
年 回

・　堤　　　　菁 世紀工業(株)社長 米沢市

・松　田　哲　夫 県農業改良普及所主任 南陽市

・渡　辺　順之助 オリエンタルカーペット(株)社長 山辺町

・行　方　靖　郎 県貿易協同組合理事長 米沢市

・株式会社山本製作所 天童市

・広　田　友　造 (株)広田製作所会長 山形市

・郷　守　重右衛門 鶴岡商店会連合会長 鶴岡市

・大　友　久三郎 日本刃物(株)社長 米沢市

・広　田　　 隆 (株)広田製作所社長 鶴岡市

・嵐　田　虎　雄 嵐田絹織(株)社長 米沢市

・武　山　省　三 松ヶ岡農業協同組合長 羽黒町

・　乾　　 三　郎 (株)天童木工常務 天童市

・山　口　長次郎 米沢総合卸売センター理事長 米沢市

・田　中　賢　一 県庄内経済農業協同組合連合会生産園芸部長 酒田市

・名　和　光　夫 (株)名和鋳造所社長 山形市

・屶　網　末　松 鶴岡織物工業協同組合理事長 鶴岡市

・粟　野　武　夫 県経済農業協同組合連合会専務理事 山形市

・大　江　良　一 米富繊維(株)社長 山辺町

・赤　松　勇太郎 (株)最北精密社長 新庄市

・猪　俣　栄　市 猪俣(株)会長 米沢市

・鈴　木　重　介 松岡協同製糸(株)社長 松山町

・鈴　木　傳　六 (株)でん六会長 山形市

・白　田　要右衛門 前朝日町農業協同組合長 朝日町

・鈴　木　栄　市 米沢商工会議所顧問 米沢市

・須　藤　重三郎 酒田鉄工協同組合理事長 酒田市

・佐　藤　伊和冶 金屋興業(株)社長 鶴岡市

・町　田　真　三 田丸家具工業(株)社長 山形市

・小　野　栄太郎 新庄商工会議所会頭 新庄市

・高　野　俊　三 米沢織物協同組合連合会副理事長 米沢市

・弦　巻　作　冶 酒田流通センター理事長 酒田市

・竹　田　廣　次 長井電子工業協同組合理事長 長井市

・濱　田　耕　一 浜田ワイン(株)社長 米沢市

・児　玉　英　男 協同組合エコーグループ理事長 酒田市

昭和５５年 第９回

昭和５６年 第１０回

昭和５２年 第６回

昭和５３年 第７回

昭和５４年 第８回

昭和４９年 第３回

昭和５０年 第４回

昭和５１年 第５回

山形県産業賞既受賞者一覧(年度別）

産　　業　　賞　　既　　受　　賞　　者

昭和４７年 第１回

昭和４８年 第２回
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・桂　木　公　平 日本地下水開発(株)代表取締役 山形市

・西海枝　　融 (株)米沢製作所相談役 米沢市

・松　村　英　彌 県機械工業会長 天童市

・青　木　厚　一 米沢織物協同組合連合会理事長 米沢市

・内　田　一　郎 日東食品製造(株)社長 寒河江市

・渋　谷　勇　夫 (株)河村食用菌研究所社長 酒田市

・ハッピーミシン製造株式会社 山形市

・石　川　　堯 アイジー工業(株)社長 東根市

・ミクロン精密株式会社 山形市

・山形日本電気株式会社 山形市

・佐々木　忠　雄 米沢商工会議所会頭 米沢市

・株式会社石井製作所 酒田市

・城北麺工株式会社 山形市

・峰田メリヤス株式会社 山辺町

・小　嶋　源　吉 前協同組合山形流通団地理事長 山形市

・清　野　源太郎 県商工会議所連合会長 上山市

・前田製管株式会社 酒田市

・山形県食糧事業協同組合連合会 山形市

・武　田　重　信 タケダワイナリー 上山市

・平　吹　　武 (株)平吹武建築設計事務所会長 山形市

・株式会社大沼 山形市

・株式会社三奥屋 高畠町

・青　山　治右衛門 (株)大坂屋社長 山形市

・大　場　正　巳 山形酸素(株)社長 山形市

・株式会社トプコン山形 山形市

・藤庄印刷株式会社 山形市

・金　山　國次郎 県中小企業団体中央会長 山形市

・出羽桜酒造株式会社 天童市

・山形県ニット工業組合 山形市

・株式会社山形丸魚 山形市

・大　山　勝太郎 (株)天童木工社長 村山市

・新　田　嘉　一 (株)平田牧場社長 平田町

・山　本　　正 県商工会連合会長 天童市

・株式会社ヤマザワ 山形市

・押　切　六　郎 最上峡芭蕉ライン観光(株)社長 新庄市

・菅　原　道　敏 荘内ガス(株)社長 酒田市

・山形交通株式会社 山形市

・米沢日本電気株式会社 米沢市

平成元年 第１８回

平成２年 第１９回

平成３年 第２０回

昭和６１年 第１５回

昭和６２年 第１６回

昭和６３年 第１７回

昭和５８年 第１２回

昭和５９年 第１３回

昭和６０年 第１４回

昭和５７年 第１１回
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・斎　藤　成　徳 (株)斎藤農機製作所社長 酒田市

・株式会社佐藤松兵衛商店 山形市

・日本製乳株式会社 山形市

・協同組合山形流通団地 山形市

・佐　藤　吉　栄 (株)冷凍技術工業所社長 南陽市

・水戸部　知　巳 山形日本電気(株)会長 山形市

・東北パイオニア株式会社 天童市

・協同組合山形給食センター 山形市

・佐　藤　榮　一 酒田米菓(株)社長 酒田市

・佐　藤　良　平 (株)丸定会長 米沢市

・原　田　孝　一 ハッピー工業(株)社長 山形市

・株式会社小川製麺所 山形市

・秋　山　太三郎 秋山鉄工(株)会長 鶴岡市

・本　間　利　雄 (株)本間利雄設計事務所地域環境計画研究室代表取締役 山形市

・七日町商店街振興組合 山形市

・株式会社旅館古窯 上山市

・工　藤　菊太郎 県商工会議所連合会長 山形市

・千　歳　　栄 (株)千歳建設社長 山形市

・天童市農業協同組合 天童市

・榊　原　忠　雄 ミクロン精密(株)社長 山形市

・佐　野　清　一 かね上佐野水産(株)会長 米沢市

・鈴　木　傳四郎 (株)でん六社長 山形市

・株式会社滝の湯ホテル 天童市

・伊　藤　茂　男 (株)伊藤熱処理会長 山形市

・益　津　　力 米沢日本電気(株)相談役 米沢市

・山　澤　　進 (株)ヤマザワ社長 山形市

・石　島　聰　一 東北パイオニア(株)社長 山形市

・遠　藤　栄次郎 山形県石油商業組合理事長 山形市

・半　田　春　吉 山形トラック運送事業協同組合理事長 山形市

・東北エプソン株式会社 酒田市

・石　澤　正　裕 (株)石澤製作所会長 山辺町

・鈴　木　俊　幸 日東ベスト(株)会長 寒河江市

・結　城　幸　三 (株)結城屋会長 山形市

・片　桐　久　吉 (株)片桐製作所会長 上山市

・横　澤　浩　次 協同薬品工業(株)会長 長井市

・ハイメカ株式会社 米沢市

・山形スリーエム株式会社 東根市

平成１３年 第３０回

平成１０年 第２７回

平成１１年 第２８回

平成１２年 第２９回

平成７年 第２４回

平成８年 第２５回

平成９年 第２６回

平成４年 第２１回

平成５年 第２２回

平成６年 第２３回
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・株式会社シベール 山形市

・東北電機鉄工株式会社 酒田市

・株式会社マーク 長井市

･エムテックスマツムラ株式会社 天童市

・テーピ工業株式会社 寒河江市

・株式会社丸十大屋 山形市

・株式会社マルハチ 余目町

・伊　藤　勝　男 伊藤電子工業（株）社長 山辺町

・佐藤繊維株式会社 寒河江市

・株式会社鈴木製作所 山形市

・安　部　行　雄 米沢織物工業組合理事長 米沢市

・佐　藤　邦　治 （株）出羽屋取締役 西川町

・髙　橋　文　夫 東北電化工業（株）会長 山形市

・高畠ワイン株式会社 高畠町

・佐　藤　登左衛門 大蔵精機（株）代表取締役社長 山形市

・武　田　吉　則 （株）ヤマコー代表取締役社長 山形市

・株式会社小松写真印刷 酒田市

・大　友　久太郎 日本刃物㈱代表取締役会長 米沢市

・山　本　惣　一 ㈱山本製作所代表取締役会長 天童市

・鎗　水　景　一 エムテックスマツムラ㈱代表取締役会長 天童市

・奥山　清行 ㈱KEN OKUYAMA DESIGN 代表取締役 山形市

・清野　伸昭 山形パナソニック㈱代表取締役社長 上山市

・株式会社大商 酒田市

・鈴木　喜代壽 スズキハイテック㈱代表取締役社長 山形市

・株式会社かわでん 南陽市

・後藤電子株式会社 寒河江市

・安房　毅 ㈱タカハタ電子　代表取締役 高畠町

・酒田共同火力発電株式会社 酒田市

・株式会社シェルター 山形市

・株式会社ウエノ 鶴岡市

・第一貨物株式会社 山形市

・日新製薬株式会社 天童市

・ロイヤルネットワーク株式会社 酒田市

・奥田　政行 アル・ケッチァーノ、ヤマガタ　サンダンデロ　オーナーシェフ 鶴岡市

・菊地　規泰 ㈱菊地保寿堂　代表取締役 山形市

・株式会社大風印刷 山形市

・東方水上シルクロード貿易促進協議会 酒田市

平成２２年 第３９回

平成２３年 第４０回

平成２４年 第４１回

平成１９年 第３６回

平成２０年 第３７回

平成２１年 第３８回

平成１６年 第３３回

平成１７年 第３４回

平成１８年 第３５回

平成１４年 第３１回

平成１５年 第３２回
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・エヌ・デーソフトウェア株式会社 南陽市

・株式会社カネト製作所 上山市

・山形食品株式会社 南陽市

・米富繊維株式会社 山辺町

・ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ株式会社 鶴岡市

・株式会社ムラヤマ 山形市

・山形魚商協同組合 山形市

・山形県酒造組合 山形市

・佐藤　淳司 東北銘醸株式会社　代表取締役社長 酒田市

・本間設計グループ 山形市

・山形県佛壇商工業協同組合 山形市

・小嶋　信一 オビサン株式会社　代表取締役会長 山形市

平成２８年 第４５回 ・平　忠一 株式会社平野屋　代表取締役会長 長井市

・株式会社山形電機製作所 山形市

・加藤総業株式会社 酒田市

平成２９年 第４６回 ・加藤　昌宏 株式会社天童木工　取締役社長 天童市

・内藤　文德 株式会社上杉コーポレーション　取締役会長米沢市

・仲野　益美 出羽桜酒造株式会社　代表取締役社長 天童市

平成３０年 第４７回 ・長谷川　吉茂 株式会社山形銀行　代表取締役頭取 山形市

・前田　直己 前田製管株式会社　相談役 酒田市

・佐藤　信幸 株式会社古窯ホールディングス　代表取締役社長 上山市

令和元年 第４８回 ・鈴木　隆一 株式会社でん六　代表取締役社長 山形市

・峯田　季志 峯田電器株式会社　代表取締役社長 山辺町

・井上　弓子 髙島電機株式会社　代表取締役会長 山形市

令和２年 第４９回 ・小野木　覺 株式会社大商金山牧場　代表取締役会長 鶴岡市

・進和ラベル印刷株式会社 上山市

・國井　英夫 株式会社庄交コーポレーション　代表取締役社長 鶴岡市

令和３年 第５０回 ・庄司　正人 株式会社山形メタル　代表取締役社長 真室川町

・日本地下水開発株式会社 山形市

第４４回平成２７年

平成２５年 第４２回

平成２６年 第４３回


