
（敬称略）

職種 氏名 ふりがな 現住所 所属事業所名

1 鋳物工 小山　敏史 こやま　としひと 豊川市 (株)東海理化電機製作所

2 鋳物工 橋口　正二 はしぐち　しょうじ 東海市 トヨタ自動車(株)

3 金属材料製造検査工 松澤　栄三 まつざわ　えいぞう 名古屋市緑区 大同特殊鋼(株)

4
その他の金属材料製造
の職業 後藤　貢一 ごとう　こういち 知多市 日本製鉄(株)

5 金属工作機械工 澤田　俊広 さわだ　としひろ 岡崎市
自然科学研究機構
分子科学研究所

6 金属工作機械工 近藤　義夫 こんどう　よしお 刈谷市 (株)デンソー

7 金属工作機械工 榊原　裕二 さかきばら　ゆうじ 西尾市 アイシン精機(株)

8 金属工作機械工 平野　英孝 ひらの　ひでたか 西尾市 アイシン精機(株)

9 金属工作機械工 上拾石　誠 かみじゅうこく　まこと 西尾市 アイシン精機(株)

10 金属工作機械工 福與　隆伸 ふくよ　たかのぶ 豊田市 アイシン精機(株)

11 金属工作機械工 西川　篤志 にしかわ　あつし 名古屋市中川区 熱田起業(株)

12 金属工作機械工 井上　利勝 いのうえ　としかつ 知立市 (株)ジェイテクト

13 金属工作機械工 酒井　直光 さかい　なおみつ 豊橋市 (株)東海理化電機製作所

14 金属工作機械工 土屋　昌司 つちや　まさじ 岡崎市 トヨタ自動車(株)

15 金属工作機械工 能勢　貴幸 のせ　たかゆき 名古屋市緑区 トヨタ紡織(株)

16 金属工作機械工 森藤　啓之 もりふじ　ひろゆき 豊田市 豊田鉄工(株)

17 金属工作機械工 成瀬　将 なるせ　しょう 豊田市 (株)鬼頭精器製作所

18 板金工 花岡　孝一 はなおか　こういち 豊田市 トヨタ自動車(株)

19 板金工 柄本　重樹 えのもと　しげき 名古屋市中川区
三菱重工業(株)名古屋航空
宇宙システム製作所

20 金属手仕上工 佐藤　春樹 さとう　はるき 豊田市 テクノハマ(株)
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21 金属手仕上工 中林　茂 なかばやし　しげる 刈谷市 (株)豊田自動織機

22 金属手仕上工 大西　昭 おおにし　あきら 西尾市 アイシン精機(株)

23 金属手仕上工 小出　正和 こいで　まさかず 刈谷市 アイシン精機(株)

24 金属手仕上工 池之内　慎司 いけのうち　しんじ 豊田市 トヨタ紡織(株)

25
鉄工、びょう打工、製
かん（缶）工 寺澤　猛 てらざわ　たけし 一宮市 日本車輌製造(株)

26 金属研ま工 春日井　清己 かすがい　きよみ 豊田市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

27
金属製家具・建具製造
工 森谷　豊 もりや　ゆたか 一宮市 豊和工業(株)

28 金属製品製造工 井筒　勇 いづつ　いさむ みよし市 大豊工業(株)

29
その他の金属加工の職
業 小川　優次 おがわ　ゆうじ 安城市 アイシン精機(株)

30 電気溶接工 小崎　慎悟 こさき　しんご 名古屋市中村区
三菱重工業(株)名古屋誘導
推進システム製作所

31 金属加工機械組立工 祁答院　渡二 けどういん　とうじ 大府市 愛三工業(株)

32 金属加工機械組立工 早川　俊英 はやかわ　としひで 豊明市 愛三工業(株)

33 金属加工機械組立工 木村　昭彦 きむら　あきひこ 西尾市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

34 金属加工機械組立工 柿本　勇二 かきもと　ゆうじ 刈谷市 (株)ジェイテクト

35 金属加工機械組立工 冨永　満之 とみなが　みつゆき 犬山市 ヤマザキマザック(株)

36
その他の一般機械器具
組立工 荻野　陽介 おぎの　ようすけ 岡崎市 大和化成工業㈱

37
その他の一般機械組立
工 田尻　信男 たじり　のぶお 四日市 (株)デンソー

38
その他の一般機械器具
組立工 松井　智宏 まつい　ともひろ 碧南市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

39
その他の一般機械器具
組立工 國本　誠治 くにもと　せいじ 津島市 アイシン精機(株)

40
その他の一般機械器具
組立工 石井　幸治 いしい　こうじ

岐阜県
可児市

(株)東海理化電機製作所
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41 一般機械器具修理工 成田　英雄 なりた　ひでお 東海市 日本製鉄(株)

42 一般機械器具修理工 太田　和喜 おおた　かずき 半田市 (株)デンソー

43 一般機械器具修理工 向坂　孝志 こうさか　たかし 一宮市 大同特殊鋼(株)

44 一般機械器具修理工 大井　幹也 おおい　もとや 安城市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

45 一般機械器具修理工 上村　正弘 かみむら　まさひろ 豊田市 トヨタ自動車(株)

46 一般機械器具修理工 河岸　喜一 かわぎし　きいち 豊田市 トヨタ自動車(株)

47
配電・制御装置組立
工・修理工 吉村　和彦 よしむら　かずひこ 刈谷市

アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

48
配電・制御装置組立
工・修理工 佐伯　光義 さへき　みつよし 春日井市 オークマ(株)

49
配電・制御装置組立
工・修理工 横井　雅弘 よこい　まさひろ 刈谷市 (株)デンソー

50
配電・制御装置組立
工・修理工 木下　直樹 きのした　なおき 安城市 トヨタ自動車(株)

51
配電・制御装置組立
工・修理工 並河　克己 なみかわ　かつみ 豊川市 日本車輌製造(株)

52
民生用電子・電気機械
器具組立工・修理工 石川　和也 いしかわ　かずや みよし市 小島プレス工業㈱

53
電子応用機械器具組立
工 廣田　進司 ひろた　しんじ 岡崎市 アイシン精機(株)

54 半導体製品製造工 三浦　哲也 みうら　てつや 岡崎市 (株)デンソー

55 電子機器部品製造工 佐々木　茂光 ささき　しげみつ 豊田市 アイシン精機(株)

56 電子機器部品製造工 澤田　幸二 さわだ　こうじ 江南市
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 山本　敏幸 やまもと　としゆき

岐阜県
各務原市

(株)東海理化電機製作所

58 自動車組立工 生田　卓之 いくた　たかゆき 高浜市
アイシン・エィ・ダブリュ
(株)

59 自動車組立工 鈴木　善則 すずき　よしのり 蒲郡市 トヨタ自動車(株)

60 輸送用機械器具検査工 渦元　洋一 うずもと　よういち 刈谷市 (株)豊田自動織機
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61 染色・仕上工 武田　和也 たけだ　かずや 尾張旭市 武田染工

62
その他の衣服・繊維製
品製造の職業 長谷川　憲司 はせがわ　けんじ 名古屋市昭和区 マイライフ　ハセガワ

63 大工 新實　顕造 にいのみ　けんぞう 西尾市 新実建築

64 大工 佐合　孝史 さごう　たかし 名古屋市中川区
佐合建築・佐合孝史建築研
究所

65 左官 横山　久 よこやま　ひさし 名古屋市守山区 横山業務店

66 その他の建設の職業 片山　良治 かたやま　りょうじ 碧南市 片山板金

67 その他の建設の職業 津田　信定 つだ　のぶさだ 小牧市 平野屋板金

68 植木職、造園師（工） 岡田　薫 おかだ　かおる 稲沢市 (有)岡田造園

69 植木職、造園師（工） 天野　勝美 あまの　かつみ 豊田市 (株)豊田ガーデン

70
れんが・かわら類製造
工 加藤　佳敬 かとう　よしたか 高浜市 (株)丸市

71
プラスチック製品成形
工 渡辺　敏幸 わたなべ　としゆき

岐阜県
美濃加茂市

CKD(株)

72
プラスチック製品成形
工 寺岡　昭 てらおか　あきら 豊田市 内浜化成(株)

73
プラスチック製品成形
工 長谷川　智久 はせがわ　ともひさ 豊川市 (株)東海理化電機製作所

74
プラスチック製品成形
工 長谷川　英和 はせがわ　ひでかず 稲沢市 豊田合成(株)

75
プラスチック製品成形
工 藤川　浩樹 ふじかわ　ひろき 稲沢市 豊田合成(株)

76
プラスチック製品成形
工 山田　泰三 やまだ　たいぞう 一宮市 豊田合成(株)

77
プラスチック製品成形
工 横井　浩二 よこい　こうじ 清須市 豊田合成(株)

78
プラスチック製品成形
工 大石　義喜 おおいし　よしき 刈谷市 シミズ工業(株)

79
プラスチック製品加工
工 田中　章夫 たなか　あきお 瀬戸市 豊田鉄工(株)

80
その他のゴム・プラス
チック製品製造の職業 後藤　誠 ごとう　まこと あま市 (株)東海理化電機製作所
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81 石工 上野　雄一 うえの　ゆういち 岡崎市 (有)上野石材

82 石工 戸松　政洋 とまつ　まさひろ 岡崎市 石彫の戸松

83 木製家具・建具製造工 後藤　純文 ごとう　よしふみ 豊川市 ウッドクラフト・ゴトウ

84 パン・菓子製造工 加藤　清 かとう　きよし 名古屋市熱田区 (株)高砂屋

85 野菜つけ物工 岩田　孝逸 いわた　たかいつ 一宮市 三井食品工業㈱

86 理容師 深見　悟志 ふかみ　さとし 碧南市 ふかみ理容院

87 美容師・着付師 尾崎　弥生 おざき　やよい 江南市 ビューティーサロンあずさ

88 美容師・着付師 西嶋　さおり にしじま　さおり 豊田市 美容司

89 調理人 桑原　富一 くわはら　とみかず 名古屋市港区 レストラン　フー

90 調理人 武田　茂雄 たけだ　しげお 瀬戸市 ローズコートホテル　比翼

91 調理人 岩田　欣也 いわた　きんや 春日井市
日本私学共済事業団名古屋
ガーデンパレス

92 調理人 岸　浩司 きし　こうじ 名古屋市港区
(株)サガミホールディング
ス

93 調理人 竹内　吉房 たけうち　よしふさ 蒲郡市
(株)三谷温泉ひがきグルー
プ松風園

94 調理人 羽田野　久雄 はたの　ひさお 大府市
ジェイアール東海ホテルズ
ホテルアソシア豊橋

95 塗装工 佐藤　政詳 さとう　まさよし 田原市 トヨタ自動車(株)

96 塗装工 高柳　宗明 たかやなぎ　むねあき 犬山市
三菱重工業(株)名古屋航空
宇宙システム製作所

97 製図工、写図工 髙橋　栄次 たかはし　えいじ 岡崎市 テクノハマ(株)

98
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 竹内　淳 たけうち　あつし 知多市 (有)花の生華園

99
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 加藤　憲子 かとう　のりこ 豊川市 花工房バラの木

100
その他の装身具等身の
回り品製造の職業 後藤　明海 ごとう　あけみ 名古屋市天白区 (有)モア企画
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