
厚生労働大臣卓越技能者表彰　被表彰者一覧厚生労働大臣卓越技能者表彰　被表彰者一覧厚生労働大臣卓越技能者表彰　被表彰者一覧厚生労働大臣卓越技能者表彰　被表彰者一覧年度 氏名 受賞年齢 職種 推薦団体（知事表彰時） 所属 在住市町村42 峪口　勇 54 鋸目立 奈良市 奈良市47 柴田　三郎 60 メリヤス針製造 奈良県機械工業協同組合 シバタ製針（株） 新庄町橋本　宗治 62 屋根葺 奈良市 （株）瓦宇工業所 奈良市西口　岩雄 59 板金工 大和高田市（商工会議所） 西口ブリキ工作所 大和高田市50 奥本　伊三雄 66 造園 奈良県造園業協同組合 奥本造園 奈良市51 小池　健治郎 65 繊維機械製造 奈良県機械工業協同組合 小池機械製作所 広陵町52 西岡　常一 69 宮大工 池田建設 法隆寺 斑鳩町53 平澤　振 67 和裁仕立 （社）日本和裁士会 （株）新屋 生駒市54 小川　定治郎 63 建築大工 奈良建築技能労働組合 飛鳥建装工務店 奈良市染井　キシエ 68 美容師 奈良県美容職業訓練協会 染井美粧 大和高田市55 辰巳　清一 63 製材腹押工 大淀町（農業委員会） 吉野容器工業（株） 大淀町57 小林　章男 60 瓦製造工 奈良県瓦工事業協同組合 （株）瓦宇工業所 奈良市58 杉森　一三 58 鋳物工 奈良県機械工業協同組合 寺田ポンプ 大宇陀町59 港　修治 59 墨製造工 奈良製墨協同組合 （株）呉竹精昇堂 奈良市60 上杉　修 76 畳製造工 （社）奈良県建設業振興会 （株）上杉商店 奈良市61 石野　欣延 54 瓦葺工 奈良県瓦工事業協同組合 石野瓦工業（株） 天理市62 大原　マサ 84 和服仕立 学校法人大原学園 大原学園 奈良市63 土井　豊逸 77 瓦製造工 奈良県瓦工事業協同組合 土井製瓦所 五條市元 竹村　一男 62 縫製機械製造工 奈良県ミシン商工業組合 竹村ミシン商会 大和高田市3 石原　鉄雄 66 杜氏 奈良県酒造組合連合会 梅の宿酒造（株） 兵庫県4 桐山　嘉弘 60 屋根葺工 奈良県瓦工事業協同組合 桐山瓦工業（株） 奈良市5 岡田　弘 63 針製造工 奈良県機械工業協同組合 シバタ製針（株） 新庄町6 杉田　幸作 59 鋳物工 奈良県機械工業協同組合 （株）寺田ポンプ製作所 御所市7 米田　悦子 66 調理人 職業訓練法人奈良県調理技能協会 学校法人若羽学園、奈良調理短期大学校 奈良市8 岡本　順平 62 板金工 奈良県職業能力開発協会 （有）大和錺社 広陵町9 橋本　清治 67 建築大工 （社）奈良県建設業振興会 橋本工務店 奈良市10 山本　清一 66 瓦葺工 奈良県瓦工事業協同組合 山本瓦工業（株） 生駒市吉田　嘉七郎 69 杜氏 奈良県酒造組合連合会 千代酒造（株） 兵庫県11 出上　忠義 58 広告美術工 奈良県広告美術塗装業協同組合 イデアート 奈良市12 松田　寅和 64 宮大工 奈良県建築協同組合 松田工務店 天理市13 田村　誠作 70 表具師 奈良県表具内装協同組合 （有）田村有秋軒 奈良市梅崎　正利 58 日本料理人 全国日本調理技能士会連合会 （株）春日ホテル 奈良市14 藤澤　忠治 67 杜氏 奈良県酒造組合連合会 奈良豊澤酒造㈱ 兵庫県西田　進 79 針製造工 シバタ製針㈱ シバタ製針（株） 香芝市15 小川　三夫 56 宮大工 奈良建築事業協同組合 鵤工舎、㈱鵤工舎 奈良市猶原　純次 67 洋生菓子製造工 奈良県洋菓子協会 ㈱ウエダベーカリー 大和高田市16 根矢　二郎 鋏研磨工 個人推薦 研匠根矢 奈良市17 受賞者なし18 吉住　幸造 73 左官工 奈良県建築協同組合 吉住左官工業所 奈良市岩見　榮一 66 美容師 奈良県美容職業訓練協会 いわみ美容室 生駒市19 寺阪　和夫 74 建築大工 （社）奈良県建設業振興会 寺阪建設 奈良市橋本　賢治 69 かわらふき工 奈良県瓦工事業協同組合 橋本瓦葺店 奈良市20 山根　貞雄 78 杜氏 奈良県酒造組合連合会 上田酒造（株） 兵庫県21 七條　慶紀 42 美容師 奈良県美容職業訓練協会 メインストリート７７ 奈良市22 菊田　敬子 73 フラワー装飾士 奈良県フラワー装飾技能士会 菊田フラワーアカデミー 下市町河内　道雄 69 刃物製造工 東吉野村 國平鍛刀場 東吉野村23 受賞者なし24 廣川　允一 68 針・ピン製造工 (社)奈良県工業会 シバタ製針（株） 葛城市25 受賞者なし26 上田　好孝 65 パン・菓子製造工 奈良県洋菓子協会 ﾍﾞｰｶﾘｰｽｲｰﾂｶﾌｪｽｽﾞ屋 橿原市27 中村　雅勇 83 木彫工 奈良県製墨組合 型集 奈良市28 南浦　太市郎 64 印傳製造工 宇陀市商工会 印傳工房南都 宇陀市28 池田　和美 68 べっ甲細工工 桜井市商工会 池田工房 桜井市29 生野　邦彦 70 金属特殊加工機工 シバタ製針株式会社 シバタ製針株式会社 葛城市51515151 名名名名○受彰者数　　　　○受彰者数　　　　○受彰者数　　　　○受彰者数　　　　


