
現在

認定延べ人数 ３３０名

認定実人数 ２９８名

① 機械・電気工業関係

職種名 1 名

職種名 1 名

職種名 33 名

職種名 1 名

職種名 2 名

職種名 8 名

職種名 6 名

職種名 7 名

職種名 9 名

職種名 13 名

職種名 1 名

職種名 5 名

職種名 10 名

職種名 1 名

職種名 1 名

職種名 1 名

職種名 2 名

職種名 5 名

職種名 1 名

職種名 5 名

職種名 3 名

職種名 4 名

②

職種名 10 名

職種名 19 名

職種名 家具製作 1 名

職種名 16 名

職種名 2 名

建設業関係

建具製作

平成29年11月10日

電気機器組立て

半導体製品製造

自動販売機調整

電子機器組立て

金属熱処理

機械加工

放電加工

金属プレス加工

鉄工

工場板金

仕上げ

機械検査

機械保全

電子回路接続

鋳造

機械・プラント製図

冷凍空気調和機器施工

 造園

石材施工

塗装

＜若年技能者人材育成支援等事業＞

石川県　ものづくりマイスター認定者名簿

職種別総括

空気圧装置組立

油圧装置調整

建設機械整備

テクニカルイラストレーション

建築板金
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②

職種名 20 名

職種名 1 名

職種名 4 名

職種名 3 名

職種名 10 名

職種名 4 名

職種名 10 名

職種名 17 名

職種名 3 名

職種名 5 名

職種名 1 名

職種名 4 名

職種名 5 名

職種名  サッシ施工 1 名

職種名 1 名

職種名 3 名

職種名 3 名

職種名 7 名

③

職種名 2 名

職種名 16 名

職種名 1 名

職種名 6 名

職種名 3 名

職種名  陶磁器製造 1 名

職種名 1 名

職種名 9 名

職種名 1 名

職種名 印章彫刻 4 名

職種名 9 名

職種名 4 名

職種名 3 名

その他

 塗装

時計修理

 酒造

建設業関係

 表装（表具）

 コンクリート圧送施工

 紙器・段ボール箱製造

建築大工

 和裁

 帄布製品製造

 婦人子供服製造

枠組壁建築

かわらぶき

とび

 左官

 畳製作

 鉄筋施工

 配管

 タイル張り

 菓子製造

 内装仕上げ施工

 防水施工

 バルコニー施工

 ガラス施工

 塗装

 型枠施工

 表装（内装仕上げ）

 プラスチック成形

 パン製造
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Ⅰ.機械・電気工業関係ものづくりマイスター
現在

性別 現住所 勤務先 勤務先住所

鋳造 前田　順一郎 まえだ　じゅんいちろう 男 七尾市 (株)マエダ 羽咋郡志賀町

金属熱処理 馬場　治生 ばば　はるお 男 加賀市 （株）江沼チエン 加賀市

機械加工 伊藤　克己 いとう　かつみ 男 小松市 日本航空専門学校石川 輪島市

井崎　昭夫 いさき　あきお 男 金沢市

桶作　一彦 おけさく　かずひこ 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

桶谷　敬造 おけや　けいぞう 男 加賀市 (株)小松高田製作所 小松市

吉田　厳 よしだ　いわお 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

橋本　賢一 はしもと　けんいち 男 小松市

佐野　健一 さの　けんいち 男 小松市

細川　輝一 ほそかわ　てるいち 男 小松市

西盛　外志寛 にしもり　としひろ 男 かほく市

西本　春夫 にしもと　はるお 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

大海　義則 だいかい　よしのり 男 加賀市

中森　敏男 なかもり　としお 男 金沢市

横山　義雄 よこやま　よしお 男 加賀市

髙田　賜 たかた　たまし 男 野々市市

石井　清孝 いしい　きよたか 男 金沢市 金沢北陵高校 金沢市

小原　憲治 おはら　けんじ 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

南　正晃 みなみ　せいこう 男 羽咋郡宝達志水町 金沢北陵高校 七尾市

耕西　一久 こうにし　かずひさ 男 能美市 中村留精密工業(株) 白山市

木戸　宣昭 きど　のぶあき 男 小松市

阪本　義明 さかもと　よしあき 男 小松市 小松短期大学 小松市

宮崎　　稔 みやざき　みのる 男 能美郡川北町

福田　哲也 ふくだ　てつや 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

長田　　章 おさだ　あきら 男 野々市市 中村留精密工業(株) 白山市

今井　　健 いまい　たけし 男 白山市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

大石　登喜夫 おおいし　ときお 男 金沢市

中嶋　和幸 なかしま　かずゆき 男 小松市 コマツキカイ(株) 小松市

田中　豊 たなか　ゆたか 男 白山市 高松機械工業(株) 白山市

小林　昌平 こばやし　まさひら 男 白山市

石田　利博 いした　としひろ 男 白山市

仲島　忠司 なかじま　ちゅうじ 男 七尾市

杉田　登 すぎた　のぼる 男 能美市

阪本　良夫 さかもと　よしお 男 小松市 ダイワ株式会社 小松市

坂下　竜雄 さかした　たつお 男 七尾市 七尾東雲高等学校 七尾市

氏名

平成29年11月10日
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

放電加工 東出　敏和 ひがしで　としかず 男 能美市 フジタ技研(株) 能美市

性別 現住所 勤務先 勤務先住所

金属プレス加工 寺山 清作 てらやま　せいさく 男 金沢市

加澤　登 かざわ　のぼる 男 白山市 (株)メタルエンジニア 白山市

鉄工 寺山 清作 てらやま　せいさく 男 金沢市

今田　孝文 いまだ　たかふみ 男 小松市 (株)小松製作所 出向先(株)コマテック 小松市

山崎　泰 やまざき　やすし 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

出口　均 でぐち　ひとし 男 小松市 JR金沢総合車両所 白山市

谷口　敏 たにぐち　さとし 男 小松市

中　忠博 なか　ただひろ 男 能美市

𠮷川　光秀 よしかわ　みつひで 男 金沢市 (株)トランテックス 白山市

本村　　孝 もとむら　たかし 男 小松市 小松短期大学 小松市

工場板金 寺山 清作 てらやま　せいさく 男 金沢市

野崎　学 のざき　まなぶ 男 白山市 (有)ノザキ板金塗装 野々市市

新倉　正大 しんくら　まさひろ 男 小松市 (株)小松電業所 小松市

神保　大輔 じんぼ　だいすけ 男 金沢市 キタサキ工業(株) 金沢市

西田　俊和 にしだ　としかず 男 白山市 ジェイバス(株) 白山市

池田　紀之 いけだ　のりゆき 男 内灘町 ＰＦＵテクノワイズ(株) かほく市

仕上げ 西盛　外志寛 にしもり　としひろ 男 かほく市

岡田　秀雄 おかだ　ひでお 男 小松市 (株)イソヤ 小松市

堀江　栄成 ほりえ　えいせい 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

灘地　康生 なだち　やすお 男 金沢市 高松機械工業(株) 白山市

川端　外治 かわばた　そとじ 男 金沢市 (株)ダイセー 金沢市

田中　豊 たなか　ゆたか 男 白山市 高松機械工業(株) 白山市

阪本　良夫 さかもと　よしお 男 小松市 ダイワ株式会社 小松市

機械検査 西盛　外志寛 にしもり　としひろ 男 かほく市

伊藤　克己 いとう　かつみ 男 小松市 日本航空専門学校石川 輪島市

岡田　秀雄 おかだ　ひでお 男 小松市 (株)イソヤ 小松市

松村　勝弘 まつむら　かつひろ 男 能美市 中村留精密工業(株) 白山市

道上　雅一 みちがみ　まさかず 男 小松市 (株)小松製作所粟津工場 小松市

中西　昭夫 なかにし　あきお 男 小松市

福田　哲也 ふくだ　てつや 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

仲島　忠司 なかじま　ちゅうじ 男 七尾市

坂野　保 さかの　たもつ 男 小松市 小松短期大学 小松市

氏名

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

機械保全 吉田　厳 よしだ　いわお 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

行方　孝一 なめかた　こういち 男 七尾市 丸井織物(株) 鹿島郡中能登町

山口　芳雄 やまぐち　よしお 男 白山市

中駄　弘之 なかだ　ひろゆき 男 羽咋市 極東サービスエンジニアリング(株) 愛知県小牧市

普神　善行 ふがみ　よしゆき 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

橋本 修 はしもと　おさむ 男 小松市 (株)オノモリ 能美市

小原　憲治 おはら　けんじ 男 金沢市 中村留精密工業(株) 白山市

耕西　一久 こうにし　かずひさ 男 能美市 中村留精密工業(株) 白山市

岸　　太実 きし　ふとみ 男 小松市 コマニー(株) 小松市

橋本　　武 はしもと　たけし 男 能美市 (株)共和工業所 小松市

中田　浩二 なかた　こうじ 男 金沢市 (株)ジャパンディスプレイ 能美郡川北町

宮崎　　稔 みやざき　みのる 男 能美郡川北町 中村留精密工業(株) 白山市

長田　　章 おさだ　あきら 男 野々市市 中村留精密工業(株) 白山市

 電子回路接続 山田　英夫 やまだ　ひでお 男 金沢市 石川県職業能力開発協会 金沢市

吉田　伸司 よしだ　しんじ 男 小松市 JR金沢総合車両所 白山市

山口　芳雄 やまぐち　よしお 男 白山市

野本　和彦 のもと　かずひこ 男 野々市市

山田　英夫 やまだ　ひでお 男 金沢市 石川県職業能力開発協会 金沢市

吉岡　学 よしおか　まなぶ 男 金沢市 金沢大学 金沢市

安住　優 あずみ　まさる 男 白山市 石川県立七尾産業技術専門校 七尾市

喜多　誠一 きた　せいいち 男 小松市 (株)小松電業所 小松市

山口　芳雄 やまぐち　よしお 男 白山市

中嶌　正明 なかじま　まさあき 男 金沢市

野本　和彦 のもと　かずひこ 男 野々市市

中川　剛 なかがわ　つよし 男 金沢市 (株)別川製作所 白山市

吉岡　学 よしおか　まなぶ 男 金沢市 金沢大学 金沢市

高木　義和 たかぎ　よしかず 男 金沢市 (株)別川製作所 白山市

東　　輝明 ひがし　てるあき 男 小松市 北菱電興(株) 金沢市

南河　烈 なんこう　あつし 男 小松市

半導体製品製造 樋口　　弘 ひぐち　ひろし 男 小松市

自動販売機調整 寺西　芳男 てらにし　よしお 男 金沢市

空気圧装置組立 内田　兼治 うちだ　けんじ 男 白山市 （株）リミックスポイント金沢営業所 野々市市

電気機器
組立て

氏名

電子機器
組立て
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

油圧装置調整 堀江　栄成 ほりえ　えいせい 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

新谷　信秀 しんたに　のぶひで 男 小松市

建設機械整備 岡田　秀雄 おかだ　ひでお 男 小松市 (株)イソヤ 小松市

堀江　栄成 ほりえ　えいせい 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

森川　秀信 もりかわ　ひでのぶ 男 小松市 長津工業(株) 小松市

新谷　信秀 しんたに　のぶひで 男 小松市

田中　良則 たなか　よしのり 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

テクニカルイラストレーション 池中　雅博 いけなか　まさひろ 男 金沢市 (株)小矢部精機 富山県小矢部市

髙木　智夫 たかぎ　ともお 男 金沢市 (株)タカギ 金沢市

池中　雅博 いけなか　まさひろ 男 金沢市 (株)小矢部精機 富山県小矢部市

村中　俊浩 むらなか　としひろ 男 河北郡津幡町 石川県立七尾産業技術専門校 七尾市

髙田　賜 たかた　たまし 男 野々市市

西盛　外志寛 にしもり　としひろ 男 かほく市

海道　秀幸 かいどう　ひでゆき 男 金沢市 堀岡空調工事(有) 金沢市

東　　信彦 ひがし　のぶひこ 男 金沢市 東工業 金沢市

田中　隆保 たなか　たかやす 男 小松市 加賀冷暖房設備 金沢市

塗装 奥田　哲男 おくだ　てつお 男 加賀市 (株)エリオ 加賀市

岡田　秀雄 おかだ　ひでお 男 小松市 (株)イソヤ 小松市

山本　秀敏 やまもと　ひでとし 男 小松市 (株)小松製作所　粟津工場 小松市

原　　貴裕 はら　たかひろ 男 小松市 長津工業(株) 加賀市

Ⅱ.建設業関係ものづくりマイスター

性別 現住所 勤務先 勤務先住所

造園 田甫　清司 たんぼ　きよし 男 羽咋郡志賀町

別所　明博 べっしょ　あきひろ 男 加賀市

松本　清 まつもと　きよし 男 金沢市 (有)植松造園 金沢市

水上　直 みずかみ　ただし 男 野々市市

寺口　賢了 てらぐち　けんりょう 男 河北郡津幡町 （社）津幡町シルバー人材センター 河北郡津幡町

虎尾　秀次 とらお　しゅうじ 男 羽咋市 虎尾造園 羽咋市

本田　壽 ほんだ　ひさし 男 金沢市 ピーエヌシー工業（株） 金沢市

中村　茂好 なかむら　しげよし 男 羽咋郡宝達志水町 （有）向瀬造園 羽咋郡宝達志水町

髙野　秀幸 たかの　ひでゆき 男 金沢市 高野造園 金沢市

角谷　欣治 かどや　よしはる 男 加賀市 (有)角谷造園 加賀市

冷凍空気調和
機器施工

氏名

機械・プラント
製図

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

建築板金 中野　悠二 なかの　ゆうじ 男 金沢市 （株）中野 金沢市

久野　誠 ひさの　まこと 男 金沢市 (有)久野板金工業 金沢市

山本　政博 やまもと　まさひろ 男 能美市 山一錺工所 能美市

上出　順司 かみで　じゅんじ 男 加賀市 上出建築板金 加賀市

橋本　幸博 はしもと　ゆきひろ 男 金沢市 橋本板金工業所 金沢市

西盛　敬太 にしもり　けいた 男 かほく市 （有）西盛板金 かほく市

内尾　孝夫 うちお　たかお 男 白山市 内尾建築板金 白山市

木戸　道春 きど　みちはる 男 金沢市 木戸板金 金沢市

中出　伸一 なかで　しんいち 男 加賀市 中出板金 加賀市

下田　晴一 しもだ　せいいち 男 金沢市 下田板金工場 金沢市

笠間　正則 かさま　まさのり 男 白山市 (株)笠藤板金 白山市

舟木　雅延 ふなき　まさのぶ 男 珠洲市 舟木板金工業所 珠洲市

永井　紀久 ながい　のりひさ 男 金沢市 （有）ブリキンながい 金沢市

土山　和朗 つちやま　ともあき 男 小松市 大原板金工業(株) 金沢市

塩山　和也 しおやま　かずや 男 輪島市 塩山板金工業所 輪島市

向田　茂雄 こうだ　しげお 男 七尾市 向田板金工作所 七尾市

先出谷　誠 せんでや　まこと 男 能美市 先出谷板金工業(株) 能美市

福村　貴司 ふくむら　たかし 男 加賀市 福村板金 加賀市

甲藤　正人 こうとう　まさと 男 羽咋郡宝達志水町 甲藤建築板金 羽咋郡宝達志水町

家具製作 木村　斉 きむら　ひとし 男 かほく市 （有）キムラ工芸 かほく市

建具製作 庄田　正従 しょうだ　まさつぐ 男 金沢市 庄田建具店 金沢市

森金　泉 もりかね　いずみ 男 白山市 森金木工 白山市

前　正実 まえ　まさみ 男 白山市 （株）石森木工 金沢市

小川　康彦 おがわ　やすひこ 男 金沢市 （株）石森木工 金沢市

赤坂　敏昭 あかさか　としあき 男 珠洲市 赤坂建具工芸 珠洲市

遠藤　外数 えんどう　そとかず 男 七尾市 建具の遠藤 七尾市

岩下　要次 いわした　ようじ 男 七尾市 中島建具センター 七尾市

中島　修治 なかしま　しゅうじ 男 金沢市 橋本建具製作所 金沢市

西出　彦一郎 にしで　ひこいちろう 男 小松市 西出建具 小松市

中田　勇次 なかだ　ゆうじ 男 金沢市 中田建具店 河北郡津幡町

竹田　忠司 たけだ　ただし 男 小松市 竹田タテグ 小松市

立川　美治 たつかわ　よしはる 男 七尾市 立川建具 七尾市

鯨波　茂 くじらなみ　しげる 男 七尾市 鯨波建具店 七尾市

多村　正則 たむら　まさのり 男 七尾市 多村建具製作所 七尾市

小谷　達也 こたに　たつや 男 能美市 小谷建具 能美市

福田　悦 ふくだ　えつ 男 河北郡津幡町 福田建具店 河北郡津幡町

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

石材施工 田中　茂忠 たなか　しげただ 男 小松市 (株)小松石材センタ－ 小松市

中島　正巳 なかしま　まさみ 男 羽咋郡志賀町 中島石材店 羽咋郡志賀町

建築大工 橋本　満 はしもと　みつる 男 河北郡内灘町 （株）橋本工建 金沢市

中村　清光 なかむら　きよみつ 男 金沢市 清光建設 金沢市

池田　英智 いけだ　えいち 男 金沢市

石田　康次 いしだ　やすつぐ 男 白山市 （有）兵井建築 金沢市

谷澤　正明 たにざわ　まさあき 男 羽咋郡志賀町

越村   　治 こしむら　おさむ 男 金沢市 コシムラ建築 金沢市

岩上　信義 いわかみ　のぶよし 男 羽咋郡志賀町 岩上建築 羽咋郡志賀町

西村　修治 にしむら　しゅうじ 男 金沢市 西村建築 金沢市

佐田　秀造 さだ　しゅうぞう 男 羽咋郡志賀町 (有)南建築 七尾市

宮本　修一 みやもと　しゅういち 男 金沢市 宮本建築 金沢市

小阪　広行 こざか　ひろゆき 男 輪島市 小阪建築 輪島市

上杉　雅幸 うえすぎ　まさゆき 男 金沢市 上杉建築 金沢市

山岸　丈範　 やまぎし　たけのり 男 金沢市 山岸工務店 金沢市

田下　純一 たした　じゅんいち 男 金沢市 (有)タシタあすなろ建設 金沢市

河津　慎也 かわつ　しんや 男 金沢市 清光建築 金沢市

宿野　幸雄 しくの　ゆきお 男 河北郡津幡町 宿野建築 河北郡津幡町

土谷　豊和 つちたに　とよかず 男 金沢市 土谷建築 金沢市

加藤　篤 かとう　あつし 男 金沢市 加藤工務店 金沢市

水内　寿成 みずうち　としなり 男 金沢市 水内建築 金沢市

安田　正太郎 やすだ　しょうたろう 男 金沢市 安田建築 金沢市

枠組壁建築 西村　修治 にしむら　しゅうじ 男 金沢市 西村建築 金沢市

かわらぶき 西村　昭一 にしむら　しょういち 男 金沢市 (有)西村瓦商店 金沢市

長田　和明 おさだ　かずあき 男 白山市 長田瓦店 白山市

天池　満 あまいけ　みつる 男 金沢市 天池瓦店 金沢市

中川　秀人 なかがわ　ひでと 男 河北郡津幡町

とび 末政　圭一 すえまさ　けいいち 男 金沢市

村上　英夫 むらかみ　ひでお 男 金沢市

榊原　　誠　 さかきばら　まこと 男 かほく市 橋本仮設工業 七尾市

左官 伏原　正志 ふしはら　まさし 男 輪島市 伏原左官工業所 輪島市

大道　　浩 おおみち　ひろし 男 小松市 （株）イスルギ 金沢市

小川　龍輔 おがわ　りゅうすけ 男 富山県小矢部市 （株）イスルギ 金沢市

銭丸　肇次 ぜにまる　けいじ 男 加賀市 （株）イスルギ 金沢市

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

左官 坂本　仁志 さかもと　ひとし 男 金沢市 （株）イスルギ 金沢市

川端　幸則 かわばた　ゆきのり 男 金沢市 （株）イスルギ 金沢市

平野　甚九郎 ひらの　じんくろう 男 野々市市 （株）イスルギ 金沢市

鷺森　道則 さぎもり　みちのり 男 河北郡津幡町 （株）イスルギ 金沢市

松柳　　孝 まつやなぎ　たかし 男 河北郡津幡町 （株）イスルギ 金沢市

北川　治夫 きたがわ　はるお 男 河北郡津幡町 （株）イスルギ 金沢市

タイル張り 輪崎　健司 わざき　けんじ 男 金沢市 （株）輪崎タイル 金沢市

中野　勝二 なかの　かつじ 男 金沢市 （有）中野タイル 金沢市

古谷　敏夫 ふるたに　としお 男 小松市 テクノファイブ 小松市

石川　正雄 いしかわ　まさお 男 金沢市 （有）石川タイル 金沢市

畳製作 立野　克典 たての　かつのり 男 金沢市 畳　立野 金沢市

中川　良正 なかがわ　よしまさ 男 金沢市 中川畳工業所 金沢市

小坂　良晴 こざか　よしはる 男 金沢市 矢部畳店 金沢市

山科　智浩 やましな　ともひろ 男 金沢市 畳の山科 金沢市

得能　秀樹 とくのう　ひでき 男 河北郡津幡町 (有)得能製畳工業 河北郡津幡町

水上　隆行 みずかみ　たかゆき 男 金沢市 水上畳店 金沢市

清水　貴之 しみず　たかゆき 男 羽咋市 清水製畳所 羽咋市

内村　兼二 うちむら　けんじ 男 野々市市 内村畳店 野々市市

山谷　禎雅 やまや　よしまさ 男 加賀市 山谷畳店 加賀市

吉本　隆史　 よしもと　たかし 男 金沢市 𠮷本畳店 金沢市

配管 内堀　茂 うちぼり　しげる 男 金沢市 昌和管工（株） 金沢市

生長　和彦 いけなが　かずひこ 男 河北郡内灘町 昌和管工（株） 金沢市

岩井　秀治 いわい　ひではる 男 金沢市 昌和管工（株） 金沢市

宮野　義和 みやの　よしかず 男 金沢市

室田　和廣 むろた　かずひろ 男 かほく市 山藤管工(株) 河北郡津幡町

古澤　義英 ふるさわ　よしひで 男 羽咋市 古澤工業(株) 羽咋市

松本　修一 まつもと　しゅういち 男 羽咋市

鈴木　克彦 すずき　かつひこ 男 能美市 (有)鈴木工建 能美市

吉田　幸弘 よしだ　ゆきひろ 男 金沢市 アイワ設備(株) 金沢市

髙桑　幸司 たかくわ　こうじ 男 金沢市 (株)高桑工業 金沢市

福田　章三 ふくだ　しょうぞう 男 金沢市 (株)福森設備 金沢市

粟田　訓 あわだ　さとる 男 金沢市 (有)粟田設備 金沢市

野崎　俊一 のざき　しゅんいち 男 金沢市 桐田設備工業(株) 金沢市

加田　義満 かた　よしみつ 男 金沢市 (株)加田設備 金沢市

宮崎　昭 みやざき　あきら 男 能美市 エコ・プロセスエンジニアリング（研） 能美市

新木　弘造 しんき　こうぞう 男 金沢市 (株)加田設備 金沢市

中西　太郎 なかにし　たろう 男 金沢市 城南管工(株) 金沢市

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

型枠施工 阿部　敏樹 あべ　としき 男 野々市市 柳昌建設(株) 白山市

近藤　一美 こんどう　かずみ 男 白山市 (有)一藤工務店 金沢市

金田　稔治 かねだ　としはる 男 金沢市 (株)宮前建設 河北郡内灘町

鉄筋施工職 上西　栄光 かみにし　えいみつ 男 小松市 上西鉄筋工業(株) 小松市

中川　修一 なかがわ　しゅういち 男 野々市市 (株)中川鉄筋工業所 野々市市

北尾　匡己 きたお　まさみ 男 能美市 (株)中川鉄筋工業所 野々市市

西澤　知巳 にしざわ　ともみ 男 羽咋郡宝達志水町 (有)西澤鉄筋工業所 羽咋郡宝達志水町

柿田　喜一郎 かきた　よしいちろう 男 金沢市 (株)中川鉄筋工業所 野々市市

コンクリート圧送施工 金久　正憲 かねきゅう　まさのり 男 能美市 山崎商事(株) 白山市

防水施工 山本　静夫 やまもと　しずお 男 白山市 （株）山本コ－キング 金沢市

本尾　雅之 もとお　まさゆき 男 白山市 (株)アクティブ 白山市

橋爪 伸明 はしづめ　のぶあき 男 かほく市 (株)マルゲン工業 金沢市

大森　米隆 おおもり　よねたか 男 七尾市 大森建築防水工業 七尾市

内装仕上げ施工 林　富雄 はやし　とみお 男 白山市 （有）北装 金沢市

岩田　昌成 いわた　まさなり 男 金沢市 Ｉ.Ｉ.IINTERIOR(株) 金沢市

宮　信介 みや　のぶゆき 男 金沢市 (株)宮善 金沢市

西川　範嗣 にしかわ　のりつぐ 男 金沢市 (有)ニシトミ 金沢市

谷内口　務 やちぐち　つとむ 男 河北郡内灘町 やちぐち内装 河北郡内灘町

サッシ施工 木下　孝一 きのした　こういち 男 金沢市 木下アルミ建材 金沢市

バルコニー施工 木下　孝一 きのした　こういち 男 金沢市 木下アルミ建材 金沢市

 ガラス施工 浅川　郁夫 あさかわ　いくお 男 金沢市 浅川硝子(株) 金沢市

山田　正廣 やまだ　まさひろ 男 白山市 ブルーシャトー山一 白山市

野泉　忠彦 のいずみ　ただひこ 男 金沢市 (有)野泉ガラス建材 金沢市

表装（内装仕上げ） 河端　三郎 かわばた　さぶろう 男 金沢市 (有)中部ワークス 白山市

宮崎　進一 みやざき　しんいち 男 金沢市 宮崎内装 金沢市

西川　範嗣 にしかわ　のりつぐ 男 金沢市 (有)ニシトミ 金沢市

塗装 相木　和浩 あいき　かずひろ 男 河北郡津幡町

早瀬　登茂晴 はやせ　ともはる 男 金沢市 早瀬塗装 金沢市

西本　明宏 にしもと　あきひろ 男 金沢市

川場　和也 かわば　かずや 男 白山市 川場塗装店 白山市

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

塗装 大音　章二 おおおと　しょうじ 男 金沢市 大音塗装 金沢市

安藤　秀樹 あんどう　ひでき 男 金沢市 ＡＰＳ・ホーム 金沢市

小柳　一将 こやなぎ　かずまさ 男 白山市 小柳塗装店 白山市

Ⅲ.その他ものづくりマイスター

性別 現住所 勤務先 勤務先住所

西村　春枝 にしむら　はるえ 女 金沢市 酒井洋裁教室 河北郡内灘町

酒井　啓子 さかい　けいこ 女 河北郡内灘町 酒井　啓子洋裁教室 河北郡内灘町

和裁 浅野　小菊 あさの　こぎく 女 羽咋市 愛針和裁 羽咋市

今西　　恒 いまにし　ひさし 男 白山市 今西きもの仕立研修所 金沢市

今西　　渉 いまにし　わたる 男 白山市 今西和裁 金沢市

上田　美智子 うえだ　みちこ 女 金沢市 上田和裁 金沢市

井表　登喜美 いひょう　ときみ 女 羽咋市 井表和裁 羽咋市

上野　弘喜 うえの　ひろき 男 白山市 うえの和裁 白山市

山村　紀美枝 やまむら　きみえ 女 加賀市 山村きもの教室 加賀市

東　　淳子 ひがし　あつこ 女 能美市 東和裁 能美市

山西　義子 やまにし　よしこ 女 能美市 山西和裁所 能美市

坪野　美紀 つぼの　みき 女 野々市市 田中和裁 金沢市

川畑　典子 かわばた　のりこ 女 加賀市 川畑 加賀市

北本　ひとみ きたもと　ひとみ 女 小松市

青木　一八 あおき　かずや 男 金沢市 青木和裁所 金沢市

福岡　恵子 ふくおか　けいこ 女 河北郡津幡町 福岡和裁 河北郡津幡町

池野　友紀 いけの　ゆき 女 金沢市 (有)高橋和裁 金沢市

村上　和子 むらかみ　かずこ 女 加賀市 村上和裁 加賀市

帄布製品製造 三島　良章 みしま　よしあき 男 小松市 三島テント商会 小松市

竹山　雅万 たけやま　まさかず 男 金沢市 （株）竹山紙器 金沢市

三木　浩之 みき　ひろゆき 男 能美市 (有)みき紙器 能美市

川口　浩明 かわぐち　ひろあき 男 野々市市 不二紙工(株) 金沢市

竹山　教子 たけやま　きょうこ 女 金沢市 （株）竹山紙器 金沢市

福田　太郎 ふくだ　たろう 男 金沢市 （株）福田紙器 金沢市

竹山　隆博 たけやま　たかひろ 男 金沢市 （株）竹山紙器 金沢市

竹内　一彦 たけうち　かずひこ 男 白山市 北陸積水樹脂(株) 能美市

大谷　清一郎 おおたに　せいいちろう 男 加賀市 新神戸プラテックス（株） 能美市

久保田　勇吉 くぼた　ゆうきち 男 金沢市

氏名
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性別 現住所 勤務先 勤務先住所

陶磁器製造 和佐田　平三 わさだ　へいぞう 男 小松市 平三 小松市

パン製造 稲垣　唯信 いながき　ただのぶ 男 金沢市

菓子製造 橋爪　孝志 はしづめ　たかし 男 金沢市 御菓子司はしづめ 金沢市

蓮池　力 はすいけ　ちから 男 金沢市 お菓子HOUSEブィーハッサン 金沢市

南谷　晃平 みなみだに　こうへい 男 河北郡内灘町 (有)リッチモンド かほく市

通　　哲男 とおり　てつお 男 七尾市 （株）花月 七尾市

岩田　和人 いわた　かずひと 男 七尾市 （有）梅屋 七尾市

八野田　聡 はちのた　さとし 男 羽咋市 （有）八野田 羽咋市

藤井　智英 ふじい　ともひで 男 金沢市 和菓子処　藤井 金沢市

岡﨑　欣浩 おかざき　よしひろ 男 羽咋市 和菓子処　佐吉庵 羽咋市

道下　晃 みちした　あきら 男 金沢市 和菓子処　八祥堂 金沢市

酒造 𠮷野　洋正 よしの　ひろまさ 男 小松市

印章彫刻 鶴見　昌平 つるみ　しょうへい 男 金沢市 株式会社　ツルミ印舖 金沢市

鶴見　健一 つるみ　けんいち 男 金沢市 株式会社　ツルミ印舖 金沢市

塩屋　正晴 しおや　まさはる 男 金沢市 塩屋印房 金沢市

北川　典男 きたがわ　のりお 男 金沢市 北川印章 金沢市

表装（表具） 大場　昭雄 おおば　あきお 男 金沢市 芳古堂 金沢市

永嶋　明 ながしま　あきら 男 金沢市 錦芳堂 金沢市

武部　正典 たけべ　まさのり 男 白山市 拾翠堂 白山市

岡田　善樹 おかだ　よしき 男 金沢市 岡田錦成堂 金沢市

岡田　正 おかだ　ただし 男 小松市 美正堂　岡田表具店 小松市

磯　　慶太郎 いそ　けいたろう 男 七尾市 磯慶文堂 七尾市

根布長　　証 ねぶちょう　あかし 男 金沢市 根布長表具店 金沢市

前田　勇夫 まえだ　いさお 男 金沢市 前田梅仙堂 金沢市

中野　真吾 なかの　しんご 男 加賀市 中野表具 加賀市

塗装 今井　有洋 いまい　ありひろ 男 野々市市 （株）くるまや中山 金沢市

松島　寿一 まつしま　としかず 男 金沢市 （有）松島自動車板金塗装 金沢市

竹本　功造 たけもと　こうぞう 男 小松市 （有）タケモト車体 小松市

野﨑　学 のざき　まなぶ 男 白山市 (有)ノザキ鈑金塗装 野々市市

時計修理 畝　裕志 うね　ひろし 男 金沢市 うねだや時計店 金沢市

坂本　武彦 さかもと　たけひこ 男 金沢市 (有)北陸ＱＴサービス 金沢市

北川　聖 きたがわ　さとし 男 金沢市 宝石・時計・メガネ　キタガワ 金沢市

氏名
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