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■令和元年 秋の叙勲受章者（北陸信越運輸局関係分）（総務部）   

多年にわたり国土交通関係業務に精励されご功績のあった下記の方は、勲章が授与されました。 

                                                                   （敬称略） 

勲 等 氏  名 職     名 県別 

旭日双光章 大藏 國宏 
（有）大蔵自動車 会長 

元（一社）長野県自動車整備振興会 副会長 
長野県 

令和元年１１月３日付（内閣） 

 

■令和元年 秋の褒章受章者（北陸信越運輸局関係分）（総務部）   

  多年にわたり造船関連業務に精励されご功績のあった下記の方は、褒章が授与されました。 

                                                                   （敬称略） 

勲 等 氏  名 職     名 県別 

黄綬褒章 北澤 昇次 
（株）北澤電機製作所 社長 

（一社）日本舶用工業会 理事 
長野県 

令和元年１１月３日付（内閣） 

 

■令和元年 鉄道関係功労者 国土交通大臣表彰（鉄道部） 

 

多年にわたり、鉄道関係事業における功績が顕著である下記の方々は、令和元年１０月１４日付け

で国土交通大臣より表彰されました。 

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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○鉄道事業 永年勤続功労                             （敬称略） 

所  属 氏  名 

東日本旅客鉄道（株） 中澤 和也 

     〃 竹村 大由 

 

○鉄道をめぐる一般協力者       （敬称略） 

団 体 名 

 池坊巻華道会 

 

 

■令和元年 鉄道関係功労者 北陸信越運輸局長表彰（鉄道部） 

 

多年にわたり、鉄道関係事業における功績が顕著である下記の方々を令和元年１０月１４日付けで

表彰しました。 

 

○鉄道事業 永年勤続功労                             （敬称略） 

 所  属 氏  名 

  東日本旅客鉄道（株） 山口 重人 

〃 板屋越 徹 

〃 酒井 隆 

〃 小林 俊郎 

〃 丸山 裕文 

〃 宮尾 信幸 

〃 加藤 千典 

〃 井上 貞夫 

〃 五味 正木 

〃 古頭 肇 

   日本貨物鉄道（株） 宮澤 武 

〃 芝田 豊 

   上田電鉄（株） 春原 幸太 

 

 

○鉄道をめぐる一般協力者        （敬称略） 

団 体 名 

  千国老人クラブ 

 

■令和元年 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

記の方々を令和元年１０月１４日付けで表彰しました。 

（敬称略） 

事 業 者 名 表 彰 対 象 期 間 

東日本旅客鉄道（株）長野支社 平成３０年９月１日～令和元年８月３１日 

日本貨物鉄道（株）関西支社 平成２９年９月１日～令和元年８月３１日 

えちごトキめき鉄道（株） 平成２９年９月１日～令和元年８月３１日 

あいの風とやま鉄道（株） 平成２９年９月１日～令和元年８月３１日 

北陸鉄道（株） 平成２８年９月１日～令和元年８月３１日 

のと鉄道（株） 平成２８年９月１日～令和元年８月３１日 
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■令和元年 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

記の方々を令和元年１０月１４日付けで表彰しました。 

（敬称略） 

事 業 者 名 表 彰 対 象 期 間 

（株）サクセスリゾート越後湯沢ホテル 平成２４年９月１日～令和元年８月３１日 

R&M リゾート（株） 平成２６年９月１日～令和元年８月３１日 

（株）キューピットバレイ 平成２６年９月１日～令和元年８月３１日 

シュナイダー索道（同） 平成２１年９月１日～令和元年８月３１日 

（株）シャトレーゼリゾート八ヶ岳 平成２４年９月１日～令和元年８月３１日 

信州綜合開発観光（株） 平成２５年９月１日～令和元年８月３１日 

（株）北八ヶ岳リゾート 平成２６年９月１日～令和元年８月３１日 

（一財）上田市地域振興事業団 平成２３年９月１日～令和元年８月３１日 

（株）白馬フォーティセブン 平成２６年９月１日～令和元年８月３１日 

（株）白馬アルプスホテル 平成２４年９月１日～令和元年８月３１日 

（特非）あわすの 平成２３年９月１日～令和元年８月３１日 

砺波市五谷観光（企） 平成２３年９月１日～令和元年８月３１日 

 

 

■令和元年 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）（総務部） 

  

  多年にわたり、自動車関係事業に精励され功績顕著である下記の方々は、令和元年１０月３１日付

けで国土交通大臣より表彰されました。 

 

○事業功労（ ９名 ）                              （敬称略） 

業 種 県別 氏   名 職     名 

タクシー 長野県 駒津 健一 
（一社）長野県タクシー協会 理事 

北信タクシー（株） 代表取締役社長 

貨物運送 

新潟県 松本 武司 
新潟県霊柩自動車協会 会長 

（有）見附霊柩公社 代表取締役 

石川県 中村 正春 日栄運送（株） 代表取締役会長 

自動車整備 石川県 

野﨑  学 （有）ノザキ鈑金塗装 代表取締役 

東川 政一 （有）東川モータース 代表取締役社長 

自動車販売 

富山県 酒井 宗一 元ＹＳＰ富山中央 代表 

石川県 山岸  登 トヨタカローラ石川㈱ 代表取締役社長 

自動車関連 長野県 

加藤  誠 （一社）長野県自家用自動車協会 理事長 

宮坂 政光 千曲自家用自動車協会 会長 



4 
 

 

○永年勤続功労 （ ４名 ）                            （敬称略） 

業 種 県別 氏   名 職     名 

個人タクシー 

新潟県 渡辺 康雄 個人タクシー運転者 

富山県 品川 紀之 個人タクシー運転者 

整備（自動車整備 

教育指導員） 
長野県 市川 光則 

（一社）長野県自動車整備振興会技術講習所 

上田分教場 講師長 

整備 長野県 清水 泰昭 
清水サイクル 

自動車整備士 

 

■令和元年 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令和元年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 佐野坂 廣雄 (株)裾花観光バス 取締役会長 

 

タクシー 

長野 久保田 武彦 伊南乗用自動車(有) 代表取締役社長 

 

石川 

市村 祐二 大和タクシー（株） 代表取締役社長 

中嶋 広幸 兼六笠舞タクシー（株） 代表取締役 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

トラック 

 

 

 

 

 

 

新潟 

須戸 敏夫 大宝運輸(株) 代表取締役 

笠木 純一 (株)マルハコーポレーション 代表取締役社長 

元井 毅伸 柏崎急送(株) 常務取締役 

石山 修児 (株)新潟日和 代表取締役 

藤田 忍 巻運送(株) 代表取締役社長  

星山 洋一 沼垂運輸(株) 代表取締役 

村川 辰雄 前佐渡運送(株) 取締役総務部長 

髙桑 克典 中越トラック(株) 代表取締役社長 

坂上 重夫 (株)関越 代表取締役 

斎藤 清峰 エム・アール・エス(株) 常務取締役 

佐野 重雄 中越通運(株) 取締役相談役 

阿部 純彦 中越通運(株) 専務取締役 

長野 長田 光人 (株)ナガタ運輸 取締役会長 

 

富山 

千田 勲 富山県小型運輸（株） 代表取締役社長 

古木 準一 大興運輸倉庫(株) 代表取締役社長 

 

 

石川 

山西 祥夫 大信建運（株） 代表取締役 

東  博保 （有）あづま運輸 代表取締役 

川元 克己 （株）川元急送 代表取締役 

大森 政守 大森建設運輸（株） 代表取締役 
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整備 

新潟 岩井 正志 岩井自動車整備工場 代表 

齋藤 文一 (有)サムズオート村上 代表取締役 

恩田 伸一 (株)宮内自動車整備工場 代表取締役 

金森 浩一 (株)上越自工 代表取締役 

長野 森下 康正 (有)森下商会 代表取締役 

丸山 茂 (有)丸山自動車工場 代表取締役 

寺尾 嚴雄 寺尾モータース 事業主 

田中 進 (有)新産自動車工場 代表取締役 

富山 朝倉 秀芳 (有)カーメインテナンス朝倉 代表取締役 

浅尾 誠 (株)アサオ 代表取締役 

杉本 政隆 (株)杉本モータース 代表取締役 

水野 博 （有）立山モータース 代表取締役 

山口 敏一 山口自動車工業(株) 取締役  

細川 婦美枝 (株)細川自動車整備工場 代表取締役 

堀 秋子 堀総合自動車(株) 代表取締役 

石川 平島 雄一郎 （株）ヒラシマ 取締役会長 

武井 忠仁 （有）武井モータース 代表取締役 

 

車体整備 

 

長野 

上原 保 上原カーボデーサービス 代表 

田口 一二三 (有)タグチ鈑金工業 代表取締役 

木下 哲 (有)山本自動車 代表取締役 

販売 
新潟 上原 恒 新潟いすゞ自動車(株) 代表取締役社長 

 

石川 

紺 日出夫 石川日産自動車販売（株） 取締役 

荒木 正勝 ホンダウィングあらき 代表 

レンタカー 新潟 眞貝 行雄 柏崎トラック販売(株) 代表取締役社長 

 

関係団体 

 

長野 

青木 一 長野県自家用自動車協会 木曽地区協会 会長   

田中 攻 長野県自家用自動車協会 川西支部 副支部長           

旅館業 長野 伊東 克幸 (有)諏訪観光ホテル 代表取締役 

計 ５０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貨物自動車運送適正化事業指導員、の業務に精励し、

成績が優秀であって他の模範となる下記の方々を令和元年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 

古川原 勇 越後交通（株） 

河内 国美 新潟交通観光バス（株） 

清野 好子 新潟交通観光バス（株） 

バス運転者 新潟 

上野 信夫 新潟交通（株） 

川﨑 博 新潟交通（株） 

熊倉 仁 新潟交通観光バス（株） 

板垣 進 新潟交通観光バス（株） 
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長野 

川口 時男 おんたけタクシー（株） 

野村 通雄 おんたけタクシー（株） 

五味 定幸 アルピコ交通(株) 

タクシー運転者 

新潟 猪口 完 三越タクシー(株) 

長野 
内藤 光春 つばめタクシー（株） 

内田 幸一 つばめタクシー（株） 

富山 
喜内 一弘 婦中交通(株) 

武隈 一彦 (株)金閣自動車商会 

石川 
佐藤 博義 石川交通(株) 

宮下 武夫 石川近鉄タクシー(株) 

個人タクシー 

運転者 

新潟 鈴木 利夫 個人タクシー（ティーエスタクシー） 

石川 中田 久似生 個人タクシー（中田交通） 

トラック従事者 新潟 

内山 厚 中越通運（株） 

五十嵐 隆雄 中越通運（株） 

吉澤 富士子 東部運送(株) 

五十嵐 悟 マルソー（株） 

知野 徳馬 マルソー（株） 

佐藤 裕昭 中越運送(株) 

佐藤 宣彦 中越運送（株） 

鷲尾 章彦 アキタ（株） 

佐藤 和夫 頸城運送倉庫（株） 

トラック運転者 

新潟 

齋藤 加代子 シュタープ(株) 

田中 文彦 鴻池運輸(株) 

山本 優 前佐渡運送(株) 

目黒 淳夫 中越通運（株） 

池田 茂 中越通運（株） 

神田 敬一 中越通運（株） 

遠藤 和宏 中越通運（株） 

須貝 利行 中越通運（株） 

倉井 篤 新潟陸運（株） 

山岸 高之 (株)マルソー・トランスポート 

田中 和広 新潟運輸（株） 

佐藤 博栄 新潟運輸（株） 

奧村 正英 新潟運輸（株） 

近 秀夫 中越運送（株） 

高橋 悟 富士興業（株） 

児玉 謙一 アキタ(株) 

長野 

和田 栄治 坂城運輸(株) 

中澤 宏好 甲信越福山通運(株) 

山田 和男 甲信越福山通運(株) 
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石川 
川瀬 慎一 (株)ミツノリ 

松本 政信 水口運送(株) 

自動車整備士 

長野 市川 邦晴 マルイチ車輛 

富山 松岡 邦雄 (有)いづみ自動車 

石川 

北村 繁 千代田機電(株) 

鉾田 健志 いすゞ自動車中部(株) 

吉野 利彦 石川日産自動車販売(株) 

中川 憲司 石川トヨペット(株) 

自動車整備従事者 石川 

柏 秀樹 石川日産自動車販売(株) 

高井 秀和 ワタヤ自動車(株) 

上西 正泰 石川トヨペット(株) 

中谷 元彦 石川トヨペット(株) 

村本 耕一 石川トヨペット(株) 

松田 征之 ネッツトヨタ石川(株) 

津田 紀之 ネッツトヨタ石川(株) 

関澤 雅義 ネッツトヨタ石川(株) 

自動車整備教育 

指導員 
新潟 

八幡 剛 新潟県自動車整備振興会技術講習所 

藤ノ木 幸栄 新潟県自動車整備振興会技術講習所 

販売従事者 

新潟 

古川 和彦 新潟トヨタ自動車（株） 

岩崎 和彦 トヨタカローラ新潟（株） 

渡邉 康弘 トヨタカローラ新潟（株） 

髙木 則生 ネッツトヨタ新潟（株） 

川瀬 次朗 新潟日産自動車（株） 

山崎 勉 新潟日産自動車（株） 

齋藤 忠 新潟日産モーター（株） 

田澤 勇 日産プリンス新潟販売（株） 

俵木 義典 日産プリンス新潟販売（株） 

田中 直樹 新潟スバル自動車（株） 

白井 忠 新潟日野自動車（株） 

富山 

加藤 泰良 富山トヨタ自動車(株) 

村田 健一 (株)日産サティオ富山 

吉田 穂 (株)日産サティオ富山 

宮西 明子 北陸スバル自動車(株) 

千秋 仁志 ネッツトヨタノヴェルとやま(株) 

安川 秀則 富山トヨペット(株) 

田中 敬一 (株)品川グループ本社 

岩﨑 一信 富山トヨペット(株) 

石川 上出 裕三 (株)北陸マツダ 

団体従事者 新潟 
小林 康之 （一社）日本自動車販売協会連合会新潟県支部 

石山 稔 （一財）新潟県自動車標板協会 
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長野 

矢澤 照康 （一社）長野県自動車販売店協会 

北村 幸三 （一社）長野県自動車販売店協会 

末政 和子 （一社）長野県自動車販売店協会 

石川 井関 寿恵 （一社）石川県自動車会議所 

貨物自動車運送 

適正化事業指導員 
石川 

脇方 善行 （一社）石川県トラック協会 

春田 修一 （一社）石川県トラック協会 

計 ９３名 

 

○運行管理者功労 

  自動車運送事業の運行管理業務に精励し、輸送の安全確保に努め他の模範となる下記の方を令和

元年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 

タクシー運行管理者 新潟 長谷川 智美 昭和交通(有) 

計 １名 

 

○安全対策への貢献（自動車運送事業関係） 

  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令和元年１１月１日

付けで表彰しました。 

 

事業種別 事 業 者 名 無  事  故  期  間 県別 

 

乗合・貸切 

富山地方鉄道（株） 平成３０年９月１日～令和元年８月３１日  

富山 富山地鉄北斗バス（株） 平成２８年９月１日～令和元年８月３１日 

貸切 高岡交通（株） 平成２８年９月１日～令和元年８月３１日 

計 ３事業者 

 

○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） 

  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令和元年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 

(有)伊藤自動車整備工場 (有)伊藤自動車整備工場 平成３０年 新潟 

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 

(株)ホンダカーズ長野中央 （株）ホンダカーズ長野中央 

 佐久インター店 

平成３０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 

山室重機（株） 山室重機（株）富山営業所 平成３０年  

富山 山室重機（株） 山室重機（株）魚津営業所 平成３０年 

計 ２事業場 
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事業者の氏名又は名称 事業場の名称 支局長表彰歴 県別 

石川ダイハツ販売(株) 石川ダイハツ販売(株)高柳店 平成２８年 石川 

計 １事業場 

 

○安全性優良事業所（貨物自動車運送事業関係） 

  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、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令和元年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 

（株）丸五急送 本社営業所 １２年 平成３０年  

新潟 アキタ（株） 新潟営業所 １３年 平成２９年 

日本通運（株） 新潟物流事業所 １４年 平成３０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 

諏訪梱包運輸（株） 上田営業所 １２年 平成３０年 長野 

計 １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 

（株）ナチロジスティクス 富山 １１年 平成３０年 富山 

計 １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）小松支店 コマツ粟津営業課 １３年 平成２９年 石川 

水口運送（株） 本社営業所 １１年 平成３０年 

竹原運輸（株） 羽咋営業所 １１年 平成３０年 

計 ３事業所 

 

 

 
■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 

有限会社 マルヨ急送 

(8100002004948) 

代表取締役 

吉澤 憲司 R 元.10.15 

長野県長野市大豆島１５９８番

３フレグランス美Ⅱ１０２号室 
５ 

 

■一般貨物自動車運送事業（霊柩）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 

しなのサポート 株式会社 

(6100001024370) 

代表取締役 

淨山 弘紀 R 元.10.15 

長野県長野市大字東和田４８２

番１ステラ東和田ビル１０２ 
１ 

 

■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 石認証第４４０号 

認証年月日 令和元年１０月３０日 

○ 許 認 可 等 
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事業者名 桶田慎一 

事業場の名称 Ｇ－ＳＴＹＬＥ 

事業場の所在地 石川県加賀市山代温泉参七９８番１３ 

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 

 

 

■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２０２８７号 

指定年月日 令和元年１１月１日 

事業者名 株式会社ＧＢホールディングス（法人番号 6100001024172） 

事業場の名称 ＧＢオートラボ 

事業場の所在地 長野県上田市上塩尻２２２番地 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 

以 上 


