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■平成３０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） 

○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３０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 
湯本 卓邦 長電バス（株） 代表取締役社長 

小池 源一 茅野バス観光（株） 代表取締役社長 

タクシー 
長野 

山岸 志津夫 ひじり観光タクシー（株） 代表取締役社長 

飯出 勝久 （有）小海タクシー 代表取締役社長 

石川 酒谷 正人 （株）高浜タクシー 代表取締役 

トラック 

新潟 

中澤 久一 （有）花久葬祭 代表取締役 

長谷川 健一 亀田キャリー（株） 代表取締役 

德重 雅一 日本海運輸（株） 代表取締役 

戸川 則夫 長岡乳配（株） 代表取締役 

皆川 政男 村上中越運送（株） 取締役相談役 

土田 富夫 悠久礼送（株） 代表取締役 

高橋 秀松 山ス運送（株） 代表取締役社長 

関塚 政雄 （株）丸五急送 代表取締役社長 

久保 康博 （株）丸五急送 取締役 本社営業所所長 

椎谷 周策 丸周運送（株） 代表取締役会長 

渋谷 重雄 （有）シブヤ運輸工業 取締役会長 

長野 
岡田 宝正 塩田運輸（有）  代表取締役 

片山 雅喜 信州運送（株）  代表取締役 

富山 梅木 一隆 福野運送（株） 取締役会長 

石川 
山田 秀一 北陸貨物運輸（株） 代表取締役 

西川  満 大一急行（株）  代表取締役 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 
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圓角 一明 （株）エンカク運輸 代表取締役 

坂池 健司 （株）ツカサ 代表取締役 

池野 幸雄 浅野川運送店 代表者 

整備 

新潟 

水澤 俊彦 （株）ホンダプリモミズサワ 代表取締役 

小師 乾照 とやの自動車工業（株） 代表取締役 

小林 久恭 （株）小林モータース 代表取締役 

坂詰  徹 （株）坂詰商会 代表取締役 

長野 
鎌倉 比呂史 （有）高府自動車 代表取締役 

山崎 信市 長野オート販売（株） 代表取締役 

富山 和泉 昭弘 （有）いずみ自動車 代表取締役 

石川 

矢木 義隆 （有）湖南自動車商会 代表取締役 

藤澤 政弘 （有）藤沢自動車 代表取締役 

成田 繁男 （有）成田モータース 取締役 

車体整備 長野 

気賀沢 成登 （株）ボディーショップキガサワ 取締役会長 

日詰 文弘 （株）車屋Ｈｉｚｕｍｅ 代表取締役社長 

宮下 和夫 （有）宮下自動車工業 代表取締役 

販売 

新潟 
田辺 宗夫 新潟スバル自動車（株） 取締役 総合営業本部長 

井口 清治 ＳＢＳ長岡東 代表 

石川 

工  清昭 石川トヨタ自動車（株） 常務取締役 

井駒 正人 ネッツトヨタ石川（株） 取締役 関連商品部長 

西本 正一 ネッツトヨタ石川（株） 取締役 

南   喜義 （有）ケーエムモータース 代表取締役社長 

レンタカー 富山 酒井 淳一 （株）ホンダカーズ富山東 代表取締役社長 

関係団体 新潟 
遠藤 佳彦 

（一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部 支部

長 

塩田  進 （一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部 理事 

関係団体 
長野 

飯島 和夫 （一社）長野県自家用自動車協会長野支部 副支部長 

相澤 勝彦 （一社）長野県自家用自動車協会池田支部 支部長 

町田 辰夫 （一社）長野県自家用自動車協会川西支部 副支部長 

石川 車    豊 石川県自動車車体整備協同組合 理事長  

旅行業 新潟 青木 利道 （有）友愛会 代表取締役 

旅館・ホテル業 長野 若林 正樹 （株）上山田ホテル 代表取締役 

計 ５２名 

○永年勤続功労 

 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、⑤無保険車指導員、⑥女将（旅館業）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３０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 

バス従事者 

新潟 

坂井 浩一 新潟交通（株） 

桑原 実男 新潟交通（株） 

佐藤 啓悦 新潟交通（株） 

曽我 豊栄 新潟交通（株） 

近藤 守 新潟交通（株） 

長野 
野田 政利 おんたけ交通（株） 

伊村 恵一 おんたけ交通（株） 

富山 
矢後 一彦 立山黒部貫光（株） 

水葉 宗宏 立山黒部貫光（株） 

石川 谷口 利之 （株）冨士交通 
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バス運転者 

新潟 

佐藤 正貴 新潟交通（株） 

大川原 静 新潟交通（株） 

淺妻 慎二 新潟交通観光バス（株） 

居城 和也 新潟交通観光バス（株） 

長野 片桐 正博 上田バス（株）  

富山 村中 治夫 富山地方鉄道（株） 

タクシー運転者 

長野 鈴木 豊 つばめタクシー（株） 

石川 

川西 義信 石川近鉄タクシー（株） 

山本 邦光 石川近鉄タクシー（株） 

木谷 俊行 石川交通（株） 

横井 成次 石川交通（株） 

塩田 忠治  （株）敷浪タクシー 

中 秀雄 宇出津タクシー（株） 

個人タクシー 

運転者 

新潟 山田 芳人 個人タクシー（やまだタクシー） 

石川 
橋爪 人志 個人タクシー（はしづめタクシー） 

任田 明夫 個人タクシー（明和交通） 

トラック従事者 新潟 

本間 浩行 中越通運（株） 

片山 由美子 （株）マルソー・トランスポート 

青木 光子 マルソー（株） 

笠原 幸夫 中越運送（株） 

トラック運転者 

新潟 

渡部 義信 前佐渡運送（株） 

中川 卓夫 頸城運送倉庫（株） 

平井 聖一 中越通運（株） 

大関 淳次 中越通運（株） 

赤塚 道宏 中越通運（株） 

今泉 秋博 中越通運（株） 

四柳 真一 中越通運（株） 

栗原 登美夫 中越通運（株） 

吉田 良助 丸喜重量運輸（株） 

菊地 俊次 アキタ（株） 

小戸田 雄司 アキタ（株） 

山田 真 アキタ（株） 

大崎 正春 新潟運輸（株） 

渡邉 敦 新潟運輸（株） 

鎌田 庄市 （株）丸五急送 

鈴木 工 中越運送（株） 

伊藤 敏昭 中越運送（株） 

稲餅 裕治 中越運送（株） 

竹田 良雄 中越運送（株） 

阿部 大洋 中越運送（株） 

金子 一志 富士興業（株） 

長野 
相場 修一 丸協運輸（株） 

倉島 幸彦 丸協運輸（株） 

石川 

織田 直和 是則北陸運輸（株） 

吉岡 春男 濃飛西濃運輸（株） 

橋本 利喜也 濃飛西濃運輸（株） 

向山 毅彦 濃飛西濃運輸（株） 

扇 昭博 濃飛西濃運輸（株） 

自動車整備士 長野 宮崎 博元 宮穂自動車整備工場 
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瀬在 順一 （有）瀬在モータース 

塩島 守 （有）内川商会 

富山 
堀田 實 カミイチ自動車整備工場 

根尾 貞克 （株）オートパルとなみ野 

石川 

橘 浩之 石川トヨペット（株） 

松崎 教明 ネッツトヨタ石川（株） 

竹森 美次 七鹿自動車協業組合 

車体整備従事者 新潟 
石川 孝行 （株）丸山車体製作所 

佐藤 弘和 （株）丸山車体製作所 

車体整備従事者 富山 芳田 浩二 ボデーショップ芳田 

販売従事者 

新潟 

伊丹 幹雄 新潟トヨタ自動車（株） 

大橋 英夫 トヨタカローラ新潟（株） 

川崎 裕一 トヨタカローラ新潟（株） 

金山 誠 ネッツトヨタ新潟（株） 

小林 剛 新潟日産自動車（株） 

平井 哲雄 新潟日産自動車（株） 

宮田 好孝 新潟日産自動車（株） 

坂井 敏也 新潟日産モーター（株） 

隅野 弘司 新潟日産モーター（株） 

石黒 尚 日産プリンス新潟販売（株） 

須佐 雅俊 日産プリンス新潟販売（株） 

青木 剛 新潟スバル自動車（株） 

坂井 和彦 新潟スバル自動車（株） 

齋藤 透 新潟日野自動車（株） 

富山 

高瀨 順一 富山トヨタ自動車（株） 

橋本 登 富山トヨペット（株）  

清水 弘之 富山トヨペット（株）  

髙嶋 憲 （株）日産サティオ富山 

寺井 克安 （株）日産サティオ富山 

山田 博雄 （株）日産サティオ富山 

団体従事者 

新潟 

山口 純子 （一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部 

武藤 法威 （一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部 

長澤 昌幸 （一財）新潟県自動車標板協会 

長野 
徳武 寿美恵 （一社）長野県自動車整備振興会 

小平 雅章 （一社）長野県自家用自動車協会 

自動車整備教育

指導員 
新潟 

串田 良之 
新潟県自動車整備振興会技術講習所 

（所属：スズキ新潟販売（株）） 

石川 浩司 
新潟県自動車整備振興会技術講習所 

（所属：新潟いすゞ自動車（株）） 

山本 靖 
新潟県自動車整備振興会技術講習所 

（所属：（株）山崎サービス） 

無保険車指導員 新潟 石山 稔 （一財）新潟県自動車標板協会 

女将（旅館業） 長野 中谷 芳子 （有）中谷旅館 

計 ９９名 
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■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 

車

両

数 

株式会社 レイハイサービス 

(7100001030797) 

代表取締役 

橋本 けさ代 H30.10.16 

長野県須坂市大字小河原６２４

番地１ 
７ 

 

■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３９５号 

認証年月日 平成３０年１１月２日 

事業者名 株式会社丸山自動車（法人番号 4110001016501） 

事業場の名称 コバックステーション 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区寺尾５４５番地１ 

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 動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 新認証第３９６号 

認証年月日 平成３０年１１月２日 

事業者名 アレーゼ新潟株式会社（法人番号 3110001001149） 

事業場の名称 アレーゼ新潟株式会社第二工場 

事業場の所在地 新潟県新潟市中央区女池南１丁目１３８２番１５ 

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（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三輪

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 長認証第４６０号 

認証年月日 平成３０年１１月１日 

事業者名 株式会社コスモフーズサービス（法人番号 5100001023043） 

事業場の名称 株式会社コスモフーズサービス自動車整備工場 

事業場の所在地 長野県松本市大字和田字南西原５５１１番地１９ 

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（大型）、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２７０号 

認証年月日 平成３０年７月２５日 

事業者名 株式会社ケーユー（法人番号 6012301006867） 

事業場の名称 ケーユー高岡店 

事業場の所在地 富山県高岡市上北島５８番１ 

○ 許 認 可 等 
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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（小型）、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 

 

認証番号 富認証第２７１号 

認証年月日 平成３０年１０月２３日 

事業者名 株式会社中島タイヤ（法人番号 6230001002330） 

事業場の名称 株式会社中島タイヤ南営業所 

事業場の所在地 富山県富山市森田２－１ 

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（大型）、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２７２号 

認証年月日 平成３０年１０月２５日 

事業者名 北陸スバル自動車株式会社（法人番号 5220001006358） 

事業場の名称 北陸スバル自動車株式会社富山新庄店 

事業場の所在地 富山県富山市新庄本町三丁目１６７番 

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（小型）、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 軽油を燃料とする原動機を除く 

 

認証番号 富認証第２７３号 

認証年月日 平成３０年１１月６日 

事業者名 西日本コベルコ建機株式会社（法人番号 2140001048799） 

事業場の名称 西日本コベルコ建機株式会社富山工場 

事業場の所在地 富山県射水市作道２６４番１ 

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（大型）、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 ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする原動機を除く 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

指定番号 北信指第３０１３９号 

指定年月日 平成３０年１１月７日 

事業者名 株式会社石川自動車（法人番号 5230001012074） 

事業場の名称 株式会社石川自動車 

事業場の所在地 富山県高岡市江尻５８２番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、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 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 
■訂正（鉄道部） 

平成３０年１１月１日に発行した第５６２号において、次のとおり掲載内容に誤りがありましたの

で、訂正いたします。 

 

■ 平成３０年 鉄道運転無事故 北陸信越運輸局長表彰（鉄道部） 

   所定の期間において、自社の責任に属する運転事項がなくかつ運転業務の成績が優秀である下

記の方々を平成３０年１０月１４日付けで表彰いたしました。 

 

（正）所定の期間において、自社の責任に属する運転事故がなく、かつ、運転業務の成績が優秀であ

る下記の方々を平成３０年１０月１４日付けで表彰いたしました。 

 

■ 平成３０年 索道運転無事故 北陸信越運輸局長表彰（鉄道部） 

所定の期間において、自社の責任に属する運転事項がなくかつ運転業務の成績が優秀である下

記の方々を平成３０年１０月２５日付けで表彰いたしました。 

 

（正）所定の期間において、自社の責任に属する運転事故がなく、かつ、運転業務の成績が優秀であ

る下記の方々を平成３０年１０月２５日付けで表彰いたしました。 

 

以 上 

○ 雑    報 


