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平成 30 年７月豪雨により、中国地方では甚大な人的・物的被害が発生し、現在も被災地

の復旧・復興に向けた関係者による各種取組が進められているところです。 

 

今般、中国運輸局は、被災地が混乱している発災直後から被災地への物資輸送や、被災地

の移動手段の確保など、被災者・被災地への緊急支援に貢献された関係事業者等の皆様 

（別添名簿のとおり、８５者）に、下記のとおり感謝状を贈呈することといたしました。 

 

感謝状の贈呈にあたっては、被災地が広範囲に渡ることから、多くの運輸関係事業者等

の方々が被災者支援に尽力頂くなか、各県との災害時における協定に基づく支援の枠組み

を超える支援や、発災直後において緊急旅客・貨物輸送等に尽力頂いた方々を対象として

います。 

 

取材をご希望の場合は、別紙取材申込書により 10 月 29 日（月）までに申し込みを   

お願いします。 

 

記 

 

   １．日 時  平成 30 年 10 月 30 日（火） 13 時 30 分～ 

   ２．場 所  広島合同庁舎４号館 １階 共用第１２会議室 

   ３．受賞者  ○一般社団法人中国旅客船協会 

○公益社団法人広島県バス協会 

○一般社団法人広島県タクシー協会 

○広島地方通運業連盟 

○広島県倉庫協会 

○広島県冷蔵倉庫協会 

○一般財団法人中国港湾福利厚生協会 

○PASPY 運営協議会 

○呉工業高等専門学校神田佑亮研究室   

（順不同） 

なお、上記贈呈式での受賞者以外の方々（別添名簿のとおり）については、１０月   

３０日以降、所管部長及び支局長等から適宜手交します。 

 

 

 

【問合せ先】 中国運輸局総務部 総務課 

担当：金氏（かねうじ）、柘植（つげ） 

TEL 082-228-3434 FAX 082-227-9797 

平成 30 年 7 月豪雨災害における被災者支援に貢献された

方々に、中国運輸局長が感謝状を贈呈します 



 

別 紙  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取 材 申 込 書 
 

 

取材をご希望される方は下記にご記入の上、ＦＡＸにて事前申込をお願いします。 

 申込期限：平成３０年１０月２９日（月）１７時まで 

会社名 代表者名 

 

人数 

 

連絡先 

（取材当日に連絡可能なもの） 

テレビカメラの

有無 

  

 

 

 

 

  名 

  

 

 

 ＜問合先＞ 

中国運輸局総務部総務課 

     ＴＥＬ：０８２－２２８－３４３４ 

     ＦＡＸ：０８２－２２７－９７９７ 

 

ＦＡＸ ０８２－２２７－９７９７ 



所管 団体・事業者名 所在地・代表者

広島県倉庫協会 広島県広島市〔会長　古川 浩延〕

広島県冷蔵倉庫協会 広島県広島市〔会長　田中 一範〕

日本通運(株)広島支店 広島県広島市〔広島支店長　有馬 重樹〕

日本通運(株)三原支店 広島県三原市〔三原支店長　木山 俊和〕

双葉運輸(株) 広島県広島市〔代表取締役会長　為廣  尚武〕

呉工業高等専門学校
神田佑亮研究室

広島県呉市
〔呉工業高等専門学校　教授　神田 佑亮〕

広島電鉄(株) 広島県広島市〔代表取締役社長　椋田 昌夫〕

広島高速交通（株） 広島県広島市〔代表取締役社長　 竹内 功〕

スカイレールサービス
（株）

広島県広島市〔代表取締役社長　中谷 元〕

岡山電気軌道(株) 岡山県岡山市〔代表取締役社長　小嶋 光信〕

PASPY運営協議会 広島県広島市〔会長　横田 好明〕

（公社）広島県バス協会 広島県広島市〔会長　椋田 昌夫〕

（一社）広島県タクシー
協会

広島県広島市〔会長　信原 弘〕

（公社）広島県トラック協
会

広島県広島市〔会長　小丸 成洋〕

福山通運㈱ 広島県福山市〔代表取締役社長　小丸 成洋〕

広島地方通運業連盟  広島県広島市〔会長　有馬 重樹〕

（一社）中国旅客船協会 広島県広島市〔会長　小嶋 光信〕

(一社)日本マリン事業協
会中国支部

広島県広島市〔支部長　中野 裕之〕

（一財）中国港湾福利厚
生協会

広島県広島市〔会長　西山 寛〕

瀬戸内海汽船（株） 広島県広島市〔代表取締役　仁田一郎〕

さくら海運（株） 広島県江田島市〔代表取締役　辻本 英紀〕

似島汽船（株） 広島県広島市〔代表取締役　浜本 義幸〕

瀬戸内シーライン（株） 広島県広島市〔代表取締役　仁田 一郎〕

上村汽船（株） 広島県江田島市〔代表取締役　上村 隆彦〕

【別添】　　　平成30年7月豪雨に係る感謝状贈呈者名簿
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所管 団体・事業者名 所在地・代表者

河菜海運(株) 広島県呉市〔代表取締役　河菜 春文〕

株式会社広島ベイマリー
ナ

広島県広島市〔取締役社長　亀田 耕司〕

中国化薬（株） 広島県呉市〔代表取締役社長　神津 直〕

（株）シーゲートコーポ
レーション

広島県広島市〔代表取締役社長　西山 寛〕

広島電鉄(株) 広島県広島市〔代表取締役社長　椋田 昌夫〕

中国ジェイアールバス
(株)

広島県広島市〔代表取締役社長　前田 昌裕〕

広島バス(株) 広島県広島市〔代表取締役社長　沖田 和也〕

芸陽バス(株) 広島県東広島市〔代表取締役社長 　安井 千明〕

(株)東広島タクシー 広島県東広島市〔代表取締役　山田 伸二〕

富士交通(株) 広島県呉市〔代表取締役　火岡 純也〕

㈲津田交通 広島県廿日市市〔代表取締役　倉田 志津子〕

田島タクシー㈲ 広島県福山市〔代表取締役　小畑 寿美恵〕

㈲倉橋交通 広島県呉市〔代表取締役　宇和村 泰典〕

大福タクシー㈲ 広島県福山市〔代表取締役　佐藤 泰弘〕

㈲野呂山タクシー 広島県呉市〔代表取締役　岩沖 卓雄〕

広島県行政書士会 広島県広島市〔会長　光宗 五十六〕

(一社）広島県レンタカー
協会

広島県広島市〔会長　坂本 和明〕

(有)ジィー・エフ 広島県広島市〔代表取締役　冨士谷 洋三〕

オールホンダ販売(株)
矢野店

広島県広島市〔代表取締役　後迫 崇史〕

土生商船(株) 広島県尾道市〔代表取締役　弓場 丞〕

(有)家老渡フェリー汽船 広島県尾道市〔代表取締役　吉梅 栄二〕

鳥取運
輸支局

（一社）鳥取県トラック協
会

鳥取県鳥取市〔会長 川上 和人〕

島根運
輸支局

（公社）島根県トラック協
会

島根県松江市〔会長　三島 進〕
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所管 団体・事業者名 所在地・代表者

（公社）岡山県バス協会 岡山県岡山市〔会長　永山 久人〕

稲荷交通(株) 岡山県岡山市〔代表取締役　松田 良治〕

北振バス(株) 岡山県井原市〔代表取締役社長　吉本 邦久〕

両備ホールディングス㈱ 岡山県岡山市〔代表取締役社長　松田　久〕

(株)日の丸タクシー 岡山県倉敷市〔代表取締役　平井　啓之〕

（一社）岡山県トラック協
会

岡山県岡山市〔会長  遠藤 俊夫〕

岡山県貨物運送（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長  遠藤 俊夫〕

日本通運（株）岡山支店 岡山県岡山市〔支店長　大西 恭司〕

ヤマト運輸(株)岡山主管
支店

岡山県岡山市〔主管支店長　中島 義和〕

（一社）日本自動車販売
協会連合会岡山県支部

岡山県岡山市〔支部長　梶谷 俊介〕

岡山県軽自動車協会 岡山県岡山市〔会長　山本 角一〕

いすゞ自動車中国四国
（株）岡山・鳥取支社

岡山県岡山市〔支社長　空井 純愛〕

岡山トヨタ自動車（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　梶谷 俊介〕

岡山トヨペット（株） 岡山県岡山市〔代表取締役会長　末長 範彦〕

岡山日産自動車（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　若林 信吾〕

岡山日野自動車（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　小松原 勇介〕

岡山三菱ふそう自動車
販売（株）

岡山県岡山市〔代表取締役社長　石田 尚行〕

トヨタカローラ岡山（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　中川 裕二〕

（株）日産サティオ岡山 岡山県岡山市〔代表取締役社長　若林 信吾〕

ネッツトヨタ岡山（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　石井 清裕〕

岡山ダイハツ販売（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　三嶋 與一〕

西日本三菱自動車販売
（株）岡山営業本部

岡山県岡山市〔本部長　蜂谷 政行〕

東中国スズキ自動車
（株）

岡山県倉敷市〔代表取締役会長　山本 角一〕

スズキ岡山販売（株） 岡山県岡山市〔代表取締役社長　本谷 隆佳〕

ニッポンレンタカー中国
(株)

広島県広島市〔代表取締役社長　西澤 富夫〕
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所管 団体・事業者名 所在地・代表者

岡山中央冷蔵(株) 岡山県岡山市〔代表取締役会長兼社長　姫井 善果〕

　(株)アイスライン 岡山県岡山市〔代表取締役　石井 希典〕

（一社）日本カーシェアリ
ング協会

宮城県石巻市〔代表理事　吉澤 武彦〕

㈲守屋自動車 岡山県倉敷市〔代表取締役　守屋 久輝〕

㈲太田商会 岡山県高梁市〔代表取締役　太田 博毅〕

岡山県倉庫協会 岡山県岡山市〔会長　末長 範彦〕

岡山土地倉庫㈱ 岡山県岡山市〔取締役社長　末長 範彦〕

辰巳物流㈱ 岡山県岡山市〔代表取締役社長　酒井 友博〕

両備ホールディングス㈱ 岡山県岡山市〔代表取締役社長　松田 久〕

（公社）山口県バス協会 山口県山口市〔会長　松村 喜裕〕

防長交通(株) 山口県周南市〔代表取締役社長　松村 喜裕〕

防長観光バス(株) 山口県周南市〔代表取締役　田村 和己〕

徳山
庁舎

(株)新笠戸ドック 山口県下松市〔代表取締役社長　檜垣 幸人〕

以上　順不同　敬称略　８５者　　
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