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旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

行 政 処 分

◆旅客自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 主たる事務所 処　分 処分の 停止 停止 違反

代　表　者　名 対象営業所 年月日 種　類 車両数日車数 点数

岩手
一般
乗合

岩手県交通株式会社
（法人番号７４００００１００２２２１）

伊壷　時雄

岩手県盛岡市
滝沢営業所

（１）運転基準図の作成
義務違反

H30.1.12 文書警告

宮城
一般
貸切

有限会社遠刈田バス観光
（法人番号４３７０１０２００２７７９）

白川　淳

宮城県刈田郡
蔵王町

宮営業所

（１）運賃料金事前届出、
運賃料金変更事前届出
違反、（２）運送引受書の
交付義務違反、（３）点呼
の記録義務違反、（４）乗
務員台帳の作成義務違
反、（５）運転者に対する
指導監督違反

H30.1.12 文書警告 1 40 4

福島
一般
乗用

株式会社AKいわき
（法人番号６３８０００１０２１３５７）

佐藤　慶直

福島県いわき市
本社営業所

（１）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務

H30.1.17 文書警告

自 動 車 交 通 部 自 動 車 監 査 官

県別 業種

事　　　　業　　　　者

処　分　理　由

処　　分　　内　　容
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福島
一般
貸切

有限会社野本観光バス
（法人番号９３８０００２０２１００７）

野本　和義

福島県石川郡
石川町

本社営業所

（１）運賃料金事前届出、
運賃料金変更事前届出
違反、（２）運送引受書の
記載事項義務違反、（３）
疾病・疲労等のおそれの
ある乗務、（４）運行指示
書の記載事項義務違反

H30.1.18
輸送施設の
使用停止及
び文書警告

23 60 6

宮城
一般
貸切

株式会社栗原観光タクシー
（法人番号４３７０２０１００３４９６）

野村　浩也

宮城県栗原市
照越営業所

（１）運転者に対する指導
監督の記録違反、（２）運
行管理補助者の選任届
出違反

H30.1.18 文書警告

事業停止 9 7日間

輸送施設の
使用停止及
び文書警告

7 120

福島
一般
貸切

オリエンタル株式会社
（法人番号５３８０００１０２４８８０）

尾形　優一郞

福島県福島市
本社営業所

（１）運転者の制限違反、
（２）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務、（３）運転
者に対する指導監督違
反

H30.1.24
輸送施設の
使用停止及
び文書警告

18 80 8

福島
一般
乗用

株式会社岩瀬タクシー
（法人番号３３８０００１０１１１３８）

会田　光善

福島県須賀川市
本社営業所

（１）疾病・疲労等のおそ
れのある乗務、（２）運転
者に対する指導監督違
反、（３）高齢運転者に対
する指導違反、（４）高齢
運転者に対する適性診
断受診義務違反

H30.1.24
輸送施設の
使用停止及
び文書警告

1 20 2

H30.1.24 12山形
一般
貸切

山交ハイヤー株式会社
（法人番号５３９０００１００２１７５）

秋場　正彦

山形県山形市
山形南営業所

（１）運転者の制限違反、
（２）運転者に対する指導
監督違反、（３）運行管理
者に対する指導監督義
務違反、（４）運行管理補
助者の選任届出違反、
（５）自動車事故報告届

出違反
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◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等

氏名又は名称 処　分 処分の 停止 停止 違反

代 表 者 名 年月日 種　類 車両数 日車数 点数

秋田 一般
本荘運輸倉庫株式会社

（法人番号５４１０００１００４８２１）
逸見　敏夫

秋田県由利本荘市
本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）運転
者台帳の作成義務違
反、（３）運転者台帳の
記載事項等義務違反、
（４）運転者に対する指
導監督違反、（５）運転
者に対する指導監督の
記録違反

H30.1.12 文書警告

秋田 一般
アイビーデリバリー株式会社

（法人番号２４１０００１００３９４１）
伊藤　宣夫

秋田県秋田市
横手営業所

（１）健康状態の把握義
務違反、（２）運転者に
対する指導監督違反、
（３）運転者に対する指
導監督の記録保存違反

H30.1.12 文書警告

宮城 一般
株式会社中田物流

（法人番号７３７０４０１０００５４７）
千葉　健一

宮城県登米市
本社営業所

（１）自動車車庫の位置
及び収容能力違反（営
業所との距離）、（２）乗
務時間等の基準の遵守
違反、（３）点呼の実施
義務違反、（４）点呼の
記録義務違反、（５）運
行指示書の作成義務違
反、（６）運転者に対する
指導監督違反

H30.1.15
輸送施設の使

用停止
3 110 11

福島 一般
有限会社四国急行

（法人番号７４７０００２０１６７６７）
関口　幸雄

香川県三豊市
福島営業所

（１）事業計画（営業所
配置車両数）変更届出
違反

H30.1.15 文書警告

宮城 一般
有限会社赤澤運送

（法人番号３４８０００２００９８７２）
赤澤　進

徳島県阿波市
河南営業所

（１）自動車車庫の位置
及び収容能力違反（そ
の他）、（２）乗務員の休
憩・睡眠施設収容能力
違反（その他）、（３）運
転者台帳の記載事項義
務違反、（４）運転者に
対する指導監督違反、
（５）高齢運転者に対す
る指導監督違反、（６）初
任運転者及び高齢運転
者に対する適性診断受
診義務違反

H30.1.17
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
1 40 4

自動車交通部自動車監査官

県別 業種

事 業 者

処 分 理 由

処 分 内 容

主たる事務所
対象営業所
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福島 一般
伊達貨物運送株式会社

（法人番号４３８０００１００２５１６）
酒井　良晃

福島県伊達市
本社営業所

（１）点呼の記録義務違
反、（２）点呼の記録事
項義務違反

H30.1.19 文書警告

宮城 一般
有限会社サンワ物流

（法人番号２３７０００２００７５９９）
髙橋　明

宮城県仙台市
本社営業所

（１）自動車車庫の位置
及び収容能力違反（営
業所との距離）、（２）乗
務時間等の基準の遵守
違反、（３）健康状態の
把握義務違反、（４）点
呼の実施義務違反、
（５）点呼の実施事項義
務違反、（６）点呼の記
録（不実記載）義務違
反、（７）乗務等の記録
（不実記載）義務違反、
（８）運行指示書の作成
義務違反、（９）運転者
台帳の作成義務違反、
（１０）運転者に対する指
導監督違反、（１１）高齢
運転者に対する指導監
督違反、（１２）高齢運転
者に対する適性診断受
診義務違反、（１３）定期
点検整備の実施違反

H30.1.24
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
3 175 18

宮城 一般
株式会社セイワサービス

（法人番号９３７０２０２００３４２５）
菊谷　正義

宮城県遠田郡
涌谷町

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）乗務
時間等の基準の遵守違
反（一運行の勤務時
間）、（３）点呼の実施義
務違反、（４）乗務等の
記録事項義務違反、
（５）運行記録計による
記録義務違反、（６）運
行指示書の作成義務違
反、（７）運転者に対する
指導監督違反、（８）初
任運転者及び高齢運転
者に対する指導監督違
反、（９）高齢運転者に
対する適性診断受診義
務違反、（１０）定期点検
整備の実施違反

H30.1.26
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
1 80 8


