
表彰区分：マリンエキスパート

相互梱包株式会社
業務課長

兵庫県神戸市長田区苅藻島3丁
目1番8号

関連事業
(梱包）

いまい　のぶとし
今　井　伸　俊

50歳

今井氏は神戸港において輸出船積貨物の梱包業務に29年従事してい
ます。長年の経験から、あらゆる梱包方法を習得し、様々な形態の貨
物に対して、迅速的確、高度な梱包技量を有し、輸出貨物の保護に貢
献されている梱包作業のエキスパートです。

相互梱包株式会社
（神戸市長田区苅藻島3-1-8）

代表取締役　井上
（tel：078-651-3611）

日本通運株式会社
姫路支店　姫路港事務所
主任

兵庫県神戸市長田区苅藻島3丁
目1番8号

船内荷役
・沿岸荷役

かわら　しこし
川良　士甲志

53歳

川良氏は姫路港において、バラ貨物の荷揚げ作業を一貫して行う業
務に24年従事しています。すべての工程の業務を熟知し、特に船内ク
レーンやホイールローダといった大型荷役機械を安全かつ的確迅速に
操作でき、作業の中で貨物の品質管理も平行して行える高度な技量を
有しています。採用されてから現在までの２４年間、無事故、無災害を
続けている港湾荷役のエキスパートです。

日本通運株式会社姫路支店
姫路港事務所
（姫路市飾磨区細江1291）

姫路港事務所 係長　岡田
（tel：079-234-5511）

岩田工業

代表者

（新神戸ﾄﾞｯｸ㈱の常駐協力会
社）

兵庫県芦屋市伊勢町7-16
鉄工作業
（造船部門
その他）

いわた　いさむ
岩田　 勇

69歳

   岩田氏は、ぎょう鉄※、溶接、船殻組立、配管艤装、現図作業といっ
た船体工事に係るほぼ全ての工程に精通している「匠の人」です。
　 とりわけ他に類を見ない卓越した技術を有した鉄工作業のエキス
パートです。
　 海難修理工事では、図面がない場合でも現場で形状を見て罫書き
を行い、外板型取り作業の誤差を10mm以内におさめる高い技量を有
しています。
　 年間約130隻の修繕工事に携わる同氏が関わった工事で、手直しが
発生したケースは一度もなく、船主からのニーズを理解し、規格外の艤
装品を短期間で製作するなど、その技術力は、社内外において、非常
に高く評価されています。

※ぎょう鉄：加熱・冷却の繰り返しにより鋼材を曲げる作業のこと。

新神戸ドック株式会社
（神戸市兵庫区東出町3-4-4）

代表取締役社長　玉井
(tel：078-599-5747）

株式会社神戸製鋼所
鉄鋼事業部門
鋳鍛鋼事業部
鋳鍛鋼工場機械設備部
鋳鍛加工室

兵庫県高砂市荒井町新浜2-3-1
機械加工

（舶用部門）
　はら　やすひろ

原 　康弘
60歳

　 原氏は、組立型クランク軸等の機械加工のエキスパートです。
　 組立型クランク軸のフランジ穴加工を中心に、プロペラ軸等の中心
穴加工・平面加工・高精度シリンダ内径加工など多種多様の加工経験
を持ち、フライス系加工機で行う転削加工全般において、同氏の右に
出る者はいないほど優れた知識・技能・技術を有しています。
　 また、幅広い専門知識と豊富な経験を基に、作業方法の改善や道
工具の考案に積極的に取り組み、熟練度を必要とする組立型クランク
軸のフランジ穴罫書き作業において、フランジ穴の割り出しを機械で行
う「罫書き・測定・加工の手順」を確立させ、10%/月の増産を達成する
など、生産性や品質の向上に大きく貢献しています。

株式会社神戸製鋼所
（高砂市荒井町新浜2-3-1）

鋳鍛鋼事業部
鋳鍛企画室　柴田
(tel：079-445-7497）

三菱重工業株式会社
航空・防衛・宇宙ドメイン
防衛・宇宙セグメント
艦艇事業部
神戸艦船工作部
工事推進課物流係

作業長

神戸市兵庫区和田崎町1-1-1
クレーン作業
（造船部門
その他）

くろだ　せいじ
黒田　誠二

44歳

　 黒田氏は、造船所における船台・岸壁のジブクレーンの運転・玉掛
業務や船内の揚重業務など、クレーン作業全般のエキスパートです。
   クレーン作業は、取り扱う製品や作業形態が千差万別であり、一歩
間違うと重大災害につながりかねず、運転者、玉掛者、合図者及び監
督者等が有機的に連携し、「安全」に作業を行うことが求められます。
　 同氏は、クレーンの運転・玉掛作業のいずれにおいても、周囲の作
業者の安全を確保しつつ、安全かつ確実に業務を遂行し、また、取り
扱う製品や作業形態に応じた幅広い対応力で、他職種からも厚い信
頼を受けています。

三菱重工業株式会社
（神戸市兵庫区和田崎町1-1-1）

人事労政部
神戸人事労政グループ
天野
（ｔｅｌ：078-672-2361）

　
造船・舶用

工業

連絡先

　
港湾運送

事業

分野 所属部署・役職 所属場所 職種 ふりがな／氏名 年齢 功　　績　　内　　容



川崎重工業株式会社
船舶海洋カンパニー
神戸造船工場
工作部船殻課

工事専任師

神戸市中央区東川崎町3-1-1
船殻組立

（造船部門）
　たかてら　しげお

髙寺　成夫
64歳

　 髙寺氏は、加工された船殻部材を組み合わすブロックの製作や、ブ
ロックを船台に搭載し、船体を建造する船殻組立のエキスパートです。
　 ブロックの製作誤差を許容限界内に収めるため、各種ブロックに応
じた最適な部材の取付け、方法及び人員配置等を立案し、また、溶接
の熱影響による縮みや変形を考慮した最適な位置合わせ、最少範囲
での部材の拘束及び補強等の作業全般の考察力、想像力等に優れ、
それでも生じる歪に対する修正作業についても高い技術力を有してい
ます。
   船殻組立の第一人者として活躍した結果、生産性及び品質の向上、
また安全性の確保への多大なる貢献が認められ、社内外から数多く
の表彰を授与されています。

川崎重工業株式会社
神戸本社
（神戸市中央区東川崎町1-1-3）

コーポレート
コミュニケーション部
プロモーション課長　佐藤
（ｔｅｌ:078-371-9531）

川崎重工業株式会社
精密機械カンパニー
品質保証本部サービス部
顧客サービス課
今治サービスセンター
兼 西神戸サービスセンター1班

今治サービスセンター長

神戸市西区櫨谷町松本234
設備機械

保全
（舶用部門）

　わたなべ　やすひろ
渡部　康宏

40歳

　 渡部氏は、船舶に搭載されている舵取機や甲板機械（ウインチ、ウ
インドラス等）など、舶用油圧機器の運転調整及び修理保全業務のエ
キスパートです。
　 舶用油圧機器の修理中（舵取機の場合）は、船舶の運航が出来なく
なるため、作業時間を最短にすることが求められますが、同氏は、油
圧回路と構成機器に関して高い専門知識を有しており、迅速な不具合
原因の特定及び的確な対応により、顧客から高い信頼を得ています。
　同氏の活動範囲は、国内のみならず広く海外にも及んでおり、世界
中の船舶の安全運航に大きく寄与しています。

※舵取機の修理作業：1/100mmレベルの凹凸を指先で確認。

川崎重工業株式会社
神戸本社
（神戸市中央区東川崎町1-1-3）

コーポレート
コミュニケーション部
プロモーション課長　佐藤
（ｔｅｌ:078-371-9531）

西芝電機株式会社
制御システム部
制御システム品質保証担当

参事

姫路市網干区浜田1000
検査

（舶用部門）
もりすな　よしふみ

盛砂　義文
53歳

 　盛砂氏は、制御盤をはじめとした舶用電気製品の完成検査、現地据
付調整及びアフターサービスなど品質保証業務全般のエキスパートで
す。
　 入社以来35年間、品質保証担当一筋に歩み、個々の製品に対する
深い知識はもちろんのこと、内航電気推進船※のインバータで制御さ
れる電気推進システム全体の理解において、同氏の右に出る者はお
らず、トラブル対応を含め、船舶の安全運航に大きく貢献しています。
　 また、長年の現場経験で得た秀でた知識は、デジタル軸発電装置
や電気推進装置等の開発・検証においても、如何なく発揮され、新製
品開発でも欠かせない人財です。

※電気推進船：電動機によってプロペラ等の推進器を動かして推進力
を得る船舶のこと。

西芝電機株式会社
（姫路市網干区浜田1000）

総務部
総務・勤労・安全担当
参事　谷口
（ｔｅｌ:079-271-2448）

西芝電機株式会社
回転機部巻線課

製造長

兵庫県姫路市網干区浜田1000
組立

（舶用部門）
くろだ　かつみ

黒田　勝己
45歳

　黒田氏は、船舶用発電機、誘導機の心臓部にあたる固定子コイル
（巻線）製作のエキスパートです。
　 同氏は、その固定子コイル製作全般に精通する数少ない人財であ
り、コイル成型作業における図面に表しきれないコイル曲線部の成型
技能は、特に秀でており、また、他の技術者よりも判断が速いことによ
り指定時間の８割ほどの時間で製作する優れた技能の持ち主です。
　 コイル製作に関する豊富な知識と経験を基に、率先して生産性向上
及び作業改善に取り組み、社内外から高い評価を受けています。

西芝電機株式会社
（姫路市網干区浜田1000）

総務部
総務・勤労・安全担当
参事　谷口
（ｔｅｌ:079-271-2448）

　
造船・舶用

工業



表彰区分：マリンエキスパート（ジュニア）

株式会社神戸製鋼所
鉄鋼事業部門
鋳鍛鋼事業部
鋳鍛鋼工場機械設備部
鋳鍛加工室

班長

兵庫県高砂市荒井町新浜2-
3-1

機械加工
（舶用部門）

　　のと　まさおみ
能登　将臣

38歳

　能登氏は、組立型クランク軸ピン仕上げ旋盤、立て旋盤、
ターンミラー※による機械加工の若手エキスパートで、特に
2014年に新規稼働したターンミラーによる機械加工の第一
人者です。
　 ターンミラー加工は、より複雑な形状の加工が可能となる
反面、操作者は立て旋盤加工とミーリング加工の両方の技
能を有している必要があり、技能の習得が困難な工作機械
です。
　 同氏ほど幅広い加工技術を身に付けた技能者は、他に存
在せず、新たな加工技術の開発及び改善活動に取り組む姿
勢から、技能後継者としてだけではなく技能者のリーダーと
して活躍が期待されています。

※ターンミラー：立て旋盤とミーリング機の複合加工機

株式会社神戸製鋼所
（高砂市荒井町新浜2-3-1）

鋳鍛鋼事業部
鋳鍛企画室　柴田
(tel：079-445-7497）

三菱重工業株式会社
航空・防衛・宇宙ドメイン
防衛・宇宙セグメント
艦艇事業部
神戸艦船工作部
電装課艦艇係

副作業長

兵庫県神戸市兵庫区和田崎
町1-1-1

電気艤装
（造船部門）

　こばやし　まさき
小林　正樹

37歳

　小林氏は、特殊船舶における電気艤装の若手エキスパー
トです。
　 特殊船舶の特殊な船形の中、多数の艤装品が備え付けら
れた狭い空間における電気機器の運搬、据付及び配線工事
等の電気艤装工事は、工事順序を間違えると物理的に作業
が出来なくなるため、工程の調整や他の職種間との調整が
重要であると同時に、機器に応じた専用治具の考案など創
造力も求められます。
   同氏は、前例にとらわれない強い改善意識を持ちながら、
特殊な作業環境における知識と技能を高め、品質の高さと
安全を確保しつつ、最適に工事を完遂することができる数少
ない優秀な技能者として更なる活躍が期待されています。

三菱重工業株式会社
（神戸市兵庫区和田崎町1-1-1）

人事労政部
神戸人事労政グループ
天野
（ｔｅｌ：078-672-2361）

川崎重工業株式会社
船舶海洋カンパニー
神戸造船工場
工作部艤装課

班長

兵庫県神戸市中央区東川崎
町3-1-1

機関仕上げ
（造船部門）

うちむら　こうじ
内村　公二

37歳

　内村氏は、新造及び修理艦船の機関仕上げ（機械加工）
の若手エキスパートです。
　 同氏は、高速船（ジェットフォイル）の機械加工も担当して
おり、工場での加工が必要な大型品（前部ストラット）の機械
加工において、優れた発想の転換・アイデアから、現地での
機械加工を実現し、工期の短縮・費用削減に大きく貢献して
います。
　 また、大型液晶モニターを用いた生産状況管理（工程の見
える化）及び工場初となる半自動旋盤の導入によるコストダ
ウンを実現するなど、生産性向上への寄与だけでなく、機械
加工班の最年長者として、若手班員への技能伝承にも積極
的に取り組んでいます。

川崎重工業株式会社
神戸本社
（神戸市中央区東川崎町1-1-3）

コーポレート
コミュニケーション部
プロモーション課長　佐藤
（ｔｅｌ:078-371-9531）

阪神内燃機工業株式会社
第二製造部 機関課

課長補佐
兵庫県明石市貴崎5-8-70

運転調整
（舶用部門）

　やぎ よしゆき
八木　嘉之

39歳

　八木氏は、舶用エンジンの運転調整業務に関する若手エ
キスパートです。
　 エンジンの組立から運転に至る一連の工程を経験して技
能を磨き、正常なエンジンの稼働状態を根幹から理解し、多
くのトラブル事例を把握しているため、目では見えない不具
合発生原因を素早く特定する能力は、他の技術者の群を抜
いており、同氏は、若年ながら同社が製造する製品全般の
運転調整を任せられる数少ない人財の一人です。
　 これまで、職場長を歴任し、今後、更なるステップアップが
期待されています。

阪神内燃機工業株式会社
（明石市貴崎5-8-70）

総務部人事課　篠原
(tel：078-923-3446）

　
造船・舶用

工業

年齢 功　　績　　内　　容 連絡先分野 所属部署・役職 所属場所 職種 ふりがな／氏名


