
※

認定実人数  157 名 (12,101名)
認定延べ人数  176 名 (13,632名) （複数職種で認定を受けた方がいるため）

※ ※

001 造園  3 名 (654名) 057 製本  0 名 (4名)
002 さく井  0 名 (7名) 058 プラスチック成形  1 名 (92名)
003 金属溶解  0 名 (9名) 059 強化プラスチック成形  0 名 (5名)
004 鋳造  0 名 (62名) 060 陶磁器製造  0 名 (50名)
005 鍛造  0 名 (6名) 061 石材施工  0 名 (158名)
006 金属熱処理  1 名 (57名) 062 パン製造  1 名 (57名)
007 粉末冶金  0 名 (0名) 063 菓子製造  5 名 (295名)
008 機械加工  29 名 (1,146名) 064 製麺  0 名 (21名)
009 放電加工  0 名 (64名) 065 ハム・ソーセージ・ベーコン製造  0 名 (7名)
010 金型製作  0 名 (40名) 066 水産練り製品製造  0 名 (14名)
011 金属プレス加工  1 名 (70名) 067 みそ製造  0 名 (19名)
012 鉄工  2 名 (154名) 068 酒造  0 名 (16名)
013 建築板金  4 名 (730名) 069 情報配線施工  0 名 (4名)
014 工場板金  1 名 (121名) 070 建築大工  5 名 (908名)
015 めっき  1 名 (33名) 071 枠組壁建築  0 名 (11名)
016 アルミニウム陽極酸化処理  0 名 (0名) 072 かわらぶき  1 名 (291名)
017 溶射  0 名 (3名) 073 とび  4 名 (216名)
018 金属ばね製造  0 名 (18名) 074 左官  4 名 (631名)
019 ロープ加工  0 名 (6名) 075 築炉  0 名 (3名)
020 仕上げ  6 名 (378名) 076 ブロック建築  1 名 (48名)
021 切削工具研削  1 名 (13名) 077 エーエルシーパネル施工  0 名 (14名)
022 機械検査  3 名 (296名) 078 タイル張り  3 名 (215名)
023 ダイカスト  0 名 (8名) 079 畳製作  19 名 (649名)
024 機械保全  8 名 (423名) 080 配管  9 名 (234名)
025 電子回路接続  0 名 (58名) 081 厨房設備施工  0 名 (1名)
026 電子機器組立て  5 名 (241名) 082 型枠施工  3 名 (204名)
027 電気機器組立て  2 名 (164名) 083 鉄筋施工  1 名 (364名)
028 半導体製品製造  0 名 (26名) 084 コンクリート圧送施工  0 名 (10名)
029 プリント配線板製造  0 名 (5名) 085 防水施工  1 名 (173名)
030 自動販売機調整  0 名 (7名) 086 樹脂接着剤注入施工  1 名 (100名)
031 産業車両整備  0 名 (6名) 087 内装仕上げ施工  2 名 (248名)
032 鉄道車両製造・整備  0 名 (10名) 088 熱絶縁施工  0 名 (11名)
033 光学機器製造  0 名 (4名) 089 カーテンウォール施工  0 名 (6名)
034 複写機組立て  0 名 (0名) 090 サッシ施工  0 名 (16名)
035 内燃機関組立て  0 名 (12名) 091 自動ドア施工  0 名 (0名)
036 空気圧装置組立て  0 名 (47名) 092 バルコニー施工  0 名 (14名)
037 油圧装置調整  2 名 (65名) 093 ガラス施工  0 名 (105名)
038 縫製機械整備  0 名 (0名) 094 ウェルポイント施工  0 名 (2名)
039 建設機械整備  0 名 (44名) 095 テクニカルイラストレーション  0 名 (20名)
040 農業機械整備  0 名 (50名) 096 機械・プラント製図  6 名 (159名)
041 冷凍空気調和機器施工  0 名 (82名) 097 電気製図  0 名 (15名)
042 染色  0 名 (5名) 098 金属材料試験  0 名 (15名)
043 ニット製品製造  0 名 (1名) 099 貴金属装身具製作  1 名 (94名)
044 婦人子供服製造  4 名 (280名) 100 印章彫刻  1 名 (183名)
045 紳士服製造  1 名 (42名) 101 表装  3 名 (557名)
046 和裁  1 名 (406名) 102 塗装  8 名 (543名)
047 寝具製作  1 名 (75名) 103 路面標示施工  0 名 (25名)
048 帆布製品製造  0 名 (17名) 104 広告美術仕上げ  0 名 (141名)
049 布はく縫製  0 名 (4名) 105 義肢・装具製作  0 名 (8名)
050 機械木工  1 名 (7名) 106 メカトロニクス  0 名 (0名)
051 木型製作  0 名 (9名) 107 電気溶接  1 名 (117名)
052 家具製作  10 名 (205名) 108 電工  0 名 (24名)
053 建具製作  6 名 (279名) 109 自動車工  2 名 (13名)
054 紙器・段ボール箱製造  0 名 (10名) 110 車体塗装  0 名 (1名)
055 製版  0 名 (2名) 111 ITネットワークシステム管理  0 名 (0名)
056 印刷  0 名 (12名) 112 時計修理  0 名 (28名)

効果的な技能の継承や後継者の育成を行う
高度な技能をもち、若年技能者への指導等により

　　　中央技能振興センター（中央職業能力開発協会内）　　０３（６７５８）２８９７

　中央技能振興センター
　　センター長　　宮野　甚一

※　括弧内は、平成２５年度第１回からの累計数

中央職業能力開発協会発表
令和２年１２月１１日

中央技能振興センター（中央職業能力開発協会）は厚生労働省から委託を受け、
平成２５年度から厚生労働省「ものづくりマイスター」を認定しています。

　　お問い合わせ先

令和２年度　第４回ものづくりマイスターの認定について

厚生労働省「ものづくりマイスター」１５７名を認定

令和２年度　第４回のものづくりマイスターの認定状況は次のとおりです。



No 認定番号 都道府県名 氏名

1 2020-01-531-3 北海道 山田　利忠 油圧装置調整 機械保全 仕上げ
2 2020-01-532-1 北海道 桑原　強 家具製作
3 2020-01-533-1 北海道 小林　大 家具製作
4 2020-01-534-1 北海道 小薮　力夫 家具製作
5 2020-01-535-1 北海道 下地　雅光 家具製作
6 2020-01-536-1 北海道 速水　敏也 家具製作
7 2020-01-537-1 北海道 橋本　直子 菓子製造
8 2020-01-538-1 北海道 内田　初人 塗装
9 2020-03-164-1 岩手県 菊池　利昌 建具製作

10 2020-03-165-1 岩手県 名須川　久一 めっき
11 2020-03-166-1 岩手県 佐藤　大治郎 建築大工
12 2020-06-255-1 山形県 星川　寛伸 プラスチック成形
13 2020-06-256-1 山形県 峯田　敬幸 機械加工
14 2020-06-257-1 山形県 高橋　智宏 機械加工
15 2020-06-258-1 山形県 鹿野　武 機械加工
16 2020-06-259-1 山形県 長岡　英之 機械加工
17 2020-06-260-1 山形県 大場　敬呉 機械加工
18 2020-07-215-2 福島県 大野　哲也 建具製作 家具製作
19 2020-07-216-1 福島県 相楽　真樹 左官
20 2020-08-276-2 茨城県 鈴木　健介 機械保全 機械加工
21 2020-08-277-1 茨城県 鳴海　裕一 機械・プラント製図
22 2020-08-278-1 茨城県 小松崎　透 電気溶接
23 2020-09-187-1 栃木県 小堀　聡 機械加工
24 2020-09-188-1 栃木県 高野　好造 機械加工
25 2020-10-221-1 群馬県 小堀　利 仕上げ
26 2020-11-338-2 埼玉県 山中　重則 塗装 樹脂接着剤注入施工
27 2020-11-339-2 埼玉県 三瀬　博孝 機械検査 機械加工
28 2020-11-340-3 埼玉県 蟹谷　光男 機械・プラント製図 機械検査 機械加工
29 2020-11-341-1 埼玉県 出田　博 機械加工
30 2020-11-342-1 埼玉県 太幡　八十夫 機械加工
31 2020-11-343-1 埼玉県 柳沼　克彦 機械・プラント製図
32 2020-11-344-1 埼玉県 金澤　萌 左官
33 2020-12-349-1 千葉県 己瀬　裕人 タイル張り
34 2020-12-350-1 千葉県 松内　清治 金属プレス加工
35 2020-12-351-1 千葉県 時田　富勝 とび
36 2020-12-352-1 千葉県 三沢　健司 機械加工
37 2020-12-353-1 千葉県 稲葉　光一 機械加工
38 2020-12-354-1 千葉県 綱嶋　賢次 タイル張り
39 2020-12-355-1 千葉県 大木　悟 菓子製造
40 2020-13-635-1 東京都 石川　光治 パン製造
41 2020-13-636-1 東京都 中附　大昴 左官
42 2020-13-637-1 東京都 目黒　大祐 塗装
43 2020-13-638-1 東京都 小池　忠由 塗装
44 2020-13-639-1 東京都 石澤　友美 塗装
45 2020-13-640-1 東京都 相川　洋隆 防水施工
46 2020-13-641-1 東京都 安部　武志 塗装
47 2020-13-642-1 東京都 持木　秀彦 印章彫刻
48 2020-13-643-1 東京都 西田　良洋 貴金属装身具製作
49 2020-13-644-1 東京都 本間　浩司 塗装
50 2020-13-645-1 東京都 草野　昌治 家具製作
51 2020-13-646-1 東京都 藤武　秀幸 家具製作
52 2020-13-647-1 東京都 河西　周一 家具製作
53 2020-13-648-1 東京都 金澤　徳久 タイル張り
54 2020-14-409-1 神奈川県 佐藤　保孝 畳製作
55 2020-14-410-1 神奈川県 井上　慎司 畳製作
56 2020-14-411-2 神奈川県 加藤　秀勝 機械保全 機械加工
57 2020-14-412-1 神奈川県 渡部　直也 菓子製造
58 2020-14-413-1 神奈川県 吉田　顕宏 機械加工
59 2020-15-246-1 新潟県 小林　伸行 機械加工
60 2020-15-247-1 新潟県 大瀧　貴之 機械加工
61 2020-15-248-1 新潟県 新保　義隆 金属熱処理
62 2020-15-249-1 新潟県 水月　勇一 建築板金
63 2020-17-344-1 石川県 任田　一郎 建築大工
64 2020-17-345-1 石川県 坂口　和人 塗装
65 2020-18-124-1 福井県 竹山　信弥 表装
66 2020-18-125-1 福井県 丹羽　竜介 機械加工
67 2020-19-143-1 山梨県 櫻本　啓三郎 鉄工
68 2020-20-233-1 長野県 吉江　文彦 工場板金
69 2020-21-228-1 岐阜県 後藤　美波 婦人子供服製造
70 2020-21-229-1 岐阜県 浅野　秀行 婦人子供服製造
71 2020-21-230-1 岐阜県 松田　孝実 仕上げ
72 2020-22-362-1 静岡県 増田　憲昭 機械加工
73 2020-22-363-1 静岡県 大木　浩史 内装仕上げ施工
74 2020-22-364-1 静岡県 高山　宗也 内装仕上げ施工
75 2020-22-365-1 静岡県 池野　晃一 畳製作
76 2020-22-366-1 静岡県 藤井　克俊 畳製作
77 2020-22-367-1 静岡県 佐藤　弘 畳製作
78 2020-23-423-1 愛知県 加藤　弘 寝具製作
79 2020-23-424-2 愛知県 後藤　久次 ブロック建築 左官
80 2020-24-185-1 三重県 西尾　渉 機械加工
81 2020-24-186-1 三重県 北田　博文 建具製作
82 2020-24-187-1 三重県 眞弓　雅之 建具製作
83 2020-24-188-1 三重県 春日部　真人 機械保全
84 2020-27-343-1 大阪府 藤井　憲之 建築大工

ものづくりマイスター一覧 （令和2年12月11日認定）

認定職種



No 認定番号 都道府県名 氏名

ものづくりマイスター一覧 （令和2年12月11日認定）

認定職種

85 2020-27-344-1 大阪府 小谷中　康雄 機械加工
86 2020-27-345-1 大阪府 佐藤　潤一 機械・プラント製図
87 2020-27-346-1 大阪府 一ノ瀬　康浩 造園
88 2020-27-347-1 大阪府 中野　泰仁 表装
89 2020-28-313-1 兵庫県 大迎　真一 電気機器組立て
90 2020-28-314-1 兵庫県 西馬　昌典 電子機器組立て
91 2020-28-315-2 兵庫県 武内　正人 電気機器組立て 電子機器組立て
92 2020-28-316-1 兵庫県 吉田　栄 機械加工
93 2020-28-317-1 兵庫県 地神　拓也 機械加工
94 2020-28-318-1 兵庫県 戸井本　大介 機械加工
95 2020-28-319-1 兵庫県 城本　修司 機械加工
96 2020-28-320-1 兵庫県 香下　礼子 婦人子供服製造
97 2020-28-321-1 兵庫県 堀口　美智代 婦人子供服製造
98 2020-28-322-1 兵庫県 高橋　克仁 畳製作
99 2020-28-323-1 兵庫県 田村　慎一 表装

100 2020-29-203-1 奈良県 利根川　優介 自動車工
101 2020-29-204-1 奈良県 新　貴夫 自動車工
102 2020-32-315-1 島根県 森脇　勇樹 造園
103 2020-32-316-3 島根県 隅田　博 油圧装置調整 機械保全 仕上げ
104 2020-32-317-1 島根県 山本　真生 造園
105 2020-32-318-1 島根県 吾郷　祐司 配管
106 2020-32-319-1 島根県 日野　敬之 配管
107 2020-32-320-1 島根県 児玉　一夫 配管
108 2020-32-321-1 島根県 児玉　達典 配管
109 2020-32-322-1 島根県 曽田　諭 配管
110 2020-32-323-1 島根県 安食　貞広 配管
111 2020-33-228-1 岡山県 矢武　優一 とび
112 2020-33-229-1 岡山県 柚木　忠志 鉄工
113 2020-33-230-2 岡山県 中村　伸也 機械・プラント製図 仕上げ
114 2020-34-281-1 広島県 三宅　崇 菓子製造
115 2020-34-282-1 広島県 三山　和宏 仕上げ
116 2020-35-177-2 山口県 岡本　悦郎 電子機器組立て 機械保全
117 2020-35-178-1 山口県 松原　孝則 機械保全
118 2020-35-179-1 山口県 末弘　義一 電子機器組立て
119 2020-35-180-1 山口県 福田　太一 機械保全
120 2020-35-181-1 山口県 尾崎　美幸 切削工具研削
121 2020-35-182-1 山口県 藤本　幸二 機械加工
122 2020-35-183-1 山口県 村田　伸次 機械加工
123 2020-37-118-1 香川県 都倉　直宏 型枠施工
124 2020-37-119-1 香川県 因藤　英城 型枠施工
125 2020-37-120-1 香川県 虎田　弘美 和裁
126 2020-39-110-1 高知県 大原　康二 かわらぶき
127 2020-39-111-1 高知県 林　志保 建築大工
128 2020-42-144-1 長崎県 南部　光伸 紳士服製造
129 2020-42-145-1 長崎県 森田　芳秋 機械・プラント製図
130 2020-42-146-1 長崎県 鴨川　浩樹 建築大工
131 2020-42-147-1 長崎県 坂本　憲一郎 鉄筋施工
132 2020-42-148-1 長崎県 桑原　一喜 型枠施工
133 2020-43-153-1 熊本県 藤本　英二 配管
134 2020-43-154-1 熊本県 松尾　康行 菓子製造
135 2020-44-257-3 大分県 森口　隆司 配管 機械検査 機械加工
136 2020-44-258-1 大分県 森田　陽一 配管
137 2020-44-259-1 大分県 高田　隆信 電子機器組立て
138 2020-45-318-1 宮崎県 興梠　剛 畳製作
139 2020-45-319-1 宮崎県 佐藤　太 畳製作
140 2020-45-320-1 宮崎県 向井　義一 畳製作
141 2020-45-321-1 宮崎県 黒木　史也 畳製作
142 2020-45-322-1 宮崎県 寺原　伸弥 畳製作
143 2020-45-323-1 宮崎県 上尾　貴寛 畳製作
144 2020-45-324-1 宮崎県 油井　治晃 畳製作
145 2020-45-325-1 宮崎県 長友　正充 畳製作
146 2020-45-326-1 宮崎県 武田　周太郎 畳製作
147 2020-45-327-1 宮崎県 若藤　克彦 畳製作
148 2020-45-328-1 宮崎県 巣立　皓太 畳製作
149 2020-45-329-1 宮崎県 今村　公彦 畳製作
150 2020-45-330-1 宮崎県 青山　公宣 畳製作
151 2020-46-269-2 鹿児島県 小正　次男 建具製作 機械木工
152 2020-46-270-1 鹿児島県 園　純一 建築板金
153 2020-46-271-1 鹿児島県 山崎　大生 建築板金
154 2020-46-272-1 鹿児島県 山崎　信男 建築板金
155 2020-46-273-2 鹿児島県 小正　春男 建具製作 家具製作
156 2020-47-232-1 沖縄県 平良　博 とび
157 2020-47-233-1 沖縄県 眞榮田　義彦 とび


