
（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 成川　嘉洋 なるかわ　よしひろ 名古屋市中川区 大同特殊鋼(株)

2 鋳物工 大浦　浩吉 おおうら　こうきち 大府市 愛三工業(株)

3 鋳物工 米丸　栄一 よねまる　えいいち 安城市 (株)アイシン

4 鍛造工 蜷川　保彦 にながわ　やすひこ 半田市 愛知製鋼(株)

5 金属熱処理工 浜崎　久義 はまさき　ひさよし 岡崎市 (株)アイシン

6 金属熱処理工 安井　誠一 やすい　せいいち あま市 豊和工業(株)

7 金属材料製造検査工 松本　浩 まつもと　ひろし 岡崎市 (株)ジェイテクト

8
その他の金属材料製造
の職業 堤　淳之 つつみ　あつし 東海市 愛知製鋼(株)

9
その他の金属材料製造
の職業 宮澤　敏宏 みやざわ　としひろ 名古屋市緑区 大同特殊鋼(株)

10 金属工作機械工 青木　勝彦 あおき　かつひこ 一宮市 豊田合成(株)

11 金属工作機械工 安藤　久男 あんどう　ひさお 春日井市 CKD(株)

12 金属工作機械工 今川　勉 いまがわ　つとむ 額田郡幸田町 (株)デンソー

13 金属工作機械工 魚住　靖廣 うおずみ　やすひろ 一宮市 豊田合成(株)

14 金属工作機械工 菊池　栄司 きくち　えいじ 碧南市 (株)アイシン

15 金属工作機械工 古根川　淳志 こねがわ　あつし 岡崎市 トヨタ自動車(株)

16 金属工作機械工 中山　貴司 なかやま　たかし 豊田市 トヨタ自動車(株)

17 金属工作機械工 丹羽　俊二 にわ　しゅんじ 岐阜県可児市 オークマ(株)

18 金属工作機械工 日置　孝志 ひおき　たかし 岡崎市 (株)デンソー

19 金属工作機械工 藤川　要 ふじかわ　かなめ 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

20 金属工作機械工 本多　久好 ほんだ　ひさよし 岐阜県可児市 トヨタ紡織(株)
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21 金属工作機械工 前薗　隆二 まえぞの　りゅうじ 名古屋市緑区 (株)豊田自動織機

22 金属工作機械工 松尾　義一 まつお　よしかず 西尾市 (株)デンソー

23 金属工作機械工 本山　裕文 もとやま　ひろふみ 東海市 愛知製鋼(株)

24 金属工作機械工 和田　栄二 わだ　えいじ 豊田市 トヨタ紡織(株)

25 板金工 蒲田　英治 かまだ　えいじ 豊田市 トヨタ自動車(株)

26 板金工 宝田　恭典 たからだ　やすのり 名古屋市南区
三菱重工業(株)名古屋航空
宇宙システム製作所

27 金属手仕上工 髙林　勝人 たかばやし　かつひと 碧南市 トヨタ紡織(株)

28 金属手仕上工 山田　光乗 やまだ　みつのり 刈谷市 (株)豊田自動織機

29 金属プレス工 加藤　拓也 かとう　たくや 岡崎市 (株)アイシン

30 金属プレス工 中島　信幸 なかしま　のぶゆき 刈谷市 (株)東海理化電機製作所

31
鉄工、びょう打工、製
かん（缶）工 星野　克彦 ほしの　かつひこ 清須市 日本車輌製造(株)

32 金属研ま工 外山　剛宏 とやま　たかひろ 知多郡東浦町 (株)アイシン

33 金属製品製造工 谷山　賢一郎 たにやま　けんいちろう 豊田市 大豊工業(株)

34
金属加工・金属製品検
査工 浅井　秀之 あさい　ひでゆき 安城市 (株)アイシン

35
金属加工・金属製品検
査工 三浦　純一 みうら　じゅんいち 豊田市 真和工業（株）

36 めっき工 伊藤　亮 いとう　りょう 名古屋市緑区 太陽電化工業（株）

37 金属加工機械組立工 今井　幹則 いまい　みきのり 一宮市 ヤマザキマザック(株)

38 金属加工機械組立工 大野　孝志 おおの　たかし 丹羽郡大口町 オークマ(株)

39 金属加工機械組立工 小林　康通 こばやし　やすみち 知多郡東浦町 愛三工業(株)

40 金属加工機械組立工 福井　博文 ふくい　ひろふみ 知多郡東浦町 (株)デンソー
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41 金属加工機械組立工 松本　晃博 まつもと　あきひろ 名古屋市北区 (株)アイシン

42
その他の一般機械器具
組立工 北川　睦 きたがわ　あつし 岐阜県各務原市 (株)東海理化電機製作所

43
その他の一般機械器具
組立工 瀬﨑　隆行 せざき　たかゆき 知立市 (株)アイシン

44
その他の一般機械器具
組立工 山本　康人 やまもと　やすひと 西尾市 (株)アイシン

45 一般機械器具修理工 伊藤　公人 いとう　きみと 豊田市 トヨタ自動車(株)

46 一般機械器具修理工 伊吹　定晃 いぶき　さだてる 安城市 (株)豊田自動織機

47 一般機械器具修理工 久野　洋一 くの　よういち 東海市 愛知製鋼(株)

48 一般機械器具修理工 柴田　剛 しばた　つよし 岡崎市 愛三工業(株)

49 一般機械器具修理工 杉野　吉満 すぎの　よしみつ 刈谷市 （株）豊田自動織機

50 一般機械器具修理工 福田　修 ふくだ　おさむ 名古屋市南区 日本車輌製造(株)

51 一般機械器具修理工 藤井　治 ふじい　おさむ 豊田市 （株）豊田自動織機

52 一般機械器具修理工 明官　寿 みょうかん　ひさし 常滑市 愛知製鋼(株)

53
配電・制御装置組立
工・修理工 出利葉　徹 いでりは　とおる 東海市 大同特殊鋼(株)

54
配電・制御装置組立
工・修理工 佐藤　秀朗 さとう　ひであき 岡崎市 (株)アイシン

55
配電・制御装置組立
工・修理工 山口　歩 やまぐち　すすむ 知多郡阿久比町 (株)ジェイテクト

56
民生用電子・電気機械
器具組立工・修理工 市橋　勝 いちはし　まさる 岡崎市 トヨタ自動車(株)

57 電子機器部品製造工 田中　浩次 たなか　こうじ　 大府市 （株）豊田自動織機

58 電子機器部品製造工 早川　浩司 はやかわ　こうじ 一宮市
三菱重工業(株)名古屋誘導
推進システム製作所

59
その他の電気機械器具
組立・修理の職業 伊藤　嘉英 いとう　よしひで 春日井市 (株)デンソー

60
その他の電気機械器具
組立・修理の職業 兼重　健一 かねしげ　けんいち 東海市 大同特殊鋼(株)
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61 自動車組立工 糟谷　弘明 かすや　ひろあき 西尾市 (株)アイシン

62
自動車整備・修理・板
金工 高橋　幸也 たかはし　ゆきや 岡崎市 トヨタ車体(株)

63
鉄道車両組立工・修理
工 鈴木　健男 すずき　たけお 豊橋市 日本車輌製造(株)

64 輸送用機械器具検査工 齋藤　俊 さいとう　しゅん 安城市 (株)アイシン

65 輸送用機械器具検査工 鈴木　章工 すずき　あきのり 豊川市 (株)ジェイテクト

66 輸送用機械器具検査工 中嶌　祥浩 なかじま　よしひろ 豊田市 トヨタ自動車(株)

67 大工 青木　正樹 あおき　まさき 名古屋市天白区 青木建築(株)

68 大工 秋田　浩隆 あきた　ひろたか 名古屋市中村区 （有）秋田工務店

69 大工 小川　啓二 おがわ　けいじ 春日井市 （株）渡邊工務店

70 左官 大谷　忠興 おおたに　ただおき 豊橋市 大谷左官

71 潜水作業者 平島　正義 ひらしま　まさよし 名古屋市港区 (株)橋本潜水興業

72 建築板金工 宮本　淳司 みやもと　じゅんじ 名古屋市中川区 (有)宮本ダクト

73 植木職、造園師（工） 近藤　克幸 こんどう　かつゆき 刈谷市 （株）近藤造園

74 植木職、造園師（工） さかきばら　まこと 半田市 （有）サカキ園芸場

75 陶磁器製造工 伊藤　成二 いとう　せいじ 常滑市 甚秋陶苑

76 陶磁器製造工 水野　孝泰 みずの　たかひろ 常滑市 陽景窯

77
プラスチック製品成形
工 伊東　浩二 いとう　こうじ あま市 豊田合成(株)

78
プラスチック製品成形
工 戸田　崇之 とだ　たかゆき 岡崎市 大和化成工業(株)

79
プラスチック製品成形
工 林　健太郎 はやし　けんたろう 小牧市 (株)東海理化電機製作所

80
プラスチック製品加工
工 大島　順敏 おおしま　よりとし みよし市 昌和合成（株）
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81
ゴム・プラスチック製
品検査工 小坂井　茂 こざかい　しげる 名古屋市緑区 昌和合成（株）

82 石工 磯貝　泰隆 いそがい　やすたか 岡崎市 （有）磯貝彫刻

83 石工 山田　敏夫 やまだ　としお 岡崎市 山田石材店

84 めん類製造工 中山　義規 なかやま　よしのり 名古屋市中区 （株）総本家えびすや本店

85 パン・菓子製造工 白石　一博 しらいし　かずひろ 日進市 御菓子所　しらいし

86 パン・菓子製造工 杉村　一夫 すぎむら　かずお 名古屋市中川区 (株)不朽園

87 パン・菓子製造工 中村　洋一 なかむら　よういち 岩倉市 （有）プチ･アマンド

88 パン・菓子製造工 古橋　孝太 ふるはし　こうた 清須市 (株)雀おどり總本店

89 美容師・着付師 岩本　英希 いわもと　ひでき 東海市 （有）ベルモード

90 美容師・着付師 寺田　ふみ江 てらだ　ふみえ 名古屋市東区 TERADA

91 美容師・着付師 森　佳代子 もり　かよこ 豊川市 ビューティサロンカヨ

92 調理人 大鹿　裕司 おおしか　ゆうじ 春日井市 (株)ホテルプラザ勝川

93 調理人 小野田　和浩 おのだ　かずひろ 豊橋市 (有)Oolong

94 調理人 佐野　惣二 さの　そうじ 半田市 四季の味　華晄

95 調理人 武山　貴彦 たけやま　たかひこ 名古屋市緑区 (株)車寿司

96 調理人 二宮　賢大 にのみや　かつひろ 稲沢市 株式会社なだ万

97 給仕従事者 細野　晃一 ほその　こういち 豊橋市 （株）シャインズ

98 塗装工 藤岡　宏治 ふじおか　こうじ 豊橋市 トヨタ自動車(株)

99 塗装工 武藤　久由 むとう　ひさよし 弥富市 武藤仏壇漆工

100 現図工 井上　正弘 いのうえ　まさひろ 知多郡阿久比町 日本車輌製造(株)
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101 貴金属・宝石細工工 太西　吏 おおにし　つかさ 名古屋市名東区
(有)ジュエリークラフト
シュドウ

102 貴金属・宝石細工工 ニックス　泉 にっくす　いずみ 名古屋市港区
(有)ジュエリークラフト
シュドウ

103
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 岡村　茂生 おかむら　しげお 名古屋市天白区 アトリエ　Frau　OKAMURA
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