
山　本　政治郎 田　中　宇　一 三　箇  千代子 小　林  ももよ 北　島  吉　光                                             
の５名

昭和41年度 島　津　貞　次                                            の１名 
山　室　　　胤 岸　田  国　光 米　沢  慶　市 目　黒　寅　助 安　東  仁　一
小　林　一　二 三　橋  　　勲             

昭和43年度 更　谷  真　清 岡　島　ハ　ツ                             
千僧供  仙　吉 相　茶　清　次 生　駒  　　清 山　崎      登 末　永　与吉郎
篠　原  利　計 稲　留　修　吉             
岩　瀬　九　市 長　木　　　茂 水　野　公　造 山　崎　利　之 田　中　秀　一                                            

昭和46年度 岡　音　清治郎 北　口  勝太郎 市　村  栄　市 西　田　富之助 の４名 
河　合  勝　二 植　平　尚　元 三　浦　富　蔵 畠　　　利　平 前　川  太　郎
滝　野  常　吉 桜　井　栄次郎             
山　田  範　次 山　川　新一郎 川　瀬  作太郎 上　西  光　雄 辻　　　信　保
浅　川  正　明 川　田  勇　吉             
加　藤　良　藏 高　桑  靖　之 田　島　由　松 田　中　栄　一 続　木　元　房
西　村      仙 原　　　邦　雄 松　山  正　雄 森　武　日　義                                             の９名
小　西　駒　市 宮　田　利　作 四　方  瞭　一 大　柳  兵　二 大　沼  信　之
関　根  三　郎 仲　山      實 神　内  孝太郎 早　瀬  金　蔵 大　西  義　夫
青　山  繁　蔵 今　井  文　助 本　間  省　三 品　田　幸　保 熊　崎  栄　文
里　見  和　也 小　山  昌　克                                           
藤　川      茂 辻　　　春　男 吉　川  正　夫 上　坂　勝　介 高　田  十　郎
谷　　　智治郎 高　　　助　松 飯　島  己代治 青　木  儀　夫 村　田　　　登
菊　地　弥太郎 浅　田  光　義 山　口  信　吉 表　　　　　彰 今　野　　　正
渡　辺  一　男 近　江      境 箭  原　秀　男 大　沢  重　栄 小河原　辰　也
市　川      栄                                           
浅　岡  信　一 安　藤  三　郎 生　駒  英　男 井　上  秀　一 大　名  英　一
島　口　八百美 高　橋  正　義 高　島  栄　一 二　瓶  利　蔵 畠　　　文八郎
早　坂　子之松 水　上　清　志 師　尾　守　泰 山　手  峰　男 山　梨  花　郊           

小　林  信　男 半　田  辰　雄 滝　沢  国　松 山　田  武　男 橋　本  脩　二
七　条  森　一 石　原  三　吉 秋　田　一　男 関　口      勇 太　田　盛　重
山　田　　　勇 原　田  勝　二 片　桐  惣二郎 田　中  栄　蔵 神　野　忠　夫
吉　田      昇 木　本　　　栄                                           
赤　坂  重　雄 伊　藤　啓　介 犬　伏  春　夫 大　森  熊　規 沢　田　　　清
田　村　常　七 中　村　義　信 藤　本　三　郎 細　川　　　忠 前　田　昌　宏
牧　　　成　治 村　田  伊　市 山　下　政　勝 山　村　三　郎 渡　辺　要　一
河　野　チ　ヨ 渡　辺  逸  子                                           
今　津　秀　市 岩　田      武 遠　藤　徳　治 小　川　武　生 小　山　　　公
澤　崎　正　一 竹　内　久　弥 但　馬　正　幸 近　澤      實 鶴　間  禮  司
出　羽　勇　雄 戸　嶋  豊　一 中　村      清 縄　江　清　市 山　下　　　清
山　田　　　豊 古　川  千代松 渡　辺  虎　蔵 前　田  美　起           の１９名
青　山　　　浩 佐々木　与四郎 廣　瀬　正　吉 西　　　　　衛 中　村  政　直
山　本　武　夫 関　山　秀　雄 山　田　清　一 片　岡　富三郎 藤　原　邦　晃
多　東  千代吉 田　辺　卓　一 渡  辺  芳　一 宮　口  安　治 黒　川  嗣　信
北　村　三　郎 明　石  武四郎 筒　井  静　枝 泉　沢　よ志乃          の１９名 
稲　尾　　　實 太　田　　　昇 大　場　清　一 岡　音　忠　一 工　藤　正　夫
柿　坂　武　志 小　林  富美男 近　森      武 捧　　　　　明 白　崎  由　雄
千　葉　美　雄 中　島  章　夫 東　出  正　男 飛騨野　芳　也 福　沢  弘　二
堀　　　政治郎 松　村  義　栄 水　上　　　清 岡　田  健　市 水　本  芳太郎
村　木　　　正 三　井　喜乃江                           
伊　藤　三  男 大  廣　元　一 小　川　　　勇 金　野　弘　見 佐々木　春　男
庄　子  五　郎 新　谷　泰　治 須　摩　保　孝 宝　田　喜一郎 田　村　栄　助
茶　木　豊　治 長　井　与　吉 永　井　与　作 久　居　利　男 前　川  通　泰
前　川　　　清 水　野　好　美 六　車　　　勉 高　野　美代子           の１９名
梅　野　寿　郎 岡　田　重　夫 川　島　博　明 島　崎　猛　夫 清　水　建　吉
住　友　　　潔 高　尾　精　一 高　橋　二　郎 谷　内  一　恵 津　田  正　雄
寺  坂  友　義 戸　田  秀　国 中　島　重　男 中　塚  政太郎 藤　川  孝　博
松　屋  芳　郎 矢　作  清　志 山　下  源太郎 志　賀  玲　子         の１９名  

過 去 の 中 小 企 業 経 営 者 表 彰 被 表 彰 者

昭和40年度

昭和42年度

昭和44年度

昭和50年度

昭和51年度

昭和52年度

昭和53年度

昭和54年度

昭和59年度

の２１名

昭和45年度

昭和56年度

昭和57年度

昭和47年度

昭和48年度

昭和49年度

昭和55年度

昭和58年度

の７名
の２名

の５名 

の７名

の７名

の１５名

の１７名

の２２名

の７名

の１７名

の１７名



飯　塚　達　二 飯　野　忠　雄 大　竹　順　吉 小　柳　与四郎 斉　藤　一　郎
佐　藤　正　治 谷　川　邦　輔 西　脇　信　一 平　尾  隆　平 平　間　正　鑑
眞　鍋　五　郎 宮　田　　　興 湯　浅  寿　夫 吉　田　寿　美 吉　田　正　雄
大　城　　　照 
遠　藤　信　雄 加　藤　岩　次 金　谷　由　松 川　森　錦三郎 木　村　晃　久
後　藤　勝　敏 紺　野　金次郎 田　中　亮　作 中　町　　　繁 原　　　直　義
藤　井　淳　一 松　田　信　平 八重樫　    勤 山　川　久　明 山　崎　與　吉
米　山  市之輔 和　田  正　信 国　原　美　恵                           
内  田  政  治 古  屋  政  一 谷  川  武  夫 庄  子  寛  一  奥　　　　　勇
山　本　恵　也 芦　崎　悦　雄 荒　川      実 朝　倉  信　行 長谷川　一　男
菊　池      務 児見山　　　壽 岸　田  忠　雄 河　内  一　二 廣　野　忠　雄
山　本　達　男 能　登　正　博 佐　藤  キミ子                         
和　泉  守　穂 伊　藤　春　夫 石　崎　貞　男 荻　野　弘　安 加　藤　清　治
小　林　正　吾 佐　藤　喜　一 嶋　津  博　忠 鶴　渕  武　市 中　村  臣　一
野　原　健　一 深　井　　　孝 舟　根　年　夫 三　浦　康　二 宮　川　重　次
山　田　源　治 
生　駒  二　朗 今　井　重　登 金　森　耕　造 小　島　　　尚 小　西　英　子
陣　門　　　修 須　藤　耕　司 水　道  義　雄 菅　原　国次郎 杉　野  昭　雄
藤　沢　良　造 森　川  禮　市 山　　　　　清 山　下      弘                          の１４名 
渡　部　俊　勝 目　黒　　　登 吉　田　正　明 鎌　倉  春　雄 名古屋　正太郎
高　田      稔 田　中　英　雄 高　橋  治　夫 武　田  政　吉 近　藤　初　一
堀　　　末　吉 藤　田      豊 新　田      勉 及　川  忠　治 豊　島  雅　衛
尾　崎  行　智 酒　井  照　子                                           
市　原  芳　香 樫　原  佑　二 北　野      稔 佐　藤　俊　悦 鈴　木  健　二
高　橋　晃　久 竹　田  研　二 中　村　正　一 原　田　正　一 増　田　幸　一
六　車　　　寛 村　本　龍　一 山　田      稔 鈴　木　栄　子                           の１４名
荒　井      宏 岩　城  令　三 大　友　源太郎 小　沢  彰　市 桑　原  春　雄
佐　藤　繁　男 柴　田　恵　治 高　間  俊　郎 冨　田  和　信 前　田　啓　三
牧　野  茂　雄 横　幕      誉 加　藤　啓　子                                           
阿　部　謙　三 今　井　　　正 大　蔵　業　立 大　場　和　平 加賀城　　　章
川　邊  力　男 川　村　一　悦 北　口　正　一 媚　山  和　夫 斉　藤　留　雄
長　尾  節　夫 堀　田　正　治 前　田　隆　弘 山　内　和　夫 山　室　　　稔
米　田　春　雄 渡　部  邦　雄 鈴　木  みどり                           
生　駒  文　朗 稲　田      信 魚　住      弘 片　野　実　清 熊　坂　七　郎
高　橋　　　彰 中　里  富　保 永　田      清 平　出      昭 丸　山　満　雄
美　浪　晃　一 美　馬　孝　市 村　本　　　正 由　良      勇 渡　部　武　一
田　中　會　子 
石　川　誠　次 今　津　隆　夫 大　沼　敏　雄 川　村　愛　一 川　村　　　武
北　村　哲　男 工　藤　善　美 日　下　　　實 佐　藤  仙　一 佐　藤　直　司
澤　田　泰　明 澤　田　富　治 豊　島  弘　通 中　屋　　　健 古　館　    章
松　田　一　雄 水　野  茂　夫 盛　永  孝　之 湯　佐　英　司 龍　後　廣　幸
田　中  松　栄                                         
糸　田　利　秋 稲　村　健　藏 宇　山　克　哉 梅　基　照　雄 大　澤　俊　男
大　角      實 小　宮　好　豊 近　藤　節　夫 澤　田  松　雄 高　倉  正　夫
辰　巳　忠　雄 中　里  隆　吉 野　村　松　雄 室　谷  　　勇 盛　永　信　義
山　上  喜　朗 湯　野　重　作 六　車　　　浩 山　田  トミ子           の１９名
石　田  竹　造 今　富  昌　市 佐　藤  春  夫 斉　藤　　　肇 髙　丸　　　修
辻　　　　　修 西　館  禎　久 橋　本　　　功 早　坂　健　志 星　　　宏　昌
松　田　忠　男 丸　山  久　夫 吉　竹  脩　男 但　野　ツル子 林　　　須　美
藤　原  ハ　ナ 
井　出  公　夫 小　倉  清　美 越　智  一　成 小野寺　岳　男 木　村　　　進
佐　藤　　　武 酒　井      登 笹　井　邦　夫 瀬  尾　信　佳 谷　　　敬　三
中　野  博　雄 中　山　信　義 仲　山  隆　志 増　田  智恵子 渡　辺  典　芳           

相　澤  正　勝 伊　藤　利　夫 植　平　卓　夫 荻　原      弘 小　森  眞　道
新　川　喜三郎 道　木　清　幸 西　元　    勝 秦      忠　司 堀　　　久仁夫
松　本  泰　行 村　上      勇 山　根      力 下　村  禮　子                          の１４名 
會　田  敏　雄 安　東　信　吉 尾　田　一　夫 金　谷　行　雄 黒　須  昌　子
小　西  紳　一 今　野  清　美 佐々木　緋沙子 桜　井  亀久良 杉　尾  伸　夫
鈴　木  新　吾 鈴　木      等 田　村　久　道 畠　山　五　郎 山　内　亮　一
山　田　　　始 

昭和60年度

昭和61年度

昭和62年度

の２１名  

の１６名

の１５名

の１６名

平成８年度

平成９年度

平成10年度

平成11年度

平成７年度

の１８名

の１６名

の１８名  

の１６名

の１８名

の１６名

平成４年度

平成５年度

平成６年度

昭和63年度

平成元年度

平成２年度

平成３年度

平成12年度

の１７名

の１３名



赤　坂　孝　子 明　石　利　夫 石　崎　昭　治 石　澤　清　志 上　田  益　男
太　田  吉四郎 久保田　寛　一 佐　藤　匡　俊 菅　田　正　幸 原　田      誠
山　田  善　昭 吉　田      裕 稲　場  郁　子                                           
川　西　　　勉 小　山  正　良 杉　内      明 杉　野  好　雄 砂　田      武
神　内　良　幸 高　橋  有　司 東　藤  弘　志 利　岡　公　正 林　　　喜代次
松　本  日出男 和　田  泰　紀 大　瀧  昌　子                                           
石　野　正　勝 浦　辻　札　雄 尾　暮　敏　雄 大　谷　　  博 関　口  浩　樹
玉　川      泰 仲　山  昭　義 濱　口  勝　紀 廣　瀬  正　一 武　蔵  弘　毅
村　井  千　里 山　口      勇 山　崎  正　英 信　田  和　子                           の１４名
荒木関　国　行 酒　井　　　孝 佐　藤　克　志 宍　戸　正　昭 高　橋　啓　二
高　張　　　豊 辻　　　利　郎 西　舘　勝　友 芳　賀　　　勲 八　田　光　永
古尾谷　　　裕 宮　本　信　行 金　　　かね子
飯　森　　　孝 石　川　勝　巳 伊　藤　善　行 岩　城　榮太郎 浦　野　　　勉
古　城　　　聖 佐々木　鉄四郎 鈴　木　盛　策 則　末　尚　大 飛弾野　正　幸
福　地　吉　隆 星　野　節　子 宮　崎　孝　次 渡　部　徳　二 の１４名
麻　生　　　繁 市　橋　政　子 梅　田　　　悟 大　宮　好　光 加　藤　猛　男
金　谷　和　文 河　野　康　則 木　戸　政　文 宗　万　　　忠 外　崎　利　之
谷　　　親　二 谷　内　惇　一 長　瀬　利　祐 増　田　幸　三 村　本　　　洋
守　田　和　平 山　田　倶　巳 山　田　宏　紀 横　内　惠　一 の１９名
生　駒　　　武 内　田　正　徳 太　田　英　司 小　川　幸　雄 柏　葉　義　雄
川　邊　康　世 吉　良　　　徹 栗　原　利　勝 温　井　　　敬 松　野　和　彦
真　鍋　良　信 三　浦　邦　昭 水　上　智惠子 宮　口　幸　治 宮　崎　　　勉
廣　野　榮　子 の１６名
伊　藤　二　之 太　田　秀　明 表　　　　　豊 佐　藤　利　春 高　橋　清　二
谷　川　　　敞　　　　　　辻　　　　　實 福　田　光　男 森　本　茂　廣 吉　田　信　治
藤　田　和　子 の１１名
上　高　昌　信 川　島　崇　則 鈴　木　重　光 関　山　憲　充 手　嶋　俊　一
檜　山　正　人 福　居　惠美子 藤　沢　芳　則 三　木　　　實 森　若　賢　治
山　田　紀　二 の１１名
植　平　有　治 小　島　高　清 齋　藤　和　広 下　村　一　紀 中　島　康　夫
堀　　　栄　二 増　田　信　幸 松　倉　幸　雄 南　　　章　雄 森　本　　　弘
の１０名
石　川　信　義 工　藤　兼　尾 小　城　公　明 駒　井　隆　雄 小　山　一　成
佐々木　義　孝 田　畑　正　晴 千　葉　新　次 中　村　喜久治 三　宅　國　博
吉　峰　健　一 の１１名
青　木　昭　二 橘　井　敏　弘 後　藤　時　雄 高　橋　国　臣 武　田　昭　宏
中　島　啓　一 能　任　利　明 舟　橋　三　郎 安　田　志津吉 山　口　誠　二
吉　川　昌　志 の１１名
穴　口　昭　三 泉　澤　玄一郎 上　野　盛　久 笠　原　信　行 熊　野　博　幸
坂　下　光　博 佐　川　　　徹 岳　　　隆　久 平　尾　満　泰 山　田　春　雄
山　本　信　男 の１１名
會　田　　　豊 生　駒　雅　彦 岩　田　亮　一 大　廣　泰　久 上　村　正　信
木　村　進　一 田　中　修　一 中　川　竹　志 中　野　典　一 福　寿　忠　勝
藤　田　　　進 松　田　誠　一 山　崎　與　吉 の１３名
大　西　勝　一 加　藤　範　幸 窪　田　明規夫 佐々木　通　彦 菅　原　秀　明
西野目　信　雄 西　山　陽　一 安　井　克　之 山　下　忠　夫 湯　野　信　一
の１０名
大　沼　克　己 小木田　儀　和 佐々木　徹　雄 武　田　政　則 中　谷　　　登
中　村　裕　一 松　本　神　一 若　松　宏　佳 脇　坂　愼　一 の９名
稲　井　　　誠 高　木　　　均 髙　橋　徳　松 髙　畠　嘉　信 寺　林　　　修
本　田　和　行 三　輪　一　典 八　木　隆　志 吉　村　重　孝 の９名
秋　島　和　彦 大久保　邦　男 川　嶋　　　稔 齊　藤　啓　一 髙　橋　秀　樹
野　村　　　榮 松　永　孝　道 森　川　時　夫 吉　川　裕　二 の９名
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