
1 
 

 

 

 

■令和２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２年１０月１４日付けで

国土交通大臣より表彰されました。 

 

○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） 佐藤 雅之 

     〃 瀧澤 和浩 

〃 馬場 俊夫 

 
○鉄道をめぐる一般協力者       （敬称略） 

団 体 名 
姨捨楽生学園 

 

 

■令和２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２年１０月１４日付けで

表彰しました。 

 

○索道事業 事業功労                              （敬称略） 

所  属 氏  名 

（株）白馬フォーティセブン 太田 達彦 

 

○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） 曽田 正幸 

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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東日本旅客鉄道（株） 竹田 敏彦 

    〃 富樫 英樹 

〃 西澤 芳孝 

〃 池田 誠 

〃 齋藤 和明 

〃 本戸 二二末 

〃 吉池 正行 

  西日本旅客鉄道（株） 北川 和弘 

〃 石田 正徳 

〃 虎瀬 正義 

〃 久保田 勝男 

   日本貨物鉄道（株） 成田 和彦 

〃 山下 稔 

長野電鉄（株） 中島 壮一 

〃 酒井 一彦 

富山地方鉄道（株） 北川 嘉輝 

          〃 大澤 稔 

 

○鉄道をめぐる一般協力者       （敬称略） 

団 体 名 
高松常盤会 

 

 

■令和２年 鉄道運転無事故事業者 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２年１０月１４日付けで表彰しました。 

 

                  （敬称略） 

事 業 者 名 

東日本旅客鉄道（株） 新潟支社 

東日本旅客鉄道（株） 長野支社 

長野電鉄（株） 

しなの鉄道（株） 

上田電鉄（株） 

 

 

■令和２年 索道運転無事故事業者 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２年１０月１４日付けで表彰しました。 

                  （敬称略） 

事 業 者 名 
一般財団法人休暇村協会 
（株）銀嶺観光 
（株）上越観光開発 
（株）ＢｌｕｅＲｅｓｏｒｔ白馬さのさか 
（株）鈴木商会 
（株）野沢温泉 
（株）スノーエリアマネジメント白山 
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■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４４７号 

認証年月日 令和２年６月２２日 

事業者名 一般社団法人 石川県自動車整備振興会 

（法人番号 6220005000050） 

事業場の名称 一般社団法人 石川県自動車整備振興会 

事業場の所在地 石川県金沢市直江東一丁目２番地 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 （１）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 

   分解整備（原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、 

連結）、 

   電子制御装置整備（運行補助） 

（２）小型二輪自動車 

   分解整備（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 石認証４４８号 

認証年月日 令和２年６月２２日 

事業者名 株式会社福岡自動車（法人番号 7220001014441） 

事業場の名称 株式会社福岡自動車 

事業場の所在地 石川県金沢市専光寺町ヲ２４０番地 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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）、 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結) 

ただし、普通自動車（中型）については原動機を除く。 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証４４９号 

認証年月日 令和２年６月２６日 

事業者名 株式会社ＹＯＬＯ工房（法人番号 8220001023193） 

事業場の名称 Ｈｏｎｄａ Ｄｒｅａｍ 金沢 

事業場の所在地 石川県金沢市近岡町４１２番地１ 

自動車特定整備事業の種類 小型自動車特定整備事業 

対象とする自動車の種類 小型二輪自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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 石認証４５０号 

認証年月日 令和２年７月１４日 

事業者名 中川 雄太 

事業場の名称 ＣａｒＮｅｘｕｓ 

○ 許 認 可 等 
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事業場の所在地 石川県金沢市専光寺町ヲ２０１ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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 石認証４５１号 

認証年月日 令和２年９月１日 

事業者名 株式会社ロード・スター北陸（法人番号 4220001009519） 

事業場の名称 ロードスター北陸 松任店 

事業場の所在地 石川県白山市番匠町１５７番地１ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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 石認証４５２号 

認証年月日 令和２年９月１日 

事業者名 株式会社カルバン（法人番号 2220001000280） 

事業場の名称 カルバン小松店 

事業場の所在地 石川県小松市矢崎町ナ１３７番１ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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 石認証４５３号 

認証年月日 令和２年９月２日 

事業者名 株式会社金沢丸善（法人番号 6220001002190） 

事業場の名称 株式会社 金沢丸善 ワンダフルセルフ 加賀 

事業場の所在地 石川県加賀市小菅波町二丁目１０番 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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 石認証４５４号 

認証年月日 令和２年１０月６日 

事業者名 有限会社アキラックス（法人番号 5220002000871） 

事業場の名称 有限会社アキラックス 

事業場の所在地 石川県金沢市専光寺町カ４４番地２ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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、 
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小型三輪自動車、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御装置整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 長認証第４９５号 

認証年月日 令和２年１０月１５日 

事業者名 株式会社トータルサポートショップ山﨑 

（法人番号 9100001032692） 

事業場の名称 株式会社トータルサポートショップ山﨑 

事業場の所在地 長野県安曇野市豊科光１５２５番地１ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

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 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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４９８号 

認証年月日 令和２年１０月１５日 

事業者名 日本ニューホランド株式会社（法人番号 1430001021026） 

事業場の名称 日本ニューホランド株式会社 長野営業所 

事業場の所在地 長野県南佐久郡小海町豊里２１１８番地 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 

対象とする自動車の種類 大型特殊自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(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３０１４６号 

指定年月日 令和２年１０月２２日 

事業者名 株式会社中田モータス（法人番号 9230001005181） 

事業場の名称 株式会社中田モータス富山インター店 

事業場の所在地 富山県富山市赤田９５１番１ 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

以 上 

 


