
　匠の国・岐阜県伝統建築家認定リスト
岐阜地区

令和２年度　認定者 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
認定番号 氏名 住所 101 ※鷲見  籐太郎 岐阜市

202001 種田　善蔵 岐阜市 102 長屋  松美 岐阜市
202002 渡辺　博 海津市 103 堀部  純行 岐阜市
202003 野村　重夫 養老町 104 ※松久  竹夫 岐阜市
202004 兼定　裕嗣 郡上市 105 渡辺  勝三 岐阜市
202005 加納　勝彦 七宗町 106 ※山田  栄充 羽島市
202006 今井　洋一 中津川市 107 山田  宏一 羽島市
202007 内木　勝雄 中津川市 118 豊田  光雄 北方町
202008 細江　良三 下呂市 119 ※山田  富喜市 山県市
202009 小池　二三春 下呂市 301 ※大澤  道司 岐阜市
202010 田口　保則 下呂市 302 ※岡部  好夫 岐阜市

303 ※玉井  隆雄 岐阜市
304 那須  喜代一 岐阜市

年度別　認定者数 305 ※岩越  昭治 羽島市
年度 認定者数 306 ※小島  岩男 羽島市

平成元年 60 307 林    隆司 各務原市
平成３年 60 308 平澤  石之助 各務原市
平成５年 60 316 細野  満 本巣市
平成７年 58 317 ※木村  功 山県市
平成９年 62 318 ※佐藤  稔 山県市

平成１２年 21 501 角谷  博 岐阜市
平成１４年 18 502 河野  勇 岐阜市
平成１６年 15 503 羽田野  尚 岐阜市
平成１８年 11 504 ※藤谷  孝志 岐阜市
平成２０年 5 505 ※松尾  一郎 岐阜市
平成２２年 7 506 小川  国夫 羽島市
平成２４年 17 507 ※日比野  清 羽島市
平成２６年 7 508 ※水谷  英二 羽島市
平成２８年 9 516 ※高橋  正明 本巣市
平成３０年 8 517 今瀬  光雄 山県市
令和２年 10 518 ※木田  俊朗 山県市

計 428 701 井川  久嗣 岐阜市
702 川尻  努 岐阜市
703 澤田  芳夫 岐阜市
704 ※丹羽  勝二 岐阜市

地域別　認定者数 705 ※伊藤  義光 羽島市
地域 認定者数 706 入山  一吉 羽島市

岐阜地域 49 719 ※西垣  千里 本巣市
西濃地域 52 720 ※古田  求 山県市
揖斐地域 8 901 ※宮川  米雄 岐阜市
中濃地域 25 902 村瀬  博 岐阜市
郡上地域 37 903 渡邊  治男 羽島市
可茂地域 50 915 矢野  照男 本巣市
東濃地域 42 916 田中  博志 山県市
恵那地域 65 1201 ※稲垣  義郎 岐阜市
下呂地域 28 1202 小森  清一 岐阜市
飛騨地域 72 1203 牧野  泰蔵 瑞穂市

計 428 平成２８年 2801 高崎　勝則 岐阜市
令和２年 202001 種田　善蔵 岐阜市

平成９年

平成１２年

平成７年

平成元年

平成３年

平成５年



西濃地区 揖斐地区

認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
108 ※加藤  勝治 大垣市 平成元年 117 中村  勇 揖斐川町
109 藤原  一見 大垣市 平成３年 315 ※小森  弘一 大野町
110 ※赤尾  貞三 海津市 平成５年 515 ※水野  清郎 揖斐川町
111 ※鈴木  孫四郎 海津市 平成７年 718 ※岡部  一良 揖斐川町
112 伊藤  孝司 養老町 平成９年 914 水野  悦郎 揖斐川町
113 川瀬  修一 養老町 平成１２年 1207 岩田  勝義 池田町
114 ※小寺  太郎 大垣市 平成１４年 1401 野口　好治 揖斐川町
115 大脇  計之 垂井町 平成２６年 2602 森　等 揖斐川町
116 ※山内  正巳 輪之内町
309 ※児玉  一美 神戸町
310 ※船田  義昭 大垣市 中濃地区
311 ※伊藤  秀夫 海津市
312 西脇  孝男 養老町 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
313 冨田  透 垂井町 120 ※太田  光夫 関市
314 ※森島  金一 輪之内町 121 ※増井  直吉 関市
509 廣瀬  勝彦 大垣市 122 篠田  清躬 美濃市
510 杉野  行男 海津市 123 ※長尾  國一 関市
511 ※日比  光 海津市 319 ※須田  久雄 美濃市
512 ※小野  三木夫 養老町 320 小見山  政孝 関市
513 ※田中  幸雄 養老町 321 船戸  史郎 関市
514 栗田  利朗 垂井町 519 ※梅村  才次 美濃市
707 加納  崇 大垣市 520 船渡  邦男 洞戸村
708 名和  昇 大垣市 521 山口  保彦 関市
709 ※堀口  光司 大垣市 721 ※石木  多喜雄 関市
710 和田  勝 大垣市 722 佐藤  政臣 関市
711 ※青木  正明 養老町 723 辻    茂廣 美濃市
712 田中  治男 養老町 724 廣田  良三 関市
713 ※西脇  良一 養老町 725 土屋  良祠 関市
714 桐山  光保 大垣市 917 加藤  隆 関市
715 桒原    重男 大垣市 918 亀山  卓 関市
716 水野  隆行 垂井町 919 多田  文男 美濃市
717 ※松岡  文和 神戸町 920 宮木  長一郎 美濃市
904 加藤  章三 大垣市 921 山岡  克司 美濃市
905 川合  重雄 大垣市 平成１２年 1210  森　 育夫 関市
906 衣斐  藤夫 垂井町 平成１４年 1407 松並　賢治 美濃市
907 ※大郷  茂 垂井町 3001 呉　政時 関市
908 瀧脇  順一 神戸町 3002 古田　隆 関市
909 土井田  和幸 輪之内町 3003 加藤　良康 美濃市
910 ※伊藤  廣松 養老町
911 高木  稔 養老町
912 ※無籐  桂造 養老町
913 萩永  正次 大垣市

1204 今津  幸男 大垣市
1205 加藤   正 養老町
1206 安井  一吉 養老町
1801 安田　正昭 大垣市
1802 平井　權三 養老町
2401 竹中　忠男 神戸町
2402 加納　啓一 大野町

平成２６年 2601 川瀬  利博 養老町
202002 渡辺　博 海津市
202003 野村　重夫 養老町

令和２年

平成９年

平成７年

平成５年

平成３年

平成９年

平成１２年

平成１８年

平成５年

平成７年

平成３０年

平成元年

平成３年

平成元年

平成２４年



郡上地区 可茂地区

認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
124 ※奥田  定雄 郡上市 127 ※西田  修 美濃加茂市
125 ※丹羽  誠一 郡上市 128 後藤  和策 坂祝町
126 ※三浦  俊勝 郡上市 129 ※川合  健一 富加町
322 ※都竹  隆一 郡上市 130 ※各務  吉江 八百津町
323 佐藤  和雄 郡上市 131 ※村雲  兵衛 東白川村
324 田代  春夫 郡上市 132 ※藤田  正 御嵩町
325 ※古田  勇 郡上市 326 ※川合  育雄 美濃加茂市
522 古川  政行 郡上市 327 ※渡辺  三良 富加町
523 ※北山  勇 郡上市 328 嶋田  清次 七宗町
524 ※鷲見  豊 郡上市 329 ※伊佐治  唯夫 八百津町
525 下条  孫二 郡上市 330 佐伯  富士雄 白川町
726 ※高垣  清志 郡上市 331 ※亀井  傳吉 可児市
727 ※渡邊  芳雄 郡上市 526 ※江見  冨美夫 美濃加茂市
922 ※下村  俊二 郡上市 527 鍵谷  富男 可児市
923 原    昭二 郡上市 528 細川  昭雄 可児市
924 古川  豪 郡上市 529 ※羽賀  幸男 八百津町
925 置田  活信 郡上市 530 安江  好美 白川町

平成１２年 1211 ※細川  隆司 郡上市 531 亀井  千歳 御嵩町
平成１４年 1408 松山　美高 郡上市 728 青山  暎夫 美濃加茂市
平成１６年 1604 垣見　勇 郡上市 729 ※市原  柳治 富加町
平成１８年 1803 鈴木　巧 郡上市 730 ※服部  徹郎 川辺町

2001 一柳　巳義 郡上市 731 ※大鋸  四三男 八百津町
2002 亀尾　邦義 郡上市 732 亀井  秀一 八百津町
2003 ※尾藤　修治 郡上市 733 今井  正明 東白川村
2201 奥田　寛次 郡上市 926 前田  美喜男 可児市
2202 二村　正彦 郡上市 927 酒向  英夫 富加町
2403 置田　弘 郡上市 928 赤坂  良造 川辺町
2404 村上　逸美 郡上市 929 ※飯田  吉秋 八百津町
2603 春日井　正寛 郡上市 930 纐纈  堅爾 八百津町
2604 末松　謙二 郡上市 1208 ※宮島  敏一 美濃加茂市
2802 佐藤  治彦 郡上市 1209 各務  邦敏 八百津町
2803 下條　勝彦 郡上市 1402 酒向　敏男 美濃加茂市
2804 和田　豊治 郡上市 1403 酒向　正明 美濃加茂市
3004 猪島　智 郡上市 1404 三品　勝政 坂祝町
3005 國居　義美 郡上市 1405 渡邉　眞治 八百津町
3006 小酒井　一也 郡上市 1406 安江　雅人 東白川村

令和２年 202004 兼定　裕嗣 郡上市 1601 渡辺　邦彦 美濃加茂市
1602 井戸　敏一 富加町
1603 小原　守 川辺町
1804 高垣　久 富加町
1805 佐々木　敏和 八百津町

平成２２年 2203 村雲　章 東白川村
2405 長尾　金広 富加町
2406 安江　隆明 東白川村

平成２６年 2605 野村　茂 八百津町
2805 小池　政春 白川町
2806 鈴木　茂樹 白川町
2807 安江　侃男 白川町

平成３０年 3007 杉山　信男 東白川村
令和２年 202005 加納　勝彦 七宗町

平成２６年

平成２８年

平成２８年

平成９年

平成２０年

平成元年

平成３年

平成５年

平成７年

平成元年

平成３年

平成５年

平成７年

平成９年

平成２２年

平成１２年

平成１４年

平成１６年

平成１８年

平成３０年

平成２４年

平成２４年



東濃地区 恵那地区 （つづき）

認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
133 大澤  隻夫 多治見市 340 片山  録雄 中津川市
134 大澤  守夫 多治見市 341 菱垣  行雄 中津川市
135 井箟  友明 瑞浪市 342 ※山本  吉郎 中津川市
136 ※西尾  五夫 瑞浪市 343 ※池戸  忠行 恵那市
137 ※永井  初郎 土岐市 344 ※三浦  利明 中津川市
138 日比野  幸雄 土岐市 345 熊谷  要市 中津川市
139 ※水野  勝治 土岐市 346 ※渡辺  守治 恵那市
332 ※小嶋  保 多治見市 347 堀    年夫 恵那市
333 西谷  銑造 多治見市 540 ※青山  建二 中津川市
334 毛利  武彦 多治見市 541 ※江口  満夫 中津川市
335 小川  錦一 瑞浪市 542 奥村  好春 中津川市
336 日比野  鑑三 瑞浪市 543 伊藤  甲子夫 恵那市
337 ※小栗  靖一 土岐市 544 小畑  良平 中津川市
338 丸山  康夫 土岐市 545 ※田口  義加 中津川市
339 深川  鉄男 多治見市 546 ※原    博昭 中津川市
532 ※大獄  喜美夫 多治見市 547 市岡  誠男 恵那市
533 ※宮腰  勉 多治見市 548 ※小澤  義巳 恵那市
534 伊藤  菊夫 瑞浪市 740 ※磯川  仁司 中津川市
535 田口  春雄 瑞浪市 741 近藤  富雄 中津川市
536 小栗  幸光 土岐市 742 ※安田  一之 恵那市
537 酒井  明実 土岐市 743 原    漸 中津川市
538 ※山田  逸郎 土岐市 744 遠藤  正幸 中津川市
539 ※鈴木  一三 多治見市 745 ※深谷  正一 中津川市
734 小倉  武利 多治見市 746 ※鈴木  幸夫 恵那市
735 ※西尾  和夫 多治見市 747 ※安藤  治彦 恵那市
736 ※水野  重三 瑞浪市 748 中島  聖市 恵那市
737 加藤  臣一 土岐市 939 ※川原  博康 中津川市
738 鈴木  成作 土岐市 940 纐纐  博司 中津川市
739 ※中島  鉦三 土岐市 941 ※宮地  治勝 中津川市
931 岡山  稔 多治見市 942 ※近藤  一正 恵那市
932 水野  慶孝 多治見市 943 田口  清 中津川市
933 小木曽  明義 瑞浪市 944 安江  守行 中津川市
934 南波  俊雄 瑞浪市 945 安藤  全志 恵那市
935 水向  喜久夫 瑞浪市 946 ※伊藤  治彦 恵那市
936 田口  郁良 土岐市 947 ※大嶋  政義 恵那市
937 筑摩  英明 土岐市 1215 梅本  保治 中津川市
938 羽柴  金治 土岐市 1216  原　　亨　 中津川市

1212 安藤  桂次 多治見市 1217 小林  昭二 中津川市
1213 長江  博雄 多治見市 1411 古田　鉞治 中津川市
1214 ※大山  俊作 土岐市 1412 伊藤　良和 中津川市
1409 ※木股　公平 土岐市 1413 河村　義郎 中津川市
1410 山越　昭三 土岐市 1605 原　政章 中津川市

1606 熊澤　秀雄 中津川市
恵那地区 1607 ※小南　政明 中津川市

1806 石田　豊 中津川市
認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 1807 成瀬　弘 恵那市

140 ※高田  一彦 中津川市 平成２０年 2004 早川  彰彦 中津川市
141 ※西尾  義雄 中津川市 2407 梅本　満郎 中津川市
142 遠山  繁 恵那市 2408 大山　孝信 中津川市
143 水野  庄市 恵那市 2409 北原　美好 中津川市
144 原    守男 坂下町 2410 田口　喜朗 中津川市
145 大森  辰郎 中津川市 2411 安江　武志 中津川市
146 ※小南  万六 中津川市 2412 堀　新三 恵那市
147 西村  正見 恵那市 平成２８年 2808 梅本　保満 中津川市
148 勝    昭太郎 恵那市

平成１８年

平成１６年

平成１４年

平成１２年

平成元年

平成３年

平成５年

平成７年

平成９年

平成１２年

平成３年

平成９年

平成７年

平成５年

平成２４年

平成１４年

平成元年



恵那地区 （つづき） 飛騨地区 （つづき）

認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所
202006 今井　洋一 中津川市 平成３年 359 ※金村  正男 飛騨市
202007 内木　勝雄 中津川市 360 ※森本  幸信 飛騨市

552 伊藤  健 高山市
下呂地区 553 井上  光 高山市

554 橋爪  清咲 高山市
認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 555 ※橋爪  寛 高山市

149 中林  尚之 下呂市 556 ※谷本  影幸 高山市
150 片岡  善次 下呂市 557 早川  行三 高山市
151 ※福井  清雄 下呂市 558 中屋  三四郎 飛騨市
348 伊佐治  昭夫 下呂市 559 山脇  八尋 飛騨市
349 ※藤掛  昇 下呂市 560 中谷  忠雄 飛騨市
350 ※森   喜一 下呂市 752 岩垣津  信雄 高山市
549 大林  勝二 下呂市 753 ※岩村  春二 高山市
550 小池  良一 下呂市 754 ※辻井  政雄 高山市
551 ※石神  秋次 下呂市 755 中村  松治 高山市
749 大坪  重行 下呂市 756 野崎  格 高山市
750 島田  利男 下呂市 757 平澤  忠雄 飛騨市
751 ※高月  隆義 下呂市 758 ※水尻  晴雄 飛騨市
948 金子  平和 下呂市 953 岩垣  清 高山市
949 斎藤  稔 下呂市 954 小瀬  秋則 高山市
950 島尻  文雄 下呂市 955 ※山下  弘吉 高山市
951 加藤  孝美 下呂市 956 中田  弘次 高山市
952 ※中川  万一 下呂市 957 中藪  秀雄 高山市

平成１２年 1221 二村   勝 下呂市 958 榎    清正 高山市
平成１４年 1418 田口　浩 下呂市 959 中野  龍平 高山市
平成１６年 1615 石丸　富士夫 下呂市 960 牛丸  勝男 飛騨市

2204 今井　力 下呂市 961 薄田  和徳 飛騨市
2205 鈴木　順三 下呂市 962 長屋  一彦 飛騨市
2413 桂川　和孝 下呂市 1218 番場 冨美彦 高山市
2414 寺洞　久男 下呂市 1219 清水 勝太郎 高山市
2415 安江　進 下呂市 1220 直井  嘉征 高山市

202008 細江　良三 下呂市 1414 井口　泉 高山市
202009 小池　二三春 下呂市 1415 ※清水　國一 高山市
202010 田口　保則 下呂市 1416 滝平　勝二郎 高山市

1417 南　勝 高山市
飛騨地区 1608 小野　眞次 高山市

1609 嶋田　繁 高山市
認定年度 認定番号 氏名（※は故人） 住所 1610 ※三川　幸弘 高山市

152 志多  良雄 高山市 1611 草分　勇 飛騨市
153 高原  正夫 高山市 1612 島田　一洋 高山市
154 ※細江  敏迪 高山市 1613 ※田口　光彦 高山市
155 溝脇  淳三 高山市 1614 長田　芳一 高山市
156 城下  芳巳 高山市 1808 井本　雅弘 高山市
157 ※高原  輝一 高山市 1809 鍋島　利夫 高山市
158 ※洞口  繁 高山市 1810 高原　信雄 高山市
159 桜井  三郎 飛騨市 1811 森下　進 高山市
160 ※山腰  敏夫 飛騨市 平成２０年 2005 長瀬　義雄 高山市
351 河合  武司 高山市 2206 鬼淵　信雄 高山市
352 坂口  正次 高山市 2207 松尾　長一 高山市
353 ※杉山  誠 高山市 2416 上屋　修一 高山市
354 竹内  正雄 高山市 2417 中野　正樹 高山市
355 ※長澤  政治 高山市 2606 荒井　信幸 高山市
356 新井  静夫 高山市 2607 袈裟丸　幸雄 高山市
357 清水  昭三 高山市 平成２８年 2809 小瀬  久則 高山市
358 新井  貞夫 高山市 平成３０年 3008 水尻　高士 高山市
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平成２２年

令和2年

平成９年

平成７年

平成５年

平成元年

平成３年

平成１６年

平成１８年

平成２６年
平成３年

平成元年

平成２４年

平成２２年

平成５年

平成７年

平成９年

平成１２年

平成１４年

平成２４年


