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■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 富認証第２４７号 

認証年月日 平成２９年４月４日 

事業者名 大井 浩嗣 

事業場の名称 カーサポート オオイモータース 

事業場の所在地 富山県射水市赤井字上間掛１４５番５ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

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 

対象とする装置の種類 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 富認証第２４８号 

認証年月日 平成２９年４月１３日 

事業者名 山本 辰雄 

事業場の名称 山本自動車鈑金 

事業場の所在地 富山県高岡市野村１６８２番１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

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 

対象とする装置の種類 動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第４０１号 

認証年月日 平成２９年４月１１日 

事業者名 トヨタカローラ石川株式会社（法人番号 3220001000437） 

事業場の名称 トヨタカローラ石川株式会社 白山店 

事業場の所在地 石川県白山市三浦町４７７番１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 
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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 

対象とする装置の種類 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 

 

 

■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２０２５８号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社長野サービスセンター 

事業場の所在地 長野県長野市大橋南二丁目３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、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２５９号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社松本サービスセンター 

事業場の所在地 長野県松本市鎌田二丁目８番６号 

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、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２６０号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社佐久サービスセンター 

事業場の所在地 長野県佐久市根々井字才の神１５の２０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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２６１号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社飯田サービスセンター 

事業場の所在地 長野県飯田市上郷飯沼１４１９番地２ 

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、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 
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指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２６２号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社上田サービスセンター 

事業場の所在地 長野県上田市岩下字岩谷堂１６５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、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２６３号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社諏訪サービスセンター 

事業場の所在地 長野県諏訪市大字中洲字正神田５６７番８ 

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、 

軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２６４号 

指定年月日 平成２９年４月３日 

事業者名 いすゞ自動車中部株式会社（法人番号 2180001061138） 

事業場の名称 いすゞ自動車中部株式会社伊那サービスセンター 

事業場の所在地 長野県伊那市西春近字下小出前５５１６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、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第１０２１８号 

指定年月日 平成２９年４月７日 

事業者名 日本キャタピラー合同会社（法人番号 5021001031564） 

事業場の名称 日本キャタピラー合同会社 中日本支社 新潟支店 新潟営業

所 

事業場の所在地 新潟県新潟市西区山田２３０７番地１１３ 

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）、大

型特殊自動車、小型四輪自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第３０１３１号 

指定年月日 平成２９年４月１９日 

事業者名 日本キャタピラー合同会社（法人番号 5021001031564） 
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事業場の名称 日本キャタピラー合同会社 中日本支社 富山支店 富山営業

所 

事業場の所在地 富山県射水市新開発６５７番地 

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）、大

型特殊自動車、小型四輪自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 
北陸信越運輸局管内に営業所がある累積点数２１点以上の旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運送

事業者（平成２９年３月３１日現在） 

（自動車運送事業安全監理室） 

旅客自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貸切 有限会社丸子観光バス 5100002016483 長野県上田市下武石 63-11 44 区域外運送 

一般貸切 株式会社みまき野観光 7100001024543 
長野県東御市新張 

1265-203 
22 区域外運送 

 

貨物自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貨物 長野県貨物株式会社 7100001014429  
長野県東筑摩郡山形村 

5583-1 
26 

運転者過労防止義務違

反 

一般貨物 株式会社櫻田商運 3100001026205 長野県小諸市乙 983-21 23 酒気帯び乗務 

※株式会社櫻田商運は櫻田貞一より事業を譲受したため、累積点数が付されている 

以上 

 

○ 行 政 処 分 


