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中小企業基盤整備機構 News Release 
 

 

～中小企業の活躍及び地域の発展に貢献～ 

功労者感謝状の贈呈について 

独立行政法人中小企業基盤整備機構（略称：中小機構 所在地：東京都港区 理事長：豊

永 厚志）は、令和元年７月に設立１５周年を迎え、これまで中小機構の活動と連携しつつ、

中小企業・小規模事業者の活躍及び地域の発展に顕著な功労をされた各地の経営者の皆様や

地域中小企業支援機関の方々に感謝の意を表することとしました。 

・中小企業者の活躍及び地域の発展に顕著な功労をされた方への感謝状贈呈  ９４名 

※一覧(10 月 24日現在)は別紙のとおり

中小機構は、感謝状を贈呈した方々とともに、引き続き中小企業・小規模事業者の活躍及

び地域の発展に貢献して参ります。 

＜独立行政法人中小企業基盤整備機構（中小機構）＞ 

中小機構は、日本の中小企業政策の総合的かつ中核的な実施機関として、全国の中小企業への支

援をトータルで行う経済産業省所管の独立行政法人です。承継や生産性向上など様々な課題を抱

える中小企業に対して、創業、販路開拓、海外展開、人材育成、事業承継、その他経営面での助言、

情報提供、並びに共済制度、ファンドを通じた資金提供など多様な支援を実施しています。 

 ＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報課 （担当者：越智、橋本、藤田） 

住所：東京都港区虎ノ門 3-5-1虎ノ門 37森ビル 

電話：03－5470-1515（ダイヤルイン） 



別紙
（令和元年10月24日現在）

氏名（敬称略） 中小企業・中小企業支援機関等 役職 所在地
佐藤　厚 株式会社　ニッコー 取締役会長 北海道
春木　真一 株式会社　ハルキ 代表取締役 北海道
堀  安規良 株式会社　ホリ 代表取締役社長 北海道
森山  慶一 株式会社　共同物流サービス 代表取締役 青森県
河野　通洋 株式会社　八木澤商店 代表取締役 岩手県
田中　善一 株式会社　タゼン 代表取締役 宮城県
本田　光正 東杜シーテック　株式会社 代表取締役 宮城県
虻川　東雄 東光鉄工　株式会社 代表取締役会長 秋田県
山本　丈実 株式会社　山本製作所 代表取締役 山形県
小暮　憲一 株式会社　福島情報処理センター 代表取締役社長 福島県
高橋　美帆 高保製薬工業　株式会社 代表取締役 福島県
林　明博 林精器製造　株式会社 代表取締役 福島県
加藤木　克也 株式会社　三友製作所 代表取締役 茨城県
松下  正直 株式会社　足利銀行 取締役頭取 栃木県
湯本　英雄 株式会社　オフィスエフエイ・コム 常務取締役 栃木県
笠原　康利 株式会社　笠盛 代表取締役会長 群馬県
佐藤　弘男 株式会社　アドテックス 代表取締役 群馬県
折原　浩 株式会社　ディセンター 代表取締役 埼玉県
萩野　源次郎 大和合金　株式会社 代表取締役社長 埼玉県
橋本　義昭 埼玉縣信用金庫 理事長 埼玉県
芦澤　直太郎 アシザワ・ファインテック　株式会社 代表取締役社長 千葉県
寺谷　健治 株式会社　五味商店 代表取締役 千葉県
上野　保 東成エレクトロビーム　株式会社 取締役会長 東京都
片桐　実央 銀座セカンドライフ　株式会社 代表取締役 東京都
仮屋薗　聡一 一般社団法人　日本ベンチャーキャピタル協会 名誉会長 東京都
草間　誠一郎 株式会社　三ツ矢 代表取締役 東京都
重永　忠 株式会社　生活の木 代表取締役社長　C.E.O 東京都
西川　太一郎 荒川区 区長 東京都
西原　敬一 ニシハラ理工　株式会社 代表取締役社長 東京都
野長瀬　裕二 一般社団法人　首都圏産業活性化協会 会長 東京都
鉢嶺　登 一般社団法人　中小・地方・成長企業のためのネット利活用による販路開拓協議会 代表理事 東京都
松田　修一 早稲田大学 名誉教授 東京都
松橋　卓司 株式会社　メトロール 代表取締役 東京都
森　俊彦 特定非営利活動法人　日本動産鑑定 会長　 東京都
吉村　俊之 株式会社　豊島屋本店 代表取締役社長 東京都
小川　尊也 株式会社　一の湯 代表取締役社長 神奈川県
橋元　雅敏 株式会社　さがみはら産業創造センター 代表取締役社長 神奈川県
宮﨑　知子 株式会社　陣屋 代表取締役女将 神奈川県
小林　知行 株式会社　諏訪田製作所　 代表取締役 新潟県
白杉　太一 長岡信用金庫 理事長 新潟県
関　幸博 株式会社　ミールケア 代表取締役 長野県
三森　中 株式会社　クア・アンド・ホテル 代表取締役社長 山梨県
福井　英輔 福井ファイバーテック　株式会社 代表取締役 愛知県
村山　雄司 三竹生コンクリート　株式会社 代表取締役 愛知県
伊藤　克紀 株式会社　カネコ小兵製陶所 代表取締役 岐阜県
多田　憲生 株式会社　岐阜多田精機 代表取締役 岐阜県
藤井　健司 有限会社　藤総製陶所 代表取締役 三重県
能作　克治 株式会社　能作 代表取締役社長 富山県
小原　繁 株式会社　オハラ 代表取締役社長 石川県
黒田　一郎 鯖江商工会議所 会頭 福井県
小松原　一身 株式会社　ボストンクラブ 代表取締役 福井県
大塚　敬一郎 大塚産業マテリアル　株式会社 代表取締役会長 滋賀県
西堀　耕太郎 株式会社　日吉屋 代表取締役 京都府
福田　喜之 株式会社　ＦＵＫＵＤＡ　 代表取締役 京都府
村山　昇作 株式会社　iPSポータル 代表取締役社長 京都府



（令和元年10月24日現在）
氏名（敬称略） 中小企業・中小企業支援機関等 役職 所在地

森　孝文 舞鶴厚生　株式会社 代表取締役 京都府
岡本　絵麻 岡本織物　株式会社 専務取締役 京都府
辻本　勝次 株式会社　ダイワホーサン　 取締役会長 奈良県
水上　和之 公益財団法人　奈良県地域産業振興センター　 事業化推進課　奈良県事業承継ブロックコーディネーター 奈良県
吉田　佳代 梅乃宿酒造　株式会社 代表取締役 奈良県
池田　順治 国立大学法人　大阪大学　 特任教授 大阪府
井上　浩行 大裕鋼業　株式会社 代表取締役社長 大阪府
髙井　嘉津義 大阪信用金庫 理事長 大阪府
谷　正之 バイオ・サイト・キャピタル　株式会社 代表取締役社長 大阪府
奥谷　智彦 株式会社　奥谷金網製作所　 代表取締役社長 兵庫県
古谷　稔 公益財団法人　北播磨地場産業開発機構 相談員 兵庫県
武田　敏治 大和建工材　株式会社 代表取締役社長 兵庫県
遠藤　昭久 株式会社　アイビーテック 代表取締役 兵庫県
平位　稔之 太平工材　株式会社 代表取締役 兵庫県
三津　千久磨 ミツ精機　株式会社 代表取締役社長 兵庫県
羽馬　好幸 気高電機　株式会社 代表取締役社長  鳥取県
玉木　暢 有限会社　玉木製麺 代表取締役社長  島根県
重道　泰造 株式会社　アイグラン 代表取締役 広島県
綿岡　美幸 株式会社　ワタオカ 代表取締役 広島県
松尾　正男 ダイヤ工業　株式会社 代表取締役会長 岡山県
万殿　貴志 株式会社　英田エンジニアリング 代表取締役社長 岡山県
松山　英治 株式会社　ひびき精機 代表取締役社長 山口県
河野　伸之 サンコー　株式会社 代表取締役社長 香川県
守谷　通 四国物産　株式会社 代表取締役社長 香川県
眞鍋　将之 眞鍋造機　株式会社 代表取締役社長 愛媛県
植木　剛彦 株式会社　ナダヨシ 代表取締役 福岡県
大久保　泰輔 タカハ機工　株式会社 代表取締役 福岡県
清永　誠 株式会社　ヒューマンリソース・デベロップメント 代表取締役 福岡県
佐藤　美徳 佐藤食品　株式会社 代表取締役 福岡県
白石　憲正 株式会社　diffeasy 代表取締役社長 福岡県
野田　博文 株式会社　久留米鉄工 代表取締役 福岡県
三重野　計滋 株式会社　ワークス 代表取締役 福岡県
和田　優 株式会社　デイリーマーム 代表取締役 宮崎県
大橋　弘幸 株式会社　大橋 代表取締役 佐賀県
三宅　英樹 長崎海産　株式会社 取締役副社長 長崎県
向原　英作 大口酒造　株式会社 代表取締役社長 鹿児島県
上原　善仁 株式会社　上原ミート 代表取締役 沖縄県
新垣　旬子 株式会社　新垣通商 代表取締役 沖縄県
山城　正保 株式会社　沖縄銀行 代表取締役頭取 沖縄県
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