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■令和３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 

旭日双光章 松本 武司 
（有）見附霊柩公社 代表取締役 

（一社）全国霊柩自動車協会 副会長 
新潟 

旭日双光章 宮澤 修一 
飯田自動車（株）代表取締役 

（一社）長野県自動車整備振興会 副会長 
長野 

令和３年１１月３日付（内閣） 

 

 

■令和３年 春の褒章受章者（北陸信越運輸局関係分）（総務部） 

多年にわたりボランティア活動に従事し顕著な実績を挙げられた下記の方は、褒章が授与されま

した。 

（敬称略） 

褒 章 氏   名 職     名 県別 

緑綬褒章 池坊巻華道会 ＪＲ越後線巻駅の環境美化奉仕活動 新潟 

令和３年１１月３日付（内閣） 

 

 

■令和３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・観光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３年１１月１日付けで表彰しました。 

北陸信越運輸局報 
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 
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（敬称略）  

部 門 県別 氏  名 現  職 

バス 長野 宮坂 清昭 平成交通（有） 常務取締役 

タクシー 

新潟 
中村 晴一 地蔵堂タクシー（有） 代表取締役 

和泉 徹 白根タクシー（株） 代表取締役 

長野 
飯澤 和也 辰野タクシー（株） 代表取締役社長 

市川 満貞 伊那タクシー（株） 専務取締役 

石川 木下 徳泰 丸一タクシー（株） 代表取締役社長 

トラック 

新潟 渡邊  雄 （株）朝陽堂 代表取締役 

長野 髙見澤 秀茂 （株）髙見澤 代表取締役 

富山 
綿貫 勝介 トナミ運輸（株） 代表取締役社長 

助田 明彦 高東興業（株） 代表取締役 

石川 

吉田 修一 野々市運輸機工（株） 取締役会長 

小林 茂成 小林運輸（株） 代表取締役 

谷内 清秀 志賀運輸（株） 代表取締役 

石井 直樹 丸石運輸（株） 代表取締役 

吉田 守伸 （株）コマテック 代表取締役会長 

小前田 彰 小前田運輸（株） 取締役会長 

整備 

長野 

塚田 哲郎 長野ヤナセ（株） 代表取締役 

山﨑 義明 （株）中野車輌 代表取締役 

鈴木 伸広 （有）日の出モータース 代表取締役 

伊藤 雅章 須高車輌販売（株） 代表取締役 

上原 徳夫 （有）リペアショップ上原 代表取締役 

長澤 一臣 松本日産自動車（株） 代表取締役会長 

丸山 嘉正 （株）丸山タイヤ 代表取締役 

坂本 稔 大町ホンダ販売（株） 代表取締役 

林 喜之 （有）林モータース 代表取締役 

赤羽 伸治 相互自動車（株） 代表取締役 

富山 黒澤 敏 トヨタカローラ富山（株） 代表取締役 

石川 

木村 進 （有）キムラオート 代表取締役 

斉藤 信也 松南自動車整備（株） 代表取締役 

山本 一 （有）山本モータース 代表取締役 

大向 宏 （株）大向自動車整備工場 代表取締役 
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（敬称略） 

部  門 県別 氏   名 現     職 

車体整備 長野 
安田 一男 （有）ダズ 代表取締役 

横山 悟朗 （有）横山自動車工業 代表取締役 

販売 

長野 関本 一男 長野三菱自動車販売（株）代表取締役社長 

石川 

小泉 治 石川トヨタ自動車（株） 取締役管理本部長 

國永 武司 石川日野自動車（株） 取締役 

生垣 洋介 （株）ホンダカーズ石川 代表取締役社長 

森下 一郎 （株）バイカーズステーション金沢 代表取締役 

関係団体 

富山 上野 裕之 富山県タクシー協会 理事 

長野 
緑川 英武 千曲自家用自動車協会 会長  

保科 喜一郎 長野県自家用自動車協会 川西支部 支部長   

石川 
竹田 進 石川県自動車車体整備協同組合 理事 

鍔 一郎 （一社）国際観光日本レストラン協会 常務理事 

旅館業 長野 山岸 隆 （株）ホテルノース志賀 代表取締役 

計 ４４名 

 

 

○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自動車整備教育指導員の業務に精励し、成績が優秀であって他の模範

となる下記の方々を令和３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 

星  充 新潟交通（株） 

田中 祐介 新潟交通（株） 

髙澤 由樹 新潟交通観光バス（株） 

渡部 淳 新潟交通観光バス（株） 

渡部 芳勝 泉観光バス（株） 

バス運転者 

新潟 

石田 衛 新潟交通（株） 

澤栗 隆 新潟交通（株） 

水野 正寿 新潟交通（株） 

五十嵐 誠 新潟交通観光バス（株） 

齋藤 君男 新潟交通観光バス（株） 

小池 雅樹 泉観光バス（株） 

長野 
古畑 国彦 （株）関電アメニックス 北アルプス交通事業部 

忠地 亮治 （株）関電アメニックス 北アルプス交通事業部 
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（敬称略） 

部 門 県別 氏  名 所属事業所（団体）名 

バス運転者 

長野 

大谷 治夫 上田バス（株） 

宮下 忠則 上田バス（株） 

真﨑 茂洋 （有）ユニバーサル運輸 

高橋 優 ジェイアールバス関東（株） 

富山 
和泉 勝 富山地方鉄道（株） 

水野 慎二 立山黒部貫光（株） 

タクシー従事者 石川 菊野 英実 石川交通(株) 

タクシー運転者 
富山 

川元 人志 富山交通（株） 

後藤 昭二 （株）金閣自動車商会 

石川 林 順一 石川近鉄タクシー(株) 

個人タクシー 

運転者 

新潟 
上野 昭範 個人タクシー（楓タクシー） 

伊藤 秀雄 個人タクシー（伊東タクシー） 

長野 清水 洸 個人タクシー（アサヒタクシー） 

石川 中野 秀雄 個人タクシー（富士雪交通） 

トラック 

従事者 
新潟 

中島 茂雄 東部運送（株） 

坂井 正明 マルソー（株） 

 渡邉 忠雄 マルソー（株） 

トラック 

運転者 
新潟 

若月 由則 鴻池運輸（株） 

黒井 正道 （株）丸五急送 

大湊 佳一 東部運送（株） 

髙木 学 長岡運輸（株） 

渡辺 雅之 長岡運輸（株） 

安達 和美 新潟運輸（株） 

鈴木 日出夫 新潟運輸（株） 

目黒 俊一郎 新潟運輸（株） 

渋木 真人 マルソー（株） 

林 和之 マルソー（株） 

坂田 幸雄 マルソー（株） 

五十嵐 剛 富士興業（株） 

川瀨 政俊 富士興業（株） 

鶴巻 常夫 富士興業（株） 

伊藤 誠 中越運送（株） 

福原 晴男 中越運送（株） 

丸山 光弘 中越通運（株） 
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（敬称略） 

部 門 県別 氏  名 所属事業所（団体）名 

トラック 

運転者 

新潟 

牧野 重徳 中越通運（株） 

菊田 勇 中越通運（株） 

中村 孝行 (株)マルソー・トランスポート 

長野 

藤巻 真喜夫 坂城運輸(株) 

小林 文夫 長野第一物流（株） 

北澤 清彦 善光寺白馬電鉄（株） 

藤澤 春孝 善光寺白馬電鉄（株） 

宮川 広光 甲信越福山通運（株） 

柳澤 潤一 北安陸送（株） 

宮下 輝美 北安陸送（株） 

石川 生田 幸彦 北日本運輸(株) 

自動車整備士 長野 

倉澤 充雄 倉澤自動車 

松澤 彰 松川自動車整備工場 

吉田 勉 (有)斎藤自動車 

太田 和敏 漆戸自動車整備工場 

車体整備 

従事者 
新潟 

古谷 勝次 （株）丸山塗装 

小林 義隆 （株）丸山車体製作所 

自動車整備教育指導員 長野 石井 正 長野県自動車整備振興会技術講習所 

販売従事者 

新潟 

倉澤 毅 ネッツトヨタ新潟（株） 

石川 貞行 ネッツトヨタ新潟（株） 

本間 春吉 新潟日産モーター（株） 

田中 義秀 日産プリンス新潟販売（株） 

和田 浩一 日産プリンス新潟販売（株） 

佐藤 清 （株）スズキ自販新潟 

小谷野 道雄 新潟日野自動車（株） 

小林 久男 新潟日野自動車（株） 

大塚 恒 新潟いすゞ自動車（株） 

三條 昭紀 新潟いすゞ自動車（株） 

長野 

小川 勝義 (株)長野ダイハツモータース 

篠原 信之 (株)長野ダイハツモータース 

関口 一成 (株)長野ダイハツモータース 

岩﨑 陽子 バイクワールド安曇野 

富山 長井 文作 トヨタモビリティ富山(株) 
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（敬称略） 

部 門 県別 氏  名 所属事業所（団体）名 

販売従事者 

富山 

竹森 高司 トヨタモビリティ富山(株) 

谷井 亨市 トヨタモビリティ富山(株) 

作田 徹 トヨタモビリティ富山(株) 

吉田 宏基 トヨタモビリティ富山(株) 

南塚 貴英 トヨタモビリティ富山(株) 

鷹屋 規夫 (株)日産サティオ富山 

石川 
岡田 真次 （株）北陸マツダ 

城川 幸久 （株）北陸マツダ 

団体従事者 

新潟 
長谷川 雅司 （一財）新潟県自動車標板協会 

桒原 和義 （一社）日本自動車機械工具協会 

長野 小田原 洋子 （一社）長野県自動車販売店協会 

石川 
目谷 博文 （一社）石川県自動車整備振興会 

竹山 美也 （一社）石川県自動車整備振興会 

計 ９３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

３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 

タクシー運行管理者 新潟 本間 よし子 アイエムタクシー（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３年１１月１日

付けで表彰しました。 

 

事業種別 事 業 者 名 県別 

乗合 立山黒部貫光（株） 
富山 

乗合・貸切 となみ観光交通(株) 

計 ２事業者 

 

○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３年１１月１日付け

で表彰しました。 
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事業者の氏名又は名称 事業場の名称 県別 

（株）ロータスＴＭパートナーズ （株）ロータスＴＭパートナーズ 石川 

計 １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３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 

鴻池運輸（株） 新潟流通センター営業所 １７年 

新潟 

新潟陸運（株） 新潟営業所 １６年 

前佐渡運送（株） 小木営業所 １５年 

新潟陸運（株） 東港営業所 １３年 

柏崎運送（株） 本社営業所 １１年 

北安陸送（株） 松本物流センター １２年 長野 

濃飛西濃運輸（株） 能登営業所 １５年 

石川 

（株）ユニホック 本社営業所 １３年 

（株）丸伸インダストリ 本社営業所 １３年 

濃飛西濃運輸（株） 加賀支店 １１年 

西濃北陸エキスプレス（株） 金沢営業所 １１年 

計 １１事業所 

 

 

 
■公示第４８号（自動車交通部） 

  

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」の一部改正について 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」（平成１４年７月１日付け

公示第１４号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

令和３年１１月１日 

 

 

                北陸信越運輸局長  平井 隆志 

 

○ 公   示  



-8- 
 

別紙 「一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について」 

新 旧 

 
公    示 

 
公 示 第 １ ４ 号            
 
  一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について 
 
 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（ハイヤー及び福祉輸送サービ
スに係る別建運賃及び料金を除く。）に関する制度を下記のとおり定めたので公
示する。 
 
 
   平成１４年７月１日 
 
            北陸信越運輸局長 武藤 秀一                  
 
 

記 
１．運賃 
(1) ～(2) （略） 
(3) 距離制運賃 
 イ （略） 
 ロ 距離制運賃の割増 
  ① 大型車及び特定大型車の割増率については、地域の実情にあわせて定

めることができる。 
  ② 深夜早朝割増は、原則午後１０時以降午前５時までの間における運送

に適用し、割増率は２割とする。 
  ③ 冬期割増は、北陸信越運輸局長が指定する期間及び指定する地域の営

業所に配置されている車両、又は当該地域を走行する車両に限り適用
し、割増率は２割以内で当該地域の状況に応じて北陸信越運輸局長が定
める。 

  ④ 寝台割増は、寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用し、割
増率は２割とする。 

  ⑤ 相乗り割増は、「一般乗用旅客自動車運送事業における相乗り旅客の運
送の取扱いについて」（令和３年１０月２９日付け国自旅第２９７号）に
よるものとし、割増率は最大２割以内とする。 

 
公    示 

 
公 示 第 １ ４ 号            
 
  一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について 
 
 一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金（ハイヤー及び福祉輸送サービ
スに係る別建運賃及び料金を除く。）に関する制度を下記のとおり定めたので公
示する。 
 
 
   平成１４年７月１日 
 
            北陸信越運輸局長 武藤 秀一                  
 
 

記 
１．運賃 
(1) ～(2) （略） 
(3) 距離制運賃 
 イ （略） 
 ロ 距離制運賃の割増 
  ① 大型車及び特定大型車の割増率については、地域の実情にあわせて定

めることができる。 
  ② 深夜早朝割増は、原則午後１０時以降午前５時までの間における運送

に適用し、割増率は２割とする。 
  ③ 冬期割増は、北陸信越運輸局長が指定する期間及び指定する地域の営

業所に配置されている車両、又は当該地域を走行する車両に限り適用
し、割増率は２割以内で当該地域の状況に応じて北陸信越運輸局長が定
める。 

  ④ 寝台割増は、寝台専用の固定した設備を有する車両に限り適用し、割
増率は２割とする。 
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  ⑥ 適用方法 
   (ｱ) 大型車割増、特定大型車割増及び相乗り割増以外の割増は、距離短

縮方式とする 
(ｲ) 大型車割増及び特定大型車割増は、普通車の運賃額に割増相当額を加
算する方式によることとし、当該合算額をメーター等に表示することと
する。 

(ｳ) 大型車割増、特定大型車割増及び相乗り割増以外の割増については、
２以上の割増条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、割増の重
複はできないものとする。 

  ハ～ニ （略） 
(4) （略） 
(5) 定額運賃 
  イ～ロ （略） 
  ハ 観光ルート別運賃 
    観光ルート別運賃の設定については、「タクシーの観光地におけるルー

ト別運賃制度の見直しについて」（平成８年６月２１日付け自旅第１０５
号）によるものとする。 

  ニ～ホ （略） 
(6) （略） 
 
２．～４． （略） 
 
附 則（平成１４年７月１日付け公示第１４号） 
（略） 
附  則（令和２年１１月３０日付け公示第４２号で一部改正） 
改正後の規定は、令和２年１１月３０日以降に処分するものから適用する。 

附  則（令和３年１１月１日付け公示第４８号で一部改正） 
改正後の規定は、令和３年１１月１日以降に処分するものから適用する。 
 

  ⑤ 適用方法 
   (ｱ) 大型車割増及び特定大型車割増以外の割増は、距離短縮方式とする 

(ｲ) 大型車割増及び特定大型車割増は、普通車の運賃額に割増相当額を加
算する方式によることとし、当該合算額をメーターに表示することとす
る。 

(ｳ) 大型車割増及び特定大型車割増以外の割増については、２以上の割増
条件に該当する場合はいずれか高い率を適用し、割増の重複はできない
ものとする。 

ハ～ニ （略） 

(4) （略） 
(5) 定額運賃 
  イ～ロ （略） 
  ハ 観光ルート別運賃 
    観光ルート別運賃の設定については、「タクシーの観光地におけるルー

ト別運賃制度の見直しについて（平成８年６月２１日付け自旅第１０５
号）によるものとする。 

  ニ～ホ （略） 
(6) （略） 
 
２．～４． （略） 
 
附 則（平成１４年７月１日付け公示第１４号） 
（略） 
附  則（令和２年１１月３０日付け公示第４２号で一部改正） 
改正後の規定は、令和２年１１月３０日以降に処分するものから適用する。 
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■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 

株式会社ナガレイ 

（1100001001333） 

代表取締役 

新津 均 
R3.10.4 長野県長野市市場６番地２ ５ 

デンザ株式会社 

（4220001024055） 

代表取締役 

藤井 知章 
R3.10.4 

石川県金沢市駅西本町２丁目

５－３ 
５ 

株式会社サンセイ 

（3220001017992） 

代表取締役 

櫻井 裕也 
R3.10.8 

石川県河北郡津幡町字太田は

２０７番地２ 
５ 

株式会社 Y’s 

（3100001033845） 

代表取締役 

栁原 秀光 
R3.10.8 長野県上田市住吉６２番地８ ５ 

株式会社Ｔ・Ｓコーポレーション 

（5220001018584） 

代表取締役 

有村 隆 
R3.10.21 

石川県金沢市無量寺二丁目９

５番地 
５ 

 

 

■自動車特定整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 新認証第４４９号 

認証年月日 令和３年８月５日 

事業者名 株式会社ケーユー（法人番号 4110001031442） 

事業場の名称 ケーユー新潟上越店 

事業場の所在地 新潟県上越市加賀町３１４６番 

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 新認証第４５０号 

認証年月日 令和３年８月１０日 

事業者名 旭車体株式会社（法人番号 3110001001082） 

事業場の名称 旭車体株式会社 

事業場の所在地 新潟県新潟市東区下木戸３丁目１７０番地４ 

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 石認証第４６１号 

認証年月日 令和３年８月２日 

事業者名 北陸オートガラス株式会社（法人番号 5220001000484） 

○ 許 認 可 等 
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事業場の名称 北陸オートガラス株式会社 

事業場の所在地 石川県野々市市堀内五丁目 256 番 

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、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 電子制御整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第４６２号 

認証年月日 令和３年７月３０日 

事業者名 北陸オートガラス株式会社（法人番号 5220001000484） 

事業場の名称 北陸オートガラス株式会社 東金沢営業所 

事業場の所在地 石川県金沢市神宮寺三丁目 179 番 

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）、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 電子制御整備（運行補助） 

業務範囲の限定 なし 

 

 

以 上 

 

 


