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受 賞 者         団体役員            ２名 

事業役員            ７名 

永年勤続者          ７９名 

内訳 幹部職員        １１名 

自動車検査員      １４名 

運送事業運転者     １６名 

自動車整備士      １３名 

その他従事者      ２５名 

運行管理者           ２名 

  計  ９０名 

 

 



【団体役員】

　　団　体　名 　氏　　名

軽自動車協会 愛知県軽自動車協会　会長 坪内　孝暁

中古自動車販売協会 愛知県中古自動車販売協会　理事 小久保　典好

【事業役員】

　　団　体　名 　氏　　名

トラック協会 (株)竹豊物流　代表取締役社長 加藤　正人

自動車販売店協会 (株)ウィン　取締役副社長 平岩　正尚

二輪車普及安全協会 オートハウスフルカワ　社長 古川　洋美

二輪車普及安全協会 (株)プロト　代表取締役 近藤　芳光

二輪車普及安全協会 (有)ヤマダ　代表取締役社長 山田　健二

二輪車普及安全協会 (有)こすがモーターサイクル　代表取締役 小菅　義尚

二輪車普及安全協会 小島モータース　代表 小島　明

　　現　　職

受　賞　者　名　簿

　　現　　職



（幹部職員）

　　団　体　名 　氏　　名

自動車整備振興会 愛知日野自動車(株)　部長 川浦　直樹

自動車販売店協会 (株)ホンダカーズ三河　取締役 渡邊　鈴代

自動車販売店協会 NTPインポートHD(株)　取締役 鈴木　伸幸

自動車販売店協会 名古屋トヨペット(株)　取締役 藤川　正

自動車販売店協会 名古屋トヨペット(株)　取締役 戸谷　崇宏

自動車販売店協会 トヨタモビリティ東名古屋(株)　部長 古山　靖人

自動車販売店協会 いすゞ自動車中部(株)　支店長 伊藤　督久

自動車販売店協会 愛知トヨタ自動車(株)　エリア長 細川　和利

自動車販売店協会 トヨタカローラ愛豊(株)　部長 山下　登

自動車販売店協会 トヨタカローラ愛豊(株)　部長 西出　久生

自動車販売店協会 トヨタカローラ愛豊(株)　部長 西岡　康博

　　現　　職

受　賞　者　名　簿

【永年勤続者】 



　　団　体　名 　氏　　名

自動車整備振興会 碧南トヨタ(株) 石川　英和

自動車整備振興会 いすゞ自動車中部(株) 花田　武史

自動車整備振興会 愛知自動車(株) 古川　大介

自動車整備振興会 ネッツトヨタ名古屋(株) 梶川　新也

自動車整備振興会 (有)井川自動車サービス 鈴木　和敏

自動車整備振興会 (有)井川自動車サービス 鈴木　秀樹

自動車整備振興会 新明工業(株) 前田　忠範

自動車整備振興会 日産プリンス名古屋販売(株) 奥村　和広

自動車整備振興会 愛知ダイハツ(株) 黒田　芳文

自動車整備振興会 名古屋トヨペット(株) 山本　芳克

自動車整備振興会 トヨタカローラ名古屋(株) 前田　達博

自動車整備振興会 ファーレン名古屋中央(株) 斉藤　元倫

自動車整備振興会 ファーレン名古屋(株) 岡田　浩一

自動車整備振興会 ダイハツ稲沢 田中　寅晃

　　所　　属

受　賞　者　名　簿

（自動車検査員）



　　団　体　名 　氏　　名

バス協会 名鉄バス(株) 北山　貴宏

バス協会 名古屋市交通局 森　栄二

バス協会 知多乗合(株) 平瀬　胤之

バス協会 名鉄観光バス(株) 中根　直樹

バス協会 名鉄観光バス(株) 日比野　哲也

バス協会 名鉄観光バス(株) 小島　竜彦

バス協会 名鉄観光バス(株) 古庄　雅英

バス協会 名鉄観光バス(株) 村瀬　忠幸

バス協会 ジェイアール東海バス(株) 小林　修実

県タクシー協会 大興タクシー(株) 順田　隆美

県タクシー協会 名鉄知多タクシー(株) 吉田　立三

トラック協会 カリツー(株) 坂口　忠一

日本陸送協会 丸東運輸(株) 木村　信康

日本陸送協会 愛知車輌興業(株) 奥田　伸治

日本陸送協会 (株)ゼロ・プラス中部 鈴木　文博

日本陸送協会 トヨタ輸送(株) 渡邊　英明

　　所　　属

受　賞　者　名　簿

（運送事業運転者）



　　団　体　名 　氏　　名

自動車整備振興会 (株)ササキ自動車 佐々木　真二

自動車整備振興会 愛知日産自動車(株) 天野　裕之

自動車整備振興会 ネッツトヨタ名古屋(株) 伊藤　忠雄

自動車整備振興会 日産プリンス名古屋販売(株) 大山　智之

自動車整備振興会 (有)大野自動車 尾関　真

自動車整備振興会 イマノ自動車(株) 軒端　康弘

自動車整備振興会 愛知ダイハツ(株) 今荘　勝美

自動車整備振興会 名古屋トヨペット(株) 山中　義之

自動車整備振興会 ネッツトヨタ中京(株) 長谷川　永二

自動車整備振興会 トヨタカローラ名古屋(株) 山本　次朗

自動車整備振興会 名古屋スバル自動車(株) 安井　久隆

自動車整備振興会 (有)鈴木自動車 鈴木　健次

自動車整備振興会 (資)岩田自動車整備工場 岩田　峰晴

　　所　　属

受　賞　者　名　簿

（自動車整備士）



（その他従事者）

　　団　体　名 　氏　　名

バス協会 名鉄バス(株) 柴田　敏成

自動車整備振興会 いすゞ自動車中部(株) 水野　大二郎

自動車整備振興会 愛知日産自動車(株) 上田　勝

自動車整備振興会 ネッツトヨタ名古屋(株) 岩田　信義

自動車整備振興会 新明工業(株) 山田　範貴

自動車整備振興会 名古屋トヨペット(株) 上村　義昭

自動車整備振興会 ネッツトヨタ中京(株) 川　英俊

自動車整備振興会 トヨタカローラ名古屋(株) 原田　道夫

自動車整備振興会 名古屋市交通局 石井　隆明

自動車整備振興会 愛知トヨタ自動車(株) 森藤　秀樹

自動車販売店協会 愛知トヨタ自動車(株) 中谷　嘉則

自動車販売店協会 (株)スズキ自販中部 大石　真司

自動車販売店協会 愛知日産自動車(株) 井村　達也

自動車販売店協会 豊橋三菱ふそう自動車販売(株) 河合　靖

自動車販売店協会 ネッツトヨタ中部(株) 松原　克憲

自動車販売店協会 ネッツトヨタ中部(株) 原田　鉱二

自動車販売店協会 (株)スズキ自販中部 山口　晃弘

自動車販売店協会 豊橋三菱ふそう自動車販売(株) 倉渕　悟

自動車販売店協会 トヨタモビリティ東名古屋(株) 小田　俊秀

自動車販売店協会 トヨタモビリティ東名古屋(株) 棚橋　勇治

自動車販売店協会 (株)ホンダカーズ三河 冨田　隆

中古自動車販売協会 愛知県中古自動車販売協会 井上　雅博

中古自動車販売協会 愛知県中古自動車販売協会 家田　繁雄

自動車会議所 (一社)愛知県自動車会議所 小山　愛美

自動車会議所 (一社)愛知県自動車会議所 山口　智美

　　所　　属

受　賞　者　名　簿



【運行管理者】 

　　団　体　名 　氏　　名

日本陸送協会 豊鉄運輸(株) 松井　勇次

日本陸送協会 トヨタ輸送(株) 木下　裕昭

　　所　　属

受　賞　者　名　簿



 

    団体名略例                    団 体 名 称 

  

バス協会             公益社団法人愛知県バス協会 

県タクシー協会          愛知県タクシー協会 

   トラック協会            一般社団法人愛知県トラック協会 

  自動車整備振興会         一般社団法人愛知県自動車整備振興会 

   自動車販売店協会         愛知県自動車販売店協会 

  中古自動車販売協会        愛知県中古自動車販売協会 

日本陸送協会                    一般社団法人日本陸送協会中部支部 

自動車会議所           一般社団法人愛知県自動車会議所 

  軽自動車協会           愛知県軽自動車協会 

二輪車普及安全協会        一般社団法人日本二輪車普及安全協会 

   

                                                            順不同 

 

       


