
年度 氏名 受賞年齢 職　　　　種 所属（当時）61 大原　マサ 84 和服仕立て 学校法人　大原学園61 土井　豊逸 77 瓦製造工 土井製瓦所61 竹村　一男 62 縫製機械整備士 竹村ミシン商会61 浮田　誠二 40 自動車整備士 (社)奈良県自動車整備振興会62 小原　龍雄 46 鋳物工 (株)寺田ポンプ製作所62 桐山　嘉弘 55 屋根葺工 桐山瓦工業62 渡辺　新造 54 大工 渡辺建設62 橋本　一弘 53 革製品製造作業者 橋本末吉商店63 植田　弥實 59 瓦製造工 植田瓦商店63 前川　照男 47 金属製品製造工 松下住設機器(株)63 石塚　克一 39 製図工 (株)タカトリ機械製作所→自営63 沼田　敏一 67 製箸工 沼田製箸所元 松谷　一二三 56 製桶工 松谷商店元 山本　敬一 54 大工 山本建築元 椿本　久雄 50 屋根葺工 椿本瓦商店元 岡田　弘 59 針製造工 シバタ製針(株)2 古賀　勲 60 調理 (株)奈良パーク2 中川　清 74 パン・菓子製造工 マルツベーカリー2 杉村　一 42 金属工作機械工 (株)タカトリ2 河内　國平 48 刀匠 國平鍛刀場2 石原　鉄男 66 杜氏 梅乃宿酒造(株)3 中谷　秀子 77 美容師 中谷美容室3 山本　清一 59 屋根葺工 山本瓦工業(株)3 杉田　幸作 56 鋳物工 (株)寺田ポンプ製作所3 岡本　順平 57 建築板金工 (有)大和錺社4 吉田　嘉七郞 63 杜氏 千代酒造(株)4 疋田　　隆三 63 墨製造工 (株)呉竹精昇堂4 清水　幹夫 55 れんが・瓦類成形 孫七瓦工業(株)4 中原　宗則 51 製図工 (株)イムラ封筒4 山本　登志夫 68 割箸工 山本製箸所5 井二　厳 64 杜氏 堤酒造(株)5 田村　誠作 62 表具師 (有)田村有秋軒5 出上　忠義 52 広告美術工 イデアート5 米田　悦子 64 調理人 学校法人　若羽学園6 橋本　清治 64 建築大工 橋本工務店6 寺岡　由雄 63 特殊産業用機械組立工 寺岡封筒工業所6 楢原　純次 58 洋生菓子製造工 (株)ウエダベーカリー7 松田　虎和 59 宮大工 松田工務店7 浦上　嘉明 54 金型取付工等 (株)寺田ポンプ製作所7 楠本　圭司郎 64 墨製造工 (株)呉竹精昇堂8 吉川　春美 66 フラワー装飾士 日本フラワーデザイナー協会8 吉住　幸造 63 左官 吉住左官工業所8 藤澤　忠治 61 杜氏 奈良豊澤酒造(株)8 堀　弘隆 53 西洋料理人 レストラン菊水9 梅崎　正利 54 日本料理人 奈良県調理技能士会

奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）



年度 氏名 受賞年齢 職　　　　種 所属（当時）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）9 井岡　重政 49 広告美術工 アート・イオカ10 車谷　勲 60 建築大工 奈良県建築協同組合10 杉本　善巳 59 かわらぶき工 奈良県瓦工事業協同組合10 田中　秀雄 50 ニット生地編立工 中井メリヤス工場11 寺阪　和夫 66 建築大工 寺阪建設11 西田　進 75 メリヤス針製造工 シバタ製針(株)11 橋本　政二 35 研磨用材製造工 (株)大和製砥所11 古林　繁文 77 表具師 奈良県表具内装協同組合11 石川　源有 50 塗装工 (株)ヤブ原産業関西工事部11 奥谷　恵美子 70 西洋料理人 奈良調理短期大学校12 小川　三夫 53 宮大工 鵤工舎12 山根　貞雄 70 杜氏 (株)北岡本店12 松村　庸 49 広告美術工 光陽工芸(株)12 青木　良榮 80 衣装着付師等 みやこ美粧園12 田中　善二 44 電子計算機組立・調整工 (株)タカトリ12 名城　建伸 45 日本料理人 (株)飛鳥荘13 橋本　賢治 63 かわらふき工 橋本瓦葺店13 下坂　正幸 60 杜氏 長龍酒造(株)広陵蔵13 上田　孟 56 研磨用材製造工 (株)大製砥所13 岩見　榮一 61 美容師 いわみ美容室14 山根　利一 71 墨製造工 (株)墨運堂14 鶴岡　直之 44 広告美術工 ツルオカ14 穐西　孝男 58 自動車板金工 穐西自動車板金塗装14 福井　治一 69 杜氏 今西酒造(株)14 西山　喜一 61 日本料理人 料亭旅館みよし14 赤澤　節子 58 フラワー装飾師 (社)日本フラワーデザイナー協会奈良県支部15 七條　慶紀 36 美容師 メインストリート７７15 長友　範隆 48 研ま盤工 藤井精密工業(株)15 西　泰次 43 洋生菓子製造工 (株)ウエダベーカリー16 竹田　晃造 52 鉄工 (株)丸島アクアシステム16 佐伯　省吾 49 日本料理人 (株)グルメジャパン16 菊田　敬子 67 フラワー装飾師 菊田フラワーアカデミー17 平尾　克行 56 織布工 住江織物(株)17 吉村　恭冨 58 特殊産業用機械組立工 (株)ヒラノテクシード17 辻内　武司 61 金属塗装工 ボデーショップ辻内17 川向　和美 46 日本料理人 旅亭　十三屋17 村島　良彦 43 広告美術工 ムラシマ18 秋山　佳央 39 旋盤工 (株)寺田ポンプ製作所18 岩井　正文 45 製かん工 (株)丸島アクアシステム18 廣川　允一 62 針・ピン製造工 シバタ製針(株)18 芝原　ミサコ 57 衣装着付師 美容室シバハラ18 中嶋　芳信 68 表具師 中嶋表具店19 西山　憲 59 フライス盤工 (株)ヒガシモトキカイ19 佐田　富士夫 44 金属手仕上工 ＧＭＢ(株)19 上田　好孝 58 洋生菓子製造工 スズ屋



年度 氏名 受賞年齢 職　　　　種 所属（当時）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）奈良県卓越技能者表彰被表彰職種一覧（平成１９年度以前）19 清水　裕 47 日本料理人 (有)梁山泊19 菊田　仁郞 78 フラワー装飾 菊田フラワーアカデミー


