
番号 氏　　名 所　　　　　属

1 成川　邦彦 扇観光株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

2 森　末充 丸髙運送株式会社

3 中島　仁志 ワールド運輸株式会社

4 宇野　賢志 有限会社宇野エキスプレス

5 村上　功 栄進急送株式会社

6 山口　滋 有限会社平和運輸

7 外村　善一 株式会社外村物流運輸

8 小浦　正臣 酸和運送株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

9 小林　茂貞 関西空港交通株式会社

10 甲斐　良一 大阪空港交通株式会社

11 浅井　浩 京都市交通局

12 藤井　隆展 神姫バス株式会社

13 藤原　德夫 神姫バス株式会社

14 池田　広幸 神姫バス株式会社

15 長野　仙和 株式会社ウエスト神姫

16 　一成 熊野御坊南海バス株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

17 逵　辰哉 株式会社国際興業大阪

18 中野　俊幸 彌榮自動車株式会社

推　　薦　　団　　体

推　　薦　　団　　体

令和2年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰　受賞者名簿

一般社団法人兵庫県トラック協会

一般社団法人奈良県トラック協会

公益社団法人兵庫県バス協会

１．事業功労

(自動車交通部関係）

公益社団法人兵庫県バス協会

公益社団法人兵庫県バス協会

（バス）

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人和歌山県トラック協会

一般社団法人大阪府バス協会

一般社団法人京都府バス協会

公益社団法人兵庫県バス協会

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人京都府トラック協会

（貨物運送）

一般社団法人滋賀県トラック協会

一般社団法人京都府タクシー協会

一般社団法人大阪府バス協会

公益社団法人和歌山県バス協会

公益社団法人兵庫県バス協会

（タクシー）

一般社団法人大阪タクシー協会

２．永年勤続功労

中間管理者

（バス）
推　　薦　　団　　体



番号 氏　　名 所　　　　　属

19 楠本　やよい 平田運送株式会社

20 岩竹　裕司 大陽運輸株式会社

21 吉井　豊 株式会社吉田組運送店

22 塚本　員久 株式会社吉富運輸

23 大石　裕次 湖南運輸株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

24 古澤　照二 株式会社合通

25 森田　勝利 谷川運輸倉庫株式会社

#REF!

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人大阪府トラック協会

推　　薦　　団　　体

一般社団法人兵庫県トラック協会

一般社団法人兵庫県トラック協会

一般社団法人滋賀県トラック協会

（貨物運送）

（貨物利用運送）
推　　薦　　団　　体

近畿通運業連合会

推　　薦　　団　　体



従事者

番号 氏　　名 所　　　　　属

26 高砂　力 近鉄バス株式会社

27 濵上　政藤 近鉄バス株式会社

28 小林　敬仁 阪急バス株式会社

29 奥野　清二 高槻市交通部

30 上林　浩良 関西空港交通株式会社

31 田村　仁志 ヤサカ観光バス株式会社

32 松田　茂次 京阪バス株式会社

33 武田　達男 京阪バス株式会社

34 金山　徹 京都市交通局

35 吉本　滋長 京都市交通局

36 長尾　勝巳 京都市交通局

37 木戸　修 奈良交通株式会社

38 丸岡　正通 奈良交通株式会社

39 野﨑　寿夫 近江鉄道株式会社

40 中澤　壽文 和歌山バス那賀株式会社

41 宇野　秀紀 和歌山バス那賀株式会社

42 玉石　勝也 熊野御坊南海バス株式会社

43 西谷　靖寛 神姫バス株式会社

44 笹倉　孝彦 神姫バス株式会社

45 原田　万寿治 神姫バス株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

46 益川　昭男 日本タクシー株式会社

47 森口　憲一 彌榮自動車株式会社

48 野田　浩二 阪急タクシー株式会社

49 村上　拓一 個人タクシー

50 廣瀬　恒紀 個人タクシー

51 原　伸作 個人タクシー

52 大城　安義 個人タクシー

53 栗山　正彰 個人タクシー

一般社団法人大阪府バス協会

推　　薦　　団　　体

#N/A

（バス）

一般社団法人大阪府バス協会

兵庫県個人タクシー協会

#N/A

一般社団法人京都府バス協会

一般社団法人京都府バス協会

（タクシー）

一般社団法人京都府タクシー協会

一般社団法人兵庫県タクシー協会

一般社団法人京都府バス協会

兵庫県個人タクシー協会

和歌山県個人タクシー協同組合

#N/A

一般社団法人全大阪個人タクシー協会

兵庫県個人タクシー協会

一般社団法人京都府バス協会

一般社団法人京都府バス協会

一般社団法人奈良県バス協会

一般社団法人奈良県バス協会

一般社団法人大阪府バス協会

一般社団法人大阪府バス協会

一般社団法人大阪府バス協会

#N/A

推　　薦　　団　　体

一般社団法人大阪タクシー協会

一般社団法人京都府バス協会

一般社団法人滋賀県バス協会

#N/A



番号 氏　　名 所　　　　　属

54 池田　行正 双葉運送株式会社

55 角谷　末廣 河西運輸株式会社

56 青木　祐次 福山通運株式会社

57 野村　秀雄 株式会社ケイシン

58 岡村　吉将 福山通運株式会社

59 西田　竜一 鴻池運輸株式会社

60 杉原　安昭 根岸運送株式会社

61 國脇　一男 丸肥運送株式会社

62 左武　元利 関西名鉄運輸株式会社

63 二岡　宏行 小久保運送有限会社

64 西谷　光重 成山運輸株式会社

65 丸山　稔治 堀部運送株式会社

66 吉野　健一 株式会社ヨシダ商事運輸

67 岡田　康司 三田運送株式会社

68 髙木　学 大伸急行有限会社

69 若狹　栄司 株式会社タマエース

70 徳山　守 株式会社松原組運送

71 窪田　由男 西村運送有限会社

72 山下　雅和 株式会社山口運送

73 尾﨑　友彦 出雲運送株式会社

74 南川　隆文 国田運送有限会社

75 坂山　正仁 株式会社シーエックスカーゴ

76 横野　竜二 株式会社新宮運送

77 玉田　富保 福山通運株式会社

78 岩川　幸二 有限会社丸福物流サービス

79 川上　義和 横田瀝青興業株式会社

番号 氏　　名 所　　　　　属

80 木本　明 谷川運輸倉庫株式会社

81 八木　義裕 株式会社合通

82 硲　浩一 日本通運株式会社

大阪地方通運業連盟

（貨物運送）

#N/A

(貨物利用運送) 推　　薦　　団　　体

近畿鉄道貨物取扱協会

大阪地方通運業連盟

一般社団法人兵庫県トラック協会

#N/A

一般社団法人兵庫県トラック協会

一般社団法人兵庫県トラック協会

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

#N/A

推　　薦　　団　　体

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人大阪府トラック協会

一般社団法人京都府トラック協会

一般社団法人滋賀県トラック協会

公益社団法人和歌山県トラック協会

公益社団法人和歌山県トラック協会

公益社団法人和歌山県トラック協会

公益社団法人和歌山県トラック協会

#N/A

#N/A

#N/A

一般社団法人兵庫県トラック協会

一般社団法人兵庫県トラック協会



番号 氏　　名 所　　　　　属

1 森田　優治 有限会社カワサキマイスター

2 月城　在萬 株式会社ツキシロオート

3 福田　憲二 福田輪業

番号 氏　　名 所　　　　　属

4 後藤　敬一 滋賀ダイハツ販売株式会社

5 木下　荘一 有限会社関西モータース

6 金田　好弘 金田サービス

7 内山　和則 有限会社内山車体

8 西口　茂樹 ヤマト自動車株式会社

9 谷岡　裕子 株式会社兵庫標板製作所

（自動車関連）

一般社団法人近畿自動車標板協議会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人日本自動車機械工具協会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

京都府自動車車体整備協同組合

推　　薦　　団　　体

（自動車整備）

大阪オートバイ事業協同組合

大阪オートバイ事業協同組合

一般社団法人滋賀県自動車整備振興会

推　　薦　　団　　体

一般社団法人日本二輪車普及安全協会

１．事業功労

（自動車販売）

令和２年度　近畿運輸局自動車関係功労者表彰　受賞者名簿

(自動車技術安全部関係）



番号 氏　　名 所　　　　　属

10 北野　博文 大阪ダイハツ販売株式会社

11 遠藤　一樹 トヨタカローラ南海株式会社

12 藤木　英男 日産大阪販売株式会社

13 大汐　孝司 トヨタカローラ新大阪株式会社

14 山本　昭治 日産大阪販売株式会社

15 天野　啓三 トヨタカローラ新大阪株式会社

16 橋本　一郎 ネッツトヨタ滋賀株式会社

17 夏川　昇彦 滋賀トヨタ自動車株式会社

18 安田　章彦 滋賀ダイハツ販売株式会社

19 高瀬　聡 ネッツトヨタ南海株式会社

20 鶴田　裕一 大阪トヨペット株式会社

21 村田　賢泰 兵庫トヨタ自動車株式会社

22 勝井　隆夫 ネッツトヨタウエスト兵庫株式会社

23 青木　雅宣 兵庫日産自動車株式会社

24 松並　泰宏 トヨタカローラ兵庫株式会社

25 安達　一成 株式会社スズキ自販兵庫

26 都築　幸彦 京都トヨタ自動車株式会社

27 橋本　直樹 ネッツトヨタ京華株式会社

28 石田　英之 株式会社ホンダカーズ京都

29 松永　茂樹 株式会社シュテルン京都

30 今村　博幸 京都ダイハツ販売株式会社

31 小泉　康夫 株式会社服部モーター商会

32 濱田　歩 京都トヨペット株式会社

33 泉　雅文 和歌山日野自動車株式会社

34 山口　義之 ネッツトヨタヤサカ株式会社

35 土肥　正裕 三菱ふそうトラック・バス株式会社

36 風神　英昭 一般社団法人日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

37 細井　寿美子 関野自動車有限会社

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人京都府自動車整備振興会

一般社団法人日本自動車販売協会連合会和歌山県支部

(自動車販売団体)

(自動車整備)

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会京都府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会兵庫県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会滋賀県支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

（自動車販売）
推　　薦　　団　　体

一般社団法人日本自動車販売協会連合会大阪府支部

２．永年勤続功労

中間管理者



番号 氏　　名 所　　　　　属

38 桐本　利博 一般社団法人京都府自動車整備振興会

39 石坂　敏樹 一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

40 宮田　宗季 一般社団法人大阪府自家用自動車連合協会

41 福角　真治 奈良県自動車整備工業協同組合

従事者
番号 氏　　名 所　　　　　属

42 小畑　謙一 有限会社アイ・オート

43 井　正道 有限会社オートサービス 井

44 植松　嘉信 近鉄バス株式会社

45 森口　伊典 株式会社セイロモータース

46 東井　宏仁 有限会社タイガーオート

47 吉田　悟 株式会社ツキシロオート

48 尾川　治彦 京都三菱自動車販売株式会社

49 久我　周治 京都三菱自動車販売株式会社

50 竹本　淳 ネッツトヨタ京華株式会社

51 村田　文彦 ネッツトヨタ京華株式会社

52 沖　泰宜 株式会社沖モータース

53 上月　正幸 上月自動車株式会社

54 園山　正則 太田自動車株式会社

55 花田　裕士 神姫商工株式会社

56 河口　勝 神姫商工株式会社

57 炭﨑　隆一 炭﨑モータース

58 鍵井　宗仁 滋賀ダイハツ販売株式会社

59 篠木　豊 株式会社ユタカサービス

60 井上　洋史 株式会社紀陽自動車

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

(自動車関連団体)

一般社団法人和歌山県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人和歌山県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人滋賀県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人兵庫県自動車整備振興会

一般社団法人京都府自動車整備振興会

一般社団法人京都府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

一般社団法人京都府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

一般社団法人京都府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

一般社団法人大阪府自動車整備振興会

推　　薦　　団　　体

一般社団法人大阪府自家用自動車連合協会

近畿自動車標板協議会

（自動車整備団体）
推　　薦　　団　　体

一般社団法人京都府自動車整備振興会


