
（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 名取　和成 なとり　かずなり 知多市 大同特殊鋼(株)

2 鋳物工 松井　博道 まつい　ひろみち 豊川市 (株)東海理化電機製作所

3 鍛造工 鈴木　尊之 すずき　たかゆき 東海市 大同特殊鋼(株)

4 金属熱処理工 元島　武敏 もとしま　たけとし 安城市 (株)メタルヒート

5 金属材料製造検査工 渡辺　照久 わたなべ　てるひさ 豊田市 トヨタ自動車(株)

6 金属材料製造検査工 酒匂　康二 さこう　こうじ 名古屋市昭和区 大同特殊鋼(株)

7 金属工作機械工 山崎　重波 やまざき　しげなみ 東浦町 協和工業(株)

8 金属工作機械工 杉浦　恭輔 すぎうら　きょうすけ 安城市 アイシン精機(株)

9 金属工作機械工 久野　正 くの　ただし 名古屋市港区 アイシン精機(株)

10 金属工作機械工 小島　洋一郎 こじま　よういちろう 西尾市 (株)豊田自動織機

11 金属工作機械工 山口　晃章 やまぐち　てるあき 安城市 (株)デンソー

12 金属工作機械工 毛利　敦 もうり　あつし 日進市 トヨタ紡織(株)

13 金属工作機械工 小久保　好生 こくぼ　よしお 豊橋市 (株)東海理化電機製作所

14 金属工作機械工 夏目　卓也 なつめ　たくや 春日井市 CKD(株)

15 板金工 遠山　良宏 とうやま　よしひろ 豊田市 トヨタ自動車(株)

16 板金工 村上　慶一 むらかみ　けいいち 名古屋市天白区 (株)ショーエイ

17 板金工 山田　誠也 やまだ　せいや 東海市 (株)トヨタ自動織機

18 金属手仕上工 六川　義雄 ろくがわ　よしお 尾張旭市 (株)東海理化電機製作所

19 金属手仕上工 山崎　正彦 やまざき　まさひこ 豊田市 テクノハマ(株)

20 金属手仕上工 水谷　秀樹 みずたに　ひでき 阿久比町 (株)豊田自動織機
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21 金属手仕上工 西山　敏彦 にしやま　としひこ 碧南市 アイシン精機(株)

22 金属手仕上工 瀬崎　健一 せさき　けんいち 西尾市 アイシン精機(株)

23 金属手仕上工 竹内　雅臣 たけうち　まさおみ 豊田市 トヨタ自動車(株)

24 金属手仕上工 八木　宏尚 やぎ　ひろたか 日進市 テクノハマ(株)

25 金属手仕上工 大岩　敦昌 おおいわ　あつまさ 豊田市 豊田鉄工(株)

26 金属プレス工 中山　等 なかやま　ひとし 豊田市 トヨタ自動車(株)

27 金属プレス工 甲斐　輝彦 かい　てるひこ 安城市 アイシン精機(株)

28 金属製品製造工 山下　正則 やました　まさのり 豊田市 大豊工業(株)

29
金属加工・金属製品検
査工 光田　裕行 みつだ　ひろゆき 一宮市 (株)東海理化電機製作所

30
その他の金属加工の職
業 近藤　和明 こんどう　かずあき 安城市 アイシン精機(株)

31
その他の金属加工の職
業 松ノ下　勇 まつのした　いさむ 瀬戸市 パナソニック(株)

32 電気溶接工 尾迫　美徳 おさこ　よしのり 刈谷市 アイシン精機(株)

33 電気溶接工 鈴木　浩司 すずき　こうじ 豊田市 トヨタ紡織(株)

34 めっき工 堀田　一男 ほった　かずお 名古屋市東区 名古屋メッキ工業(株)

35 金属加工機械組立工 纐纈　鎌吉 こうけつ　かまよし 江南市 ヤマザキマザック(株)

36 金属加工機械組立工 前島　覚志 まえしま　かくし 碧南市 (株)ジェイテクト

37 金属加工機械組立工 林　広一郎 はやし　こういちろう 刈谷市 アイシン精機(株)

38
その他の一般機械器具
組立工 小野　昭夫 おの　あきお 一宮市 (株)東海理化電機製作所

39
その他の一般機械器具
組立工 高田　慶吉 たかだ　けいきち 高浜市 (株)デンソー

40
その他の一般機械器具
組立工 長田　浩 おさだ　ひろし 西尾市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)
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41 一般機械器具修理工 井口　保 いぐち　たもつ 岡崎市 (株)ジェイテクト

42 一般機械器具修理工 田崎　素明 たざき　もとあき 高浜市 トヨタ自動車(株)

43 一般機械器具修理工 近藤　毅行 こんどう　たけゆき 知立市 (株)豊田自動織機

44 一般機械器具修理工 前内川　稔 まえうちかわ　みのる 安城市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

45 一般機械器具修理工 歳田　哲也 としだ　てつや 西尾市 アイシン精機(株)

46 一般機械器具修理工 坂本　佳秀 さかもと　よしひで 豊田市 トヨタ自動車(株)

47 一般機械器具修理工 溝上　哲也 みぞがみ　てつや 名古屋市南区 (株)トヨタ自動織機

48 一般機械器具修理工 狩野　富志信 かりの　としのぶ 常滑市 大同特殊鋼(株)

49 一般機械器具修理工 右田　孝一 みぎた　こういち 知多市 愛知製鋼(株)

50 一般機械器具修理工 山田　宏行 やまだ　ひろゆき 豊田市 トヨタ紡織(株)

51
配電・制御装置組立
工・修理工 白川　武志 しらかわ　たけし 豊田市 トヨタ自動車(株)

52
配電・制御装置組立
工・修理工 永野　勝三 ながの　しょうぞう 半田市 大同特殊鋼(株)

53 半導体製品製造工 木村　公江 きむら　きみえ 岡崎市 (株)デンソー

54 電子機器部品製造工 颯田　一 さった　はじめ 西尾市 (株)デンソー

55 電子機器部品製造工 池畑　達夫 いけはた　たつお 岐阜県可児市 (株)東海理化電機製作所

56 電子機器部品製造工 内田　昭雄 うちだ　あきお 岐阜県多治見市
三菱重工業(株)名古屋誘導
推進システム製作所

57
その他の電気機械器具
組立・修理の職業 長谷　勉 ながや　つとむ 西尾市 アイシン精機(株)

58 自動車組立工 栄田　俊幸 さかえだ　としゆき 豊田市 (株)ジェイテクト

59
自動車整備・修理・板
金工 佐藤　茂 さとう　しげる 豊田市 トヨタ自動車(株)

60
自動車整備・修理・板
金工 渡辺　和也 わたなべ　かずや 豊田市 トヨタ自動車(株)
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61 自転車組立工・修理工 筧　征一 かけひ　ゆきかず 名古屋市中川区 かくひ自転車店

62 輸送用機械器具検査工 駒宮　裕樹 こまみや　ひろき 安城市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

63 輸送用機械器具検査工 大沢　慎一 おおさわ　しんいち 蒲郡市 (株)SOKEN

64 輸送用機械器具検査工 中村　克年 なかむら　かつとし 岡崎市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

65 輸送用機械器具検査工 小池　康広 こいけ　やすひろ 高浜市 アイシン精機(株)

66
その他の輸送用機械器
具組立・修理の職業 春名　伸司 はるな　しんじ 豊橋市 (株)デンソー

67
その他の衣服・繊維製
品製造の職業 水野　雅之 みずの　まさゆき 知立市 ミマス屋ふとん店

68 大工 高橋　章 たかはし　あきら 岡崎市 宝橋住宅(有)

69 大工 岩野　一敏 いわの　かずとし 碧南市 岩野建築

70 大工 鈴木　義男 すずき　よしお 岡崎市 鈴木建築

71 屋根ふき工 川口　英一 かわぐち　えいいち 高浜市 川口屋根工事

72 左官 宮沢　雄三 みやざわ　ゆうぞう 知立市 宮沢左官タイル

73 植木職、造園師（工） 鈴木　正彦 すずき　まさひこ 稲沢市 玲松園庭銀

74
れんが・かわら類製造
工 服部　秋彦 はっとり　あきひこ 高浜市 鬼十

75
プラスチック製品成形
工 正坂　理 しょうさか　おさむ あま市 豊田合成(株)

76
プラスチック製品成形
工 溝口　誠一 みぞぐち　せいいち 稲沢市 豊田合成(株)

77
プラスチック製品成形
工 大島　淳史 おおしま　あつし 岡崎市 大和化成工業(株)

78
その他のゴム・プラス
チック製品製造の職業 藤城　恒弘 ふじしろ　つねひろ 豊橋市 (株)東海理化電機製作所

79 石工 楠名　和弘 くすな　かずひろ 岡崎市 石嶽石工業(有)

80 石工 吉田　秀徳 よしだ　ひでのり 岡崎市 (有)丸吉吉田石材
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81 和服仕立・修理職 福井　ひとみ ふくい　ひとみ 名古屋市緑区 福井和裁

82 木工 谷上　康英 たにがみ　やすひで 豊田市 トヨタ自動車(株)

83 パン・菓子製造工 中村　昭二 なかむら　しょうじ 名古屋市昭和区 美濃吉

84 パン・菓子製造工 藤吉　康彦 ふじよし　やすひこ 名古屋市天白区 ひよしや菓舗

85 パン・菓子製造工 島岡　樒雄 しまおか　みつお 名古屋市東区 (有)芳光

86 パン・菓子製造工 松田　和也 まつだ　かずや 海部郡蟹江町 (有)パリジャン

87 理容師 飯田　浩喜 いいだ　ひろき 名古屋市緑区 ヘアーサロンいいだ

88 美容師・着付師 黒崎　伸一 くろさき　しんいち 名古屋市南区 (株)SKG

89 美容師・着付師 香ノ木　みはる こうのき　みはる 豊橋市 藤城美容院

90 美容師・着付師 林　伸久 はやし　のぶひさ 名古屋市緑区 Santa　Hair

91 調理人 水野　清 みずの　きよし 豊田市 (株)フラワーラウンジ内海

92 調理人 丹坂　清信 にさか　きよのぶ 愛西市 熱田神宮

93 調理人 吉竹　俊浩 よしたけ　としひろし 瀬戸市
京楽エンタテイメント・リ
テイルズ(株)

94 調理人 遠藤　佳司 えんどう　けいじ 刈谷市 (株)シャインズ

95 内装仕上工 山崎　達也 やまざき　たつや 名古屋市中川区 インテリア　ヤマザキ

96 内装仕上工 杉森　則夫 すぎもり　のりお 名古屋市中川区 卓輝美装(株)

97 製図工、写図工 本間　啓太 ほんま　けいた 豊田市 小島プレス工業(株)

98 貴金属・宝石細工工 久保　政弘 くぼ　まさひろ 春日井市 (株)伊東商店

99
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 磯部　友子 いそべ　ともこ 名古屋市瑞穂区

学校法人菊竹学園
名古屋ウエディング＆フラワー・
ビューティー学院

100
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 鈴木　ひとみ すずき　ひとみ 名古屋市天白区 STUDIO花　Hitomi
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101
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 羽田　恵子 はだ　けいこ 豊橋市 アトリエ・ヴェール
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