
第 1 回日本メンテナンス工業会表彰 

評価提案委員会 
 当工業会では、プラントメンテナンス業における職務に対する意欲向上を促すとともに、社会的責任

を担う企業の組織活動のさらなる活性化と人材確保につながることを目的として、平成 28 年度より表

彰制度を開始しました。 
 平成 28年度の募集申請案件は、メンテナンスマイスター賞部門 13件、メンテナンス技術賞部門 8件、

メンテナンス奨励・普及賞部門 8 件、全 29 件でした。たくさんの応募ありがとうございました。 

申請者一覧 

＜メンテナンスマイスター賞部門＞ 
株式会社中部プラントサービス 白澤 攻修 殿 
「発電設備の保守、電気計装設備の建設・保守業務において高度な技術者」 
株式会社中部プラントサービス 川内 智明 殿 

「原子力発電所電気設備のメンテナンス技能の高度化に貢献」 
株式会社中部プラントサービス 古山 聖巳 殿 

「各種プラント（機械設備）の保守業務においての高度技術者」 

株式会社中部プラントサービス 渡部 裕文 殿 

「高度な匠の技による電気計装技術の普及および多角的視野に立った次世代技術者の養成」 
株式会社酉島製作所 小野田 孝平 殿 

「ポンプのメンテを通じてのグローバルに貢献」 

日鉄住金テックスエンジ株式会社  仲摩 吉成 殿 

「現代の名工（アーク溶接分野）」 
JFE プラントエンジ株式会社 西内 勝志 殿 

「大物工事の安全化」 
JFE プラントエンジ株式会社 佐々木 稔弘 殿 

「特殊機械装置の保全および整備作業の実践と拡大」 

エムイーシーテクノ株式会社 中国事業所 井上 隆司 殿 

「卓越した回転機仕上技能を有する高度技能者」 

エムイーシーテクノ株式会社 中国事業所 重見 孝彰 殿 

「卓越した溶接技能を有する高度技能者」 

山九株式会社 平松 保 殿 

「現地機械加工機の開発と現地での施工」 

山九重機工株式会社 越川 春雄 殿 

「卓越したメンテナンス技能を有する高度技能者（重量とび工事）」 

山九重機工株式会社 山城 薫 殿 

「卓越したメンテナンス技能を有する高度技能者（重量とび工事）」 

 



 
＜メンテナンス技術賞部門＞ 
富士電機株式会社 税所 俊治 殿 

「無線式回転機振動診断システムの開発」 

日鉄住金テックスエンジ株式会社 平佐田 崇 殿 
「天井クレーンレール・ランウェイガーター保全技術」 
日鉄住金テックスエンジ株式会社 若山 泰郎 殿 
「耐震対策トータルサポートシステム」 
日鉄住金テックスエンジ株式会社 坂本 達也 殿 
「鉄まくらぎを使用した線路保全技術」 
JFE プラントエンジ株式会社 千葉事業所 石井 満夫 殿 
「JFE 大径鋼管設備の保全管理業務における貢献」 
関西エックス線株式会社 武岡 雅明 殿 

「屋外貯蔵タンクの連続板厚測定検査装置の開発及び劣化診断への適用」 

横河ソリューションサービス株式会社 久保 直子 殿 

「緊急復旧支援リモートサービスソリューション（VPSRemoteTM）」 

山九株式会社 江口 正修 殿 

「スーパーマイクロドーリ（小型搬送台車）」 

 

＜メンテナンス奨励・普及賞部門＞ 
中部プラントサービス株式会社 九里 忠秋 殿 
「プロセス計装のメンテナンスとトラブル防止に関する若年層への技術伝承」 
三平興業株式会社 木下 浩二 殿 

「メンテナンス技能者の育成指導」 

富士電機株式会社 占部 昇 殿 

「電気分野設備保全技術の普及」 

JFE プラントエンジ株式会社 妹尾 泰博 殿 
「JFE スチール㈱ JFE グループ会社の機械設備の突発故障低減」 
JFE プラントエンジ株式会社 藤原 義治 殿 
「保全体制創生期の工場における設備管理体制の確立」 
エムイーシーテクノ株式会社 杉田 励司 殿 
「高度な技能伝承と人材育成に貢献」 
えひめ東予産業創造センター 丸金 義夫殿 
「化学プラントメンテナンス監督者の職業能力評価基準と育成プログラム 

（えひめ東予産業創造センター）」 
エムイーシーテクノ株式会社 九州事業所 工事施工 Gr 山田 哲彦 殿 
「卓越した溶接技術を有し、その普及、教育・研修に尽力している技能者」 
 
 



 平成 28 年度日本メンテナンス工業会表彰制度の申請時案に対する審査結果が決定しました。 厳選

なる審査の結果、第 1 回日本メンテナンス工業会表彰」の受賞者 13 名が決定しました。 
 表彰対象は、プラントメンテナンス業全般の発展、メンテナンスに関わる技術・技能、人材育成およ

び社会的貢献等において顕著な成果を収めたと工業会で認定した企業、団体および個人となります。 
受賞者一覧 

 
メンテナンスマイスター賞部門（7 件） 
 
株式会社中部プラントサービス 渡部 裕文 殿 

「高度な匠の技による電気計装技術の普及および多角的視野に立った次世代技術者の養成」 
【概要】 
 日頃からの基本遵守による作業安全の徹底により 10 年以上無事故無災害を継続しており、また自己

のスキルアップを目的に自らの研鑽により、電気工事士、電気主任技術者等、高度な資格取得を推進し

着実に実務に活かしている。 
【評価】 
 取得資格を実践に生かし、電力供給の信頼度、産業生産安定度に寄与し、高い品質確保から、自社・

顧客・メーカー間の信頼・絆を高め、次世代技術者育成に貢献している点を高く評価。 
 
株式会社酉島製作所 小野田 孝平 殿 

「ポンプのメンテを通じてのグローバルな貢献」 
【概要】 
 海外 30 か国に合計 135 回出張し、ポンプの据付・試運転・メンテを実施した。主にインフラ(発電、

造水、下水、上水)設備関係であり、その能力は非常に高い。在社経歴は 48 年でメンテナンス部門の経

歴は 32 年となる。 
【評価】 
 海外環境での多岐な対応を要求される難しさを受け入れ従事され、経験による対応力・問題解決力は

高く、長年にわたり、若手技能レベルアップ、ユーザーメンテ指導等で、国内外問わず広くメンテナン

スに貢献。 
日鉄住金テックスエンジ株式会社  仲摩 吉成 殿 

「現代の名工（アーク溶接部門）」 
【概要】 
 溶接分野における、ものづくりに長年従事して培った知識・技能を活かし、自ら溶接構造物の製作お

よび補修での溶接工や溶接技術管理者として業務に従事している。溶接技術競技大会での優秀な成績等

により、大分県で初の九州溶接マイスターを授与された。また、大分県中小企業支援アドバイザーにも

登録されており、ものづくり技術の普及・啓発、産業振興に大いに貢献している。それらの貢献により、

昨年は、厚生労働大臣より「卓越した技能者(現代の名工)」の表彰を受けている。 
【評価】 
 アーク溶接分野において、厚肉溶接、石油プラント過熱管溶接などで高い技能レベルを発揮され、若

手溶接士育成は素晴らしい模範。特に、九州・沖縄地区技術競技会選手を指導し、大分県団体優勝 3 連



覇への貢献等教育・指導にも実績があり、「卓越した技能者（現代の名工）」厚生労働大臣表彰は最高の

業績である。 
 
JFE プラントエンジ株式会社 西内 勝志 殿 

「大物工事の安全化」 
【概要】 
 JFE プラントエンジ㈱直系施工要員であり安全作業・品質保証・難易度の高い工事への取組みを協力

会社の手本となるように実行している。又事前工事での工事計画・法案に基づき安全かつ効率性を考慮

し治工具類の考案・製作にも意欲的に着手して後進への模範となる優秀な人材である。 
【評価】 
 大物工事において、治工具の考案製作および作業改善で工期短縮・収益向上に貢献されるとともに、

工程管理・施工で安全化に寄与している点を評価。 
 
エムイーシーテクノ株式会社 中国事業所 重見 孝彰 殿 

「卓越した溶接技能を有する高度技能者」 

【概要】 
 平成元年～平成 3 年にかけて岡山県溶接技術競技会で優秀な成績を収めたことで、岡山県溶接協会か

ら、地場企業の溶接技術向上のために指導を依頼され、溶接技術向上に貢献した。 
 また、社内溶接マイスターとして、自部署社員のみならず他事業所社員や協力会社社員についても、

人材育成部門と連携して溶接技術向上に向けて取り組んでいる。 
【評価】 
 岡山県溶接技術競技会での実績を基に、地場企業の溶接技術向上に貢献している点を評価。 

 

山九株式会社 平松 保 殿 

「現地機械加工機の開発と現地での施工」 

【概要】 
 「当該設備図面」や「現地調査」により知り得た情報を基に､「加工機固定方法」や「取込方法」を考

慮した現場にあった加工機の考案をし、その際には加工機の「考案・設計」時に､「加工物の材質・硬度」

および「切削時のたわみ・ひねり」等を事前に考慮し､最大の加工能力を発揮することができる加工機の

機能を生み出している。さらに、自分で考案・設計したものを自作し､現地施工時の不都合（設備が図面

と違う等）発生時に臨機応変に対応しているなど、現地での精密機械加工技術技能を有している｡ 
【評価】 
 仕上作業（プラントメンテナンス関係）において高度熟練技能者認定を受けられ、現地での精密機械

加工は高い技能と現場での対応力が要求される作業であり、高く評価。 

 

山九重機工株式会社 山城 薫 殿 

「卓越したメンテナンス技能を有する高度技能者（重量とび工事）」 
【概要】 
 近年の大型化・複雑化するメンテナンス工事での重量とび工事で、長年の経験と自己研鑽により、卓



越したメンテナンス技能を有する高度技能者としての地位を確立した。技術レベルは平成 10 年 11 月か

わさきマイスター、平成 15 年 11 月には卓越技能者神奈川県知事表彰を受章しており、トップレベルで

ある。受章後も、最新機材導入時は先頭に立って技術の吸収を行い、若手社員への技術伝承に取り組み、

難度の高いメンテナンス工事の施工を通じて、社会貢献においても顕著な成果を収めている。 
【評価】 
 重量とび工事において、高い技能レベルを保有し、かわさきマイスター、卓越技能者神奈川県知事表

彰の技能レベルは最高レベルと評価。 
 
メンテナンス技術賞部門（3 件） 
 

富士電機株式会社 税所 俊治 殿 

「無線式回転機振動診断システムの開発」 

【概要】 
回転機や機械設備の振動監視は重要な保全作業である。回転機メーカーとしての振動診断技術を無線

式振動監視システムに組込み、生産ロスの低減、保全作業の負荷低減、作業安全に貢献する保全支援サ

ービスを開発した。無線式センサーを使うことで施工が容易で導入コストを抑え、情報はクラウドで収

集され、工場内や複数工場の機器を一元監視が可能とした。 
お客様への導入事例では、年間 3,000～7,000 万円の損出対策効果を上げており、効果とともに、自社

のサービス拡大に貢献した。 
【評価】 
 無線方式採用による工事の最小化、クラウド型とオンプレミス型、インバータキャリアノイズ除去処

理等の革新性、優位性、実現性が評価。また、振動異常の早期発見によるダウンタイムの削減、メンテ

ナンスコスト低減に効果・貢献し、TPM 優秀商品賞受賞も高く評価。 

 
株式会社ウィズソル（旧関西エックス線株式会社） 武岡 雅明 殿 

「屋外貯蔵タンクの連続板厚測定検査装置の開発および劣化診断への適用」 

【概要】 
屋外貯蔵タンクの底板・側板からの漏洩事故を未然に防止するため、従来の点での検査から、対象箇

所を面で検査することにより劣化（腐食）状況を詳細検査できるようになった。 
消防危第 17 号および 27 号通知に合致した検査装置を自社開発し、国内第 1 号の認定を受けた。検査

技術の普及に寄与するため、危険物保安技術協会主催のコーティング上からの検査に係る技術者の認定

教育への講師派遣や、日本高圧力技術協会の AE 法およびコーティング調査委員会等の委員としても活

動している。検査技術の普及・教育にも対応している。 
【評価】 
 消防庁危険物保安室長通達第 17 号および 27 号に合致した、屋外貯蔵タンクの連続板厚測定検査装

置を自社開発し、国内第一号の認定取得を評価。ユーザー各社の設備保全計画の容易化、コスト削減に

貢献。 
 
 



山九株式会社 江口 正修 殿 

「スーパーマイクロドーリ（小型搬送台車）」 

【概要】 
重量物の搬送には、各種搬送台車が使用されているが、路面養生費用コスト高、輸送物の大型化や搬

送重量化等の理由で対応が困難になってきた。また、既存台車は形状が固定されており、いろいろな形

状の搬送物を輸送できない問題もあった。これらの問題を解決できる台車の開発が必要になり、重量物

輸送事業における戦略機材として、他社との差別化を図るため、「スーパーマイクロドーリ」の開発に取

り組む必要性が発生し、開発チームを立ち上げ開発した。 
【評価】 
 重量物搬送分野において、世界最小の重量物運搬装置「マイクロドーリー」（1×1×0.3Hｍ、4 台車、

Max100 トン）を開発、走行性能（直進、横行、中心旋回、円弧旋回）にすぐれ、路面段差およびうね

りがあっても走行でき、組み合わせにより、いろいろな形状物を搬送できる技術的革新性は顕著である。 
 
メンテナンス奨励・普及賞部門（3 件） 
 
三平興業株式会社 木下 浩二 殿 

「メンテナンス技能者の育成指導」 

【概要】 
10 年間にわたり、技能教育専任者として後進の教育指導の業務に携わり着実に実績を上げている。 
製鉄用機械設備のメンテナンスを主たる事業内容とする当社においては技能者の育成･有資格者の確

保が事業継続にとって非常に重要な経営要素であり、企業への貢献度は多大なものがある。 
また若手･新人社員への指導を通じた技能者の定着、ならびに経験を活かした作業改善推進も顕著で

ある。 
【評価】 
 技能教育専任者として、後進の育成に尽力し、福山市溶接技術コンクール団体優勝 5 回達成の実績は

顕著である。 
 

富士電機株式会社 占部 昇 殿 

「電気分野設備保全技術の普及」 

【概要】 
 電気設備の企画設計業務、予防保全業務の実務経験から得た設備保全技術を基に、診断技術開発、保

全技術者の育成、設備保全技術の普及に功績を上げた。 
1．電気学会技術報告第 1238 号「工場電気設備の診断・更新に関する課題と将来展望」：平成 26 年度

第 17 回優秀技術活動賞 技術報告賞受賞 
2．日本電機工業会重電保全専門委員会活動での設備保全技術普及 
3．日本プラントメンテナンス協会主催「計画保全士・設備診断技術セミナー」関連の人材育成支援 

【評価】 
 診断技術開発に取り組みながら業界活動に参画し、設備オーナーへの設備保全セミナー講師等により、

保全技術の体系化や保全技術者育成に貢献し、電気学会表彰受賞も評価。 



 

エムイーシーテクノ株式会社 九州事業所 工事施工 Gr 山田 哲彦 殿 
「卓越した溶接技術を有し、その普及、教育・研修に尽力している技能者」 
【概要】 
平成 13 年に北九州マイスターに認定されて以降、自らの体験を通じたモノづくりの大切さや面白さ

を伝える講習会（小・中・高・専・大）へ招聘され続けている。また、地場の中小企業で働くプロの技

能者向けに、マイスターの匠の技を伝授する講師として招聘され続け、溶接技能の継承および地域経済

の発展に寄与している。 
ものづくりマイスターの立場や溶接協会の人材育成事業として、高校・大学・社会人と多岐にわたり

育成講座の講師を務めるなど、社内外における後進の指導に注力している。 
【評価】 
 被覆アーク溶接および TIG 溶接は業界トップレベルであり、匠の技を伝授する講師として地場の技術

者の育成・普及に尽力され、地域産業の発展に貢献している。「秋の黄綬勲章受章」は特筆すべき実績と

評価。 
 
 
 日本メンテナンス工業会表彰は、今回が初の取り組みでした。今後は運営の見直し・改善も必要かと

思いますが、制度の主旨である「組織活動のさらなる活性化と人材確保につなげること」を目指し取り

組んでまいります。 
 そして、会員会社（協力会社含む）および、その従業員の方々のために、この制度が寄与できるよう

盛り上げていただけますよう、さらなるご支援・ご協力をお願いいたします。 
 
 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第１回日本メンテナンス工業会表彰制度 表彰式開催 

 
  去る 6 月 6 日、「平成 29 年通常総会」の後に行われた懇親会の席上にて、「第 1 回日本メンテナン

ス工業会表彰」の表彰式が開催され、受賞者 13 名の栄誉を讃えました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 授賞された方の代表として、3 名の方より授賞し

た感想をいただきました。 
 
メンテナンスマイスター賞 

株式会社酉島製作所 

小野田 孝平 様 

 大変名誉ある賞を賜り、あ

りがとうございます。このよ

うな賞を受賞させていただく 
のは私たち個人ではなかなかなしえないことです。

会社および諸先輩方のご指導ご鞭撻のお陰で技術

が身に付いたものと、深く感謝しております。 
 私は昭和 14 年 12 月生まれの 77 歳です。㈱酉島

製作所に入社して 49 年になります。入社当時から

大型ポンプの組み立て、点検、修理を行ってきまし

た。国内だけでなく、海外でも仕事をしてきました。 
 海外へは、今までに 30 カ国ほど行きました。そ

の中で、とても過酷だったと思う国がクウェートで

す。この国は雨が降ることがないので、道路に排水

溝がありません。外はとても暑く、長袖、長ズボン、

ヘルメットにサングラスと、全身を毛で覆うような

格好で汗をかきながらポンプの据え付けをしました。

また、アフリカのタンザニアにも行きました。キリ

マンジャロから流れてくるきれいな川の水を小高い

丘の上にある浄水場へ上げて、町へ水を送る取水ポ

ンプと給水ポンプを据付けました。この場所はマサ

イ族の集落があり、矢を持った背の高い人達を 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
見ました。また、キリンがウロウロしていたりと現

地ではいろいろな経験をさせてもらいました。 
 最近は「技術の伝承」とよく言われています。以

前、私たちは「腕が商売や！」と言っていましたが、

近年は機械加工の精度が急速に向上し、品質の高い

部品ができるようになりました。したがって、組み

立ての微調整、やすりとか細かい手作業が少なくな

り、特殊な技術を使うことも少なくなり、「技術の向

上とは何か」と疑問を持つようになりました。しか

し、お客様のところへ行くと、数年前もしくは何十

年前に私たちが取り付けたポンプが今でも動いてい

ます。それをメンテナンスするので、スーパーバイ

ザーの技術が必要になってきます。メンテナンスの

技術はやはり、経験と技量、感覚の幅が有利になり

ます。それには長年の経験が必要です。最近は時間

に余裕があると社内の工場へ行き、若い人達に器具

や工具、測定物、手法等を指導して回っています。

若い人達の技術の向上になればと思います。本日は

ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

メンテナンスマイスター賞部門 



メンテナンス技術賞部門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メンテナンス技術賞 

山九株式会社 

江口 正修 様 

 当社で開発した「スーパー

マイクロドーリ（小型搬送台

車）」が栄えある表彰の第 1 回 

目のメンテナンス技術賞をいただき、ありがとうご

ざいます。スーパーマイクロドーリは、当社の技術、

現場、営業が開発チームを作り、開発した台車です。

今回、賞をいただいたことで、開発に携わっている

私たちは非常に励みをいただきました。今後も事業

に役立つ開発を推進して、またこの場で賞をいただ

けるような取り組みを行っていきます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

メンテナンス奨励・普及賞部門 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
メンテナンス奨励・普及賞 

エムイーシーテクノ株式会社 

山田 哲彦 様 

 受賞者を代表して、一言ご

挨拶申し上げます。この度は

大変名誉ある賞をいただき、 
本当に心から感謝申し上げます。とともに、メンテ

ナンス奨励・普及賞をいただいたことに恥じないよ

う、これからもっともっと今まで培った技術、技能

を喜びとして噛みしめて、今後とも国内・国外、社

内・社外問わず、メンテナンス技術、技能の向上、

発展、伝承に向けて精一杯力を発揮してまいりたい

と思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


