３
井坂　智明 土浦市 Ｈ１５
縄本　龍彦 つくば市 Ｈ１５
山本　巌 かすみがうら市 Ｈ１５
中村　拓治 かすみがうら市 Ｈ１５
石井　清一 笠間市 Ｈ１６
猿田　敦郎 日立市 Ｈ１９
花枝　康勝 高萩市 Ｈ１９
徳永　昌之 古河市 Ｈ２１

普通旋盤
氏　名 住　所 認定年度

倉田　正男 日立市十王町 Ｈ２１
小豆畑　博美 北茨城市 Ｈ２２
大森　正美 日立市 Ｈ２４
高野　一司 ひたちなか市 Ｈ２５
黒羽　満 常陸太田市 Ｈ２５
冨樫　雅暢 かすみがうら市 Ｈ２８
佐藤　寛伸 日立市 Ｈ３０
長岡　光則 ひたちなか市 Ｈ３０
五十嵐　義和 土浦市 Ｒ１
斉藤　文雄 ひたちなか市 Ｒ２

フライス盤
円谷　貞次 ひたちなか市 Ｈ１２
鈴木　博文 北茨城市 Ｈ１２
永盛　栄一 ひたちなか市 Ｈ１５
柴田　喜久男 日立市 Ｈ１６
力丸　晴 日立市 Ｈ１８
白岩　光雄 日立市 Ｈ１９
笠井　伸二 日立市 Ｈ２０
中山　龍一 北茨城市 Ｈ２１
久保　富二夫　茨城町 Ｈ２３
小島　勝利 ひたちなか市 Ｈ２４
比気　重久 土浦市 Ｈ２７
渡辺　秀 土浦市 Ｈ３０
小沼　善幸 結城市 Ｒ３
田所　慶嗣 日立市 Ｒ３

ボール盤
伊藤　義貴 石岡市 Ｈ１３
堀江　哲郎 水戸市 Ｈ１８
江畠　治弘　　　城里町 Ｈ２３

横中ぐり盤
後藤　憲 常陸太田市 Ｈ１２

平面研削盤
岩間　則雄 日立市 Ｈ１３

円筒研削盤
飯島　光雄 那珂市 Ｈ１５

数値制御旋盤
石井　新 東海村 Ｈ１４
菊池　豊一 日立市 Ｈ１７
吉川　八郎 土浦市 Ｈ２０
檜山　正博 那珂市 Ｈ２１
小田内　次男 那珂市 Ｈ２４
増子　英明 日立市 Ｈ２７
三宅　健太郎 かすみがうら市 Ｈ２７
大金　博敏 日立市 Ｈ２９
金塚　勝也 常陸太田市 Ｈ３０
横山　博英 常陸太田市 Ｒ２
佐藤　自宣 ひたちなか市 Ｒ２
木村　浩己 ひたちなか市 Ｒ３

金属熱処理

機械加工

１

放電加工3

金属プレス加工4

2

構造物鉄工
氏　名 住　所 認定年度

麥澤　隆巳 高萩市 Ｈ１２
石井　孝男 日立市 Ｈ１５
荻津　正美 那珂市 Ｈ１６
田巻　栄一 北茨城市 Ｈ１６
吉沢　芳行 常陸太田市 Ｈ１９
齋藤　直士 高萩市 Ｈ２０
清水頭　孝悦 常陸太田市 Ｈ２１
鈴木　広行 日立市 Ｈ２１
押手　俊彦 日立市 Ｈ２１

鉄　工5

8



仕上げ6

工場板金8

半導体製品製造9

光学機器製造10

電子機器組立て11

熱絶縁施工7

構造物鉄工
氏　名 住　所 認定年度

柏口　康治 日立市 Ｈ２２
塩澤　健二 ひたちなか市 Ｈ２５
羽柴　善一 日立市 Ｈ２５
佐川　弘幸 ひたちなか市 Ｈ２６
堀川　一巳 石岡市 Ｈ２７
仲野　雅彦 常陸大宮市 Ｈ２８
林　秀人 かすみがうら市 Ｈ２８
内藤　文孝 土浦市 Ｈ２９
大貫　善則 日立市 Ｈ３０
三宅　正太 牛久市 Ｒ１
田口　正裕 大洗町 Ｒ３

製　缶
沼田　康之 北茨城市 Ｈ１６
郡司　昭信 日立市 Ｈ１９
金澤　信行 高萩市 Ｈ２４
長谷　秀雄 東海村 Ｈ２９
杉山　寛 ひたちなか市 Ｒ１
田中　悠一 東海村 Ｒ２

金型仕上げ
氏　名 住　所 認定年度

根本　正美 常陸太田市 Ｈ１４
横田　傳一 ひたちなか市 Ｈ１８
相田　明久 ひたちなか市 Ｈ１８
金子　勝彦 常陸太田市 Ｈ２０
橋本　克巳 常陸大宮市 Ｈ２９
中河原　光男 ひたちなか市 Ｒ２

治工具仕上げ
大内　克 東海村 Ｈ１２
伏見　周司 ひたちなか市 Ｈ１５
倉持　和之 境町 Ｈ２６
稲葉　立夫 古河市 Ｈ２８

保温保冷工事
氏　名 住　所 認定年度

菅沢　光男 かすみがうら市 Ｈ１２

特　級
氏　名 住　所 認定年度

小川　勝弘 日立市 Ｈ２７
数値制御タレットパンチプレス板金

萩谷　訓 水戸市 Ｒ３

特　級
氏　名 住　所 認定年度

辻　重光 日立市 Ｈ１３
集積回路チップ製造

太田　竜之介 日立市 Ｈ１４
柚原　実 高萩市 Ｈ１５
小助川　修 ひたちなか市 Ｒ２

特　級
氏　名 住　所 認定年度

安藤　賢一 水戸市 Ｈ２９
光学機器組立て

高田　清晴 ひたちなか市 Ｈ１５
大曽根　豊 那珂市 Ｈ２２
細割　民夫 那珂市 Ｈ３０

光学ガラス研磨
堀江　明 ひたちなか市 Ｈ２０
菅野　利昭 東海村 Ｒ２
佐川　博文 水戸市 Ｒ３

特　級
氏　名 住　所 認定年度

原田　二郎 ひたちなか市 Ｈ１３
西村　秀人 土浦市 Ｈ２５
大山　訓 土浦市 Ｈ２５
瀬川　憲二 土浦市 Ｈ２７
小幡　和美 水戸市 Ｈ２７
佐藤　義和 桜川市 Ｈ３０

機械組立仕上げ
根本　孔之 ひたちなか市 Ｈ１２
滑川　猛 日立市 Ｈ１２
勝村　裕 日立市 Ｈ１２
大賀　重信 日立市 Ｈ１２
大高　弘道 日立市 Ｈ１２
友部　昌生 水戸市 Ｈ１２
鈴木　松男 日立市 Ｈ１３
大谷　直之 小美玉市 Ｈ１５
神田　健一 小美玉市 Ｈ１５
村上　羊一 日立市 Ｈ２１
齋藤　昭三 常陸太田市 Ｈ２３
西本　豊 鹿嶋市 Ｈ２７
野上　武志 日立市 Ｈ２９
茅根　直輝 常陸太田市 Ｒ１
野崎　豊和 北茨城市 Ｒ２

金型仕上げ
益子　勝男 日立市 Ｈ１２
篠田　武雄 日立市 Ｈ１２

特　級
氏　名 住　所 認定年度

鈴木　房志 ひたちなか市 Ｈ１７
小関　勝久 ひたちなか市 Ｈ１８
脇　嘉人 水戸市 Ｈ１９
四家　昌志 常陸大宮市 H21
石川　豊和 常陸太田市 H23
田口　克雄 水戸市 Ｈ２４
五月女　昌之 ひたちなか市 Ｈ２５
市野沢　雅嘉 常陸大宮市 Ｈ２６
斎藤　忠徳 那珂市 Ｈ２６
鈴木　隆司 ひたちなか市 Ｈ２６
平山　貴聡 水戸市 Ｈ２７
五月女　昌弘 水戸市 Ｈ２９
瀧田　裕樹 笠間市 Ｈ３０
綿引　正則 日立市 Ｒ１
盛田　哲也 ひたちなか市 Ｒ２
井出　直宏 ひたちなか市 Ｒ３
坂場　賢宏 茨城町 Ｒ３
高橋　芳彦 ひたちなか市 Ｒ３

電子機器組立て
鬼澤　孝 水戸市 Ｈ１３
佐藤　義照 那珂市 Ｈ１３
宮部　博文 水戸市 Ｈ２０
松田　富美男 東海村 Ｈ２０
藤田　謙一 常陸太田市 Ｈ２０
吉澤　多喜雄 ひたちなか市 Ｈ２０
土門　豊二 那珂市 Ｈ２１
大坪　裕幸 日立市 Ｈ２１
神長　恒治 ひたちなか市 Ｈ２１
海老根　孝一 常陸大宮市 Ｈ２２
青木　良雄 那珂市 Ｈ２２
小泉　三郎 那珂市 Ｈ２２
槍崎　博幸 水戸市 Ｈ２２
寺山　昭則 ひたちなか市 Ｈ２３
前野　俊明 ひたちなか市 Ｈ２５
益子　丈司 東海村 Ｈ２６
萩谷　賢二 那珂市 Ｈ２６
西島　豊 常陸太田市 Ｈ２７
藤田　光男 那珂市 Ｈ２７
中郡　勝男 ひたちなか市 Ｈ２８
神長　孝行 常陸太田市 Ｈ２９
小山　重治 常陸太田市 Ｈ２９
安　孝則 城里町 Ｈ３０
弓野　薫 水戸市 Ｈ３０
綿引　仁志 那珂市 Ｈ３０
川上　義彦 ひたちなか市 Ｒ１
西野　滋 ひたちなか市 Ｒ１

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
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電気機器組立て12

鋳造工13

圧延工14

木型製作18

溶　接19

製鋼工15

婦人子供服製造16

紳士服製造17

電子機器組立て
氏　名 住　所 認定年度

井上　政美 ひたちなか市 Ｒ２
門馬　一雄 日立市 Ｒ３

連続鋳造工
氏　名 住　所 認定年度

吉井　正徳 鹿嶋市 Ｈ１４

模型製作
氏　名 住　所 認定年度

土川　多身夫 東海村 Ｈ１２

特　級
氏　名 住　所 認定年度

桐原　茂幸 日立市 Ｈ２５
鬼澤　泰彦 石岡市 Ｈ２７
濱田　千泉 那珂市 Ｒ３

回転電機組立て
君嶋　透 城里町 Ｈ２５

配電盤・制御盤組立て
久下沼　文明 日立市 Ｈ１２
永田　定雄 日立市 Ｈ１２
高橋　勝美 常陸太田市 Ｈ１３
塩谷　充 常陸太田市 Ｈ１８
常世田　正夫 千葉県東庄町 Ｈ１８
木村　和弘 日立市 Ｈ１９
小林　晃 日立市 Ｈ２１
古橋　俊徳 日立市 Ｈ２１
佐川　宏智 高萩市 Ｈ２４
川澄　至 常陸大宮市 Ｈ２４
後藤　勝利 ひたちなか市 Ｈ２５
杉山　仁 常陸太田市 Ｈ２６
髙橋　敏明 日立市 Ｈ２８
小林　淳一 日立市 Ｈ３０

回転電機巻線製作
前野　公憲 日立市 Ｈ１２
菊池　信政 日立市 Ｈ１２
鈴木　清次 日立市 Ｈ２２
滝　安夫 高萩市 Ｈ２５

シーケンス制御
根本　実 那珂市 Ｒ３

冷間圧延
氏　名 住　所 認定年度

古賀　忠司 千葉県香取市 Ｈ１２
熱間圧延

水田　勝則 鹿嶋市 Ｈ１３
栗林　恒一 鹿嶋市 Ｈ２１

鋼連続鋳造工
氏　名 住　所 認定年度

田中　輝男 千葉県香取市 Ｈ１２
時松　元信 鹿嶋市 Ｈ２８

転炉炉前工
西野　和夫 鹿嶋市 Ｈ２４

製銑工
濵田　雅之 鹿嶋市 Ｈ２１
角田　隆義 千葉県東庄町 Ｈ２２
菅井　清 千葉県香取市 Ｈ２５
石垣　雄二 鹿嶋市 Ｈ２７

製錬工
安田　博文 鹿嶋市 Ｈ２６

婦人子供注文服製作
氏　名 住　所 認定年度

大和田　よね子 石岡市 Ｈ１３
雨澤　みつい ひたちなか市 Ｈ１４
鈴木　皆子 小美玉市 Ｈ１４
伊賀　玲子 つくば市 Ｈ１５
倉持　秀子 土浦市 Ｈ２６
砂田　いそ 土浦市 Ｈ２７
渡辺　好子 常総市 Ｈ２９
猫崎　佳子 石岡市 Ｒ２
遠藤　順子 取手市 Ｒ２

婦人子供既製服縫製
落合　百合子 笠間市 Ｈ１９

紳士注文服製作
氏　名 住　所 認定年度

仲田　七郎 水戸市 Ｈ１６
小沼　正 笠間市 Ｈ１６
樫村　誠 水戸市 Ｈ１６

溶　接
氏　名 住　所 認定年度

鈴木　智夫 日立市 Ｈ１２
冨永　精 東海村 Ｈ１２
渋谷　良男 かすみがうら市 Ｈ１２
飛田　健夫 日立市 Ｈ１２
柴田　辰雄 常陸太田市 Ｈ１２
塚本　孝夫 北茨城市 Ｈ１２
井上　博恭 日立市 Ｈ１３
今川　智正 高萩市 Ｈ１３
綿引　清 常陸大宮市 Ｈ１３
住田　俊夫 小美玉市 Ｈ１３
黒澤　昭三 日立市 Ｈ１３
臼庭　晋一 北茨城市 Ｈ１４
中村　力夫 土浦市 Ｈ１５
堀川　一巳 石岡市 Ｈ１６
奥谷　康弘 常陸太田市 Ｈ１６
長久保　千勝 北茨城市 Ｈ１６
山本　大作 小美玉市 Ｈ１８
加藤　登志幸 北茨城市 Ｈ１９
小林　清 日立市 Ｈ１９
伊藤　清 常陸太田市 Ｈ２０
山口　崇雄 ひたちなか市 Ｈ２０
安　和人 水戸市 Ｈ２１
鈴木　昭吾 ひたちなか市 Ｈ２２
大町　義典　　　　日立市 Ｈ２３
湯ノ口　覚 日立市 Ｈ２４
金澤　和彦 日立市 Ｈ２４
海老澤　正一 日立市 Ｈ２４
今野　栄一 日立市 Ｈ２４
照井　和浩 日立市 Ｈ２４
内藤　伸二 日立市 Ｈ２４
石川　真 かすみがうら市 Ｈ２５
城定　晃 小美玉市 Ｈ２５
根本　梓 ひたちなか市 Ｈ２５
大内　誠 日立市 Ｈ２５
小松崎　透 日立市 Ｈ２５
永井　洋 ひたちなか市 Ｈ２６
高橋　忍 水戸市 Ｈ２７
松尾　信二 土浦市 Ｈ２７
金久保　直行 つくば市 Ｈ２７
石﨑　英雄 日立市 Ｈ２８
綿引　守 日立市 Ｈ２８
佐藤　俊夫 常陸太田市 Ｈ２９
竹田　正行 土浦市 Ｈ２９
松岡　弘道 日立市 Ｈ２９
金澤　章 ひたちなか市 Ｈ３０
齋藤　伸吾 北茨城市 Ｈ３０
黒沢　哲也 ひたちなか市 Ｒ１
宮地　修 かすみがうら市 Ｒ１
川角　真直 日立市 Ｒ２

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
造管工

氏　名 住　所 認定年度
山本　健一 千葉県香取市 Ｈ１７
福川　賀皓 神栖市 Ｈ２０
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建築板金24
サッシ施工27

家具・建具製作28

ブロック建築25

表　装26

電子回路接続21

造　園22

建築大工23

コンクリートブロック工事
氏　名 住　所 認定年度

櫻井　文夫 龍ケ崎市 Ｈ１４
冨田　良雄 稲敷市 Ｈ１７
直井　一雄 結城市 Ｈ１８
若林　伊佐男 阿見町 Ｈ２０
小野瀬　克好 大洗町 Ｒ１
櫻井　郭実 龍ケ崎市 Ｒ３

電子回路接続
氏　名 住　所 認定年度

吉田　清作 常陸大宮市 Ｈ２５
鈴木　希一 常陸太田市 Ｈ２６
丹　浩則 日立市 Ｈ２６
藤澤　則彦 ひたちなか市 Ｈ３０

表　具
氏　名 住　所 認定年度

石塚　精持 筑西市 Ｈ１７
國分　賢一 日立市 Ｈ２８

ビル用サッシ施工
氏　名 住　所 認定年度

井上　晴夫 茨城町 Ｈ１６
松崎　精二 水戸市 Ｈ１７

大工工事
氏　名 住　所 認定年度

中野　進 日立市 Ｈ１２
渡辺　宏司 結城市 Ｈ１３
中村　勝彦 龍ケ崎市 Ｈ１６

大工工事
氏　名 住　所 認定年度

皆川　達幸 水戸市 Ｈ１７
小林　達明 古河市 Ｈ１７
鈴木　登美夫 稲敷市 Ｈ１９
立川　浩三 日立市 Ｈ１９
松村　文夫 結城市 Ｈ１９
糸賀　昭二　 龍ケ崎市 Ｈ２４
藤田　健 ひたちなか市 Ｈ２４
浅野　義明 稲敷市 Ｈ２６
野村　誠 龍ケ崎市 Ｈ２６
石井　明男 水戸市 Ｈ２８
佐々木　敏 日立市 Ｈ２８
須藤　研司 結城市 Ｈ２９
浅野　和彦 日立市 Ｈ２９
根本　正 稲敷市 Ｒ２

コンクリートブロック工事
氏　名 住　所 認定年度

杉山　英夫 利根町 Ｈ１２

造園工事
氏　名 住　所 認定年度

堀江　豊 筑西市 Ｈ１３
飛田　幸男 水戸市 Ｈ１３
大平　晶 笠間市 Ｈ１４
中村　澄夫 那珂市 Ｈ１５
古平　貞夫 つくば市 Ｈ１５
寺門　久雄 水戸市 Ｈ１６
会沢　仙 水戸市 Ｈ１６
鈴木　重文 水戸市 Ｈ１６
大澤　好文 龍ケ崎市 Ｈ１６
大根　陸男 神栖市 Ｈ１８
中庭　隆夫 那珂市 Ｈ１８
島田　勝市 桜川市 Ｈ１９
吉田　義平 行方市 Ｈ１９
冨田　夫三 茨城町 Ｈ１９
川上　一夫 つくばみらい市 Ｈ２０
平田　忠男 阿見町 Ｈ２０
辻田　正一 鹿嶋市 Ｈ２１
田中　資康 水戸市 Ｈ２６
井坂　秀夫 土浦市 Ｈ２６
小林　功 日立市 Ｈ２８
川上　嗣朗 つくばみらい市 Ｈ３０
中山　一夫 坂東市 Ｈ３０
吉岡　伸一 龍ケ崎市 Ｒ１
下村　康紀 土浦市 Ｒ１
郡司　雅夫 東海村 Ｒ１

内外装板金
氏　名 住　所 認定年度

野溝　年成 水戸市 Ｈ１２
鴻野　秀雄 稲敷市 Ｈ１２
知久　貴 古河市 Ｈ１２
浅野　静夫 稲敷市 Ｈ１２
篠崎　三郎 八千代町 Ｈ１３
渡辺　芳郎 下妻市 Ｈ１３
糸賀　威雄 土浦市 Ｈ１３
増尾　正夫 美浦村 Ｈ１３
三浦　信一 土浦市 Ｈ１６
大貫　正市 鉾田市 Ｈ１６
中嶋　敏雄 かすみがうら市 Ｈ１８
小澤　栄 潮来市 Ｈ１９
小嶋　弘 古河市 Ｈ２２
横田　弘治　　　鉾田市 Ｈ２３
寺嶋　清志 土浦市 Ｈ２４
菊池　功 つくば市 Ｈ２７
岸田　幹雄 龍ケ崎市 Ｈ２８
菊地　和浩 筑西市 Ｈ２９
小菅　正規 龍ケ崎市 Ｈ２９
笹島　征太郎 水戸市 Ｈ３０
鈴木　光成 ひたちなか市 Ｈ３０
養田　訓也 筑西市 Ｒ１
小林　誠 板東市 Ｒ１
後藤　正男 八千代町 Ｒ２
松本　雅己 筑西市 Ｒ２

家具手加工
氏　名 住　所 認定年度

五耒　由則 日立市 Ｈ１２
塙　重徳 茨城町 Ｈ１２
櫻井　光孝 土浦市 Ｈ１６
関口　昌之 石岡市 Ｈ１９
秋山　利広 結城市 Ｈ２０
芦間　晴男 水戸市 Ｈ２２
根本　進一 常陸太田市 Ｈ２７
櫻井　威志 土浦市 Ｈ２７
堀江　準一 結城市 Ｈ２８
小川　守 水戸市 Ｒ３

木製建具製作
馬場先　貞之 ひたちなか市 Ｈ１２
馬場先　常夫 ひたちなか市 Ｈ１２
渡會　利一 神栖市 Ｈ１２
海老沢　功泰 大洗町 Ｈ１２
安達　克敏 小美玉市 Ｈ１３
小野瀬　忠良 大洗町 Ｈ１７
早川　清 水戸市 Ｈ１７
矢吹　寿治 常陸大宮市 Ｈ１７
柚賀　英幸 ひたちなか市 Ｈ１７
上野　誠 桜川市 Ｈ２４
小林　義広 常陸大宮市 Ｈ２７
宇津野　勝弘 大洗町 Ｈ２７
大熊　義勝 笠間市 Ｈ２７
菊地　紀夫 筑西市 Ｈ３０

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
めっき20

電気めっき
氏　名 住　所 認定年度

小野　敬明 鹿嶋市 Ｈ１９
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左　官30

かわらぶき33

配　管34

塗　装35

タイル張り31

畳製作32

と　び29

と　び
氏　名 住　所 認定年度

寺田　健光 土浦市 Ｈ１３
片倉　進 土浦市 Ｈ１４
川島　一男 土浦市 Ｈ１５
君山　浩一 かすみがうら市 Ｈ１６
反町　雅幸 日立市 Ｈ１７
酒井　光一 土浦市 Ｈ１９
松本　一幸 那珂市 Ｈ２０
田仲　正利 つくば市 Ｈ２２
鈴木　豊明 土浦市 Ｈ２２
寺本　光男 土浦市 Ｈ２３
佐藤　健久 水戸市 Ｈ２４
石黒　文明 日立市 Ｈ２５
知久　重巳 阿見町 Ｈ２７
小山　昌利 かすみがうら市 Ｈ２９
小林　義之 ひたちなか市 Ｈ２９
杉山　𠮷則 つくば市 Ｈ３０
杉山　貴史 利根町 Ｒ１
三井　啓道 東海村 Ｒ２
菅谷　栄 鉾田市 Ｒ３

左　官
氏　名 住　所 認定年度

渡辺　洋一 ひたちなか市 Ｈ１２
網代　喜兵衛 ひたちなか市 Ｈ１２
川端　博 稲敷市 Ｈ１４
網代　秀雄 ひたちなか市 Ｈ１４
髙橋　淳 常陸太田市 Ｈ１４
根子　清 水戸市 Ｈ１４
大崎　義弘 稲敷市 Ｈ１７
染谷　長一 稲敷市 Ｈ１７
金谷　光弘 古河市 Ｈ１８
白石　博一 古河市 Ｈ１８
本多　繁美 大子町 Ｈ１９
菅谷　源一 鉾田市 Ｈ１９
平田　康之 結城市 Ｈ２２
佐藤　一由 水戸市 Ｈ２２

畳製作
氏　名 住　所 認定年度

田中　良幸 日立市 Ｈ１２
和知　清 潮来市 Ｈ１５
冨永　重 東海村 Ｈ１６
関川　恵一 石岡市 Ｈ１８
穂積　保 日立市 Ｈ１９
髙津　達夫 つくば市 Ｈ２０
澤畑　寿秀 水戸市 Ｈ２０
吉澤　角次 常陸太田市 Ｈ２１
塙　宏文 水戸市 Ｈ２２
和知　伸一 潮来市 Ｈ２２
田中　孝幸 日立市 Ｈ２３
岡島　勉 笠間市 Ｈ２６

かわらぶき
氏　名 住　所 認定年度

小林　宣夫 常総市 Ｈ２８
桐原　淳一 那珂市 Ｈ２８
深谷　知英 水戸市 Ｈ２８
坂本　正光 かすみがうら市 Ｈ２９
鬼沢　栄史 石岡市 Ｈ３０
川井　直樹 笠間市 Ｈ３０
髙須　武俊 行方市 Ｈ３０
磯﨑　正巳 那珂市 Ｒ１
杉田　康徳 つくば市 Ｒ１
髙嵜　恵助 行方市 Ｒ１
五十嵐　義裕 高萩市 Ｒ３

建築配管
氏　名 住　所 認定年度

茂木　一男 鉾田市 Ｈ１４
色川　道城 石岡市 Ｈ１５
藤木　章吉 筑西市 Ｈ１６
大久保　敏男 日立市 Ｈ１６
小貫　直行 那珂市 Ｈ１６
池田　庄一 土浦市 Ｈ１８
菊地　和宏 水戸市 Ｈ２０

金属塗装
氏　名 住　所 認定年度

長津　弘 茨城町 Ｈ１２
堀米　三成 行方市 Ｈ１９
石村　耕一 栃木県下野市 Ｈ２４

建築塗装
柏　光一 水戸市 Ｈ１２
深作　浩三 ひたちなか市 Ｈ１６
園部　秀利 水戸市 Ｈ１６
鈴木　博巳 日立市 Ｈ１７
西野　一 常陸太田市 Ｈ１８
佐藤　雅彦 日立市 Ｈ１８
増田　勝人 ひたちなか市 Ｈ１８
齊藤　誠一郎 水戸市 Ｈ１８
西野　昭 常陸太田市 Ｈ１９
小林　秀彦 日立市 Ｈ１９
仲田　功 水戸市 Ｈ１９
岡崎　一徳 筑西市 Ｈ２０
武居　宏 石岡市 Ｈ２０
横山　茂樹 水戸市 Ｈ２０
赤荻　弘 水戸市 Ｈ２１
小林　一司 ひたちなか市 Ｈ２１
齊藤　佳昭 水戸市 Ｈ２２
松田　光司 龍ケ崎市 Ｈ２２
斉藤　光一 水戸市 Ｈ２３
岡野　勉 土浦市 Ｈ２６
貝賀　睦 ひたちなか市 Ｈ２８

かわらぶき
氏　名 住　所 認定年度

齋藤　実 土浦市 Ｈ１２
鈴木　伸一 常総市 Ｈ１３
日高　重造 石岡市 Ｈ１６
塩畑　光司 笠間市 Ｈ１７
野村　至宏 下妻市 Ｈ１８
鬼澤　一美 石岡市 Ｈ１８
片倉　髙男 常総市 Ｈ２０
鶴町　献一 石岡市 Ｈ２０
中山　正己 坂東市 Ｈ２２
櫻井　茂幸 石岡市 Ｈ２２
小久保　和弘 古河市 Ｈ２３
渡辺　丘雅 鉾田市 Ｈ２４
岩上　光浩 常総市 Ｈ２５
林　英樹 土浦市 Ｈ２５
椎木　政勝 潮来市 Ｈ２５
深谷　真一 水戸市 Ｈ２５
砂田　諭男 土浦市 Ｈ２６
高須　喜浩 行方市 Ｈ２６
勝倉　庄一 石岡市 Ｈ２６
岡井　正勝 笠間市 Ｈ２６
髙野　雅雄 行方市 Ｈ２７
松崎　良和 下妻市 Ｈ２７
渡邊　貴久 石岡市 Ｈ２７
久保田　勝也 石岡市 Ｈ２７
根本　健一 鹿嶋市 Ｈ２８

タイル張り
氏　名 住　所 認定年度

篠塚　進 潮来市 Ｈ１４
山町　重信 鹿嶋市 Ｈ１４

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
木製建具製作

氏　名 住　所 認定年度
綿引　康之 城里町 Ｈ３０
片岡　公男 水戸市 Ｒ１
馬場先　秀之 ひたちなか市 Ｒ３
礒山　一広 土浦市 Ｒ３

タイル張り
氏　名 住　所 認定年度

小森　勝男 水戸市 Ｈ１６
根本　進 坂東市 Ｈ１６
柳下　義男 水戸市 Ｈ１８
田中　完一 鹿嶋市 Ｈ１８
深谷　良一 茨城町 Ｈ２７
山田　幸男 鹿嶋市 Ｈ２７
糸賀　國男 龍ケ崎市 Ｈ２９

12



日本料理調理
氏　名 住　所 認定年度

大橋　靖弘 土浦市 Ｈ２３
眞嶋　伸二 水戸市 Ｈ２４
西川　幸徳 土浦市 Ｈ２８
増子　淳一 牛久市 Ｒ３
鈴木　幸夫 神栖市 Ｒ３

特　級
氏　名 住　所 認定年度

大平　勝雄 日立市 Ｈ１９
塩田　信治 ひたちなか市 Ｈ２８
岩浪　洋一 土浦市 Ｒ１
長嶋　博之 ひたちなか市 Ｒ１

機械系保全
久保　均 水戸市 Ｈ２１
川ノ邊　潔 笠間市 Ｒ２

電気系保全
金子　均 神栖市 Ｈ２５
荒川　充義 鹿嶋市 Ｈ２６

一般機械器具修理工
氏　名 住　所 認定年度

澤田　秀夫 神栖市 Ｈ２７
中島　久任 鹿嶋市 Ｈ２８

和服製作
氏　名 住　所 認定年度

山本　泰子 水戸市 Ｈ１２
早川　はつ 阿見町 Ｈ１２
佐藤　孝子 古河市 Ｈ１３
染谷　静江 常総市 Ｈ１３
加藤　マサエ 古河市 Ｈ１５
渥美　誠一 取手市 Ｈ１５
斉藤　縫子 群馬県前橋市 Ｈ１６
菱沼　恒子 石岡市 Ｈ１６
大川　静子 神栖市 Ｈ１６
山中　悦男 取手市 Ｈ１７
松田　とき子 龍ケ崎市 Ｈ１７
池田　三千代 龍ケ崎市 Ｈ１８
村田　暁美 千葉県野田市 Ｈ１８
菊池　弘美 那珂市 Ｈ１８
会田　亮子 つくば市 Ｈ２１
山崎　千枝子 八千代町 Ｈ２２
益子　明美 城里町 Ｈ２４
袴塚　千香子 水戸市 Ｈ２５
皆川　里美 茨城町 Ｈ２６
澤畑　小巻 水戸市 Ｈ２８
綿引　典子 那珂市 Ｈ２９
田村　登茂子 土浦市 Ｈ３０
中島　鮎美 五霞町 Ｈ３０

フラワー装飾
氏　名 住　所 認定年度

中村　一栄 水戸市 Ｈ１６
田口　順子 水戸市 Ｈ１６
松本　典子 牛久市 Ｈ１６
飯田　保美 石岡市 Ｈ１８
安藤　和代 笠間市 Ｈ１９
八陣　久美子 日立市 Ｈ１９
石田　洋子 東海村 Ｈ２０
青栁　惠子 水戸市 Ｈ２２
近藤　富江 笠間市 Ｈ２５
目野　綾子 小美玉市 Ｈ２６
青木　恵美 桜川市 Ｈ２７
篠原　良 水戸市 Ｈ２８
大塚　夕子 龍ケ崎市 Ｒ１
吉田　美恵 水戸市 Ｒ２

機械保全42

フラワー装飾45

調　理46

機械修理43

和　裁44

石材加工
氏　名 住　所 認定年度

佐藤　友昭 桜川市 Ｈ１３
成田　隆之 桜川市 Ｈ１３
竹林　曻 笠間市 Ｈ１３
富田　秀 桜川市 Ｈ１５
金子　徳善 桜川市 Ｈ１５
中野　正信 笠間市 Ｈ１６
川口　貢一 桜川市 Ｈ１６
竹林　規夫 笠間市 Ｈ１６
稲葉　健一 桜川市 Ｈ１６
大塚　貞一郎 桜川市 Ｈ１６
郡司　浩 桜川市 Ｈ１７
岩渕　久之 桜川市 Ｈ１７
小林　忠 桜川市 Ｈ１７
武井　昭二 筑西市 Ｈ１７
池田　栄 桜川市 Ｈ２０
前島　良治 かすみがうら市 Ｈ２０
植竹　常郎 桜川市 Ｈ２２
小澤　義男 桜川市 Ｈ２２
坂口　登 桜川市 Ｈ２３
鈴木　康正 笠間市 Ｈ２４
酒井　修 笠間市 Ｈ２４
木代　昇好 桜川市 Ｈ２９
廣瀬　祐一 桜川市 Ｈ２９
寺西　俊雄 桜川市 Ｈ２９
矢城　幸廣 笠間市 Ｒ３

石積み
友常　幸一 笠間市 Ｈ２４

鉄筋組立て
氏　名 住　所 認定年度

大平　時彦 水戸市 Ｈ１３
呼子　照夫 鹿嶋市 Ｈ１４

シーリング防水
氏　名 住　所 認定年度

仲林　幸郎 水戸市 Ｈ２３
益子　公一郎 古河市 Ｈ２４
大窪　康文　　日立市 Ｈ２５

ウレタンゴム系塗膜防水
神原　陽一 古河市 Ｈ２０
菊池　正之 那珂市 Ｈ２１
加藤木　直之 城里町 Ｈ２２
吉葉　隆弘 つくば市 Ｈ２６
柳澤　和俊 土浦市 Ｈ２９
中山　修一 阿見町 Ｒ１

改質アスファルトシートトーチ
大宮　義一 日立市 Ｈ２０
大宮　誠一郎 日立市 Ｈ２１

塩化ビニル系シート防水
萩野谷　淳志 水戸市 Ｈ２２
菊池　大樹 那珂市 Ｈ３０

合成ゴム系シート防水
小松　寿春 ひたちなか市 Ｈ２６

型枠工事
氏　名 住　所 認定年度

渡辺　武雄 水戸市 Ｈ２９
新堀　洋 鉾田市 Ｈ２９
佐々木　広行 水戸市 Ｒ１
斉藤　正弘 鹿嶋市 Ｒ２
永嶋　浩太郎 結城市 Ｒ３

ボード仕上げ作業
氏　名 住　所 認定年度

秋田　修 常総市 Ｈ１８

冷凍空気調和機器施工36

型枠施工38

鉄筋施工39

内装仕上げ施工40

防水施工41

石材施工37

冷凍空気調和機器施工
氏　名 住　所 認定年度

清田　健 水戸市 Ｈ１２
石岡　政美 水戸市 Ｈ１２
橘　清則 土浦市 Ｈ２２

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
鉄筋組立て

氏　名 住　所 認定年度
海老澤　浩幸 茨城町 Ｒ３
飯島　幸夫 水戸市 Ｒ３
堀江　浩二 筑西市 Ｒ３
呼子　洋伸 鹿嶋市 Ｒ３
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木口彫刻
氏　名 住　所 認定年度

川上　日出吉 常陸大宮市 Ｈ１６
三須　一宏 日立市 Ｈ２３

広告面ペイント仕上げ
氏　名 住　所 認定年度

西野　英一 水戸市 Ｈ１３
桜井　凱夫 龍ケ崎市 Ｈ１３
高橋　清悦 守谷市 Ｈ１３
阿久津　征雄 水戸市 Ｈ１３
石原　洋太郎 水戸市 Ｈ１４
佐藤　利勝 つくば市 Ｈ１４
中山　正昭 水戸市 Ｈ１６
柴　正義 つくば市 Ｈ１６
田谷野　盛男 石岡市 Ｈ１７
菅原　亨 鹿嶋市 Ｈ１９
横山　司 日立市 Ｈ１９
小原　信一 鹿嶋市 Ｈ２０
海老原　文夫 守谷市 Ｈ２２
菊地　利明 日立市 Ｈ２３
橋本　登 茨城町 Ｈ２３

美　容
氏　名 住　所 認定年度

小林　保子 日立市 Ｈ１３
赤上　喜久子 日立市 Ｈ１３
小沼　キミ子 行方市 Ｈ１５
花枝　康子 小美玉市 Ｈ１７
山田　憲一 土浦市 Ｈ２０
村井　佳子 筑西市 Ｈ２６
岡本　典子 古河市 Ｈ２７
仲田　さゆり 石岡市 Ｈ２８
山本　初枝 大洗町 Ｈ２９
大木　聡 筑西市 Ｈ３０
八田　康代 ひたちなか市 Ｈ３０
宮崎　公子 大洗町 Ｒ１

寝具製作
氏　名 住　所 認定年度

北島　一男 結城市 Ｈ１２
楢戸　崇雄 土浦市 Ｈ１２
寺門　一男 水戸市 Ｈ１４
木村　広志 石岡市 Ｈ１６

機械製図
氏　名 住　所 認定年度

藤原  喜延 水戸市 Ｈ１４
伊藤　喬章 那珂市 Ｈ１６
児玉　俊博 東海村 Ｈ１８
渋谷　忠明 日立市 Ｈ１８
藤原　哲雄 ひたちなか市 Ｈ２２
平澤　孝二 日立市 Ｈ２２

機械製図ＣＡＤ
佐竹　尋志 ひたちなか市 Ｈ１９
山口　誠 日立市 Ｈ１９
森　武 日立市 Ｒ１

印章彫刻49
肖像写真

氏　名 住　所 認定年度
綿引　邦雄 常陸大宮市 Ｈ１９
森　俊一 日立市 Ｈ１９
木村　孝雄 つくば市 Ｈ２８

肖像写真デジタル
中川　祐子 水戸市 Ｈ２８

写　真52

配電盤・制御盤製図
氏　名 住　所 認定年度

松井　修 東海村 Ｈ２９

電気製図59

手積み積層成形
氏　名 住　所 認定年度

松生　孝治 笠間市 Ｈ２９

強化プラスチック成形60

情報技術
氏　名 住　所 認定年度

二階堂　崇 那珂市 Ｈ３０
佐藤　俊秀 茨城町 Ｒ１
有馬　秀樹 土浦市 Ｒ１
松川　信之 那珂市 Ｒ１
住吉　保彦 つくば市 Ｒ２
杉村　信一 常陸太田市 Ｒ２
広岡　明彦 ひたちなか市 Ｒ３
菊池　俊一 阿見町 Ｒ３
小林　庸一 神奈川県横浜市 Ｒ３
萩原　勝 石岡市 Ｒ３

情報技術61

和菓子製造
氏　名 住　所 認定年度

海老澤　満 筑西市 Ｒ２

菓子製造63

理容
氏　名 住　所 認定年度

飯野　高嗣 水戸市 Ｒ２
鴨志田　進二 水戸市 Ｒ２
大山　英行 稲敷市 Ｒ２
山﨑　耕一 水戸市 Ｒ２

理　容62

油圧装置調整
氏　名 住　所 認定年度

小原　義也 鹿嶋市 Ｈ２０

油圧装置調整53

機械検査
氏　名 住　所 認定年度

鈴木　仁志 小美玉市 Ｈ２２
小堀　学 ひたちなか市 Ｈ２４

機械検査54

機械組織試験
氏　名 住　所 認定年度

本田　裕司 鹿嶋市 Ｈ２２

金属材料試験55

特　級
氏　名 住　所 認定年度

小林　則和 ひたちなか市 Ｈ２５
大山　智明 笠間市 Ｈ２６

建設機械整備56

特　級
氏　名 住　所 認定年度

山口　雅弘 つくば市 Ｈ２５

パン製造57

着付け
氏　名 住　所 認定年度

佐藤　孝子 古河市 Ｈ２６
潮　舞子 栃木県野木町 Ｈ３０

着付け58

広告美術仕上げ50

機械・プラント製図47

美　容51

寝具製作48

● も の づ く り マ イ ス タ ー 認 定 者（ 活 動 中 の 方 ）●
西洋料理調理

氏　名 住　所 認定年度
大越　聡 ひたちなか市 Ｈ２９

広告面ペイント仕上げ
氏　名 住　所 認定年度

栗田　明 日立市 Ｈ２７
西野　伸二 水戸市 Ｈ２７
谷口　高志　 土浦市 Ｈ２９

広告面粘着シート仕上げ
増田　忠洋　 日立市 Ｈ２９
阿久津　征浩 水戸市 Ｈ３０
高森　亮一 土浦市 Ｈ３０
染谷　芳宏 つくば市 Ｒ２
柴　美也子 つくば市 Ｒ２
阿久津　和広 常陸太田市 Ｒ２
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活用の手引き●活動事例集

茨城県

ものづくり
マイスター

令和
４年度

◆ものづくりマイスターの制度に関するお問合せ
茨城県 産業戦略部 労働政策課 技能振興グループ

〒310-8555 水戸市笠原町９７８番地６

TEL.029-301-3656
FAX.029-301-3669

◆ものづくりマイスターの依頼に関するお問合せ
茨城県職業能力開発協会

〒310-0005 水戸市水府町８６４番地４
（茨城県職業人材育成センター内）

TEL.029-221-8647
FAX.029-226-4705


