
 

（参考資料１） 

 国土交通省・厚生労働省 同時発表 

平成２４年２月３日 

第４回「ものづくり日本大賞」受賞者の決定について 

 

経済産業省、国土交通省、厚生労働省、文部科学省は、第４回「ものづくり

日本大賞」について、１９件７６名（※文部科学省分除く）の内閣総理大臣賞

受賞者を決定しました。また、併せて経済産業省では、経済産業大臣賞、特別

賞、優秀賞として１０３件５４９名の受賞者も決定しました。 

 なお、表彰式・祝賀会は２月中旬に開催する予定です。 

※文部科学省分については、２月１０日（金）に発表予定です。 

 

１．「ものづくり日本大賞」について 

「ものづくり日本大賞」は 製造・生産現場の中核を担っている中堅人材

や伝統的・文化的な「技」を支えてきた熟練人材、今後を担う若年人材など、

「ものづくり」に携わっている各世代の人材のうち、特に優秀と認められる

人材を顕彰するものです。本賞は、経済産業省、国土交通省、厚生労働省、

文部科学省が連携し、平成１７年より隔年開催しており、今回で４回目を迎

えます。 

第４回「ものづくり日本大賞」は当初、平成２３年夏に決定予定でしたが、

東日本大震災の影響を受け、スケジュールが遅延していました。このたび、

関係４省において、１９件７６名（※文部科学省除く）の内閣総理大臣賞受

賞者を決定しました。また経済産業省では、上記の内閣総理大臣賞に加えて、

１４件９０名の経済産業大臣賞、１９件１３７名の特別賞、７０件３２２名

の優秀賞の受賞者をそれぞれ決定しました。 

 

２．主な受賞案件（内閣総理大臣賞のうち経済産業省関係７件のみ記載） 

『劣質製鉄ダストを原料として鉄鋼生産を行うリサイクルプロセスの開発』 

『電子部品を内蔵した基板を１回のプレスで完結させる製造プロセスの開発』 

『世界の常識を覆した「プロテオグリカン※」製造方法の開発』 

※プロテオグリカン：生物組織の中に存在する、生体活動をコントロールする成分。 

『大型液晶パネル量産を可能としたマルチレンズ・アレー方式露光装置の開発』 

『レアメタルを画期的に削減した次世代ステンレスの開発』 

『超極細生糸を使用した世界一薄い絹織物の開発』 

『有田焼の伝統技術を応用した高輝度発光蓄光による製品開発』 

 

※受賞内容の詳細、その他受賞案件については別添資料をご覧ください。 

 



 

 

３．今後の予定 

今後、２月中旬には各省合同で、内閣総理大臣賞の表彰式・祝賀会を開催

します。また同時期に、経済産業省では経済産業大臣賞および特別賞の表彰

式・祝賀会を、経済産業地方局では優秀賞等の表彰式を開催します。 

さらに３月２０日（火・祝日）から、国立科学博物館（東京都台東区）に

おいて、今回の経済産業省関係受賞案件を紹介する「ものづくり展」を開催

する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 
（本発表資料のお問い合わせ先） 

  経済産業省製造産業局ものづくり政策審議室長 田中 哲也 

    担当者： 曽根、吉川 

   電 話：０３－３５０１－１５１１（内線 ３６４１） 

       ０３－３５０１－１６８９（直通） 

  国土交通省土地・建設産業局建設市場整備課 

担当者： 須田、柴田 

   電 話：０３－５２５３－８１１１（内線 ２４８１４） 

       ０３－５２５３－８２８１（直通） 

  厚生労働省職業能力開発局能力評価課 

   担当者： 松田、幸野 

   電 話：０３－５２５３－１１１１（内線 ５９６８） 

       ０３－３５０２－６９５８（直通） 

（文部科学省）文化庁長官官房政策課 

担当者： 山下、木村、増田 

   電 話：０３－５２５３－４１１１（内線 ２８０６） 

       ０３－６７３４－２８０６（直通） 

 

 

【「ものづくり日本大賞」ロゴマーク】 【記念メダル（内閣総理大臣賞）】 



 

1 

 

  

 

 

（発表資料１） 

第４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 （７件 ４７名） 

 

案件名 受賞者 所属企業等 

劣質製鉄ダストを原料として

鉄鋼生産を行うリサイクルプ

ロセスの開発 

茨城 哲治○ 新日本製鐵株式会社 

織田 博史 新日本製鐵株式会社 

廣松 隆 新日本製鐵株式会社 

伊藤 直行 新日本製鐵株式会社 

川口 卓也 新日本製鐵株式会社 

若木 明徳 新日本製鐵株式会社 

大塚 一 新日本製鐵株式会社 

高橋 茂樹 新日本製鐵株式会社 

電子部品を内蔵した基板を１

回のプレスで完結させる製造

プロセスの開発  

清水 元規○ 株式会社デンソー 

青山 雅之 株式会社デンソー 

横地 智宏 株式会社デンソー 

増田 元太郎 株式会社デンソー 

久保田 克典 株式会社デンソー 

野本 薫 株式会社デンソー 

中山 正吾 株式会社デンソー 

神谷 英利 株式会社デンソー 

長谷川 賢一郎 株式会社デンソー 

笠間 康徳 デンソーテクノ株式会社 

世界の常識を覆した「プロテオ

グリカン」製造方法の開発 
工藤 義昭 バイオマテックジャパン株式会社 

大型液晶パネル量産を可能と

したマルチレンズ・アレー方式

露光装置の開発 

松浦 敏男○ 株式会社ニコン 

田中 正司 株式会社ニコン 

浜田 智秀 株式会社ニコン 

柳原 政光 株式会社ニコン 

楢木 剛 株式会社ニコン 

 

※受賞者欄の○印は、グループの場合の代表者。以下同じ。 
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案件名 受賞者 所属企業等 

レアメタルを画期的に削減し

た次世代ステンレスの開発 

秦野 正治○ 新日鐵住金ステンレス株式会社 

石丸 詠一朗 新日鐵住金ステンレス株式会社 

福元 成雄 新日鐵住金ステンレス株式会社 

橋本 聡 新日鐵住金ステンレス株式会社 

福田 章宏 新日本製鐵株式会社 

藤谷 真 新日本製鐵株式会社 

坂本 健太郎 新日本製鐵株式会社 

山岸 昭仁 新日鐵住金ステンレス株式会社 

大村 圭一 新日鐵住金ステンレス株式会社 

平松 博之 新日鐵住金ステンレス株式会社 

超極細生糸を使用した世界一

薄い絹織物の開発 

齋藤 泰行○ 齋栄織物株式会社 

齋藤 栄太 齋栄織物株式会社 

菅野 清二 齋栄織物株式会社 

大川 聖 齋栄織物株式会社 

中村 修一 齋栄織物株式会社 

冨樫 千枝 齋栄織物株式会社 

佐藤 登喜子 齋栄織物株式会社 

高橋 京子 齋栄織物株式会社 

岡部 琴恵 齋栄織物株式会社 

齋藤 真弓 齋栄織物株式会社 

有田焼の伝統技術を応用した

高輝度発光蓄光による製品開

発  

岩本 泰典○ コドモエナジー株式会社 

芝野 哲也 大伍貿易株式会社 

山下 靖弘 鷹山工房株式会社 

 

２．国土交通省関係（７件 １１名） 

 

案件名 受賞者 所属企業等 

ベル工法 

（耐食・耐震に優れた塩ビ管を

用いて下水道を構築する方法） 

野沢 有○ 
株式会社エム・シー・エル・コーポレ

ーション 

飯原 明彦 川崎重工業株式会社 

ジャケット式桟橋の長期防食

工法システム 

（１００年間の維持管理費を

大幅に低減する技術） 

阪上 精希○ 新日鉄エンジニアリング株式会社 

藤川 敬人 日鉄トピーブリッジ株式会社 

森 浩章 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

岩廣 真悟 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 

優秀施工者国土交通大臣顕彰

受賞者（建設マスター） 
内尾 孝夫 内尾建築板金 
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案件名 受賞者 所属企業等 

優秀施工者国土交通大臣顕彰

受賞者（建設マスター） 
中岡 明 有限会社中岡鈑金工業所 

優秀施工者国土交通大臣顕彰

受賞者（建設マスター） 
中條 啓一 株式会社松居組 

優秀施工者国土交通大臣顕彰

受賞者（建設マスター） 
松島 登貴雄 松島瓦店 

海事関係功労者（世界の大型船

の形を変えた省エネ船首の開

発） 

松本 光一郎 ユニバーサル造船株式会社 

 

３．厚生労働省関係（５件 １８名） 

  

案件名 受賞者 所属企業等 

卓越した技能者（現代の名工） 綱川 正幸 株式会社神戸製鋼所 真岡製造所 

卓越した技能者（現代の名工） 单部 省一 株式会社大六鋳造 

卓越した技能者（現代の名工） 竹内 守雄 
川崎重工業株式会社 機械ビジネス 

センター 

卓越した技能者（現代の名工） 水野 賢治 
三菱重工業株式会社 名古屋誘導推進

システム製作所 
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案件名 受賞者 所属企業等 

「技能五輪国際大会」の金メダ

リスト 

 

森野 陽気 株式会協和エクシオ 

大竹 基貴 株式会社デンソー 

地頭薗 朋史 株式会社デンソー 

早川 将悟 株式会社デンソー 

川辺 祐也 日産自動車九州株式会社 

三品 英則 日産自動車株式会社 

阿部 晴希 
株式会社日立プラントテクノロジー 

土浦事業所 

渡邉 健吾 トヨタ自動車株式会社 

伊東 真規子 亜細亜印刷株式会社 

澤木 優一 トヨタ自動車株式会社 

上野 実里菜 
にいがた製菓・調理師専門学校えぷろ

ん 

武田 将大 日産自動車株式会社 

上岡 敦哉 トヨタ自動車株式会社 

曽我部 圭生 トヨタ自動車株式会社 

 

４．文部科学省関係（４件 ８名） 

 

案件名 受賞者 所属企業等 

文化庁長官表彰受賞者（映画大

道具製作技術者） 
宇津木 一郎 有限会社吉田美術 

文化庁長官表彰受賞者（能楽小

道具製作技術者） 
福井 四郎  有限会社十松屋福井扇舗 

第９回及び第１０回高校生も

のづくりコンテスト全国大会

電子回路組立て部門で優勝、 

厚生労働大臣賞受賞者 

草深 大貴 
長野県松本工業高等学校卒業 

(現トヨタ自動車株式会社勤務) 

平成２２年度 全国高等専門

学校第２１回プログラミング

コンテスト（自由部門）文部科

学大臣賞受賞作品 

佐野 純一○ 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

安藤 英里 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

合田 貴博 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

北原 康佑 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

十鳥 恭平 香川高等専門学校（詫間キャンパス） 

 

（合計 ２３件 ８４名） 

 

（以上） 


