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貢献賞受賞者一覧 
 

 
回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 1 回 

（1970） 
桂 秀雄 石川島播磨重工業(株) 石川島播磨重工業(株) 
石山 菊三 工業技術院機械技術研究所 工業技術院機械技術研究所 
赤木 六郎 精工産業(株) 神奈川県支部 
粂 芳一 近畿車輌(株) 車両部会 
河村 敏一 三井造船(株) 化学機械溶接研究委員会 
中川 昌俊 工業技術院標準部 規格委員会 

第 2 回 
（1971） 

江口 育良 元 日本車輛製造(株) 日本車輛製造(株) 
三ケ島 秀雄 九州工業大学 名誉教授 西部地区溶接工検定委員会 
磯部 剛 石川島播磨重工業(株) 石川島播磨重工業(株) 
氏家 正三 日立造船(株) 造船部会 
大西 俊輔 長野県工業試験場 長野県支部・長野県工業試験場 

第 3 回 
（1972） 

左右田 七郎 元 汽車製造(株) 車両部会 
落合 定雄 北日本電極製造(株) 北海道支部 
奥田 一郎 元 愛媛大学 教授 愛媛県支部 
竹山 嘉義 川崎製線(株) 日鐵溶接工業(株) 
南 十郎 元 石川島播磨重工業(株) 石川島播磨重工業(株) 
鎌田 勲 日立造船(株) 造船部会 

第 4 回 
（1973） 

川畑 正夫 東亜精機(株) 化学機械溶接研究委員会 
小材 英敏 (株)日立製作所 化学機械溶接研究委員会 
副間 清藏 新潟工事(株) 車両部会 

第 5 回 
（1974） 

山盛 操造 日本車輛製造(株) 車両部会 
大島 秀雄 千葉県金属試験場 千葉県支 
高木 四郎 大阪大学 関西地区検定委員会 
大森 仁平 住金溶接棒(株) 兵庫県支部 
白谷 太平 石川島播磨重工業(株) 愛知県支部 

小宮山 賢郎 東京都立工業技術センター 規格委員会 
第 6 回 

（1975） 
荒木 睦郎 日本鋼管(株) 日本鋼管(株) 
河相 保 三菱重工業(株) 造船部会 

栗林 十四正 神奈川県工業試験所 神奈川県支部 
田知本 一雄 石川島播磨重工業(株) 化学機械溶接研究委員会 
牟田 徹 新日本製鐵(株) 化学機械溶接研究委員会 
森 董 (株)三好鉄工所 愛媛県支部 

第 7 回 
（1976） 

山梨 治郎 (株)田中製作所鉄鋼事業部 ガス溶断部会 
栗山 良員 石川島播磨重工業(株) 化学機械溶接研究委員会 
冨田 眞巳 三菱重工業(株) 機械部会 
菅原 弘毅 日本車輛製造(株) 車両部会・日本車輛製造(株) 

第 8 回 
（1977） 

阿部 武 三菱重工業(株) 造船部会 
木戸 行男 前宇部興産(株) 西部地区溶接検定委員会 
進藤 俊爾 (株)中松鉄工 (株)横河橋梁製作所 
福辺 正義 (株)福辺製作所 鹿児島県支部 

真喜志 康二 琉球大学 沖繩県支部 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 9 回 

（1978） 
小山田 義身 (株)小山田工業所 岩手県支部 
妹島 五彦 (株)日立製作所 (株)日立製作所 
谷村 健助 (有)高知機械製作所 高知県支部 
内木 虎蔵 石川島播磨重工業(株) 石川島播磨重工業(株) 
村上 敏明 四国溶材(株) 愛媛県支部 
山本 秀祐 (株)富士工業所 福岡県支部 

第 10 回 
（1979） 

品田 幸三郎 三菱重工業(株) 溶接技術者認定委員会、船舶･海洋

鐵構構造物 
竹花 范平 船舶技術研究所 ガス溶断部会 
塔本 徹 川崎重工業(株) 川崎重工業(株) 
三上 春雄 足立工業設計(株) 福岡県支部 
渡波 弘 富山県工業試験場 富山県支部 

第 11 回 
（1980） 

穴吹 哲士 四国酸素(株) 香川県支部 
岡田 利彦 (株)日立運輸 山口県支部 

小山内 真二 (株)日本製鋼所 化学機械～委員会・(株)日本製鋼所 
亀井 清太郎 亀井産業(株) 愛媛県支部 
竹重 直彦 東急車輛製造(株) 東急車輛製造(株) 
中原 誕男 (株)中原鉄工所 長野県支部 

第 12 回 
（1981） 

尾上 久浩 三菱重工業(株) 船舶・鉄構海洋構造物部会 
佐賀 一雄 佐賀工業(株) 富山県支部 
藤井 英雄 菱和興産(株) 岡山県支部 

三木 重次郎 扶桑工業(株) 香川県支部 
第 13 回 
（1982） 

出石 稔 香川総合高等職業訓練校 香川県支部 
湊 昭二 (株)神戸製鋼所 化学機械溶接研究委員会 
今西 繁勝 川崎重工業(株) 滋賀県支部 
合志 憲章 熊本工業大学 九州地区溶接技術検定委員会 
佐藤 六郎 (株)角丸精機製作所 ガス溶断部会 

第 14 回 
（1983） 

桂 秀雄 石川島播磨重工業(株) 機械部会 
末永 松治 (社)富山県技術振興協会 富山県支部・北陸地区検定委員会 
吉武 進也 (株)オリジン 化学機械溶接研究委員会 
河口 満広 宮崎県機械金属工業連合会 九州地区検定委員会 
谷口 義明 千代田精機(株) ガス溶断部会 
藤田 和夫 藤田酸素工業(株) 兵庫県支部 

第 15 回 
（1984） 

堀 健一郎 (株)堀鉄工所 長野県支部 
野添 光夫 国立鹿児島県工業高等専門学校 鹿児島県支部 
宮尾 信昭 ナイス(株) 溶接棒部会・ナイス(株) 
十川 幸司 (株)掘越鉄工所 青森県支部 
竹下 俊男 福井工業高等専門学校 福井県支部・北陸地区検定委員会 

第 16 回 
（1985） 

秋園 幸一 徳島大学 徳島県支部 
梅野 喜壮 日本溶接協会山梨県支部 山梨県支部 
菅原 茂 菅原工業(株) 大分県工業試験場 
武見 健二 Ｂ．Ｖ．国際船級協会 機械部会 
田中 政直 石福金属興業(株) 規格委員会 
古沢 敦郎 (社)九州機械工業振興会 九州地区検定委員会 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 17 回 
（1986） 

潮田 靖 (株)榊鐵工所 岩手県支部 
黒沢 毅 岡山県支部 岡山県支部・中国地区検定委員会 

中田 充則 日本鋼管(株) 船舶・鉄構海洋構造物部会 
前田 完治 (株)前田製作所 長野県支部 
茂木 吉治 万能工業(株) 愛知県支部 
山崎 康久 元 石川島播磨重工業(株) 規格委員会・出版委員会・ＩＨＩ 

第 18 回 
（1987） 

岩佐 登一 (有)岩佐溶接鉄工所 岐阜県支部 
古賀 義男 大洋鉄工(株) 神奈川県支部 
坂本 好 (株)アルス製作所 徳島県支部 
城 千尋 東京都第２支部 東京都第２支部 

末沢 博之 香川県工業技術センター 香川県支部 
谷田 巳斉 元 川崎製鐵(株) 川崎製鉄(株) 

第 19 回 
（1988） 

池上 輝夫 (株)酒井鉄工所 (株)酒井鉄工所 
井上 恒利 (株)協立製作所 長野県支部 
小笠原 仁夫 藤木鉄工(株) 安全衛生委員会 
竹島 計 山陽技研工業(株) 山口県支部 

永松 徳二 船舶技術研究所 東部地区検定委員会 
村山 榮 (株)村山鉄工所 山形県支部 

第 20 回 
（1989） 

江藤 博 江藤酸素(株) 大分県支部 
大野 清文 (株)東部製作所 富山県支部 
河面 良治 四国ドック(株) 香川県支部 
川村 千春 小松川化工機(株) 東京都第１支部 
田村 幸男 (株)八戸鉄工所 青森県支部 
森泉 信一 東急車輌製造(株) 神奈川県支部 

第 21 回 
（1990） 

石原 徳夫 島根県支部 島根県支部 
大西 卓一 大西鉄工(株) 福井県支部 

大和田利喜雄 大和田工業(株) 山形県支部 
河合 武夫 河合鉄工(株) 北海道支部 
小林 卓也 船舶技術研究所 溶接棒部会 
名取 義人 富士見興業(株) 東京都第２支部 

第 22 回 
（1991） 

前田 栄一 新明和工業(株) 新明和工業(株) 
齋藤 俊雄 協三産業(株) 福島県支部 
田中 信也 田中鉄工(株) 香川県支部 
大村 良和 神奈川県支部 神奈川県支部 
角田 道治 富士車体工業(株) 群馬県支部 
河野 悟 宇部工業(株) 山口県支部 

第 23 回 
（1992） 

酒井 芳也 (株)神戸製鋼所 (株)神戸製鋼所 
佐藤 鐵太郎 三重機械工業(株) 三重県支部 
北澤 實 ミヤジマ技研(株) 長野県支部 

山本 利雄 菱電工機エンジニアリング(株) 電気溶接機部会 
第 24 回 
（1993） 

小林 実 (社)工業所有権協力センター (株)神戸製鋼所 
下山 仁一 福井工業大学 三菱重工業(株) 
多田野 康雄 (株)タダノ 香川県支部 
太田 唯男 三葉工業(株) 広島県支部 
隈部 日出夫 三菱重工パーキング建設(株) 神奈川県支部 
本田 勇 デンヨー(株) 電気溶接機部会 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 25 回 
（1994） 

 

石原 金盛 沖縄県工業試験場 九州地区溶接技術検定委員会 
甲斐 良美 (株)高田工業所 福岡県支部 
立花 政次 (有)立花酸素商会 香川県支部 
藤田 正男 関西地区溶接技術検定委員会 関西地区溶接技術検定委員会 
雪江 一 (株)エイベックス 北海道地区支部委員会 

第 26 回 
（1995） 

金井 昭男 神奈川県産業技術総合研究所 東部地区検定委員会 
金子 升一 那須ストラクチャー工業(株) 東京都第一支部 
倉貫 好雄 東京エコン建鉄(株) 千葉県支部 
近藤 康夫 (財)近畿高エネルギー加工技術研究所 三菱重工業(株) 
谷口 博 (株)千代田精機 ガス溶断部会 

初芝 武美 オリジン電気(株) 規格委員会 
別所 清 住金溶接工業(株) 鉄鋼部会 

第 27 回 
（1996） 

池田 健治 千代田アイ・エス・イー(株) 神奈川県支部 
上田 和男 徳島県立工業技術センター 徳島県支部 
齋藤 忠雄 元 石川島播磨重工業(株) 船舶･鉄構海洋構造物部会 
杉浦 正七郎 前田建設工業(株) 長野県支部 
中島 正樹 岩永工業(株) 顧問 九州地区溶接技術検定委員会 
馬田 豊昭 (財)日本溶接技術センター 神奈川県支部 
前田 修 田中貴金属工業(株) 貴金属ろう部会技術委員会 

脇本 忠順 ナストーア(株) 電気溶接機部会 
第 28 回 
（1997） 

石黒 徳衛 構造システム研究所 所長 プレハブ建築協会 
市原 芳香 市原工業(株) 代表取締役会長 北海道地区支部委員会 
澤田 全弘 (株)電元社製作所 顧問 電気溶接機部会 
松島 成夫 愛媛大学 名誉教授 四国地区溶接技術検定委員会 
吉本 識人 吉本工業(株) 取締役会長 福岡県支部 
渡邉 潔 元 (株)タセト 技師長 (株)タセト 

渡辺 竹春 高圧ガス保安協会 理事 高圧ガス保安協会 
第 29 回 
（1998） 

池松 克也 大分県支部専務理事兼事務局長 大分県支部 
石井 正義 元 日本石油(株) 化学機械溶接技術研究委員会 
伊藤 廉一 (株)伊藤工作所 相談役 三重県支部 
掛貝 安雄 (株)YK エンジニアリング 代表取締役 東京都鉄骨加工工場登録制度推進機

構 
川西 裕 (株)カワニシ 代表取締役社長 香川県支部 

高田 繁一 元 松尾橋梁(株) 千葉工場長 建設部会 
西尾 安弘 元 近畿大学教授 中国地区溶接技術検定委員会 
野田 卓継 ナストーア(株) 顧問 滋賀県支部、電気溶接機部会 

第 30 回 
（1999） 

有井 満 元 (株)東芝 主席技監 岸輝雄 
磯部 重夫 愛知県技術指導員 愛知県支部 
坂井 俊二 (株)日鉄技術情報センター 特許委員会 
祐川 正之 (株)日立製作所 原子力研究委員会 
多賀 巳三雄 三重県支部専務理事 三重県支部 
田中 治 (株)神戸製鋼所 技師長 (株)神戸製鋼所 

平野 喜久次 中部地区溶接技術検定委員会 中部地区溶接技術検定委員会 
藤田 昭夫 ＦＭエンジニアリング 代表 宮城県支部 
山浦 義人 (株)ヤマウラ 代表取締役社長 長野県支部 

 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 31 回 
（2000） 

安達 貞夫 (株)安達化工機 代表取締役 大分県支部 
川嶋 巌 石川島播磨重工業(株)生産技術開発部 特殊材料溶接研究委員会 

河野 光雄 月島機械(株) 顧問（元専務取締役） 化学機械溶接研究委員会 
小見山 輝彦 日本鋼管工事(株) 技術開発本部 部長 規格委員会 
篠原 勇 (株)篠原鉄工所 代表取締役 茨城県支部 
中田 強 元 日立造船(株) 中国地区溶接技術検定委員会 

平瀬 盛樹 (株)本田商会 副会長 長崎県支部 
和田 芳郎 協和工業(株) 代表取締役 北海道函館支部 

第 32 回 
（2001） 

大河内 春乃 東京理科大学理学部 2 部 非常勤講師 貴金属ろう部会・技術委員長 
酒井 博 (株)キーレックス取締副社長 中国地区溶接技術検定委員会 

永田 三郎 元 住友金属工業(株)参事 原子力研究委員会 
夏目 光尋 元 横河工事(株)理事 規格委員会 
平井 征夫 川鉄テクノリサーチ(株) 鉄鋼部会 
安岡 俊樹 (株)エヌケーネットＱＡ推進部 部長 船舶･鉄構海洋構造物部会･施工委

員会 
脇野 喜彦 四変テック(株)代表取締役 専務取締役 電気溶接機部会 

第 33 回 
（2002） 

河野 武亮 元 石川島播磨重工業(株) 石川島播磨重工業(株) 
正野 進 (財)発電設備技術検査協会研究特任参与 三菱重工業(株)・総務委員会 

中野 盛司 (株)シーエックスアール 相談役 ＣＩＷ検査事業者協議会 
渡辺 将臣 元 神奈川県工業試験所 東部地区溶接技術検定委員会 
中井 通夫 元 川崎重工業(株) 岐阜県支部 
江草 拓 日本溶接協会 広島県支部長 中国地区溶接技術検定委員会 

第 34 回 
（2003） 

井上 裕之 愛知産業(株) 代表取締役社長 東京都第二支部 
笈川 研一 下関菱重興産(株) 取締役 中国地区溶接技術検定委員会 
豊原 力 三菱重工業(株) 神戸造船所 三菱重工業(株) 技術本部 
西川 裕 (財)工業所有権協力センター (株)神戸製鋼所 溶接カンパニー 

溶接棒部会 
羽倉 弘人 千葉工業大学 名誉教授 東京都鉄骨加工工場登録制度推進

機構 
安島 精一 北海道函館支部 技術顧問 北海道函館支部 

第 35 回 
（2004） 

上田 秀穂 高知県支部 事務局長 高知県支部 
大岡 紀一 日本溶接協会 参与 原子力研究委員会 
高橋 昭 (独)産業技術総合研究所 安全衛生・環境委員会 

竹内 直記 (株)神戸製鋼所 溶接カンパニー (株)神戸製鋼所 溶接カンパニー 
ロボット溶接研究委員会 

仲本 興成 (株)仲本工業 会長 沖縄県支部 
林 慎也 (独)海上技術安全研究所 ガス溶断器認定委員会 

ガス溶断部会 
藤井 俊英 日本溶接協会 技術アドバイザー ガス溶断部会 

日酸 TANAKA(株) 
第 36 回 
（2005） 

青木 満 東京電力(株) フェロー 原子力研究委員会 
狩野 勝利 (株)福嶋鉄工所 元 常務取締役 神奈川県支部 
長谷 政孝 日鉄住金ロールズ(株) 代表取締役社長 福岡県支部 
福原 重夫 元 菱農エンジニアリング(株) 中国地区溶接技術検定委員会 
松山 格 元 東京都工業技術センター 溶接検査認定委員会 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 37 回 
（2006） 

菅 哲男 神鋼溶接サービス(株) 溶接棒部会技術委員会 
(株)神戸製鋼所 

勝村 宗英 (独)産業技術総合研究所 溶接・接合プロセス研究委員会 
梶村 征志 (株)ダイヘン溶接ﾒｶﾄﾛｶﾝﾊﾟﾆｰ (株)ダイヘン 
猪子 富久治 徳島大学 名誉教授 徳島県支部 
柴田 勝之 (独)日本原子力研究開発機構 原子力研究委員会 
岡村 重喜 阪神溶接機材(株)代表取締役社長 財務委員会 

第 38 回 
（2007） 

相原 正公 新興プランテック(株) 神奈川県支部 
伊藤 博行 (株)伊藤工作所 取締役会長 三重県支部 
菊池 正紀 東京理科大学 理工学部 教授 原子力研究委員会 
寺村 尚起 (株)三浦マニュファクチャリング 愛媛県支部 
中井 洋二 ビューロベリタスジャパン(株) 規格委員会 
中根 豊 (株)ダイヘン 溶接ﾒｶﾄﾛｶﾝﾊﾟﾆｰ 電溶機部会 

古谷 健吾 元 松下溶接システム(株) 電溶機技術委員会・規格委員会 
松下 行伸 神鋼タセト(株) 代表取締役社長 溶接棒部会・(株)神戸製鋼所 

第 39 回 
（2008） 

淺野 政之 苫小牧工業高等専門学校 原子力研究委員会 
荒谷 雄 (株)レーザックス 取締役 レーザ加工技術研究委員会 

井川 敏之 (株)アイ・エム・シー専務取締役 CIW 検査事業者協議会 
磯部 満夫 (社)日本保安用品協会 参与 安全衛生・環境委員会 
小俣 和夫 三井造船(株) 工場長補佐 船舶･鉄構海洋構造物部会・施工委

員会 
田中 辰美 (株)田中鉄工所 代表取締役会長 佐賀県溶接協会 
平野 道勝 東京理科大学 名誉教授 東京都鉄骨加工工場登録制度推進

機構 
藤原 善夫 (株)藤原鐵工所 代表取締役 中国地区検定委員会・支部委員会 
古田 英志 (株)豊田自動織機 執行役員 愛知県溶接協会 

第 40 回 
（2009） 

江端 誠 日本溶接協会技術アドバイザー 溶接検査認定委員会 運営委員会 
上瀧 洋明 (社)日本チタン協会 コンサルタント (社)日本チタン協会 
篠原 宏之 ＪＦＥテクノリサーチ(株) 副部長 中国地区溶接技術検定委員会・連絡

会 
土田 榮二 三菱重工業(株) 執行役員 神奈川県溶接協会 
内藤 二全 NAITO TEC 会長 奈良県溶接協会 
中村 明弘 日本溶接協会 技術アドバイザー 溶接作業指導者運営委員会 
松田 富士彌 日本溶接協会 技術アドバイザー マイクロソルダリング認証・評価・ 

教育 
山田 誠 (株)名村造船所 伊万里事業所 船舶・鉄構海洋構造物部会 

横田 久昭 (株)神戸製鋼所 溶接カンパニー 溶接棒部会、(株)神戸製鋼所 
第 41 回 
（2010） 

阿部 仁 阿部鋼材(株) 取締役社長 全国指定機関委員会 
井上 光男 (株)ＩＨＩ 技術基準・認証委員会 
柏木 孝三 田中貴金属工業(株) ろう部会 
田口 稔孫 千住金属工業(株) 所長 はんだ微細・接合部会技術委員会 
西浦 憲爾 日本溶接協会技術アドバイザー 船舶・鉄構海洋構造物部会 

全国競技会運営、溶接技能者認証 
溶接管理技術者認証・教育 

萩原 行人 上智大学 理工学部 教授 鉄鋼部会 
服部 勝 三重機械鐵工(株) 代表取締役専務 三重県溶接協会 

宮下 勝次 (有)三島工機 部長 栃木県溶接協会 
横田 文雄 横田アスコム(株) 代表取締役社長 全国指定機関委員会 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 42 回 
（2011） 

有賀 正 東海大学 名誉教授 ろう部会 本部会、技術委員会 
小嶋 敏文 ＪＦＥテクノリサーチ(株) 総務委員会 
清水 一馬 小池酸素工業(株) 常勤監査役 財務委員会 
田中 甚吉 日本溶接協会技術アドバイザー 溶接管理技術者認証・教育 
田原 隆康 Ｔ＆Ｔテクノロジー 化学機械溶接研究委員会 
中島 宏幸 日本溶接協会 技術アドバイザー 溶接管理技術者認証委員会 
山本 栄一 山本技術士事務所 化学機械溶接研究委員会 
山本 宏 住野工業(株) 取締役製造部長 中国地区溶接技術検定委員会 

第 43 回 
（2012） 

赤秀 公造 日本溶接協会 技術アドバイザー 溶接管理技術者認証・教育 
稲見 彰則 新日鐵住金(株) 鉄鋼部会 
梶本 忠恒 (株)ケーイーコーポレーション 名誉会長 静岡県溶接工業協同組合 
河野 康則 (株)河野鐵工所 代表取締役社長 旭川溶接協会 
菅野 智 日立 GE ニュークリア・エナジー(株) 原子力研究委員会 

木下 好正 木下工業(株) 代表取締役社長 北陸地区溶接技術検定委員会 
小林 剛 (独)物質・材料研究機構 ろう部会 

高橋 由紀夫 (一財)電力中央研究所 原子力研究委員会 
武田 壽 三浦テクノ(株) 四国地区溶接技術検定委員会 
船守 悟 岡山県溶接協会 事務局長 中国地区溶接技術検定委員会･連絡

会 
谷中 幸司 新日鉄住金エンジニアリング(株) 機械部会 

第 44 回 
（2013） 

油家 和宏 日本溶接協会 技術アドバイザー マイクロソルダリング認証・評価 
大重 広明 津山工業高等専門学校 名誉教授 特殊材料溶接研究委員会 
大塚 登 大都鉄工(株) 顧問 埼玉県溶接協会 
神例 清 神例造船(株) 取締役 相談役 徳島県溶接協会 

小林 秀雄 (独)産業技術総合研究所 溶接技能者認証委員会 
中野 利彦 神鋼溶接サービス(株) 代表取締役社長 溶接材料部会技術委員会 

(株)神戸製鋼所 
藤村 浩史 長崎県溶接協会 顧問 長崎県溶接協会 
南 典明 (株)アークリエイト 取締役副社長 四国地区溶接技術検定委員会 

山本 正登 (株)ｹﾐｶﾙ山本 代表取締役社長 溶接学会中国支部 
吉川 重明 日本溶接協会技術アドバイザー マイクロソルダリング教育委員会 

第 45 回 
（2014） 

上野 等 小池酸素工業(株) 機械事業部 ガス溶断部会 
糟谷 正 東京大学工学系大学院 上席研究員 新日鐵住金(株) 
中村 稔 (株)タセト 理事 品質保証部長 溶接材料部会技術委員会、(株)タセト

逸見 俊一 (株)検査サービス 代表取締役 CIW 検査業協会 
松本 賢 (株)石巻精機製作所 代表取締役社長 宮城県溶接協会 

松山 欽一 Smart Welding Technologies 代表 規格委員会 
大阪大学接合科学研究所 招聘教授 

山本 康弘 トウジ工業(株) 取締役 相談役 京都府溶接協会 
第 46 回 
（2015） 

相澤 進 (有)アイシン 代表取締役 静岡県溶接工業協同組合 
𥔎山 裕和 𥔎山鉄工建設(株) 代表取締役 宮崎県溶接協会 
古賀 信次 川崎重工業(株)技術開発本部フェロー 特殊材料溶接研究委員会 
鈴木 直樹 (株)神戸製鋼所 溶接事業部門 溶接材料部会 技術委員会 
駿河 省平 元 (株)東芝 東部地区溶接技術検定委員会 
土沢 健一 (株)ナツハラ 代表取締役社長 滋賀県溶接協会 
松 忠男 東京ブレイズ(株) 代表取締役会長 ろう部会 技術委員会 

宮崎 建雄 ジャパンマリンユナイテッド(株) 船舶・鉄構海洋構造物部会 
村上 秀夫 元 富士電機(株) 川崎工場 神奈川県溶接協会 
森田 鴻司 元 三菱重工業(株) 中国地区溶接技術検定委員会 

  



回・年度 氏 名 所 属 推 薦 者 
第 47 回 
（2016） 

上本 道久 東京都立産業技術研究センター ろう部会 
角 毅四郎 博陽工業(株) 代表取締役 (一社)熊本県溶接協会 
片山 典彦 元 (株)ＩＨＩ 溶接管理技術者 教育委員会 
関東 康祐 茨城大学 工学部 教授 原子力研究委員会 
北野 嘉男 元 東急車輌製造(株) 東部地区溶接技術検定委員会 
頃末 寛 兵庫職業能力開発促進センター 関西地区溶接技術検定委員会 

塩飽 豊明 神鋼リサーチ(株)知的財産一部 部長 鉄鋼部会 
関 恒彦 (株)関工業 代表取締役 (一社)青森県溶接協会 

三田 常夫 大阪大学 招聘教授 総務委員会 
山田 比路史 (株)重松製作所 専務理事 安全衛生・環境委員会 

第 48 回 
（2017） 

印藤 公夫 元日立交通テクノロジー(株) 社長 中国地区溶接技術検定委員会 
勝木 誠 ＪＦＥエンジニアリング(株) 機械部会 
小杉 實 元 新日鉄エンジニアリング(株) 監査役 九州地区溶接技術検定委員会 

高野 元太 三陽テクノサービス(株) 顧問 溶接管理技術者 認証・評価・教育 
長﨑 肇 日鐵住金溶接工業(株) シニアアドバイ

ザー 
溶接材料部会 技術委員会 
日鐵住金溶接工業(株) 

西村 宜真 (株)西村工場 代表取締役 (一社)山形県溶接協会 
松下 眞治 (株)日本鉄骨評価センター 代表取締役 建設部会 
宮本 勉 元 近畿車輛(株) 専務取締役 大阪府溶接技術協会・車両部会 

渡辺 健彦 新潟大学 名誉教授 ろう部会 
第 49 回 
（2018） 

釆女 光男 おかやま山陽高等学校 常勤講師 中国地区溶接技術検定委員会 

大森 敏弘 今治造船(株) 常務取締役 西条工場長 船舶・鉄構海洋構造物部会 

小川 武史 青山学院大学 教授 原子力研究委員会 

五味 光亮 (株)イツミ 取締役会長 (一社)長野県溶接協会 

志賀 啓介 新興プランテック(株) 執行役員 メンテ

ナンス技術本部長 

(一社)神奈川県溶接協会 

柴田 公博 仙台高等専門学校 名誉教授 レーザ加工技術研究委員会 

中島 國凱 日本溶接協会 技術アドバイザー 溶接作業指導者運営委員会 

福永 和義 元 三菱重工業(株) 東部地区溶接技術検定委員会 

古城 昭 小池酸素工業(株) グローバル販売部 CS
グループ 部長 

ガス溶断部会 

安田 克彦 安田技術士事務所 高付加価値溶接研究

所 所長 

溶接技能者教育委員会 

山本 淳也 山本鉄工(株) 代表取締役社長 北海道地区溶接協会連絡会 
函館溶接協会 会長 

第 50 回 
（2019） 

石塚 俊雄 (株)丸和工業 取締役会長 鹿児島県溶接協会 
岩崎 章夫 (株)小松製作所 技術アドバイザー (一社)大阪府溶接技術協会 
河合 武洋 河合鉄工(株) 代表取締役社長 北海道地区溶接協会連絡会 
近藤 優 (株)神戸製鋼所 溶接材料部会 技術委員会 

(株)神戸製鋼所 
龍谷 一彦 東北地区溶接技術検定委員会 副委員長 東北地区溶接技術検定委員会 
原沢 秀明 (一社)日本溶接協会 技術アドバイザー 国際活動委員会 
樋口 眞一 元 (株)日立製作所 AN 委員会 
安田 功一 JFE テクノリサーチ(株) フェロー 溶接・接合プロセス研究委員会 
山本 和美 新光工業(株) 代表取締役社長 一般社団法人愛知県溶接協会 
結城 正弘 (株)IHI  機械部会 
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第 51 回 
（2020） 

荒川 敬弘 (一社)CIW 検査業協会 会長付 (一社)CIW 検査業協会 
荒砥 孝二 元 宮城県産業技術総合センター 東北地区溶接技術検定委員会 
大井 健次 JFE スチール(株) 主席研究員 溶接・接合プロセス研究委員会 
小菅 瞳 (有)小菅熔接工業所 代表取締役社長 (一社)埼玉県溶接協会 

中島 建夫 (一社)日本溶接協会 技術アドバイザー マイクロソルダリング認証・評価・

教育 
中西 保正 大阪大学 招聘教授 総務委員会 
並河 勉 元 鳥取県溶接協会 会長 

元 山陰酸素工業(株) 代表取締役会長 
鳥取県溶接協会 

平岡 和雄 大阪大学 招聘教授 総務委員会 
平野 泰輔 (株)平野鐵工所 代表取締役社長 (一社)岡山県溶接協会 
町田 浩 山口県溶接協会 技術職員 中国地区溶接技術検定委員会 

屋良 秀夫 (一社)沖縄県溶接協会 顧問 (一社)沖縄県溶接協会 
第 52 回 
（2021） 

朝倉 甫 (一社)福井県溶接協会 専務理事 兼 
事務局長 

北陸地区溶接技術検定委員会 

小田 芳男 元 三菱化学(株) 中国地区溶接技術検定委員会 
葛西 省五 東北精密(株) 技術顧問 関西地区溶接技術検定委員会 
栗林 宏明 宇部興産機械(株) 環境安全室 室長 山口県溶接協会 
新名 弘人 元 (株)釧路製作所 代表取締役社長 釧路溶接協会 
鶴田 加一 元 千住金属工業(株) はんだ微細・接合部会 
蓮沼 美宣 元 (一社)新潟県溶接協会 代表理事、 

元 JR 東日本テクノロジー(株) 
(一社)新潟県溶接協会 

林川 俊郎 北海道大学 名誉教授 北海道地区溶接技術検定委員会 
横野 泰和 ポニー工業(株) 特別顧問 溶接管理技術者認証・評価・教育 

※順不同、敬称略 所属等は受賞時点のものです 


