
令和３年度 優良産業人表彰受賞者について 

 

去る 2 月 15 日（火）午後 3 時 30 分より、ロイヤルホールヨコハマ「ヴェルサイユ」にて「優良産業人表彰 伝達式・表彰

式」を開催いたしました。 

横浜 商工会議 所の会員企業 ・団体 を経営 する事業 主と 、そ こに 勤務する 従業員の方々 を表彰す るこ と

により、永年の勤続と優秀な功績を讃え、横浜市内経済の更なる発展に向けての励みとしていただくための賞で、 

第 66 回目を迎える本年は、事業主 7 名、従業員 76 名の方々がを優良産業人として表彰することとなり、上野孝会頭より

表彰状が贈呈されました。 

 

≪令和３年度 優良産業人表彰受賞の方々≫                          （順不同・敬称略） 

 ※掲載を希望されていない方々は掲載しておりません。 

☆は、勤続年数 30 年以上で、特に日本商工会議所と当所会頭との連名表彰の方々 

【事業主の部】           

☆ 鏡 吉弥 (有）鏡精機  細貝 昭一 ㈱アレックス  辻巻 晋輔 ㈱ツジマキ 

 平林 隆義 ㈱cocoroom  計屋 卓摩 エーエフマネジメント㈱ 白井 崇雄 (株)白井組 

 樽谷 展年 （一社）保土ヶ谷青色申告会       

【従業員の部】           

☆ 佐藤 睦美 ㈱産業貿易センター ☆ 斎藤 正浩 日本発条㈱ ☆ 沢里 研二 ㈱松尾工務店 

☆ 鈴木 朗仁 ㈱サカタのタネ ☆ 木之内 悦子 丸全昭和運輸㈱ ☆ 尾島 敏郎 ㈱ホテル、ニューグランド 

☆ 山形 政人 ㈱渡辺組 ☆ 山野井 利弘 川崎鶴見臨港バス㈱鶴見営業所 ☆ 鈴木 一幸 ㈱松尾工務店 

☆ 高山 純一 ㈱渡辺組 ☆ 杉田 智康 ㈱アイネット ☆ 原田 龍介 ㈱宇徳 

☆ 平井 猛夫 ㈱日新 ☆ 小林 正明 ㈱崎陽軒 ☆ 伊藤 栄 (株)髙島屋 横浜店 

☆ 馬場 香織 (株)髙島屋 横浜店 ☆ 石井 隆二 相鉄ローゼン(株) ☆ 近澤 義孝 相鉄ローゼン(株) 

☆ 東野 由紀子 東京汽船㈱ ☆ 菊池 敦子 東京汽船㈱ ☆ 鴨志田 直樹 (株)ロイヤルホール 

☆ 青木 保 川本工業(株) ☆ 菅谷 直美 ㈱北村回漕店 ☆ 伊藤 始 (株)総合車両製作所 

 石川 敬一郎 ㈱宇徳  竹之内 匠 日本飛行機㈱  山田 誠 ㈱三木組 

 伊東 正人 ㈱光電社  斎 昌樹 ㈱横浜電算  下出 健 ㈱光電社 

 牛島 正太 相鉄企業㈱  岡﨑 竜介 ㈱小俣組  山本 圭市 関東陸送㈱ 

 松原 進 ㈱小俣組  小松崎 雅昭 ㈱サカクラ  田中 秀直 ㈱サカクラ 

 荒井 利之 相鉄企業㈱  丸林 剛幸 上野グループホールディングス㈱ 矢野目 長美 大洋建設㈱ 

 粕谷 一雄 

㈱ローズホテルズ・インター

ナショナル 

鷺谷 沙知子 (株)KHJ サービス 鈴木 宏幸 工藤建設㈱ 

 佐々木 伸 横浜植木㈱  岩田 典朗 ジャパンプローブ㈱ 淺田 翔太 ㈱神奈川保健事業社 

 宍倉 正夫 君島精機㈱  伊東 弘子 ㈱旭広告社  斎藤 紀子 ㈱そごう・西武 そごう横浜店 

 新垣 安夫 ㈱アレックス  倉本 淑子 ㈱A-SPEC  山田 恵子 （一社）横浜港振興協会 



 

内野 由美子 ㈱センチュリー工業  王 正富 ㈱華正樓  斎藤 信昭 川崎鶴見臨港バス㈱鶴見営業所 

 加藤 和昌 ㈱共栄社 田邉 弘二 (株)ロイヤルホール 高橋 茂則 (株)IHI 横浜事業所 

 吉田 秀隆 横浜ビル建材㈱  松本 好美 ㈱共栄社  中川 令子 横浜ビル建材㈱ 

 的場 政俊 

（一社）日本貨物検数協会 

横浜支部 

佐藤 倫久 (株)ダイイチ  須藤 孝博 横浜市資源リサイクル事業協同組合 

 定方 徹 富士倉庫㈱ 林 耀煌 ㈱華正樓  中村 一紀 (株)江戸清 

 木田 孝宏 ㈱若竹  春木 正一 (株)富士紙業  影山 毅 ㈱若竹 

 細川 隆之 (株)IHI ビジネスサポート 小堀 清陽 （株）総合車両製作所 

 

 

 

 

 

令和３年度 神奈川県優良産業人表彰 （伝達式）について 

横浜商工会議所から神奈川県に推薦した 17 名の方々が、神奈川県知事並びに（一社）神奈川県商工孝会議所連合

会会頭の連名により表彰することが決定しました。 

今年度は新型コロナウイルス感染症の影響による神奈川県優良産業人表彰式の中止に伴い、神奈川県より表彰状を

お預かりしての伝達式を、横浜商工会議所優良産業人表彰式と同時に執り行い、2 月 15 日（火）午後 3 時 30 分から、 

ロイヤルホールヨコハマ「ヴェルサイユ」にて以下の 17 名の方々が上野会頭から表彰状を伝達されました（順不同・敬称略。

また氏名公表を辞退されている方は掲載しておりません） 

 

≪令和３年度 神奈川県優良産業人表彰受賞の方々≫          （順不同・敬称略） 

【事業主の部】           

 河原 和弘 関東陸送㈱  植本 正太郎 奈良建設(株)      

【従業員の部】           

 永島 俊介 日本発条㈱  岸 由香 ㈱サカタのタネ  小島 高志 ハイテック(株)  

 本田 和之 丸全昭和運輸㈱ 丹下 敦朗 相鉄ホールディングス㈱ 塙 裕之 日本飛行機㈱  

 蓮本 信彦 ㈱崎陽軒  山本 英樹 ㈱アサイト  橋本 陽子 ㈱神奈川保健事業社 

 清水 光久 川本工業(株)  高須 由哲 (株)信友建設  林 和弘 (株)京急百貨店 

 


