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Chugoku Transport & Tourism Bureau 

人と物の移動を見つめ支えます 

国土交通省中国運輸局山口運輸支局 

 
                      令和２年１０月２３日 

令和２年度山口運輸支局自動車関係功労者等の表彰を行います 

 

中国運輸局山口運輸支局では、自動車に関連する事業・分野で功績が顕著

である又は業務精励で他の模範となる次の①から④の個人・事業者に対して、

毎年、山口運輸支局長による表彰を実施し、その功績をたたえています。 
 

 

 

 

 

 

  

令和２年度の表彰式は、下記のとおり開催し、別添｢受賞者名簿｣の方々 

（個人４７名、事業者６者）を表彰いたします。 

記 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
【資料配付先】山口県政記者クラブ 

【問い合わせ先】 

中国運輸局山口運輸支局 

受賞対象①関係：総務企画・観光担当 山田 

TEL 083-922-5335 FAX 083-923-1036 

↑<音声ガイダンスが始まったら４をプッシュ> 

受賞対象③関係：輸送・監査担当 中山 

TEL 083-922-5336 FAX 083-923-1036 

受賞対象②④関係：検査整備保安担当 木本 

 TEL 083-922-5398 FAX 083-928-9601 

１．日 時   令和２年１１月２日（月）１０時から 

２．会 場   セントコア山口 ２階「サファイアの間」 

        山口市湯田温泉３丁目２－７ （TEL:083-922-0811） 

３．受賞者   別添「受賞者名簿」のとおり 

 

※表彰式当日のカメラ取材を希望される方は、事前に当支局総務企画・観光担当まで、

お知らせ下さい。 

【受賞対象】 

① 自動車関係功労者支局長表彰：自動車関係事業での事業功労又は永年功労がある方 

② 運行管理者支局長表彰：自動車運送事業における優良な運行管理者 

③ 安全性優良事業所支局長表彰：トラック輸送事業の安全性優良事業所（Gマーク長年取得） 

④ 環境に優しい自動車整備事業等優良事業場表彰：環境保全に関する優良な自動車整備関係事

業場（局長表彰伝達） 

                               



   令和２年度自動車関係功労者支局長表彰  受賞者名簿

◯団体役員功労者表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

バス 上野　茂之
うえの　　　　しげゆき

様 64 長門市 公益社団法人山口県バス協会

◯事業役員功労者表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

トラック 髙月　明生
たかつき　　あきお

様 50 下関市 株式会社タカツキ

トラック 遠山　哲広
とおやま　　あきひろ

様 47 下関市 株式会社遠山

トラック 田渕　清隆
たぶち　　　　きよたか

様 56 下関市 日産コンクリート工業株式会社

トラック 増田　一雄
ましだ　　　　かずお

様 52 下関市 豊関貨物運送有限会社

トラック 中原　美代子
なかはら　　　みよこ

様 51 下関市 豊関貨物運送有限会社

トラック 山下　孝幸
やました　　　たかゆき

様 52 長門市 有限会社長門市貨物運送店

整備 河野
かわの

　哲哉
てつや

様 60 熊毛郡 株式会社尾崎モータース

整備 星出　康男
ほしで　　　　やすお

様 67 柳井市 有限会社新生車輛

◯事業従事者永年勤続表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

バス 中村　広史
なかむら　　　ひろし

様 56 広島市 中国ジェイアールバス株式会社

タクシー 大下
おおした

　靜
しずか

様 74 宇部市 宇部構内タクシー株式会社

タクシー 新宅　賢悟
しんたく　　　けんご

様 55 周南市 柳井第一交通株式会社

トラック 岩谷　和昭
いわたに　　かずあき

様 52 宇部市 柏原物流株式会社

トラック 福村　正浩
ふくむら　　まさひろ

様 59 下関市 池田興業株式会社

トラック 堀之内
ほりのうち

　俊一
としかず

様 58 北九州市 協立運輸商事株式会社

トラック 藤原　茂則
ふじわら　　　しげのり

様 64 下関市 栄運輸株式会社

トラック 濵田　積稔
はまだ　　　　あつとし　　　　　

様 52 下関市 日新運輸工業株式会社

トラック 佐藤　雅夫
さとう　　　　　まさお

様 57 下関市 日通下関運輸株式会社

トラック 吉武　英樹
よしたけ　　　ひでき

様 51 山口市 日本通運株式会社

販売 上野　知徳
うえの　　　　とものり

様 62 防府市 トヨタカローラ山口株式会社

販売 三上　清美
みかみ　　　　きよみ

様 61 岩国市 山口マツダ株式会社

芳名

芳名

                                                  山口運輸支局

１．自動車関係功労者　山口運輸支局長表彰

芳名



販売 舩越　清美
ふなこし　　　きよみ

様 59 下関市 山口ダイハツ販売株式会社

販売 四海　謙二
しかい　　　　けんじ

様 55 山陽小野田市 山口ダイハツ販売株式会社

販売 安部　寧
あ　　べ　　やすし

様 52 岩国市 山口スバル株式会社

販売 西崎　寛之
にしざき　　　ひろゆき

様 48 山口市 山口日野自動車株式会社



◯事業用自動車運転者永年勤続表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

バス 吉兼　政通
よしかね　　まさみち

様 60 周南市 防長交通株式会社

バス 友景　克典
ともかげ　　かつのり

様 46 山口市 中国ジェイアールバス株式会社

バス 竹部　礼
たけべ　　　れい

様 48 周南市 中国ジェイアールバス株式会社

タクシー 山本　充
やまもと　　みつる

様 72 山口市 湯田都タクシー株式会社

タクシー 梶山　典男
かじやま　　のりお

様 66 長門市 長門山電タクシー有限会社

トラック 木輪　治夫
きわ　　　　　はるお

様 47 周南市 清進運輸株式会社

トラック 津田　次男
つだ　　　　　つぎお

様 71 山陽小野田市 小野田通運株式会社

トラック 田代　哲也
たしろ　　　　てつや

様 47 宇部市 琴崎産業株式会社

トラック 浦　政行
うら　　　まさゆき

様 51 北九州市 長州貨物株式会社

トラック 中野　輝章
なかの　　　てるあき

様 57 山口市 九州福山通運株式会社

トラック 西村　典之
にしむら　　　のりゆき

様 55 下関市 下関海陸運送株式会社

トラック 堀川　修
ほりかわ　　おさむ

様 62 下関市 下関協同生コン株式会社

トラック 木森　正喜
きもり　　　　まさき

様 71 下関市 日新運輸工業株式会社

トラック 北　里美
きた　　　さとみ

様 48 下関市 有限会社丸安運送店

◯自動車整備士永年勤続表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

整備 中川　俊夫
なかがわ　　　　としお

様 46 防府市 有限会社森重モータース

整備 原田　幸則
はらだ　　　　　　ゆきのり

様 58 美祢市 株式会社ＴＡＭＡＲＵ

整備 石川　嘉隆
いしかわ　　　　よしたか

様 48 山口市 株式会社ＴＡＭＡＲＵ

◯自動車関係団体永年勤続表彰の部

事業部門 年齢 住所 所属団体又は事業所

自動車
振興センター 藤田　亜希子

ふじた　　　　　あ　　き　　こ
様 52 宇部市 一般財団法人山口県自動車振興センター

自動車
振興センター 中川　澄恵

なかがわ　　　すみえ
様 39 山口市 一般財団法人山口県自動車振興センター

販売 平田　千恵
ひらた　　　　　　ち　　え

様 53 山口市 一般社団法人日本自動車販売協会連合会

芳名

芳名

芳名



事業部門 年齢 住　所 所属事業所

トラック 佐藤　和恵
さとう　　　　　　　かずえ

様 52 防府市 防府自動車興業株式会社　本社営業所

トラック 嶋村
しまむら

　忠
ただし

様 50 下関市 日通下関運輸株式会社　下関本社営業所

事業者の氏名又は名称

広府興産　有限会社
代表取締役　中島　弘規　様

防通トランスポート　株式会社
代表取締役　喜多村　誠　様

レンゴーロジスティクス　株式会社
代表取締役　森實　光博　様

平和産業　株式会社
代表取締役　河崎　　生　様

中国名鉄運輸　株式会社
代表取締役　小野　英男　様

事業者の氏名又は名称

株式会社カーステージNB
代表取締役　中平　光男　様

事業所の所在地

氏　　　名

２．運行管理者　山口運輸支局長表彰

レンゴーロジスティクス 株式会社
かぶしきがいしゃ

防府営業所
防府市

平和
へいわ

産業
さんぎょう

　株式会社
かぶしきがいしゃ

本社営業所

山陽小野田市

株式会社カーステージNB
かぶしきがいしゃ　　　　　　　　　　　　　　えぬびー

山陽小野田市

光市

防
ぼう

通
つう

トランスポート　株式会社
かぶしきがいしゃ

山口営業所

事業所の名称

広府興産
　こうふこうさん

　有限会社
ゆうげんがいしゃ

光営業所

４．環境に優しい自動車整備事業等優良事業場　中国運輸局長表彰

事業所の所在地

事業所の名称

山口市

中国
ちゅうごく

名鉄
めいてつ

運輸
うんゆ

　株式
かぶしき

会社
がいしゃ

山口支店

山口市

３．安全性優良事業所　山口運輸支局長表彰



支局長表彰

○個人表彰

団体
役員

事業
役員

事業
従事者

運転者 整備士
団体
職員

バス 1 1 3 5 5

タクシー 2 2 4 4

トラック 6 7 9 22 2 24

整備  2 3 5 5

振興センター 2 2 2

販売 6 1 7 7

計 1 8 16 14 3 3 45 2 47

○事業者表彰

計

③安全性優良事業所表彰 ※トラック限定 5

計 5

局長表彰

○事業者表彰

計

④環境に優しい自動車整備事業等優良事業場表彰 自動車分解整備事業 1

計 1

令和２年度山口運輸支局自動車関係表彰者内訳

部門別

①自動車関係功労者表彰

小計
②

運行管理者
表彰

合計
事業功労 永年功労

表彰種別 事業部門

表彰種別 事業部門


