
（敬称略）

職種 氏名 ふりがな 現住所 所属事業所名

1 製銑工、製鋼工 小野　英雄 おの　ひでお 稲沢市 愛知製鋼(株)

2 鋳物製造工 竹内　啓修 たけうち　ひろのぶ 豊川市 (株)東海理化電機製作所

3 鋳物製造工 松本　崇生 まつもと　たかお 岡崎市 トヨタ自動車(株)

4 鋳物製造工 今井　昭雄 いまい　あきお 刈谷市 (株)豊田自動織機

5 金属材料検査工 鮎川　新一 あゆかわ　しんいち 豊田市 (株)東海理化電機製作所

6
その他の金属材料
製造の職業 小玉　健二 こだま　けんじ 名古屋市南区 大同特殊綱(株)

7 汎用金属工作機械工 柿坂　康共 かきざか　やすとも 岡崎市 豊田鉃工(株)

8 汎用金属工作機械工 新頭　史敏 しんどう　ふみとし 名古屋市守山区 テクノハマ(株)

9 汎用金属工作機械工 平田　博司 ひらた　ひろし 豊田市 テクノハマ(株)

10 汎用金属工作機械工 大嶋　孝幸 おおしま　たかゆき 豊田市 (株)アイシン

11 汎用金属工作機械工 小関　禎士 おぜき　まさし 安城市 (株)アイシン

12 汎用金属工作機械工 加藤　研次 かとう　けんじ 半田市 (株)豊田自動織機

13 汎用金属工作機械工 初田　恵造 はつだ　けいぞう 常滑市 (株)アイシン

14 汎用金属工作機械工 﨑田　宏二 さきだ　こうじ 一宮市 (株)アイシン

15 汎用金属工作機械工 中村　成志 なかむら　まさし 名古屋市西区 オークマ(株)

16 汎用金属工作機械工 野々山　義則 ののやま　よしのり 愛知郡東郷町 (株)三五

17 汎用金属工作機械工 稲塚　伸司 いなづか　しんじ 高浜市 (株)ジェイテクト

18 汎用金属工作機械工 加納　孝典 かのう　たかのり 一宮市 (株)東海理化電機製作所

19 汎用金属工作機械工 山本　泰士 やまもと　やすし 豊田市 トヨタ自動車(株)

20 汎用金属工作機械工 福鹿　拓也 ふくしか　たくや 岐阜県土岐市 トヨタ紡織(株)
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21 汎用金属工作機械工 永井　誠一 ながい　せいいち あま市 豊和工業(株)

22 汎用金属工作機械工 生田　悟志 いくた　さとし 碧南市 (株)平岩鉄工所

23 金属研磨工 中川　豊 なかがわ　ゆたか 大府市 トヨタ紡織(株)

24 金属プレス工 丸山　勝 まるやま　まさる 知立市 (株)アイシン

25 金属プレス工 橋爪　康晃 はしづめ　やすあき 豊川市 (株)東海理化電機製作所

26 金属プレス工 田中　信幸 たなか　のぶゆき 豊田市 トヨタ自動車(株)

27 金属製品製造工 後藤　健次 ごとう　けんじ 名古屋市守山区 (株)エムエス製作所

28 金属製品製造工 鷲見　直人 わしみ　なおと 一宮市 (株)エムエス製作所

29 金属製品製造工 加藤　公司 かとう　こうじ 豊田市 (株)鬼頭精器製作所

30 金属製品製造工 金子　恵三 かねこ　けいぞう 西尾市 愛三工業(株)

31 金属製品製造工 竹内　康博 たけうち　やすひろ 稲沢市 豊田合成(株)

32
金属加工・
溶接検査工 正後　信幸 しょうご　のぶゆき みよし市 真和工業(株)

33
金属加工・
溶接検査工 小栗　常行 おぐり　つねゆき 西尾市 (株)アイシン

34
その他の金属加工の
職業 磯貝　剛 いそがい　つよし 碧南市 (株)デンソー

35
その他の金属加工の
職業 向　義勝 むこう　よしかつ 高浜市 (株)デンソー

36
その他の金属加工の
職業 夏目　正巳 なつめ　まさみ 豊田市 (株)アイシン

37
その他の金属加工の
職業 中西　賢治 なかにし　けんじ 名古屋市中川区 三菱重工航空エンジン(株)

38 金属溶接・溶断工 岩切　健二 いわきり　けんじ 碧南市 (株)豊田自動織機

39 めっき工 北村　和幸 きたむら　かずゆき 名古屋市西区
三菱重工(株)名古屋誘導推
進システム製作所

40 一般機械器具組立工 中村　讓二 なかむら　じょうじ 豊田市 (株)協豊製作所

令和４年度愛知県優秀技能者表彰被表彰者名簿

※記載内容は表彰時点のもの



（敬称略）

職種 氏名 ふりがな 現住所 所属事業所名

41 一般機械器具組立工 堤田　修二 つつみた　しゅうじ 西尾市 (株)アイシン

42 一般機械器具組立工 渡邊　信義 わたなべ　のぶよし 西尾市 (株)アイシン

43 一般機械器具組立工 三橋　太喜 みはし　だいき 小牧市 大同特殊綱(株)

44 一般機械器具組立工 古田　勝幸 ふるた　かつゆき 高浜市 (株)デンソー

45 一般機械器具組立工 石垣　孝也 いしがき　たかや 安城市 (株)アイシン

46 一般機械器具組立工 鈴木　正法 すずき　まさのり 豊明市 (株)ジェイテクト

47 一般機械器具組立工 石田　典義 いしだ　のりよし 岡崎市 (株)ジェイテクト

48 一般機械器具組立工 井戸　義人 いど　よしと 岐阜県可児市 (株)東海理化電機製作所

49 一般機械器具組立工 金澤　隆司 かなざわ　りゅうじ 豊田市 トヨタ自動車(株)

50 一般機械器具組立工 大杉　裕史 おおすぎ　ひろし 岡崎市 ブラザー工業(株)

51
一般機械器具
修理・検査工 林田　誠 はやしだ　まこと 半田市 大同特殊綱(株)

52
一般機械器具
修理・検査工 峯澤　秀和 みねざわ　ひでかず 豊田市 (株)デンソー

53
一般機械器具
修理・検査工 嶌　英行 しま　ひでゆき 安城市 (株)豊田自動織機

54
一般機械器具
修理・検査工 市岡　聡　 いちおか　　あきら　 安城市 (株)アイシン

55
一般機械器具
修理・検査工 福岡　保利　 ふくおか　やすとし　 日進市 (株)アイシン

56
一般機械器具
修理・検査工 林　貴雄 はやし　たかお 一宮市 (株)東海理化電機製作所

57
一般機械器具
修理・検査工 堀内　昭寿 ほりうち　あきひさ 愛知郡東郷町 (株)豊田自動織機

58
一般機械器具
修理・検査工 渡部　倫明 わたべ　ともあき 大府市 (株)豊田自動織機

59
民生用電子・
電気機械器具組立工 梅村　薫 うめむら　かおる 名古屋市南区 大同特殊綱(株)

60 半導体製品製造工 天野　洋一 あまの　よういち 安城市 (株)デンソー
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61 電子機器部品組立工 橋口　春美 はしぐち　はるみ 岡崎市 (株)アイシン

62 電気機械器具修理工 上角　耕二 かみかど　こうじ 東海市 愛知製鋼(株)

63 電気機械器具修理工 高橋　鉱二 たかはし　こうじ 岡崎市 トヨタ自動車(株)

64
自動車整備・修理・板
金工 尾崎　修一 おざき　しゅういち 岡崎市 トヨタ自動車(株)

65
自動車整備・修理・板
金工 遠藤　智史 えんどう　さとし 豊田市 トヨタ自動車(株)

66 大工 酒井　信行 さかい　のぶゆき 名古屋市港区 (有)明豊建設

67 大工 竹内　広幸 たけうち　ひろゆき 蒲郡市 広佑建設(株)

68 大工 松山　武嗣 まつやま　たけつぐ 名古屋市南区 (有)松山工務店

69 大工 望月　成高 もちづき　しげたか 豊橋市 (株)望月工務店

70 屋根ふき工 森　全光 もり　まさみつ 一宮市 (株)モリテツ

71 建設機械運転工 今井　悟 いまい　さとる 名古屋市守山区 中部土木(株)

72 植木職、造園師 前野　繁樹 まえの　しげき 稲沢市 (有)前野園芸場

73 窯業製品製造工 山下　敦 やました　あつし 高浜市 鬼敦

74 窯業製品製造工 片岡　勝資 かたおか　かつし 常滑市 誠山陶園

75
プラスチック
製品製造工 酒井　宏和 さかい　ひろかず 名古屋市瑞穂区 ハマプロト(株)

76
プラスチック
製品製造工 遠島　武敏 とおしま　たけとし 豊田市 内浜化成(株)

77
プラスチック
製品製造工 深川　廣仁 ふかがわ　ひろひと 高浜市 トヨタ紡織(株)

78
ゴム・プラスチック製
品検査工 岸田　光晴 きしだ　みつはる 岐阜県羽島市 (株)東海理化電機製作所

79 土石製品製造工 上野　梓 うえの　あずさ 岡崎市 上新石材店

80 土石製品製造工 田村　人志 たむら　ひとし 岡崎市 田村石材
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81 パン・菓子製造工 長谷川　享平 はせがわ　きょうへい 名古屋市西区 (有)お菓子屋レニエ

82 パン・菓子製造工 後藤　一宏 ごとう　かずひろ 半田市
名古屋ユマニテク調理製菓
専門学校

83 パン・菓子製造工 永井　利彦 ながい　としひこ 小牧市 洋菓子夢工房ルアンジュ

84 パン・菓子製造工 土方　達雄 ひじかた　たつお 名古屋市中川区 みふく堂

85 理容師 川路　保子 かわじ　やすこ 名古屋市中区 ヘアサロンセピア

86 美容師 岡田　晴代 おかだ　はるよ 豊川市 美容室OKADA

87 美容師 水野　和江 みずの　かずえ 名古屋市北区 かづ江美容室

88 調理人 浅野　務 あさの　つとむ 名古屋市緑区
国際調理師専門学校　名駅
校

89 調理人 清水　直樹 しみず　なおき 稲沢市 (株)名鉄グランドホテル

90 調理人 野杁　良成 のいり　よしなり 名古屋市天白区 名古屋ガーデンパレス

91 調理人 稲吉　英樹 いなよし　ひでき 額田郡幸田町 ホテル明山荘

92 調理人 永田　功 ながた　こお 岐阜県羽島郡笠松町 名古屋観光ホテル

93 バーテンダー 吉家　知也子 よしいえ　ちやこ 名古屋市中区 ガストロノーム

94 塗装工 松岡　嘉之 まつおか　よしゆき 名古屋市守山区 (株)東海理化電機製作所

95
他に分類されない技能工、
生産工程の職業 内藤　秀男 ないとう　ひでお 名古屋市中川区 内藤工芸

96 製図工、写図工 西川　和良 にしかわ　かずよし みよし市 小島プレス工業(株)

97 製図工、写図工 恒川　貴博 つねかわ　たかひろ 岐阜県羽島郡笠松町 東海理化SmartCarft(株)

98
その他の製品製造・加
工処理の職業 首藤　彩 しゅどう　あや 名古屋市港区

(有)ジュエリークラフト
シュドウ

99
その他の製品製造・加
工処理の職業

さかきばら　としひろ 西尾市 atelier deux

100
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 髙松　雅子 たかまつ　まさこ 名古屋市守山区 アトリエ　ノア
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101
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 菅沼　優之 すがぬま　まさゆき 名古屋市南区 堀田冷蔵(株)

※記載内容は表彰時点のもの
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