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　　本市では技能者の技術水準の向上を図ることにより地元中小企業の振興に資する
　ため，例年関係団体の御協力をいただきながら，優れた技能を有し本市産業の発展
　に貢献した優秀技能者について表彰を行っています。
　　このたび，本年の受賞者が決定し，旭川市及び上川地方技能推進協議会が合同で
　優秀技能者表彰式を開催いたしますので，表彰式当日の取材・報道につきまして，
　よろしくお願いいたします。

　１　日　時　　平成２８年１１月１６日（水）１６：３０～１７：３０
　２　場　所　　アートホテル旭川　２階　ザ・ウエストルーム
　３　受賞者　　詳細別紙のとおり

有 依頼文，表彰式次第，受賞者一覧等

優秀技能者表彰式
（主催：上川地方技能推進協議会・旭川市）
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発表項目
（行事名）

旭川市経済観光部産業振興課

阿部，後藤

０１６６－６５－７０４７

０１６６－６５－７０４８
sangyousinkou@city.asahikawa.hokkaido.jp

平成28年11月16日（水）16時30分から17時30分まで



　　様

経済観光部産業振興課

（６５－７０４７）

　このたび，旭川市及び上川地方技能推進協議会が合同で地域の優れた技能者３３名を表彰する

優秀技能者表彰式を開催いたします。

　旭川市の表彰では，長く同一の職業に従事し極めて優れた技能を有し，広く地域の後進技能者

の指導育成に尽力され，本市の産業の発展に貢献された方々６名を「旭川市卓越技能者」として,

本市の経済発展の中心的役割を担う中堅技能者のうち優れた技能を有し，後進の指導育成と業界

への貢献がめざましい方々１５名を「旭川市中堅優秀技能者」として，また，技能五輪全国大会

や若年者ものづくり競技大会等の技能を競う全国大会において優秀な成績を収められた若手技能

者１名を「旭川市若手優秀技能者」として表彰いたします。

　上川地方技能推進協議会の表彰では，上川地域の業界の発展に尽力し，企業の中心となって活

躍された優秀技能者９名を「上川地方技能推進協議会優秀技能者」として，技能五輪等の各種技

能競技会等において優秀な成績を収められた若手技能者１名を「青少年優秀技能者」として，ま

た，今年度新たに設けられた表彰として，技能五輪や各種技能競技会等に出場する多くの若者を

輩出し，若手技能者の育成及び技能向上に長年に渡って尽力されてきた事業者１名を「優良事業

者」として表彰いたします。

　つきましては，受賞者の皆様の本市産業発展へのご尽力と貢献につき，広く市民の皆様へお知

らせしたく，表彰式当日の取材・報道につきまして，よろしくお願いいたします。

１　日　時　　平成２８年１１月１６日（水）１６：３０～１７：３０

２　場　所　　アートホテル旭川　２階　ザ・ウエストルーム

３　受賞者　　詳細別紙のとおり

【担当】旭川市経済観光部産業振興課（担当：阿部，後藤）

　　　　旭川市緑が丘東1条3丁目1番6号 旭川リサーチセンター2階

　　　　電話 (0166)0166-65-7047　FAX (0166)0166-65-7048

平成 28年 11月 10日

平成２８年度優秀技能者表彰式について

各 報 道 機 関



日時　：　平成２８年１１月１６日（水）

　　　　　１６：３０～１７：３０

場所　：　アートホテル旭川　２階

　　　　　ザ・ウエストルーム

・開会

・表彰状授与

　上川地方技能推進協議会

　旭川市

・挨　拶

　上川地方技能推進協議会会長　桑原義彦

　旭川市長　　西川将人

・閉　会

上 川 地 方 技 能 推 進 協 議 会 ・ 旭 川 市

優秀技能者表彰式

※終了後、写真撮影を行います。（場所：　3階 写真スタジオ）

式 次 第



株式会社鈴木工務店

有限会社千田設備 株式会社廣野組日東木材事業部

有限会社創研 株式会社ハウジング髙橋

宮武電機株式会社 旭川支社 有限会社沢又塗装店

建築板金 高畑　熱士 建築板金 瀧澤　博幸

建築大工 舟山　政和

高畑板金 有限会社瀧澤板金加工所

左官工 小原　幸治 建築大工

浦辻塗装株式会社

株式会社カンディハウス 株式会社匠工芸

金枝　和彦

電気工事士 小足　知輝 塗装工 澤又　裕道

家具工 島瀨　弘行 木工塗装 縄野　勇一

上川地方技能推進協議会優秀技能者

上川地方技能推進協議会青少年優秀技能者

配管工 稲場　善則 建具工 井上　健一

株式会社セラホック 株式会社神田設備工業所

旭川市卓越技能者

上川地方技能推進協議会優良事業者

株式会社広翔カワハラ

代表取締役　　川原　　博

建築大工 平田　将之
有限会社千田設備

タイル張工 米田　久三 配管工 渡部　和弘

電気工事士 岡田　考弘
宮武電機株式会社 旭川支社

塗装工 木村　 博



帯川　留維
北海道旭川工業高等学校

五十音順敬称略とさせていただきました。

旭川市若手優秀技能者

家具工 安井　孝徳
株式会社メーベルトーコー

板金工 長谷川　誠 配管工 松原　 学
株式会社長谷川板金工業 有限会社千田設備

電気工事士 平　 直人 印刷技能士 長谷地　雅善
大東電気工事株式会社 株式会社総北海

美容師 志水　洸一 建築大工 杉山　弘尚
株式会社MARVELOUS 株式会社ハウジング高橋

木　工 齊藤　美幸 建築大工 澁谷　亮人
株式会社ササキ工芸 株式会社小井田工務店

塗装工 小田　幸雄 タイル張工 橘内　英樹
旭川建装株式会社 有限会社野原タイル

造園工 大塚　邦仁 家具工 大友　淳也
坂田植木株式会社 株式会社カンディハウス

旭川市中堅優秀技能者

建具工 石川　敦也 鳶　工 井田　一也
太陽工業有限会社 井田工業



表彰区分 職種 氏名 事業所名

卓越技能者 電気工事士 岡田
おかだ

　考弘
やすひろ 株式会社クマザキ電工

卓越技能者 塗装工 木村
きむら

　博
ひろし 浦辻塗装株式会社

卓越技能者 家具工 島
しませ

瀨　弘行
ひろゆき 株式会社カンディハウス

卓越技能者 木工塗装 縄
なわの

野　勇一
ゆういち 株式会社匠工芸

卓越技能者 タイル張工 米田
よねた

　久三
ひさみ 株式会社セラホック

卓越技能者 配管工 渡部
わたなべ

　和弘
かずひろ 株式会社神田設備工業所

中堅優秀技能者 建具工 石川
いしかわ

　敦也
　あつや 太陽工業有限会社

中堅優秀技能者 鳶工 井田
いだ

　一也
かずや 井田工業

中堅優秀技能者 造園工 大塚
おおつか

　邦
　くにひと

仁 坂田植木株式会社

中堅優秀技能者 家具工 大友
おおとも

　淳也
　じゅんや 株式会社カンディハウス

中堅優秀技能者 塗装工 小田
おだ

　幸雄
ゆきお 旭川建装株式会社

中堅優秀技能者 タイル張工 橘内
きつない

　英樹
　ひでき 有限会社野原タイル

中堅優秀技能者 木工 齊藤
さいとう

　美幸
　みゆき 株式会社ササキ工芸

中堅優秀技能者 建築大工 澁谷
しぶや

　亮人
あきと 株式会社小井田工務店

中堅優秀技能者 美容師 志
し

水
みず
　洸

こういち
一 株式会社MARVELOUS

中堅優秀技能者 建築大工 杉山
すぎやま

　弘尚
　ひろたか 株式会社ハウジング高橋

中堅優秀技能者 電気工事士 平
たいら

　直人
　なおと 大東電気工事株式会社

中堅優秀技能者 印刷技能士 長
ながやち

谷地　雅善
まさよし 株式会社総北海

中堅優秀技能者 板金工 長谷川
はせがわ

　誠
まこと 株式会社長谷川板金工業

中堅優秀技能者 配管工 松原
まつばら

　学
まなぶ 有限会社千田設備

中堅優秀技能者 家具工 安井
やすい

　孝徳
たかのり 株式会社メーベルトーコー

若手優秀技能者 帯川
おびかわ

　留
　るい

維 北海道旭川工業高等学校

表彰区分 職種 氏名 事業所名

優秀技能者 配管工 稲場
いなば

　善
よしのり

則 有限会社千田設備

優秀技能者 建具工 井上
いのうえ

　健一
　けんいち 株式会社廣野組日東木材事業部

優秀技能者 左官工 小原
おばら

　幸治
こうじ 有限会社創研

優秀技能者 建築大工 金枝
かなえだ

　和彦
　かずひこ 株式会社ハウジング髙橋

優秀技能者 電気工事士 小足
こあし

　知輝
ともき 宮武電機株式会社 旭川支社

優秀技能者 塗装工 澤
さわまた

又　裕道
　ひろみち 有限会社沢又塗装店

優秀技能者 建築板金 高畑
たかはた

　熱
 あつし

士 高畑板金

優秀技能者 建築板金 瀧澤
たきざわ

　博幸
 ひろゆき 有限会社瀧澤板金加工所

優秀技能者 建築大工 舟山
ふなやま

　政和
 まさかず 株式会社鈴木工務店

青少年優秀技能者 建築大工 平田
ひらた

　将之
まさゆき 株式会社広翔カワハラ

【優良事業者】

　株式会社広翔カワハラ　代表取締役　川 原　 博 

平成28年度 旭川市優秀技能者表彰　受賞者一覧

平成28年度 上川地方技能推協議会表彰　受賞者一覧


