
 

 

 

 

■公示第５９号                           （鉄道部） 

 

 

 鉄道事業法施行規則第７２条の規定により、次のとおり公示する。 

 この事案に関し、同法同規則第７３条の規定による利害関係人が「意見の聴取」において

陳述しようとする場合は、この公示の日から１０日以内に同法同規則第７４条に定める次の

事項を記載した申請書を北陸信越運輸局長あて提出されたい。 

 なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

   １．申請者の氏名又は名称及び住所 

   ２．事案の件名及びその番号 

   ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

   ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

平成２９年１２月１日 

 

北陸信越運輸局長  江 角 直 樹  

 

（事案の件名） 鉄道事業の旅客運賃上限変更認可 

事 案 番 号 申請者の氏名又は名称 事 案 の 概 況 適 用 す る 路 線 

 

２９鉄計第２号 

 

黒部峡谷鉄道株式会社 

 

 別紙のとおり 

 

黒部峡谷鉄道線 

北陸信越運輸局報 
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 

平成２９年１２月１日（金曜日）  第５３０号  

国土交通省 北陸信越運輸局                              毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 
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○ 公   示 

明日の交通・環境を創造します。 
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別 紙 

事 案 の 概 況 

（１）普通旅客運賃 

１． 表定制 

2キロまで  3キロまで    160円 

2キロを超え 3キロまで    240円 

3キロを超え 4キロまで    320円 
4キロを超え 5キロまで    410円 

5キロを超え 6キロまで    490円 

6キロを超え 7キロまで    570円 

7キロを超え 8キロまで    650円 

8キロを超え 9キロまで    740円 

9キロを超え10キロまで     810円 

10キロを超え11キロまで    890円 

11キロを超え12キロまで    970円 

12キロを超え13キロまで   1,050円 

13キロを超え14キロまで   1,140円 

14キロを超え15キロまで   1,210円 

15キロを超え16キロまで   1,300円 

16キロを超え17キロまで   1,380円 

17キロを超え18キロまで   1,470円 

18キロを超え19キロまで   1,550円 

19キロを超え20キロまで   1,620円 

20キロを超え21キロまで   1,710円 

を 

 

１．表定制 

2キロまで  3キロまで    180円 

2キロを超え 3キロまで    280円 

3キロを超え 4キロまで    370円 
4キロを超え 5キロまで    470円 

5キロを超え 6キロまで    570円 

6キロを超え 7キロまで    660円 

7キロを超え 8キロまで    760円 

8キロを超え 9キロまで    860円 

9キロを超え 10キロまで    940円 

10キロを超え11キロまで   1,030円 

11キロを超え12キロまで   1,130円 

12キロを超え13キロまで   1,220円 

13キロを超え14キロまで   1,320円 

14キロを超え15キロまで   1,410円 

15キロを超え16キロまで   1,510円 

16キロを超え17キロまで   1,600円 

17キロを超え18キロまで   1,710円 

18キロを超え19キロまで   1,800円 

19キロを超え20キロまで   1,880円 

20キロを超え21キロまで   1,980円 

に変更 

 

（２）定期旅客運賃 

１．表定制 

3キロまで  4キロまで   5,850円 

3キロを超え 4キロまで   7,800円 

4キロを超え 5キロまで   9,750円 
5キロを超え 6キロまで  11,700円 

6キロを超え 7キロまで  13,650円 

7キロを超え 8キロまで  15,600円 

8キロを超え 9キロまで  17,550円 

9キロを超え 10キロまで   19,500円 

10キロを超え 11キロまで  21,450円 

11キロを超え 12キロまで  23,410円 

12キロを超え 13キロまで  25,350円 

13キロを超え 14キロまで  27,300円 

14キロを超え 15キロまで  29,250円 

15キロを超え 16キロまで  31,200円 

16キロを超え 17キロまで  33,160円 

17キロを超え 18キロまで  35,100円 

18キロを超え 19キロまで  37,050円 

19キロを超え 20キロまで  39,000円 

20キロを超え 21キロまで  40,950円 

を 

 

１．表定制 

3キロまで  4キロまで   6,780円 

3キロを超え 4キロまで   9,040円 

4キロを超え 5キロまで  11,290円 
5キロを超え 6キロまで  13,550円 

6キロを超え 7キロまで  15,810円 

7キロを超え 8キロまで  18,070円 

8キロを超え 9キロまで  20,330円 

9キロを超え 10キロまで  22,580円 

10キロを超え 11キロまで  24,840円 

11キロを超え 12キロまで  27,110円 

12キロを超え 13キロまで  29,360円 

13キロを超え 14キロまで  31,610円 

14キロを超え 15キロまで  33,870円 

15キロを超え 16キロまで  36,130円 

16キロを超え 17キロまで  38,400円 

17キロを超え 18キロまで  40,650円 

18キロを超え 19キロまで  42,900円 

19キロを超え 20キロまで  45,160円 

20キロを超え 21キロまで  47,420円 

に変更 
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■公示第６０号                           （自動車交通部） 

 

 

一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の 
許可等に係る事前試験の合格者について 

 
平成２９年１１月２８日 

 
 

北陸信越運輸局長 江角 直樹 
 
 

「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び地

理の試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２３号）に基づき、平成２９年１１月２１日

に実施した事前試験合格者を下記のとおり発表する。 
 

記 
 
【法令及び地理】 

営業区域 合格者受験番号 
新潟交通圏 201711 新潟 02 
新潟交通圏 201711 新潟 03 
新潟交通圏 201711 新潟 04 
新潟交通圏 201711 新潟 05 
新潟交通圏 201711 新潟 06 
金沢交通圏 201711 金沢 01 
金沢交通圏 201711 金沢 02 
金沢交通圏 201711 金沢 03 
金沢交通圏 201711 金沢 05 

 【法令のみ】 
営業区域 合格者受験番号 

富山交通圏 201711 富山 01 
 
 

 
■索道事業の許可（鉄道部） 

許可番号 北信鉄索第２５号 

許可年月日 平成２９年８月１日 

事業者名 株式会社 ホテルアンドリゾート上越妙高 

（法人番号 3010401118180） 

事業者の所在地 新潟県妙高市大字両善寺１９６６番地 

索道名 山麓第１リフト 

索道の種類・方式 単線固定循環式特殊索道 

起点 新潟県妙高市大字窪松原字横峯平１８４４ 

終点 新潟県妙高市大字窪松原字横峯平１８６４ 

傾斜こう長 ３４０．３２ｍ 

○ 許 認 可 等 
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許可番号 北信鉄索第３５号 

許可年月日 平成２９年９月１２日 

事業者名 株式会社 ホテルアンドリゾート上越妙高 

（法人番号 3010401118180） 

事業者の所在地 新潟県妙高市大字両善寺１９６６番地 

索道名 新井ゴンドラリフト 

索道の種類・方式 単線自動循環式普通索道 

起点 新潟県妙高市大字両善寺字堰上１９７５ 

終点 新潟県妙高市大字両善寺カベ２５９５ 

経過地 新潟市妙高市大字窪松原字大平２３１４－カ 

傾斜こう長 １７３８．０４ｍ（１区） 

１１９７．３１ｍ（２区） 

 

許可番号 北信鉄索第３６号 

許可年月日 平成２９年９月１２日 

事業者名 株式会社 ホテルアンドリゾート上越妙高 

（法人番号 3010401118180） 

事業者の所在地 新潟県妙高市大字両善寺１９６６番地 

索道名 山麓第２リフト 

索道の種類・方式 単線自動循環式特殊索道 

起点 新潟県妙高市大字窪松原字一ノ瀬２０３０字横峯平１８６

４ 

終点 新潟県妙高市大字窪松原字マトメ２１８３大字西菅沼新

田字小エンドウ１０２８－１０ 

傾斜こう長 １４０６．９９ｍ 

 

許可番号 北信鉄索第３８号 

許可年月日 平成２９年９月１２日 

事業者名 株式会社 ホテルアンドリゾート上越妙高 

（法人番号 3010401118180） 

事業者の所在地 新潟県妙高市大字両善寺１９６６番地 

索道名 小毛無第１リフト 

索道の種類・方式 単線自動循環式特殊索道 

起点 新潟県妙高市大字窪松原字大平２３１４－ヨ 

終点 新潟県妙高市大字窪松原字小丸山甲２３１６－６３ 

傾斜こう長 １３０２．０９ｍ 

 

許可番号 北信鉄索第３９号 

許可年月日 平成２９年９月１２日 

事業者名 株式会社 ホテルアンドリゾート上越妙高 

（法人番号 3010401118180） 

事業者の所在地 新潟県妙高市大字両善寺１９６６番地 

索道名 膳棚第１リフト 

索道の種類・方式 単線自動循環式特殊索道 

起点 新潟県妙高市大字両善寺字カベ２５９５ 

終点 新潟県妙高市大字両善寺字大毛ナシ２５９７ 

傾斜こう長 １０８５．９３ｍ 
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許可番号 北信鉄索第６７号 

許可年月日 平成２９年１０月１８日 

事業者名 一般財団法人 佐渡市スポーツ協会 

（法人番号 9110005014711） 

事業者の所在地 新潟県佐渡市吉岡１６７５番地 

索道名 佐渡市平スキー場ペアリフト 

索道の種類・方式 単線固定循環式特殊索道 

起点 新潟県佐渡市金井新保丙２－３４ 

終点 新潟県佐渡市金井新保丙２－１８ 

傾斜こう長 ２８９．０７ｍ 

 

 

 

■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 新認証第３８１号 

認証年月日 平成２９年１１月２１日 

事業者名 株式会社 ビッグモーター（法人番号 9250001011590） 

事業場の名称 株式会社ビッグモーター新潟南店 

事業場の所在地 新潟県新潟市南区能登２丁目８番５１号 

自動車分解整備事業の種

類 

普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗

用）、大型特殊自動車、小型四輪自動車、小型三輪自動車、

小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 富認証第２６１号 

認証年月日 平成２９年１１月２７日 

事業者名 有限会社 浜岡商店（法人番号 4230002007776） 

事業場の名称 有限会社 浜岡商店 ニュー魚津店 

事業場の所在地 富山県魚津市末広町２番２０号 

自動車分解整備事業の種

類 

普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪自動車、小

型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 
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■平成２９年 秋の叙勲受章者（北陸信越運輸局関係分） 

 

多年にわたり国土交通関係業務に精励され御功績のあった下記の方々は、勲章が授与されま

した。 

                       （敬称略） 

勲等 氏名 主要経歴  県別 

旭日 
双光章 

小田 禎彦 （株）加賀屋 相談役 
元 日本観光旅館連盟北陸支部常務理事 
元 七尾商工会議所副会頭 

石川県 

旭日 
双光章 

田内 滿喜夫 （株）田内運輸 会長 
元 （一社）石川県トラック協会副会長 

石川県 

平成２９年１１月３日付（内閣） 

 

公務等に長年にわたり従事し、成績を挙げられた下記の方々は、勲章が授与されました。               

      （敬称略）  

勲等 氏名 主要経歴 県別 

瑞宝 

双光章 

永井 政秀 元 東北運輸局 山形運輸支局長 新潟県 

瑞宝 

双光章 

石井  曉 元 北陸信越船員地方労働委員会事務局長 千葉県 

平成２９年１１月３日付（内閣） 

 
■平成２９年  秋の褒章受章者（北陸信越運輸局関係分） 

 

    長年にわたりボランティア活動に従事し、顕著な実績を挙げられた下記の団体は、褒状が授

与されました。   

                                                             （敬称略） 

褒 章 名称 功績概要 県別 

緑綬褒状 ほたる駅愛好会 ＪＲ辰野駅の環境美化奉仕活動 長野県 

平成２９年１１月３日付（内閣） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 表    彰 
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■平成２９年 自動車関係功労者 国土交通大臣表彰（北陸信越運輸局関係分） 

自動車関係事業に多年にわたり精励され、功績顕著である下記の方々は、平成２９年１０月

３０日付けで国土交通大臣から表彰されました。 

                                      

○事業功労（７名）                            （敬称略） 

事業の種別 

 

氏  名 職  名 

 

県別 

バス 藤澤 秀敬 

 

伊那バス（株）代表取締役会長 

 

長野県 

タクシー 片桐 実 

 

丸茂自動車（有） 代表取締役社長 長野県 

タクシー 白川 之晴 

 

大門タクシー（株） 代表取締役 富山県 

整備 

 

滝澤 春夫 

 

（有）滝沢自動車 代表取締役 

 

長野県 

整備 

 

原 勉 

 

（株）ハラ自動車 代表取締役会長 

 

石川県 

整備 

 

今門 正二 

 

ダイワオート（株） 代表取締役 

 

石川県 

車体整備 竹本 行雄 

 

（有）タケモト車体 代表取締役 

 

石川県 

 

○永年勤続功労（５名）                          （敬称略） 

事業の種別 

 

氏  名 

 

職  名 

 

県別 

個人タクシー 

 

木村 宗孝 

 

個人タクシー運転者 

 

新潟県 

個人タクシー 

 

山根 隆 

 

個人タクシー運転者 

 

石川県 

法人タクシー 

 

齊木 賢二 

 

富山交通(株) タクシー運転者 富山県 

整備 

（自動車整備

教育指導員） 

山本 衛 

 

長野県自動車整備振興会 技術講習所 

松本分教場 講師長 

長野県 

車体整備 平島 友義 

 

平島自動車鈑金塗装工場 

自動車車体整備士 

長野県 
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○事業功労

   多年にわたり、自動車関係事業・観光関係事業又は関係団体の役員として事業の振興等に

尽力し、功績が顕著である下記の方々を平成２９年１１月１日付けで表彰しました。

（敬称略）

部　　門 県別 氏　　　名 現　　　　　職

バス 長野 白井　正博 上田バス（株）　　専務取締役

長野 山谷　恭博 諏訪交通（株）　　代表取締役社長

富山 　駒井　周豪 旭自動車（株）　  取締役

石川 　大屋　智子 　スズ交通（株）　　代表取締役社長

星野　明夫 （株）中越エクスプレス　代表取締役

大河原　勝 大勝運輸（株）　代表取締役

佐藤　義英 　小池運送（株）  代表取締役

田中　榮一 富士運輸（株）  代表取締役

今井　貢 柏崎運送（株）  代表取締役社長

松田　隆 （株）中之島交通　代表取締役

斎藤　武男 （株）中之島交通　取締役所長

渡部　陽 頸城運送倉庫（株）代表取締役社長

大原　壮 頸城運送倉庫（株）代表取締役専務

市村　輝男 長岡トラック（株）代表取締役

小池　長 上伊那貨物自動車（株）  代表取締役社長

關戸　啓司 坂城運輸（株）  代表取締役社長

富山 　髙木　武男 丸栄運輸機工（株）　代表取締役会長

　新崎　利治 　（有）新崎　　代表取締役

  津田　重信 　大協運送（株）  代表取締役会長

　冨田　榮太郎 　（有）北陸建運　　取締役会長

　原田　憲一 　金乳運輸（株）　代表取締役

早津　勝人 （株）八光自動車　代表取締役

大久保　松次 （有）大久保自動車　代表取締役

中村　康貴 （有）中村自動車整備工場　代表取締役

那須　隆志 （有）中部自動車　代表取締役

唐澤　恒人 （株）第一ホンダ伊那　代表取締役

塩沢　武 （有）岡沼モータース　代表取締役

　荒井　正美 （有）新栄自動車　代表取締役

　春田　実 （株）互光自動車　代表取締役

　腰本　冨士雄 （有）カーテクノ腰本　代表取締役

石川 　中川　幸雄 　（株）いずみ自動車　代表取締役

整備

富山

長野

石川

長野

タクシー

トラック

新潟

■平成２９年 北陸信越運輸局長表彰（自動車及び観光関係功労者及び優良事業者等表彰）
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（敬称略）

部　　門 県別 氏　　　名 現　　　　　職

北原　智雄 北原サービス（株）　代表取締役社長

金井　武 （有）金井車体　代表取締役

髙橋　正則 （株）ホンダウイング高橋　代表取締役社長

小林　繁 ＹＯＵ ＳＨＯＰ 小林ヤマハ　代表

宇都宮　進一 長野トヨタ自動車（株）　代表取締役社長

仁科　良三 （株）ホンダカーズしなの　　代表取締役

富山   深堀　昇 レッドシティー合同会社　代表社員

　上野　隆朗 　石川トヨペット（株）　代表取締役社長

  小柳　章夫 　石川トヨタ自動車（株）　専務取締役

　泉谷　政彦 　石川ダイハツ販売（株）　取締役営業本部長

　川崎　秀樹 　（株）ホンダカーズ石川　取締役営業本部長

　架谷　信雄 　ネッツトヨタ石川（株）　常務取締役

大西　崇弘 長野県自家用自動車協会　小諸支部長

白鳥　和夫 長野県自家用自動車協会　上伊那支部長

  那智　昇 （一社）富山県自家用自動車協会連合会　理事

　井村　昭彦 （一社）富山県自家用自動車協会連合会　理事

　野﨑　学 　石川県自動車車体整備協同組合　理事

　田中　宏造 　石川県レンタカー協会　副会長

旅館業 長野 　齋藤　志津人 　 (有)湯本齋藤旅館　代表取締役社長

計　５０名

車体整備

販売

関係団体

新潟

長野

富山

石川

長野

長野

石川
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  永年にわたり、①自動車関係事業又は関係団体の業務の従事者、②自動車運送事業の運転者、

③自動車整備事業の従事者、④自動車整備教育指導員の業務に精励し、勤務成績が優秀であって

他の模範となる下記の方々を平成２９年１１月１日付けで表彰しました。

（敬称略）

部　　　　　門 県別 氏　　　　名 所属事業所（団体）名

山田　博文　 新潟交通(株)

阿部　孝　 新潟交通(株)

小栁　衛　 新潟交通(株)

吉川　康宏 越後交通(株)

長野 有賀　次夫 中央アルプス観光（株）

植木　健彦 新潟交通(株)

佐々木　修　 新潟交通(株)

中井　宏至 新潟交通(株)

田村　勝己 新潟交通(株)

長野 名和　進 ジェイアールバス関東（株）

大滝　澄江 頸城ハイヤー（株）

近藤　利雄 三越タクシー（株）

富山 増山　路子 富山交通（株）

タクシー従事者 新潟 稲川　綾子 三越タクシー（株）

新潟 渡辺　文男 個人タクシー（コスモタクシー）

　氣谷　淸仁 　個人タクシー（平成交通）

　井南　實 　個人タクシー（いなみタクシー）

風間　博 日昭運輸(株)

小島　孝明 東部運送(株)

伊賀　嘉徳 前佐渡運送(株)

伊藤　智　 前佐渡運送(株)

佐藤　義治　 中越運送(株)

佐藤　仁 中越通運(株)

笹川　仁志 中越通運(株)

坂井　徳晃 アキタ(株)

星野　正 頸城運送倉庫(株)

齊藤　德積 頸城運送倉庫(株)

金田　貢 新潟運輸(株)

原田　次男 新潟運輸(株)

井越　孝志 富士興業(株)

本保　雅之 富士興業(株)

タクシー運転者

石川

新潟トラック運転者

個人タクシー運転者

新潟
バス運転者

新潟
バス従事者

新潟

○永年勤続功労 
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（敬称略）

部　　　　　門 県別 氏　　　　名 所属事業所（団体）名

　竹原　勉 　丸一運輸（株）

　山本　隆 　丸一運輸（株）

室岡　道明　 東部運送（株）

伊庭　幸子 東部運送（株）

笠原　豊英 中越通運（株）

市村　直樹 頸城運送倉庫（株）

松岡　隆志 頸城運送倉庫（株）

池田　雅之 頸城運送倉庫（株）

佐藤　智子 頸城運送倉庫（株）

髙橋　文夫 頸城運送倉庫（株）

長野 伊藤　泰治 長野第一物流（株）

中内　健一 （有）丸和自動車整備工場

清水　泰昭 清水サイクル

田澤　文敏 木曽自動車販売（株）

　澤　  幸彦 　 石川トヨペット（株）

　田端　義廣 　 三洋自動車（株）

　福田　剛 　 ネッツトヨタ石川（株）

川﨑　隆江 （株）丸山車体製作所

中村　雅春 （株）丸山車体製作所

新潟 松木　洋 新潟県自動車整備振興会技術講習所

長野 荻野　友一 長野県自動車整備振興会技術講習所

野口　芳雄 新潟トヨタ自動車(株)

新部　一久 新潟トヨタ自動車(株)

高畑　司 トヨタカローラ新潟(株)

佐藤　芳明 ネッツトヨタ新潟(株)

長井　俊久 ネッツトヨタ新潟(株)

折笠　淳一 新潟日産自動車(株)

上村　吉市 新潟日産自動車(株)

竹内　努 新潟日産モーター(株)

小林　徹 新潟日産モーター(株)

鈴木　健治 日産プリンス新潟販売（株）

石川

長野

石川

自動車整備士

販売従事者 新潟

トラック従事者

自動車整備教育指導員

車体整備従事者

トラック運転者

新潟

新潟
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（敬称略）

部　　　　　門 県別 氏　　　　名 所属事業所（団体）名

長谷川　秀男 日産プリンス新潟販売（株）

渡邊　博 日産プリンス新潟販売（株）

風間　裕 新潟スバル自動車（株）

塚田　克弘 新潟スバル自動車（株）

新保　周二 （株）スズキ自販新潟

小林　浩一 （株）スズキ自販新潟

数藤　敏郎 新潟日野自動車（株）

田宮　晃一 新潟日野自動車（株）

神田　進 太平興業（株）

川上　清 富山トヨペット（株）

野口　克康 富山トヨペット（株）

大井　亮三 富山トヨペット（株）　

原　　照和 （株）日産サティオ富山

山本　信清 （株）日産サティオ富山

寺林　克己 ネッツトヨタノヴェルとやま（株）

　松下　要一 　トヨタカローラ石川（株）

　吉村　賢 　石川トヨペット（株）

新潟 大矢  繁子  （一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部

　清水　茂樹  （一社）石川県自動車整備振興会

　藤田　典子  （一社）石川県自動車整備振興会

　浜本　玲子 　石川県自動車販売店協会

　松本　由里子  （一社）石川県自動車会議所

計　８４名

新潟

団体従事者
石川

富山

石川

販売従事者
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○環境保全対策への貢献（自動車整備事業・自動車販売事業関係）

   １１月１日付けで表彰しました。

事業者の氏名又は名称 事業場の名称 支局長表彰歴 県別

シーエムシー中越モータース（株）
シーエムシー中越モータース（株）
         ピットサークル新発田店

平成２２年

綱島モータース（株） 綱島モータース（株） 平成２０年

計　２事業場

事業者の氏名又は名称 事業場の名称 支局長表彰歴 県別

松本日産自動車（株）
松本日産自動車（株）
      　サービス工場

平成２５年 長野

計　１事業場

事業者の氏名又は名称 事業場の名称 支局長表彰歴 県別

庄川自動車（株） 庄川自動車（株） 平成２８年

（有）広野自動車 （有）広野自動車 平成２８年

（有）北陸車検 （有）北陸車検 平成２８年

ネッツトヨタ富山（株） ネッツトヨタ富山（株）　本店 平成２８年

（株）ホンダカーズ高岡 ホンダカーズ高岡 高岡南店 平成２８年

計　５事業場

事業者の氏名又は名称 事業場の名称 支局長表彰歴 県別

（株）ホンダカーズ石川 Ｈｏｎｄａ Cars石川　小松白江店 平成２７年

石川トヨペット（株） 石川トヨペット（株）　金沢松村店 平成２６年

計　２事業場

新潟

富山

石川

     地球温暖化防止対策（ＣＯ２排出量の削減等）、リサイクル部品の活用、事業場 の環境対策

 　（悪臭防止等）、使用済み自動車の適正処理を積極的に行っている下記の事業場を平成２９年
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事業種別 事 業 者 名 無  事  故  期  間 県別

加越能バス（株） 平成２８年９月１日～平成２９年８月３１日

イルカ交通（株） 平成２６年９月１日～平成２９年８月３１日

エムアールテクノサービス（株） 平成２６年９月１日～平成２９年８月３１日

貸切 （株）なぎさ交通 平成２５年９月１日～平成２９年８月３１日

富山地鉄タクシー（株） 平成２４年９月１日～平成２９年８月３１日

新富自動車（株） 平成２３年９月１日～平成２９年８月３１日

（有）太陽交通 平成２３年９月１日～平成２９年８月３１日

旭自動車（株） 平成２３年９月１日～平成２９年８月３１日

（株）エフ・ティ 平成２２年９月１日～平成２９年８月３１日

（有）宇奈月交通 平成２２年９月１日～平成２９年８月３１日

飛越運送（株） 平成２６年９月１日～平成２９年８月３１日

両越自動車（株） 平成２４年９月１日～平成２９年８月３１日

計　１２事業者

富山

貨物

乗用

乗合・貸切

　所定の期間内に、北陸信越運輸局管内に使用の本拠を有する事業用自動車における

国土交通省令で定める事故（死者又は重傷者を生じたもの等）が皆無である下記の事業

者を平成２９年１１月１日付けで表彰しました。

○安全対策への貢献（自動車運送事業関係）
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○安全性優良事業所（貨物自動車運送事業関係）

１１月１日付けで表彰しました。

事 業 所 名 連続Gマーク取得年数 支局長表彰歴 県別

マルソー（株）　新潟巻潟東ＳＬＣ １３年 平成２８年

マルソー（株）　三条営業所 １２年 平成２８年

丸喜重量運輸（株）　本社営業所 １１年 平成２８年

計　３事業所

事 業 所 名 連続Gマーク取得年数 支局長表彰歴 県別

　アート梱包運輸（株）　本社営業所 １２年 平成２８年

　東洋メビウス（株）　あずみ野支店 １２年 平成２８年

　（株）パワード・エル・コム　松本営業所 １１年 平成２８年

　東海西濃運輸（株）　長野支店 １１年 平成２８年

計　４事業所

事 業 所 名 連続Gマーク取得年数 支局長表彰歴 県別

北陸トナミ運輸（株）　富山営業所 １１年 平成２８年

北陸トラック運送（株）　富山営業所 １１年 平成２８年

計　２事業所

事 業 所 名 連続Gマーク取得年数 支局長表彰歴 県別

日本通運（株）　金沢支店　国際物流センター １３年 平成２８年

日本通運（株）　金沢支店　高柳物流事業所 １３年 平成２８年

日本通運（株）　小松支店　重機引越センター １３年 平成２８年

上田運輸（株）　本社営業所 １２年 平成２７年

（株）大崎　金沢営業所 １２年 平成２８年

若松梱包運輸倉庫（株）　本社営業所 １１年 平成２８年

計　６事業所

   長期間にわたって、安全性優良事業所の認定（（公社）全日本トラック協会が行う、

新潟

長野

富山

石川

輸送の安全の確保に積極的に取り組んでいる事業所に対する認定制度：Ｇマーク制度）

を受け、安全対策等について顕著な功績が認められる下記の事業所を平成２９年
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