
      令和３年１１月５日  

北 陸 信 越 運 輸 局  

長 野 運 輸 支 局  

 

 

令和３年 北陸信越運輸局長表彰の伝達 

並びに長野運輸支局長表彰について 

 
 

永年にわたり、自動車・観光関係事業の業務に精励された方々及び 

環境・安全対策に取り組まれた事業者に対する北陸信越運輸局長表彰 

の伝達、並びに長野運輸支局長表彰を下記のとおり執り行います。 

受賞される方々（事業者）は、別紙名簿のとおりです。 

 

○表彰式の日程 

日 時：令和３年１１月９日（火）午前１０時３０分から 

 式 場：メルパルク長野   ３階 白鳳の間 

長野市鶴賀高畑７５２－８ TEL０２６－２２５－７８００ 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  北陸信越運輸局 長野運輸支局 

        総務企画部門  阿部 

             ℡ ０２６－２４３－４６０３ 

 



　【別紙１】

    （敬称略）

部　　門 氏　　　名

バス事業 宮坂　清昭 平成交通　有限会社 常務取締役

タクシー事業 飯澤　和也 辰野タクシー　株式会社 代表取締役社長

林　喜之 有限会社　林モータース 代表取締役

山﨑　義明 株式会社　中野車輌 代表取締役

上原　徳夫 有限会社　リペアショップ上原 代表取締役

横山　悟朗 有限会社　横山自動車工業 代表取締役

安田　一男 有限会社　ダズ 代表取締役

自動車販売事業 関本　一男 長野三菱自動車販売　株式会社 代表取締役社長

保科　喜一郎   長野県自家用自動車協会　川西支部 支部長

緑川　英武 千曲自家用自動車協会 会長

旅館・ホテル事業 山岸　隆 株式会社　ホテルノース志賀 代表取締役

  （敬称略）

部　　門 氏　　　名

古畑　国彦 株式会社　関電アメニックス

忠地　亮治 株式会社　関電アメニックス

大谷　治夫 上田バス　株式会社

宮下　忠則 上田バス　株式会社

タクシー運転者 清水　洸 アサヒタクシー（個人）

自動車整備士 太田　和敏 漆戸自動車整備工場

小川　勝義 株式会社　長野ダイハツモータース

篠原　信之 株式会社　長野ダイハツモータース

二輪販売従事者 岩﨑　陽子 バイクワールド安曇野

自動車関係団体従事者 小田原　洋子

部　　門

Ｇマーク

自動車販売従事者

（永年勤続功労）

一般社団法人　長野県自動車販売店協会

（安全性優良事業所）

事業所の名称

北安陸送　株式会社　　松本物流センター

注）局長表彰受賞者のうち長野会場で伝達される受賞者を記載しております。

バス運転者

令和３年　北陸信越運輸局長表彰  受賞者名簿

所属事業所（団体）名

（事業功労）

現　　職

自動車関係団体

自動車車体整備事業

自動車整備事業



　【別紙２】

（敬称略）

部　　門 氏　　　名

バス事業 若林　一男 長電バス　株式会社 取締役

小松　裕 美勢タクシー　株式会社 代表取締役社長

新井　誠一 更埴観光タクシー　株式会社 代表取締役

滝澤　正明 株式会社　山信運輸 代表取締役

二茅　秀子 鉢盛運送　株式会社 代表取締役

千野　敏秀 有限会社　千野自動車整備工場 代表取締役

松本　壽治 松本自動車販売　有限会社 代表取締役会長

花石　真一 有限会社　花石自動車整備工場 代表取締役

石川　宏 有限会社　石川モータース 代表取締役

小林　純一 有限会社　小林モータース 代表取締役

髙沢　嘉一 株式会社　高沢モータース 代表取締役

櫻井　千津子 株式会社　ジーエス自動車整備工場 取締役

野髙　とみ子 有限会社　野髙モータース 取締役

山瀬　きぬ子 有限会社　ヤマセ自動車 代表取締役

尾﨑　政則 有限会社　木曽ホンダ 代表取締役

藤森　隆志 カタクラ石油　株式会社 代表取締役

鎌倉　健二 株式会社　ちの自動車センター 代表取締役

漆戸　健治 漆戸自動車整備工場 事業主

唐木　光晴 唐木ホンダ販売　株式会社 代表取締役

平澤　秀敏 飯島自動車工業　株式会社 代表取締役

自動車車体整備事業 武居　智行 武居自動車 事業主

伊藤　隆幸 NTPトヨタ信州　株式会社 常務取締役

清水　誠二 株式会社　長野ダイハツモータース 専務取締役

加藤　啓一 長野県自家用自動車協会　川西支部 理事

渡邉　英世 長野県自家用自動車協会　小諸支部 理事

小池　平一 長野県自家用自動車協会　諏訪支部 副支部長

（敬称略）

部　　門 氏　　　名

山岡　信慶

武田　常司

小林　正明

相澤　豊

山田　正人

中島　博昭

タクシー運転者 内田　克彦

田口　光男

両角　伸彦

宮本　治男

有限会社　信州観光バス

有限会社　中島商店

長電バス　株式会社

株式会社　山信運輸

株式会社　山信運輸

長野運輸　株式会社

（事業功労）

タクシー事業

トラック事業

自動車整備事業

令和３年　長野運輸支局長表彰  受賞者名簿

現　　職

自動車販売事業

自動車関係団体

バス運転者

トラック運転者

（永年勤続功労）

所属事業所（団体）名

アルピコ交通　株式会社

アルピコ交通　株式会社

アルピコ交通　株式会社

長電バス　株式会社



（敬称略）

部　　門 氏　　　名

本間　勝巳

土屋　久人

小平　豊

小池　千史

清水　泰裕

峯村　昌明

山本　今朝夫

山﨑　一三

大谷　英夫

市川　善幸

市川　一男

横山　隆男

嶺村　英二

中畑　千秋

在原　直幸

長壁　公博

伊藤　幸一

中村　省造

小林　淳一

北原　誠

田中　正八

渡邊　一成

田中　正幸

春原　紀子

自動車関係団体従事者 小林　徳和

内田　正家

輪湖　直

運行管理者 相澤　竜一

部　　門

部　　門

   環境への貢献

事業場の名称

（永年勤続功労）

所属事業所（団体）名

（安全性優良事業所）

（環境保全対策優良事業場）

事業所の名称

株式会社　スワリク　　長野営業所

レンゴーロジスティクス　株式会社　　松本営業所

株式会社　アルプスウェイ　　本社営業所

株式会社　アルプスウェイ　　長野営業所

株式会社　アルプスウェイ　　飯田営業所

一般社団法人　長野県自動車整備振興会技術講習所　松本分教場

長電バス　株式会社

株式会社　長野ダイハツモータース

株式会社　長野ダイハツモータース

一般社団法人　長野県自動車販売店協会

一般社団法人　長野県自動車整備振興会技術講習所　松本分教場

株式会社　長野ダイハツモータース

須高車輌販売　株式会社

有限会社　佐久オートエンジニア

市川輪業

日産プリンス松本販売　株式会社

ツカサ工業　株式会社

株式会社　共立自動車整備工場

有限会社　ヤマセ自動車

八幡商事　株式会社

株式会社　阿南車輌

株式会社　スズキ自販長野

株式会社　スズキ自販長野

東日本三菱自動車販売　株式会社

株式会社　長野ダイハツモータース

三協運輸　株式会社

株式会社　スワリク

善光寺白馬電鉄　株式会社

株式会社　長野ダイハツモータース

ナシモトカーサービス　株式会社

トラック運転者

諏訪梱包運輸　株式会社

三協運輸　株式会社

三協運輸　株式会社

株式会社　ホンダカーズ松本東　　Honda cars 松本東　城北店

トラック従事者

自動車整備士

自動車販売従事者

自動車整備教育指導員

Ｇマーク


