
 

平成２２年１０月２９日 

 

 

優良自動車運送事業者表彰について 

 

 

１． 表彰制度の目的 

この表彰は、自動車運送事業者自らが創意工夫と努力により、安全・安心な輸送サ

ービスを提供するだけでなく、環境対策・福祉対策・地域活動等に積極的に取り組ん

で社会的貢献を果たしている活動を顕彰するものです。 

自動車運送事業者の一層の創意工夫と努力を促し、道路運送事業の発展向上、さら

には利用者利便の向上を図ることを目的として、近畿運輸局独自の制度として創設

し、平成 1３年度より実施しています。  

 

２． 受賞者 

第１０回となる平成２２年度の優良自動車運送事業者表彰は、名簿のとおり、バス

関係８事業者、タクシー関係３事業者、トラック関係６０事業者の計７１事業者を表

彰しました。 

 

日時：１０月２９日（金）１０時３０分 

場所：ホテルプリムローズ大阪 鳳凰の間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第１０回（平成２２年度）優良自動車運送事業者表彰　受賞者名簿

（バス関係）

事業者名 代表者 住所 社会的貢献 備考

大阪府

西日本ジェイアールバス株式会社 和佐田　貞一 大阪市此花区北港1丁目3－23
環境対策
地域活動

京都

京都ヤサカ観光バス株式会社 粂田　佳幸 京都市南区上鳥羽南塔ノ本町２１ 環境対策 ６年連続

株式会社ヤサカバス 粂田　晃稔
京都府京都市右京区西院六反田町１０番
地

地域活動

和歌山県  

南海りんかんバス株式会社 橋本　安博 橋本市市脇5丁目1番地24号 環境対策

株式会社クリスタル観光バス 古市　啓悟 和歌山市西浜８６６番地 環境対策

野鉄観光株式会社 古市　啓悟 海南市阪井１４５３番地１ 環境対策

御坊南海バス株式会社 那須　敏明 御坊市薗３７番地 福祉対策 ２年連続

熊野交通株式会社 吉川　晴雄 新宮市徐福二丁目1番11号 環境対策
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第１０回（平成２２年度）優良自動車運送事業者表彰　受賞者名簿

（タクシー関係）

事業者名 代表者 住所 社会的貢献 備考

大阪府

株式会社ふれ愛交通 道野　隆 大阪市平野区平野東4丁目5番19号 福祉対策

京都府

高速タクシー株式会社 松田　有司 京都府京都市伏見区竹田真幡木町９１ 環境対策

兵庫県

甲南交通株式会社 谷水佐千子 神戸市東灘区本山南町９丁目４番２８号 地域活動
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第１０回（平成２２年度）優良自動車運送事業者表彰　受賞者名簿

（トラック関係）

事業者名 代表者 社会的貢献 備考

大阪府

セイコー運輸株式会社 宮高　浩 大阪市住之江区泉1丁目3番18号 新規サービス ２年連続

南大阪いづみ運輸株式会社 藤森　重雄 高石市高砂2丁目2番7 環境対策 ２年連続

城南産業株式会社 川本　忠司 吹田市幸町23番1号 環境対策

ニシリク物流株式会社 山﨑　勝司 寝屋川市池田新町19番30号 環境対策

丸高運送株式会社 森　末充 堺市東区日置荘北町3丁15番38号 環境対策

レンゴーロジスティクス株式会社 長谷川　克彦 大阪市西淀川区御幣島2丁目15番28号 環境対策 ６年連続

大信物流輸送株式会社 小林　尚美 枚方市中宮大池4丁目5－16 環境対策

下田運輸株式会社 下田　寅夫 交野市幾野4丁目20番1号 環境対策 ２年連続

保証運輸株式会社 西田　進 枚方市中宮大池4丁目4番1号 環境対策 ２年連続

大田貨物運送株式会社 大田　雅彦 堺市堺区海山町3丁147番地 環境対策

有限会社秀吉 土肥　健久 寝屋川市高宮1丁目3番15号 環境対策

株式会社松元サービス 松元　信昭 大阪市鶴見区焼野2丁目6番20号 新規サービス ２年連続

株式会社カイウン 暮部　良治 東大阪市水走1丁目18番28号 環境対策

株式会社泉州物流サービス 上橋　將良 堺市中区東山1108番地 環境対策

大阪トランスポート株式会社 上橋　將良 堺市中区東山1108番地 環境対策 ３年連続

井上運輸倉庫株式会社 井上　算 大東市諸福5－13－4 環境対策 ３年連続

東豊配送株式会社 中瀬　幸信 松原市河合1丁目549番地の3 環境対策

南開物流株式会社 文野　喬弘 和泉大津市伯太町5－13－21 環境対策

株式会社美咲ライン 江藤　一成 摂津市鶴野3丁目3番17号 新規サービス

浅野運送株式会社 浅野　圭司 大阪市平野区瓜破南1丁目4番70号 環境対策 ２年連続

株式会社合通 大和　健司 大阪市福島区福島5丁目3番8号 地域活動

和興運送株式会社 菊地　康弘 東大阪市新庄1丁目13番15号 ＩＳＯ取得

菱木産興株式会社 木村　宏行 大阪市福島区野田1丁目1番86号 環境対策

越野運送株式会社 越野　泰弘 大阪市都島区都島本通5－4－22 環境対策 ７年連続
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第１０回（平成２２年度）優良自動車運送事業者表彰　受賞者名簿

共伸商事株式会社 西川　眞仁 堺市南区晴美台2丁1番31号 環境対策

株式会社イシダカーゴ 石田　秀哉 高槻市三島江1丁目11番27号 環境対策

株式会社サン・エキスプレス 海藏寺　浩 吹田市清水14番1号 環境対策 ６年連続

有限会社興昌商会 米谷　昌好 松原市高見の里5丁目495番地 環境対策

大久運送株式会社 木本　剛嗣 大阪市港区福崎3丁目1番201号 環境対策

株式会社ｳｲﾝｸﾞｴｷｽﾌﾟﾚｽ 竹内　弘行 泉南市中小路1丁目16番32号 環境対策

株式会社朋友 平岡　徹也 堺市中区深井沢町3324番地 環境対策

河内運送株式会社 阪口　毅 八尾市東老原1丁目12番地 環境対策

株式会社ＫＴＬ 岸　和男 貝塚市二色中町10番2 環境対策

株式会社近貨 岩部　博 大阪市浪速区日本橋東3丁目15番23号 環境対策

有限会社ジェイネクストロジスティ
クス

山田　純司 堺市美原区菅生882番地 環境対策

株式会社野出運輸 園田　常徳 寝屋川市寝屋1丁目37－28 環境対策

辻運輸株式会社 中川　隆司 八尾市陽光園2丁目4番12号 環境対策

大阪センコー運輸整備株式会社 進藤　恒雄 摂津市鳥飼上5丁目2番52号 環境対策 ４年連続

池島運輸株式会社 川口　均 東大阪市池島町1丁目1番26号 環境対策

ニシリク株式会社 西山　昭 寝屋川市池田新町19－30 地域活動

泉海商運株式会社 岡山　健治 和泉市平井町307－1 環境対策

山田運送株式会社 山田　浩幸 大東市緑が丘2丁目2番18号 環境対策 ２年連続

紀泉運送株式会社 山本　清一 泉佐野市住吉町5番7号 環境対策 ４年連続

株式会社ミヨシコーポレーション 三好　秀幸 大阪市平野区加美北4丁目11番17号 環境対策

株式会社つばめ急便 砂町　美智子 大阪市北区中津6－8－36 環境対策

株式会社樋口物流サービス 樋口　修一朗 東大阪市本庄1丁目12－10 環境対策

丸長運送株式会社 井戸　清明 河内長野市上原西町6番20号 環境対策

丸和運輸株式会社 藤本　智治 大阪市福島区海老江2－5－28 環境対策

関空運輸株式会社 内畑谷　剛 泉佐野市中庄102－1 環境対策 ３年連続

芝山運送株式会社 芝山　秀樹 堺市北区金岡町323番地 環境対策

エフワン流通株式会社 谷山　政治 泉大津市我孫子601番地 環境対策 ４年連続
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第１０回（平成２２年度）優良自動車運送事業者表彰　受賞者名簿

奈良県

乾重量株式会社 乾　浩之 北葛城郡広陵町大字大場９１－３ 環境対策

今西物流株式会社 今西　哲哉 宇陀市榛原区下井足１４８４－１ 環境対策

塚本運送株式会社 塚本　哲夫 奈良市三条桧町１７－１５ 環境対策

株式会社ハンナ 下村　由加里 奈良市押熊町３３５ 環境対策

滋賀県

栗東中村組有限会社 中村　技 栗東市六地蔵２２９－２ 環境対策

びわ貨物運送株式会社 西村　ますえ 彦根市城町２－８－７ 環境対策

和歌山県

向島運送株式会社 佐藤　惇 東京都墨田区堤通２－１２－２ 環境対策

根岸運送株式会社 根岸昌一 和歌山市土佐町1丁目２０番地 環境対策

河西運輸株式会社 野田　博 和歌山市梶取２４５ 環境対策
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