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　明けましておめでとうございます。
　会員の皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び申し上げます。
　また、日頃より当協会の事業へご理解とご協力を賜り厚く心より感謝を申
し上げます。
　さて、一昨年発生した新型コロナウイルス感染症は、昨年、世界的に拡大、
パンデミックに至り、経済はもとより身近な市民生活にも大きな影響を及ぼ
しております。
　当協会の業務につきましても、前期の技能検定をはじめ、多くの事業が中
止や延期を余儀なくされるなどの影響を受けました。
　感染予防のためのワクチン開発が進み、ウィズコロナの新しい生活様式、
あるいはコロナ後を見据えた社会、経済活動の在り方なども模索されており
ますが、一刻も早く感染拡大が終息し、社会に広がる不安が解消されますこ
とを願ってやみません。
　このような中ではありますが、地域産業を支える「優れた技能」は、普遍
的な価値を有するものであり、技能者の育成・確保と次世代への継承はきわ
めて重要な課題であります。
　職業能力開発協会といたしましては、本年も会員の皆さま、利用者の皆さ
まのニーズに応えられるよう、主要事業であります技能検定の適正かつ確実
な実施、人材育成支援事業としての各種能力開発研修、技能五輪や技能グラ
ンプリなどの競技大会参加に対する支援など、事業に積極的に取り組んでま
いりますので、引き続き、ご理解、ご協力をいただきますようよろしくお願
い申し上げます。
　結びに、本年が皆さまにとって、希望に満ちた年となりますよう祈念いた
しまして、新年のご挨拶といたします。

　明けましておめでとうございます。
　2021年の新春を迎え、皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられ
たことと、心よりお慶び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症による影響を受け、不安な日々を過ご
した方も多いことと思います。また、相次いで発生した自然災害の被害にあ
われた地域では、建築、かわらぶきなどの技能士の不足により、復旧が思う
ように進まない事態もみられ、ものづくりの現場での深刻な技能人材不足の
問題が露呈しております。人々の「安心した生活」を支えるためにも、優れ
た技能を持った技能士の確保が大きな課題となっております。
　また、昨年開催を予定しておりました４年に一度のものづくりイベント「も
のづくりフェア2020」は新型コロナウイルスの感染拡大が心配されたため、
残念ながら開催できませんでしたが、小学校での「ものづくり体感事業」で
は、感染防止対策を十分に行いながら開催することができました。コロナ禍
でありながらも、技能士会員の皆さまにご協力いただき、継続して子ども達
にものづくりの楽しさや素晴らしさを伝える機会をつくれたことに、心から

一般社団法人群馬県技能士会連合会
会　長

長谷川　哲　義

群馬県職業能力開発協会
会　長

長　瀬　裕　一

新年のあいさつ新年のあいさつ
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感謝申し上げます。
　本年も群馬県技能士会連合会としましては、関係機関や団体と協力して、
後進の育成、地域における質の高い技能者・人材の確保等の活動を進めて参
りたいと考えておりますので、引き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。
　結びに、新しい年が、皆さまにとって幸多き年となりますよう祈念いたし
まして、新年のご挨拶とさせていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　群馬県職業能力開発協会及び群馬県技能士会連合会の皆さまには、健やか
な新年をお迎えのことと心からお喜び申し上げます。
　昨年は、新型コロナウイルス感染症に加え、豚熱（CSF）の発生など、危
機対応に多くの時間と資源を費やした一年でした。新型コロナウイルス感染
症は、予断を許さない状況が続いています。今後も自然災害を含め、気候変
動によりさまざまな危機管理事案が常態化すると考えております。こうした
事態にしっかり対応するため、さらなる備えを進めていきます。
　更に12月には、20年後の本県が目指す姿を描く新・群馬県総合計画の「ビ
ジョン」を策定しました。今年は、これを県政の羅針盤として「年齢や性別、
国籍、障害の有無等にかかわらず、全ての県民が誰一人取り残されることな
く、自ら思い描く人生を生き、幸福を実感できる自立分散型の社会」の構築
を目指します。そして、その原動力となる柱は「始動人を育む教育イノベー
ション」とみんなで知恵を出し合う「官民共創コミュニティ」です。
　そして、公立学校における１人１台のパソコンがまもなく県内全ての市町
村で整備されます。また昨年整備した県庁32階の官民共創スペース
「N

ネツゲン

ETSUGEN」は、さまざまな分野の人たちが集まり、地域課題を解決す
るモデルを生み出す「官民共創コミュニティ」の中核となる場所です。これ
らは、多様な個性を持った人材の育成に寄与し、群馬の未来を大きく発展さ
せるものと確信しています。
　さて、少子高齢化の進行に伴い、我が国製造業の高度な技術を支えてきた
優れた技能の継承が、年々難しくなってきています。加えて、新型コロナウ
イルス感染症の拡大を契機として、産業構造や働き方が見直される時期にあ
り、産業人材の育成のあり方も変わりつつあります。
　こうした中、本県の産業が持続的な成長を続けていくためには、本県の強
みである産業基盤を支える高度な技能の更なる向上に加えて、第４次産業革
命に伴う技術革新の進展に対応できるデジタル人材を育成し、生産性の向上
や新たな付加価値の創出に結びつけていく取組が極めて重要です。
　ニューノーマルな社会において、本県はさらに輝けるポテンシャルを秘め
ています。今後も、新型コロナウイルス感染症や自然災害等から県民の命を
守るために全力を尽くすと同時に、県民の皆さまがワクワクするような取り
組みをさらに加速させていく考えです。
　皆さまには、引き続き県政へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し
上げるとともに、新しい年が、皆さまにとって健康で幸多い年となりますよ
う、心からお祈り申し上げます。
 令和３年１月１日

群馬県知事
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令和２年度秋に表彰の栄誉に輝いた方々
onorH

【卓越した技能者】（現代の名工）

【国の表彰】叙勲・褒章 （注） 群馬県職業能力開発協会、（一社）群馬県技能士会連合会に係る方のみを
掲載させていただきました。

〈旭日双光章〉
【専門工事業振興功労】
日本左官業組合連合会理事
野村　裕司

•元群馬県左官技能士会会長
•平成30年に現代の名工を受賞
•職業能力開発協会理事
•元左官職種技能検定委員

〈瑞宝双光章〉
【消防功労】
宮田　次男

• 50年以上地元の消防団
に関わり、団長も務めた
• プラスチック系床仕上げ工事作業、
カーペット系床仕上げ工事作業、木
質系床仕上げ工事作業技能検定委員

〈瑞宝単光章〉
【職業訓練功労】
小田桐建設取締役
小田桐傳吉

• 元建築大工職種技能検
定委員
• 渋川職業訓練協会
　元指導員・顧問

〈瑞宝単光章〉
【技能検定功労】
小棚　政明

• 元ルネサスエレクトロニクス
生産本部高崎工場製造部装置
管理課前工程装置管理係職長
•平成22年に現代の名工を受賞
•電子機器組立て職種技能検定委員

　卓越した技能者（現代の名工）表彰制度は、卓越した技能を持ち、その道で第一人者として目されて
いる技能者を表彰するものです。この制度は、技能の世界で活躍する職人や技能の世界を志す若者に目
標を示し、技能者の地位と技能水準の向上を図ること、また、技能者の模範として、将来を担う優秀な
技能者の確保・育成を進め、優れた技能を次世代に承継していくことを目的としています。

〈表彰受賞者の技能功績概要〉
一倉　史人 氏 （プラスチック成形工）

　化粧品容器や自動車の計器部品、医療器具などの製造
を手掛ける一倉製作所の社長。大学卒業後、県内外の金
型メーカーで８年間修行を積み、自社独自の金型製造に
ノウハウを生かす。
　群馬産業技術センターや産業支援機構と共同で、世界
初となる「シリンジ（注射筒）」一体型の樹脂製注射針

の開発に乗り出し、2025年の製品化を目指して改良を重ねている。
　また現在は、群馬県プラスチック工業振興協会の副会長も務め、業界の
人材育成や情報発信にも力を注いでいる。

髙𣘺　玉江 氏 （和裁仕立職）
　和裁の世界に入って半世
紀、約40年にわたり個人の依
頼を受けて着物を仕立ててき
た。素材に対する深い知識が
求められる両面羽織や大振り
袖、裁

たっつけばかま

付袴などの裁縫技能に加え、異なる布で紋や模様をつける「切りはめ」などの

作業風景

作業風景作品
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高度な技能を磨いてきた。
　また、自身が主宰する和裁教室において多くの生徒を輩出しているほか、平成15年から15年間、技能
検定委員として技能検定の適正な実施に貢献している。
　「着物は何代も着ることを見据えて仕立てている。若い人たちに親しんでもらえる手伝いをしていき
たい」と各種イベントの企画・実施をとおして、和服文化の普及に尽力している。

森谷　武竝 氏 （表具師）
　草津町で80年以上続く表具店の２代目。15歳で表
具の世界へ入り、60年以上にわたり研鑽を重ねてい
る。
　寺院の屏風、額の修繕から個人の掛け軸の仕立や
住宅の内装まで幅広い仕事を手掛けており、なかで
も現場に合わせて寸法や形を設計する「創作表具」

の製作を得意としている。その豊富な知識と高い技能を活かして歴史
的価値が高い作品の修繕を行うなど、地元の文化財保存に大きく貢献
している。
　その一方で、認定訓練校の訓練生への指導や技能士会員を対象にし
た実技講習なども行っている。「自分の技術が伝わっていくのは嬉し
い。生徒達の成長がやりがい」と後進の育成にも積極的に取り組んで
いる。

　「群馬県職業能力開発促進大会」が、11月24日（火）に前橋市の群馬県公社総合ビル多目的ホールで
開催されました。促進大会は、11月の「人材開発促進月間」にあわせ、県内の職業訓練、技能検定及び
技能振興等の職業能力開発に関する功労者や優れた技能者等を表彰、紹介することにより、職業能力の
開発及び向上に資することを目的とし、本年度は218名の方が表彰されました。
　あわせて、国、中央職業能力開発協会並びに（一社）全国技能士会連合会から表彰を受けた方々の紹
介や表彰状の伝達が行われました。
　主催者側は、群馬県から宇留賀副知事、鬼形産業経済部長、群馬県職業能力開発協会から長瀬会長、
小林副会長、（一社）群馬県技能士会連合会から長谷川会長、開副会長、萩原副会長が出席しました。
　なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、規模を縮小して開催したため、来賓の
方々のご臨席はとりやめさせていただきました。また、技能競技大会入賞者につきましても、ご出席を
とりやめさせていただきました。

群馬県職業能力開発促進大会開催される
onventionC

作品

作業風景
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１．群馬県知事表彰

⑴　群馬県優秀技能者表彰（ぐんまの名工）（表彰状：29名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
飯塚　　勝 造園（造園工事） 飯塚緑地㈱
山田　通明 造園（造園工事） ㈱山梅
山宮　　衛 造園（造園工事） 紅陵造園㈱
根岸　孝之 機械加工（フライス盤） 日立オートモティブシステムズ㈱群馬工場
村上　直樹 機械加工（フライス盤） ㈱IHIエアロスペース
木暮　雅樹 機械加工（マシニングセンタ） 小倉クラッチ㈱
林　　成昭 機械加工（マシニングセンタ） ㈱明電舎太田事業所
塩尻　義広 放電加工（形彫り放電加工） ㈱ミツバ
若山　利行 工場板金（曲げ板金） ㈱IHIエアロスペース
田島　直哉 工場板金（機械板金） 沖電気工業㈱
細谷　竹志 切削工具研削（工作機械用切削工具研削） 日立オートモティブシステムズ㈱群馬工場
堀江　孝一 電気機器組立て（回転電機組立て） ㈱明電舎太田事業所
佐藤　　誠 プリント配線板製造（プリント配線板設計） 日立オートモティブシステムズ㈱群馬工場
唐澤　隆光 農業機械整備（農業機械整備） 群馬ヰセキ販売㈱嬬恋営業所
藤巻　　由 和裁（和服製作） 自営
杉木　定二 木工（建具製作） 杉木建具製作所
高木　　司 プラスチック成形（射出成形） ㈱オガミ
馬渡　　亨 プラスチック成形（射出成形） ㈱金沢化成
小堀　智之 とび（とび） 小堀工業
島村　　浩 とび（とび） ㈲島村工務店
岡田　　泰 左官（左官） 岡田左官工業
新井　寿美江 タイル張り（タイル張り） ㈱新井タイル工業
高橋　陽一 表装（壁装） ㈲KOYO
上原　芳彦 塗装（建築塗装） 上原塗装工業㈱
樋田　政明 塗装（建築塗装） ㈱樋田塗装
森田　洋輔 路面標示施工（溶融ペイントハンドマーカー工事） ㈱日装
根岸　和子 着付け（着付け） ファクトリーヘア
山﨑　昌宏 溶接 ㈱山崎製作所
吉澤　良一 指物 吉澤指物店

※ 敬称略（以下同じ）

⑵　群馬県若年優秀技能者表彰（ぐんま明日の名工）（表彰状：７名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
内田　雄貴 工場板金（曲げ板金作業） ㈱SUBARU群馬製作所
加藤　直輝 工場板金（打出し板金作業） ㈱SUBARU群馬製作所
川田　大介 仕上げ（機械組立仕上げ作業） ㈱ミツバ
長谷川　知代 和裁（和服製作） 自営
田村　幸一 建具製作（木製建具手加工作業） 田村建具店
倉持　拓郎 内装仕上げ施工（プラスチック系床仕上げ工事作業） ㈱クラモチ
野本　将司 機械・プラント製図（機械製図ＣＡＤ作業） SUBARUテクノ㈱群馬事業所
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⑶　群馬県認定職業訓練功労者（感謝状：４名）
氏　　名 事業所・認定訓練団体
藤川　大樹 （職）高崎自動車職業能力開発協会
毒島　　亨 ㈱ミツバ認定高等職業訓練校
佐々木　豊行 （職）利根沼田職業訓練協会
北澤　優一 （公社）全国食肉学校

⑷　群馬県技能検定功労者（感謝状：11名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
鈴木　　稔 粉末冶金 ㈱山田製作所
若林　正英 機械加工 群馬県職業能力開発協会
大澤　昭夫 機械加工 ㈱SUBARU群馬製作所
宮崎　義幸 機械加工 PHC㈱バイオメディカ事業部
橋本　圭三 機械加工、機械検査 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構群馬支部群馬職業能力開発促進センター
小林　隆志 金属プレス加工 群馬県職業能力開発協会
真下　清人 建具製作 群馬県建具組合連合会（真下木工所）
小野里　敏秀 石材施工 群馬県石工技能士会（小野里石材店）
矢島　夫美也 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 ＪＡ高崎ハム㈱
富田　　清 鉄筋施工 群馬県鉄筋工業組合〔㈲伊藤興業〕
坂上　順一 防水施工（改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔日本マスチック工業㈱〕

⑸　群馬県認定職業訓練優良事業所（表彰状：１事業所）
事業所

㈱ヤマト

⑹　群馬県技能検定優良事業所・団体（表彰状：２事業所・１団体）
事業所・団体

㈱吉田鉄工所
㈱ユタカ製作所
群馬県配電盤工業会

⑺　群馬県技能振興優良団体（表彰状：１団体）
団　　　体

群馬県印章彫刻技能士会
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２．群馬県職業能力開発協会長表彰

⑴　認定職業訓練功労者（感謝状：２名）
氏　　名 事業所・認定訓練団体
小島　正巳 （職）前橋職業訓練協会
小原　和仁 （公社）全国食肉学校

⑵　優良職業訓練指導員等（感謝状：７名）
氏　　名 事業所・認定訓練団体
山宮　　衛 （職）前橋職業訓練協会
須田　靖浩 （職）伊勢崎佐波職業訓練協会
髙橋　信行 太田地区職業訓練協議会
宮﨑　　純 （公社）全国食肉学校
塚本　壮士 ㈱ミツバ
早川　明宏 ㈱山田製作所
白石　立男 ㈱山田製作所

⑶　技能検定委員（表彰状：50名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
武藤　敏彦 造園 群馬県造園技能検定協力会〔㈲武藤緑化〕
小牟田　秀明 金属熱処理 日本精工㈱高崎工場
井上　裕行 機械加工 サンデン・オートモティブコンポーネント㈱
佐野　裕信 機械加工 ㈱キリウ
一場　芳広 機械加工 パナソニックライフソリューションズ朝日㈱
菊地　良典 機械加工 ㈱明電舎太田事業所
岩井　重幸 金型製作（プレス金型製作作業） ㈱SUBARU群馬製作所
岩瀬　重弘 金属プレス加工 群馬県職業能力開発協会
内藤　昌幸 金属プレス加工 ㈱SUBARU群馬製作所
大谷　悟志 金属プレス加工 群馬県金属プレス工業会太田支部〔㈱池田製作所〕
鈴木　幸弘 工場板金（曲げ板金作業） ㈱SUBARU群馬製作所
藤原　俊章 工場板金（打出し板金作業） ㈱SUBARU群馬製作所
中嶋　　洋 工場板金（打出し板金作業） ㈱SUBARU群馬製作所
佐藤　利光 工場板金（打出し板金作業） 群馬県職業能力開発協会（佐藤自動車ボデー）
内山　金保 工場板金（機械板金作業） 群馬県職業能力開発協会
入江　邦成 めっき、アルミニウム陽極酸化処理 群馬県鍍金工業組合〔㈱光陽〕
松岡　雅之 仕上げ ㈱オギハラ
矢島　義之 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） ㈱三和
木村　直助 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） ㈱SUBARU群馬製作所
狩野　利幸 ダイカスト（コールドチャンバダイカスト作業） 東日本ダイカスト工業㈱
望月　　亘 電子機器組立て 群馬県職業能力開発協会
黒澤　　勝 電子機器組立て ㈱ミツバ
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氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
瀧澤　　晋 空気圧装置組立て ㈱SUBARU群馬製作所
大塚　誠史 油圧装置調整 ㈱IHIエアロスペース
森田　重正 建設機械整備 群新建機販売㈱
荒木　好雄 農業機械整備 全国農業協同組合連合会群馬県本部
吉野　敬子 和裁 群馬県和裁技能士会（吉野和裁）
小嶌　喜信 建具製作（木製建具手加工作業、木製建具機械加工作業） 群馬県建具組合連合会（小島建具店）
石井　正市 石材施工（石張り作業、石材加工作業） 群馬県石工技能士会（石井石材店）
髙橋　信行 建築大工 全建総連群馬県建築業組合連合会（髙橋建設）
樋口　元朗 建築大工 群馬県職業能力開発協会
竹澤　　豊 かわらぶき 群馬県屋根瓦工事組合連合会〔㈲竹澤瓦工業〕
橋本　　隆 とび （一社）群馬県鳶工業連合会（橋本組）
小堀　智之 とび （一社）群馬県鳶工業連合会（小堀工業）
吉田　　茂 左官 群馬県左官工業協同組合〔吉田左官工業㈲〕
山﨑　新一 鉄筋施工 群馬県鉄筋工業組合〔㈱山崎鉄筋工業〕
春山　和久 鉄筋施工 群馬県鉄筋工業組合〔㈱春山鉄筋〕
浅見　　洋 鉄筋施工 群馬県鉄筋工業組合〔㈲浅見鉄筋工業〕
山口　幸治 鉄筋施工 （一社）群馬県建築士事務所協会〔㈱石井アーキテクトパートナーズ〕
松村　忠男 防水施工（シーリング防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈲松村工業〕
小渕　　仁 内装仕上げ施工（鋼製下地工事作業） 群馬県内装仕上工事協同組合〔㈱加藤建材〕
相楽　　進 機械・プラント製図 小倉クラッチ㈱
佐々木　秀光 機械・プラント製図 NSKステアリングシステムズ㈱
光枝　利昌 電気製図 ㈱明電舎太田事業所
幅田　伸幸 金属材料試験、金属熱処理 大同特殊鋼㈱渋川工場
荻野　直彦 金属材料試験 群馬産業技術センター
木暮　拓矢 塗装（建築塗装作業） 群馬県建築塗装技能士会〔㈱木暮塗装〕
櫻井　知也 塗装（建築塗装作業）、樹脂接着剤注入施工 群馬県建築塗装技能士会〔㈱サクライ塗装〕
齋藤　久宜 塗装（金属塗装作業） ㈱SUBARU群馬製作所
佐藤　正博 塗装（噴霧塗装作業） ㈱SUBARU群馬製作所

⑷　認定職業訓練功労事業所（感謝状：１事業所）
事業所

㈱山田製作所

⑸　技能振興功労事業所・団体（感謝状：３事業所・１団体）
事業所・団体

群馬県ダクト工事業協同組合
㈱タツミ
富士油圧精機㈱
クシダ工業㈱パワーエレクトロニクス事業部
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３．（一社）群馬県技能士会連合会長表彰

⑴　技能士会功労者（表彰状：11名）
氏　　名 所　　　属
赤上　朝子 群馬県和裁技能士会
柴崎　恵利 群馬県和裁技能士会
小熊　　聡 群馬県左官技能士会
天笠　孝志 群馬県鳶工業技能士会
吉田　知弘 群馬県鳶工業技能士会
髙栁　幸司 ㈱ミツバ技能士会
成塚　茂夫 ㈱ミツバ技能士会
松本　　啓 群馬県建具家具技能士会
萩原　照司 群馬県建築大工技能士会
宮田　謙二 群馬県建設機械整備技能士会
橋本　安夫 群馬県建設機械整備技能士会

⑵　優秀職員（表彰状：１名）
氏　　名 所　　　属
鈴木　由佳 群馬県農業機械整備技能士会

４．令和元年度後期　群馬県技能競技大会（賞状：86名）紹介
等級 職　種（作業） 賞 氏　　名 所　　属 住　所

１　
　
　
　
　
級

（プレス金型製作作業） 銀賞 須田　浩太 パナソニックライフソリューションズ朝日㈱ 前橋市
（数値制御タレットパンチプレス板金作業）銅賞 滝原　信司 島田工業㈱ 太田市
機械検査 金賞 柳森　　良 ㈱IHIエアロスペース 高崎市
機械検査 銅賞 内田　大成 沖電気工業㈱ 高崎市
（プリント配線板設計作業） 銅賞 木村　　仁 旭光通信システム㈱ （青）五所川原市
空気圧装置組立て 銀賞 松月　慎太郎 ダイセン㈱ 太田市
農業機械整備 銀賞 新井　雅之 群馬ヰセキ販売㈱ 前橋市
冷凍空気調和機器施工 金賞 金子　　寿 ㈲大東住設 沼田市
（射出成形作業） 銅賞 本橋　正之 ㈱モミモ 桐生市
パン製造 銅賞 神戸　　進 群馬フードサービス㈱ 高崎市
（建築配管作業） 銀賞 入澤　　健 KEN設備工業 高崎市
型枠施工 銅賞 池田　秀子 RE:WORKS （長）佐久市
（鉄筋施工図作成作業） 金賞 青木　幸太 ㈲青木鉄筋工業 （埼）久喜市
（鉄筋組立て作業） 金賞 佐藤　徹男 ㈲藤野鉄筋 （埼）小川町
コンクリート圧送施工 金賞 関口　知宏 武谷コンクリートサービス㈱ 前橋市
樹脂接着剤注入施工 銅賞 若井　順一 ㈲松村工業 渋川市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　　名 所　　属 住　所

1
級
ガラス施工 銀賞 峯岸　泰久 日本板硝子関東販売㈱ （埼）寄居町
（ゴム印彫刻作業） 銀賞 南雲　利行 フタバ （埼）本庄市

単
一

等
級 電子回路接続 銀賞 瀬戸　真人 沖電気工業㈱富岡工場 前橋市

２　
　
　
　
　
級

（機械板金作業） 金賞 丸岡　正義 茂木工業所 太田市
（機械板金作業） 銀賞 小野　友貴 OKI富岡マニュファクチャリング㈱ 高崎市
（数値制御タレットパンチプレス板金作業）金賞 松波　　修 島田工業㈱ 伊勢崎市
機械検査 金賞 折原　大介 梅原モデル㈱ 明和町
機械検査 銀賞 太田　悟子 梅原モデル㈱ 太田市
機械検査 銀賞 松尾　知哉 前橋産業技術専門校 伊勢崎市
機械検査 銅賞 平岡　隼人 ブリヂストンプラントエンジニアリング㈱（埼）東松山市
（シーケンス制御作業） 銅賞 山口　祐司 マックス㈱玉村工場 高崎市
自動販売機調整 銀賞 柴田　貴之 ㈱ユニオントラスト 前橋市
空気圧装置組立て 金賞 鈴木　　駿 ㈱ヨコオ 富岡市
空気圧装置組立て 銀賞 古屋　友博 ㈱ミツバ研究開発センター 桐生市
空気圧装置組立て 銅賞 高橋　孝幸 高橋ベルト㈱ 高崎市
空気圧装置組立て 銅賞 佐々木　大樹 ㈱日伝 高崎市
空気圧装置組立て 銅賞 信澤　健太 ㈱ヨコオ 富岡市
冷凍空気調和機器施工 金賞 秋山　弘樹 アキヤマ空調サービス 安中市
和裁 銅賞 織田　知奈美 群馬和裁専門学院 （栃）足利市
（射出成形作業） 金賞 大久保　紀希 ㈱ナスタ （埼）行田市
（射出成形作業） 銀賞 菊地　智広 岩崎電気㈱ （埼）さいたま市
パン製造 金賞 蜂巣　史菜 東日本製菓技術専門学校 藤岡市
（洋菓子製造作業） 銀賞 櫻井　和美 東日本製菓技術専門学校 みどり市
建築大工 銀賞 小山　楓太 ＢＣログホームズ 安中市
建築大工 銅賞 石田　一馬 鈴義建工 沼田市
（建築配管作業） 金賞 井上　一星 高崎市
コンクリート圧送施工 金賞 木暮　幸徳 ㈱木暮産業 高崎市
（機械製図CAD作業） 金賞 稲葉　昇大 SUBARUテクノ㈱宇都宮事業所（栃）宇都宮市
電気製図 金賞 山口　拓巳 城東電機産業㈱ 玉村町

３　
　
　
　
　
級

（普通旋盤作業） 金賞 猿谷　天都 高崎産業技術専門校 高崎市
（普通旋盤作業） 銀賞 粕谷　向日葵 藤岡工業高等学校 玉村町
機械検査 金賞 青木　大輔 梅原モデル㈱ （栃）足利市
機械検査 金賞 須藤　勇樹 梅原モデル㈱ （栃）足利市
機械検査 金賞 田島　雅七 足利大学 桐生市
機械検査 金賞 鈴木　拓馬 ㈱清国 （栃）足利市
機械検査 金賞 高橋　龍平 利根実業高等学校 沼田市
機械検査 金賞 白石　慎翔 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
機械検査 金賞 豊岡　拓実 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
機械検査 金賞 仲程　竜二 伊勢崎工業高等学校 伊勢崎市
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等級 職　種（作業） 賞 氏　　名 所　　属 住　所

３　
　
　
　
　
級

機械検査 金賞 小島　悠大 高崎工業高等学校 安中市
機械検査 金賞 山形　凌翔 桐生工業高等学校 桐生市
機械検査 金賞 藤田　伊織 桐生工業高等学校 桐生市
機械検査 金賞 藤生　春太 桐生工業高等学校 みどり市
機械検査 金賞 田邉　陽太 桐生工業高等学校 みどり市
機械検査 金賞 浅見　和樹 太田産業技術専門校 桐生市
機械検査 金賞 金子　優希 太田産業技術専門校 みどり市
機械検査 金賞 加持　昌太郎 太田産業技術専門校 桐生市
（配電盤・制御盤組立て作業） 金賞 森山　明弘 太田産業技術専門校 （栃）足利市
（シーケンス制御作業） 金賞 相川　花恵 前橋産業技術専門校 桐生市
（シーケンス制御作業） 銀賞 遠藤　　歩 前橋産業技術専門校 前橋市
（シーケンス制御作業） 銀賞 松井　甚八 太田工業高等学校 太田市
（シーケンス制御作業） 銅賞 井野　　翔 前橋産業技術専門校 伊勢崎市
和裁 銅賞 新井　　恵 群馬和裁専門学院 藤岡市
（射出成形作業） 金賞 藤生　航大 ㈱大西ライト工業所 みどり市
建築大工 金賞 吉野　隆生 利根実業高等学校 沼田市
建築大工 銀賞 宮田　峻誠 利根実業高等学校 沼田市
建築大工 銀賞 川岸　野愛 前橋工業高等学校 伊勢崎市
建築大工 銅賞 大下　真之丞 前橋工業高等学校 前橋市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 髙橋　龍之介 前橋産業技術専門校 高崎市
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 NAKASONE STEPHANIE MIWA 前橋産業技術専門校 大泉町
（テクニカルイラストレーションCAD作業）金賞 和田　秀斗 前橋産業技術専門校 桐生市
（機械製図手書き作業） 金賞 菅原　雅哉 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（機械製図ＣＡＤ作業） 金賞 本多　凱人 前橋産業技術専門校 中之条町
（機械製図ＣＡＤ作業） 銀賞 髙橋　龍之介 前橋産業技術専門校 高崎市

技
能
五
輪

冷凍空気調和機器施工 金賞 田代　大和 ㈱ヤマト 前橋市
建築大工 金賞 川嶋　涼太 前橋工業高等学校 前橋市
（建築配管作業） 金賞 立川　依杏 ㈱ヤマト 前橋市
（機械製図ＣＡＤ作業） 金賞 生井　雅也 SUBARUテクノ㈱群馬事業所 太田市
（機械製図ＣＡＤ作業） 銀賞 井岡　大晴 ㈱ウエノテクニカ 前橋市
五輪電工 金賞 吉田　梓恩 ㈱関電工群馬支店 （茨）牛久市

（参考）令和元年度後期　群馬県技能競技大会入賞者一覧表    　
級別・賞 金賞 銀賞 銅賞 計
１　　級 ５ ６ ７ 18
単一等級 ０ １ ０ １
２　　級 11 ８ ７ 26
３　　級 26 ６ ３ 35
技能五輪 ５ １ ０ ６
計 47 22 17 86
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５．令和２年度　卓越した技能者（現代の名工）被表彰者（３名）
氏　　名 職　　　種 所　　　属
一倉　史人 プラスチック成形工 ㈱一倉製作所
髙𣘺　玉江 和服仕立職 髙𣘺和裁所
森谷　武竝 表具師 東雲堂表具店

６．令和２年度　厚生労働大臣表彰被表彰者

⑴　認定職業訓練関係功労者（１名）
氏　　名 所　　　属
藤井　高幸 （職）渋川職業訓練協会

⑵　技能検定関係事業所・団体（１事業所・１団体）
事業所・団体

SUBARUテクノ㈱群馬事業所
群馬県防水工事業協同組合

⑶　技能検定関係功労者（２名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
板橋　　宏 塗装（金属塗装） 板橋自動車鈑金塗装
菊地　正夫 建築板金（内外装板金作業） 菊地板金

⑷　技能振興関係事業所（１事業所）
事業所

㈲ホテルきむら
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７．令和２年度　中央職業能力開発協会長表彰被表彰者

⑴　職業能力開発事業功労者（１名）
氏　　名 所　　　属
牧野　敏雄 （職）桐生職業訓練協会

⑵　都道府県技能検定委員（３名）
氏　　名 職　種（作業） 所　　　属
松村　房夫 （セメント系防水工事作業） 群馬県防水工事業協同組合〔㈲松村工業〕
荻原　　孝 （噴霧塗装作業） 群馬県職業能力開発協会
笠原　明彦 （プリント配線板設計作業） 三菱電機エンジニアリング㈱

８．令和２年度　（一社）全国技能士会連合会長表彰被表彰者（５名）
氏　　名 所　　　属
関上　恒雄 群馬県建築大工技能士会
稲葉　久郎 群馬県サッシ施工技能士会
大島　　清 （一社）群馬県技能士会連合会
神藤　裕美 （一社）群馬県技能士会連合会
開　　昭彦 （一社）群馬県技能士会連合会

９．令和２年度　全技連マイスター認定者（４名）
氏　　名 職　　　種 所　　　属
中村　光一 建築板金 群馬県建築板金技能士会
井田　圭一 表装 群馬県表具内装技能士会
都丸　繁美 内装仕上げ施工 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会
萩原　浩幸 建具製作 群馬県建具家具技能士会
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　令和２年度後期技能検定試験の申請が10月に行われ、試験日程も決まり、12月から試験が始まりまし
た。申請者は特級47名、１級248名、２級459名、３級593名、単一等級18名、技能五輪のみは29名で、
合計1,394名となりました。
　試験は伊勢崎市の技能検定場を中心として、県内各所で行われています。また、今回は新型コロナウ
イルス感染拡大防止のために、学科試験の会場を増やし、一会場の受検者数を減らして試験を行ってい
ます。
　合格発表は、３月19日（金）です。合格された本人宛てに合格通知を郵送します。また、技能検定場
（伊勢崎市宮子町1211-1）前にも、技能検定合格者の受検番号を掲示するとともに、群馬県のホームペー
ジからも確認できます。
　詳しくは、群馬県職業能力開発協会技能振興第一課（☎0270-23-7761）までお問い合わせください。

令和２年度後期技能検定　申請者数詳報
killS

【令和２年度後期技能検定　申請状況報告】
作　業　名 申請者数 1級 2級 3級 五輪のみ

申請者申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者
造園工事作業 48 9 9 3 18 18 7 21 19 21
ハンマ型鍛造作業 3 2 2 1 1
プレス型鍛造作業 2 2 2
普通旋盤作業 88 2 1 13 13 73 71 73
数値制御旋盤作業 29 29 29 6
フライス盤作業 4 4 4 2
マシニングセンタ作業 1 1 1 1
プラスチック成形用金型製作作業 2
ダクト板金作業 6 6 5 5
機械板金作業 37 19 18 9 18 14 16
数値制御タレットパンチプレス板金作業 10 2 2 1 8 7 6
機械検査作業 328 32 31 18 72 70 48 224 214 200
電子機器組立て作業 7 7 7 7
配電盤・制御盤組立て作業 11 11 11 3
シーケンス制御作業 6 2 2 1 1 3 3
プリント配線板設計作業 1 1 1
自動販売機調整作業 11 3 1 3 8 7 8
空気圧装置組立て作業 47 16 16 15 31 29 28
油圧装置調整作業 7 3 3 3 4 4 4
農業機械整備作業 9 5 5 4 4 3 4
冷凍空気調和機器施工作業 34 23 17 22 11 10 11 4
和服製作作業 2 1 1 1 1
家具手加工作業 1 1 1 1
印刷箱打抜き作業 1 1 1 1
射出成形作業 87 18 15 13 58 41 50 11 10 11
パン製造作業 14 2 2 2 12 10 12
洋菓子製造作業 8 1 1 1 7 6 7



15 能開ぐんま№116　群技連№89

作　業　名 申請者数 1級 2級 3級 五輪のみ
申請者申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者 申請者数 実技受検者 学科受検者

大工工事作業 62 3 2 2 22 21 13 37 34 30 2
左官作業 4 3 3 3 1 1 1
コンクリートブロック工事作業 32 4 4 1 2 2 2 26 26 24
建築配管作業 54 19 18 17 35 25 7 10
型枠工事作業 15 14 11 12 1 1 1
鉄筋施工図作成作業 4 4 4 1
鉄筋組立て作業 11 10 8 8 1 1 1
コンクリート圧送工事作業 1 1 1 1
塩化ビニル系シート防水工事作業 5 5 5 4
改質アスファルトシートトーチ工法防水工事作業 1 1 1 1
樹脂接着剤注入工事作業 1 1 1 1
ガラス工事作業 8 6 5 5 2 2 1
テクニカルイラストレーションＣＡＤ作業 60 15 15 45 44 20
機械製図手書き作業 38 3 3 2 21 21 15 14 14 14
機械製図ＣＡＤ作業 122 12 12 8 71 68 34 39 39 24 10
配電盤･制御盤製図作業 12 4 4 1 8 5 7
組織試験作業 4 2 2 2 2 2 1
鋼橋塗装作業 12 8 8 5 4 4 3
音響機構調整作業 6 6 6 1
フラワー装飾作業 46 2 2 2 44 44 44

小　計 1300 248 223 175 459 408 294 593 571 483 28

作　業　名 申請者総数 単一等級
申請者数 実技受検者 学科受検者

電子回路接続作業 15 15 15 15
エーエルシーパネル工事作業 3 3 3 3

小　計 18 18 18 18

作　業　名 申請者総数 特　　級
申請者数 実技受検者 学科受検者

特級鋳造 1 1 0 1
特級金属熱処理 2 2 0 2
特級機械加工 12 12 9 12
特級工場板金 4 4 1 4
特級仕上げ 6 6 2 6
特級機械検査 8 8 3 8
特級ダイカスト 1 1 1
特級電気機器組立て 1 1 1
特級自動販売機調整 1 1 1 1
特級空気圧装置組立て 1 1 1
特級油圧装置調整 1 1 1

作　業　名 申請者総数 特　　級
申請者数 実技受検者 学科受検者

特級プラスチック成形 8 8 6 8
特級パン製造 1 1 1

小　計 47 47 22 47

作　業　名 申請者総数 技能五輪
申請者数 実技受検者

電工（五輪） 1 1 1
小　計 1 1 1
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　第58回技能五輪全国大会が、令和２年11月13日（金）～ 16日（月）（一
部職種は先行して実施）に、愛知県を主会場として開催されました。
　また、12月18日（金）には群馬県庁において、報告会が行われまし
た。
　なお、結果につきましては、14職種27名が出場し、６職種７名が入
賞しました。結果は以下のとおりです。

【第58回技能五輪全国大会　入賞者】
成績 競技職種 氏　　名 所　　属

銅　賞

自 動 車 板 金 小川　力哉 株式会社SUBARU群馬製作所

造 園
田子　雅也

群馬県立勢多農林高等学校
松本　颯留

敢闘賞

機 械 組 立 て 栗原　颯大 株 式 会 社 ミ ツ バ

旋 盤 辻村　愛貴 株式会社SUBARU群馬製作所

電 工 吉田　梓恩 株式会社関電工群馬支店

冷凍空調技術 田代　大和 株 式 会 社 ヤ マ ト

　技能グランプリは、特級、１級及び単一等級技能士の一層の技能向上を図るとともに、その地位の向
上と技能尊重気運の醸成に資することを目的として開催され、熟練技能士たちが、年齢に関係なく、技
能の日本一を競い合う大会です。出場する選手は、それぞれの職種について、特級、１級及び単一等級
の技能検定に合格した技能士です。
　第31回技能グランプリは令和３年２月19日（金）～ 22日（月）に、愛知県国際展示場などを主会場に、
４会場で行われる予定ですが、今回は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、無観客で開催すること
となりました。
　今回の技能グランプリに出場する予定の群馬県の選手は以下の方々です。健闘を祈ります。

【第31回技能グランプリ　群馬県選手名簿】　4職種4名
競技職種 氏　　名 所属企業等・所属技能士会

畳製作 佐　藤　　　慎 佐藤畳工業/群馬県畳技能士会

壁装 久保田　隼　人 群馬県室内装飾事業協同組合技能士会

建具 須　藤　和　英 ㈲塚田木工所/群馬県建具家具技能士会

造園 山　宮　　　衛 紅陵造園㈱/群馬県造園技能士会

第58回技能五輪全国大会　結果報告
eportsR

第31回技能グランプリ　出場選手紹介
ational Skills Grand PrixN
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　「建築大工」の技能を学ぶ、認定職業訓練校木造
建築科の訓練生が日頃培った技能のレベルを競う技
能競技大会が11月26日（木）に群馬県技能検定場で
行われました。
　成績については、以下のとおりです。

第52回認定職業訓練校建築科訓練生技能競技大会開催される
killS

　今年度も、ものづくりや技能のすばらしさや大切さを広める事業である「ものづくり体感事業」を行
いました。
　今年度は新型コロナウイルスの関係から実施を見送った地域もありましたが、実施した小学校では、
感染防止対策を行いながら有意義な時間を過ごすことができました。
　この事業は、技能士会連合会の事業として、各技能士会・団体の協力により平成14年からはじまり、
これまでに県内の小学校でのべ72校（5000人以上の児童）に対し、実施しています。

ものづくり体感事業
ctivityA

【第52回群馬県認定職業訓練校建築科訓練生
 技能競技大会　入賞者一覧】
順　　位 氏　　名 所　　属

１　位 該 当 者 な し

２　位 小板橋　是維 高崎建設高等職業訓練校

３　位 北爪　竜次郎 高崎建設高等職業訓練校

佳　作 倉 林　 心 樹 富岡地区高等職業訓練校
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　　　　　　群馬県認定職業訓練校紹介SeriesSeries
　認定職業訓練校のうち、当協会の訓練施設会員を順次紹介します。
　今回は第９回目として、伊勢崎佐波高等職業訓練校を紹介します。

伊勢崎佐波高等職業訓練校
〈開校年月　昭和48年８月〉

〒372-0801　伊勢崎市宮子町1211-1

（最寄駅／JR両毛線伊勢崎駅、群馬中央バス）

TEL.0270（25）7568／FAX.0270（23）6188

http://www.isesaki-center.ac.jp

【校　　長】　毛呂　　進

【構成団体】　職業訓練法人　伊勢崎佐波職業訓練協会
　　　　　　　〔代表者〕会長　田村　幸一
【訓練方針】　・ 企業の要望に応えるため、各科さまざまな実践的な訓練を行い、社会人と

しての人格・教養を習得させるために、訓練生に自覚を持たせ、規律ある
訓練を行う。

　　　　　　・ 業界（地域）における職業訓練体制を確立し、健全な職業人を養成し、技
能向上を図ることにより地域産業界の発展に寄与する。

【特　　色】　・ 訓練生に自覚を持たせ、規律ある訓練を行い、修了後は地域の企業の中で
技能者として貢献している。

　　　　　　・学科・実技・専門知識等、総合的な技能・知識の習得を目指している。
【入校資格および修了後の特典】
　　　　　　・書類審査により選考
　　　　　　・修了後には技能士補となり、２級技能検定の学科試験免除
【訓練科目および定員】

科　目 期　間 定　員 昼・夜別
木造建築科 ３年 10名 夜間
とび科 ２年 10名 夜間
配管科 １年 10名 夜間
機械加工科 １年 10名 夜間

計 40名



ものづくりマイスターを
　　　　　　募集しています
ものづくりマイスターを
　　　　　　募集しています

急募 機械加工・機械検査・機械プラント製図・電気溶接・鉄工の職種で

ものづくりマイスターになっていただける方

●ものづくりマイスター制度とは
　「ものづくりマイスター制度」とは、高度な技術を持ったものづくりマイスターが技能競技
大会の競技課題等を活用し、中小企業や教育訓練機関で広く若年技能者への実技指導を行い、
効果的な技能の継承や後継者の育成を行うものです。
　対象分野は製造業および建設業の111職種で、県内には39職種でものづくりマイスターがい
ます。
　詳しくは中央職業能力開発協会「技のとびら」ホームページをご覧ください。

●募集概要
　以下の要領で広く「ものづくりマイスター」を募集しています。

 認定基準

　次の３項目すべてに該当する高度な技能を有する方を募集します。
　　１．技能検定の特級・１級・単一等級の技能士及び同等の技能を有する方、技能五輪全国

大会の成績優秀者（銅賞まで）のいずれかの該当する方
　　２．実務経験が15年以上ある方
　　３．技能の継承や後継者の育成に意欲を持って活動する意思及び能力がある方

 申請資格

　次の２項目の要件を満たしていることを申請資格とします。
　　１．応募時に、第三者から「ものづくりマイスター」にふさわしい方として推薦を受けら

れること
　　２．認定を受けた場合、プロフィール・指導内容等の公表が可能であること

 申請方法

　指定の申請用紙に必要事項を記入して、群馬地域技能振興コーナーに提出してください。
　　※申請用紙は、中央職業能力開発協会ホームページからダウンロードできます。

 お問い合わせ

　業務内容等詳しいことがお知りになりたい方は群馬地域技能振興コーナー（☎ 0270-23-7761）
にお問い合わせください。


