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■令和２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々は、勲章が授与されました。 

                                                                   （敬称略） 

勲 等 氏   名 職     名 県 別 

旭日小綬章 操川 由一 
城西運輸機工(株) 会長 

元（社）石川県トラック協会 会長 
石川 

旭日双光章 齋藤 一彦 
（有）斎藤自動車 代表取締役 

（一社）長野県自動車整備振興会 副会長 
長野 

旭日双光章 山下 洋介 
是則北陸運輸（株）社長 

石川県倉庫協会 副会長 
石川 

令和２年１１月３日付（内閣） 

 

 

■令和２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２年１０月２９日

付けで国土交通大臣より表彰されました。 

 

○事業功労（ ８名 ）                              （敬称略） 

業 種 県別 氏   名 職     名 

タクシー 長野 池田 榮一 
元長野県タクシー協会 副会長 

元南信州広域タクシー(有) 代表取締役社長 

貨物運送 

新潟 渡辺 喜彦 マルソー（株） 代表取締役会長 

石川 瀧川 光明 瀧の川運輸（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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自動車整備 長野 

重盛 五十二 
元（一社）長野県自動車整備振興会 副会長

（有）伊那コニー 代表取締役 

澁谷 一之 
（一社）長野県自動車整備振興会 副会長 

（資）武田モータース 代表社員 

自動車販売 

新潟 井口 清治 ＳＢＳ長岡東 代表 

富山 深掘  昇 レッドシティー（同） 代表社員 

石川 山野 吉彦 （株）ホンダカーズ石川 代表取締役会長 

 

○永年勤続功労 （ ６名 ）                           （敬称略） 

業 種 県別 氏   名 職     名 

バス 富山 村中 治夫 富山地方鉄道（株）運転者 

個人タクシー 

新潟 玉木  讓 個人タクシー運転者 

長野 

宮下 周一 個人タクシー運転者 

深井 正行 個人タクシー運転者 

石川 北井  進 個人タクシー運転者 

タクシー 富山 堀  三幸 高岡交通（株）運転者 

 

■令和２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２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 

 

 

 

 

 

タクシー 

 

 

新潟 

野村 修士 三越タクシー(株) 代表取締役社長 

金井 正志 第一タクシー（株） 代表取締役 

川口 栄介 富士タクシー（株） 代表取締役 

牧野 章一 アイエムタクシー（株） 代表取締役社長 

 

長野 
滝川 哲也 桜観光タクシー（株） 代表取締役会長 

髙橋 春三 長野交通（株） 代表取締役社長 

小岩井 清志 南安タクシー（有） 代表取締役 

 

石川 
塩村 秀樹 なるわ交通（株） 元代表取締役 

藤波  巧 北都交通（株） 代表取締役 

トラック 新潟 臼杵 修二 佐渡汽船運輸(株) 代表取締役社長  
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トラック 

 

 

 

 

新潟 

板垣 貞芳 寒川運送(株) 代表取締役 

斎藤 庫之丞 新潟郵便輸送(株) 代表取締役社長 

猪又 勝代 カネヨ運輸(株) 取締役副社長 

遠山 義弘 新潟旭急送(株) 代表取締役社長 

蒲澤  登 （有）蒲沢造花店 代表取締役 

風間 賢治 (株)かざま会館 代表取締役 

森田 一衛 中越運送(株) 専務取締役 

 

長野 
早川 多津男 （株）トラックス 代表取締役 

松本  清 長野運送（株） 代表取締役 

 

富山 
吉澤 比佐志 富山県トラツク（株） 代表取締役社長 

中島 洋三 （有）中島運送 取締役会長 

古瀬 喜八郎 （株）新陸運輸 代表取締役社長 

 

 

石川 

田中  保 （株）三和油送 代表取締役 

山本  隆 （有）加賀配送 代表取締役 

高口 和夫 （株）高口運送 代表取締役 

相川  浩 （有）コーケンサービス 代表取締役 

森  正次 （有）森運輸 代表取締役 

 

 

 

 

 

 

整備 

新潟 品田 庄一 （有）品田商会 代表取締役 

 

 

 

長野 

越  昭雄 越商会 代表 

藤澤 今朝男 須高車輌販売（株） 取締役 

栁沢 一夫 （有）栁沢自動車工場 代表取締役 

桃澤 信人 松井自動車工業（株） 取締役営業部長 

原  義博 （株）原ホンダ 取締役 

 

 

富山 

梅原 光雄 清光オートサービス（有） 代表取締役 

中田 國夫 中田自動車（有） 代表取締役 

西田 隆雄 西田自動車工業（株） 代表取締役 

堀  雅一 （有）堀為 代表取締役  

有澤 信次 タカラ自動車(株) 代表取締役 

車体整備 長野 原田 光男 (有)長峰ボデー 代表取締役 

 

 

 

販売 

新潟 町田 一越 日産プリンス新潟販売（株） 代表取締役社長 

 

 

 

石川 

宮本 次彦 （株）セフティオート 代表取締役 

小杉 雄二 石川日産自動車販売（株） 代表取締役会長 

架谷 洋司 石川トヨタ自動車（株） 代表取締役社長 

藤井 精二 石川日野自動車（株） 常務取締役 

松田  弘 松田モータース（株） 代表取締役社長 

 

 

関係団体 

 

長野 

中島 和彦 長野県自家用自動車協会 佐久支部長           

肥田野 秀知 長野県自家用自動車協会 上小支部長           

中島 稲夫 元長野県自家用自動車協会 川西支部 理事            

石川 藤本  孝 石川県中古自動車販売協会 専務理事 

計 ４９名 
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○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女将（旅館業）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２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 
長谷川 直 新潟交通（株） 

笹川 光弘 新潟交通観光バス（株） 

長野 

佐々木 祥一 信南交通（株） 

和木 桂一 おんたけ交通（株） 

古川 寿美雄 おんたけ交通（株） 

バス運転者 

新潟 

田村 和広 新潟交通（株） 

髙澤 能明 新潟交通（株） 

菊池 雅之 新潟交通（株） 

羽賀 喜一 新潟交通（株） 

西山 勇 新潟交通（株） 

高木 弘之 新潟交通観光バス（株） 

長野 

吉山 誠二 上田バス（株） 

押金 英雄 上田バス（株） 

山本 一彦 上田バス（株） 

神戸 重幸 アルピコ交通（株） 

下田 治朗 おんたけ交通（株） 

富山 若林 弘明 富山地方鉄道（株） 

タクシー運転者 

新潟 武樋 弘 三越タクシー(株) 

富山 
増山 弘司 富山交通（株） 

浦上 清 （有）小杉タクシー 

石川 
村井 貞幸 石川交通(株) 

藤森 秀樹 石川近鉄タクシー(株) 

個人タクシー 

運転者 

新潟 
平賀 仙二 個人タクシー（七福タクシー） 

森 一裕 個人タクシー（ゆたかタクシー） 

石川 芝西 一夫 個人タクシー（芝西交通） 

トラック従事者 
新潟 

鈴木 文雄 東部運送（株） 

渡邊 孝 中越通運（株） 

関川 智弘 頸城運送倉庫（株） 

湯田 勝美 アキタ（株） 

絹谷 貞輔 丸喜重量運輸（株） 

渡邉 巧 中越運送(株) 

長野 今井 綾子 北安陸送（株） 

トラック運転者 新潟 

保坂 義雄 中越通運（株） 

金山 了 中越通運（株） 

石丸 誠一 中越通運（株） 
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トラック運転者 

新潟 

平原 聡 中越通運（株） 

薄田 智 中越通運（株） 

中村 幸成 中越通運（株） 

伊藤 正明 中越通運（株） 

市橋 龍一 新潟運輸（株） 

藤井 英雄 新潟運輸（株） 

村山 和重 新潟運輸（株） 

遠藤 正巳 日昭運輸（株） 

五十嵐 郁夫 マルソー（株） 

柿嶌 悟 マルソー（株） 

植木 王広 マルソー（株） 

橋本 祐一 中越運送（株） 

長野 
中村 聖治 坂城運輸(株) 

宮下 健一 鉢盛運送（株） 

石川 
鞍田 久則 是則北陸運輸(株) 

桑名 博文 北日本運輸(株) 

自動車整備士 

長野 

滝澤 茂夫 丸滝自動車 

成澤 啓輔 成澤自動車 

渡邊 慶人 （有）渡辺モータース 

矢口 今朝雄 ツカサ工業（株） 

倉畑 徳博 三岳自動車商事（株） 

振田 孝雄 木曽自動車販売（株） 

中山 芳一 フカヤ自動車 

春日 敏雄 上伊那自販サービスセンター協同組合 

中山 和夫 （株）旭石油 

市川 芳文 （有）サンオートモービル 

森田 茂 森田自動車 

田畑 耕治 （株）オートパル上伊那 

石川 

宮前 信広 千代田機電(株) 

大岡 和彦 ネッツトヨタ石川(株) 

神﨑 充 石川日産自動車販売(株) 

田上 和夫 石川日産自動車販売(株) 

車体整備従事者 新潟 

重川 隆雄 （株）丸山車体製作所 

柏  正 （株）丸山車体製作所 

鶴巻 和芳 （株）丸山車体製作所 

自動車整備従事者 石川 

小浪 正人 ネッツトヨタ石川(株) 

前田 能次 石川トヨタ自動車(株) 

野口 寿人 ネッツトヨタ石川(株) 

販売従事者 新潟 
大坂 英且 新潟トヨペット（株） 

阿部 武雄 新潟トヨペット（株） 
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販売従事者 

新潟 

遠藤 正明 ネッツトヨタ新潟（株） 

髙橋 保夫 ネッツトヨタ新潟（株） 

山田 幸司 新潟日産自動車（株） 

中村 政幸 新潟日産自動車（株） 

佐藤 浩一 新潟日産モーター（株） 

平山 克男 新潟スバル自動車（株） 

山岸 隆徳 新潟いすゞ自動車（株） 

長野 清水 光子 ＹＯＵ ＳＨＯＰ 清水 

富山 

堀田 和裕 富山トヨタ自動車(株) 

森井 秀雄 (株)日産サティオ富山 

細野 良明 (株)日産サティオ富山 

団体従事者 石川 

川嵜 亨 （一社）石川県自動車整備振興会 

浦 るり子 （一社）石川県自動車整備振興会 

木津 圭子 石川県自動車販売店協会 

女将（旅館業） 長野 矢島 佳代子 （株）池の平ホテル＆リゾーツ 

計 ９０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

２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 

トラック運行管理者 新潟 石橋 俊明 中越運送（株） 

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２年１１月１日

付けで表彰しました。 

 

事業種別 事 業 者 名 県別 

 

乗用 

（株）金閣自動車商会  

 

富山 

（有）北陸小型交通 

福光タクシー（株） 

 

乗合・貸切 
富山地方鉄道（株） 

エムアールテクノサービス（株） 

計 ５事業者 
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○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２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 県別 

長野日産自動車（株） 長野日産自動車（株）長野大橋店 長野 

石黒自動車工業（株） 石黒自動車工業（株）  

 

 

 

 

富山 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）高岡店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）富山店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）魚津店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）グランジュエル富山今泉店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）高岡南店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）富山南店 

富山ダイハツ販売（株） 富山ダイハツ販売（株）砺波店 

（株）杉本自動車サービス （株）杉本自動車サービス 
石川 

（株）石川トヨペットカローラ （株）石川トヨペットカローラ トヨペット小松店 

計１１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２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 県別 

プリヴェ運輸（株） 上越支店 １５年  

 

新潟 
亀田キャリー（株） 本社営業所 １４年 

（有）上新運輸  本社営業所 １３年 

（株）流通サービス 本社営業所 １１年 

アート梱包運輸（株） 松本営業所 １２年 
長野 

（株）ヤマザキ物流 長野営業所 １２年 

（有）コーケンサービス 本社営業所 １２年  

石川 （株）東崎倉庫運輸 本社営業所 １２年 

大森建設運輸（株） 本社営業所 １２年 

計 ９事業所 
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■公示第３０号（自動車交通部） 

 

道路運送法施行規則第１５条の６の規定により次のとおり公示する。 

本件について意見聴取の申請をしようとするときには、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項

を記載した文書を当該届出事案を管轄する運輸支局長を経由し運輸局長あて提出されたい。 

なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名 

２．届出の件名及びその番号 

３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

令和２年１１月１１日 

北陸信越運輸局長  野津 真生 

 
（事案の種類）   一般乗合旅客自動車運送事業の路線一部廃止届出 

事案 
番号 

一般乗合旅客自動車

運送事業者の名称 
路   

線 廃止の予定日 廃止を必要とする理由 

2 旅 1 号 
北陸鉄道 
株式会社 
(1220001006411) 

別紙 令和３年４月１日 

乗合バス旅客数の減少が続く中で、

必要最低限のコストで最大限効率の

良い運行をする努力をしているが、

乗降調査の結果を鑑みて当該路線を

廃止することで、他の主要な生活路

線の維持存続を図るため届出に及ん

だもの。 

2 旅 2 号 
北鉄金沢バス 
株式会社 
(2220001007986) 

別紙 令和３年４月１日 

利用旅客の減少が激しい路線の一部

区間を廃止するもので、自助努力に

よる運行を続けてきたものの、今後

も利用旅客の増加が見込めないこと

から届出に及んだもの。 

2 旅 3 号 
北鉄能登バス 
株式会社 
(2220001015452) 

別紙 令和３年４月１日 

外浦線で使用している車両の老朽化

が著しく、安全運行のために車両の

更新が必要となるものの、新車を購

入する余裕がなく、また、運転士不足

による路線の維持も困難になってき

ていることから、乗車人数が減少し

ている当該路線を廃止するため届出

に及んだもの。 
 
・意見の聴取の実施予定日及び場所 
令和２年１１月２４日    北陸信越運輸局 聴聞室 予定 

 
別 紙 
２旅１号 

（１）石川県白山市茶屋２丁目１１４－１番地先から 
石川県白山市倉光２丁目１番地先まで                    ０．７㎞ 

○ 公    示 
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２旅２号 
（２）石川県野々市市太平寺４丁目４８番地先から 

石川県野々市市中林２丁目１番地先まで                   ２．９㎞ 
（３）石川県野々市市堀内４丁目８７番地先から 

石川県野々市市下林３丁目２８７番地５先まで                １．０㎞ 
（４）石川県野々市市中林２丁目１番地先から 

石川県野々市市富光寺町２９１番地先まで                  １．７㎞ 
（5）石川県野々市市中林２丁目１番地先から 

石川県野々市市上林２丁目１８７番地先まで                 ２．４㎞ 
（6）石川県金沢市上安原２丁目２９５番地先から 

石川県白山市倉部町９５９番地先まで                    ３．６㎞ 
（7）石川県白山市倉部町９５９番地先から 

石川県白山市倉部町９７１番地１先まで                   ０．４㎞ 
 
２旅３号 

（8）石川県羽咋郡志賀町富来地頭町七の７７番地先から 
石川県羽咋郡志賀町深谷（深谷橋先）まで                 １８．７㎞ 

（9）石川県羽咋郡志賀町富来領家町甲１０番地先から 
石川県羽咋郡志賀町里本江４４－１－１番地先まで              ０．３㎞ 

（10）石川県輪島市門前町赤神１－１番地先から 
石川県輪島市門前町赤神イ４１－５番地先まで                ０．３㎞ 

（11）石川県輪島市門前町黒島イ１番地先から 
石川県輪島市門前町道下わ８７－２番地先まで                １．５㎞ 

 

 

 
■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 ＮＳＬ 

(6230001018277) 

代表取締役 

中田 栄太 R2.10.2 

富山県富山市問屋町一丁目

１０番１号 
５ 

有限会社原田オート 

（6110002023957） 

代表取締役 

原田 実 R2.10.12 

新潟県上越市柿崎区柿崎７

０３０番地の９ 
５ 

株式会社片倉運輸 

（1100001033178） 

代表取締役 

片倉 祐二 R2.10.19 

長野県岡谷市川岸上二丁目

２２番７号 
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 

株式会社アイ 

(3100001017030) 

代表取締役 

佐々木 永博 R2.10.12 

長野県松本市大字里山辺２

０５３番地１ 
１ 

 

■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２０３３８号 

指定年月日 令和２年１１月２日 

事業者名 松本ハイランド農業協同組合（法人番号 8100005005844） 

事業場の名称 松本ハイランド農業協同組合工機センター塩尻 

事業場の所在地 長野県塩尻市大字広丘高出字西村１８２８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 

○ 許 認 可 等 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

以 上 


