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旅客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
自動車交通部自動車監査官

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 乗用
新昭和タクシー株式会社

（法人番号６４１０００１００３４４２）
古知　愛一郎

秋田県潟上市

刈和野営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）点呼の
記録義務違反、（３）乗
務等の記録事項義務違
反、（４）乗務員台帳の
記載事項義務違反、
（５）運転者に対する指
導監督義務違反、（６）
高齢運転者に対する指
導義務違反、（７）高齢
運転者に対する適性診
断受診義務違反

R1.7.3 文書警告

秋田 乗用
有限会社あきた県都交通

（法人番号３４１０００２００４８１４）
照井　由輝

秋田県秋田市

本社営業所

（１）点呼の記録事項義
務違反、（２）高齢運転
者に対する指導義務違
反、（３）高齢運転者に
対する適性診断受診義
務違反、（４）最低賃金
支払い義務違反

R1.7.10
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
1 20 2

宮城 乗用
株式会社気仙沼観光タクシー

（法人番号９３７０５０１０００１６４）
宮井　和夫

宮城県気仙沼市

本社ワンダーランド

（１）点呼の実施義務違
反、（２）乗務員台帳の
記載事項義務違反、
（３）運転者に対する指
導監督義務違反、（４）
運行管理補助者の要件
違反

R1.7.22
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
2 20 2

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



（２）第１２５７号　　令和元年９月２日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

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

岩手 乗用
株式会社盛和タクシー

（法人番号９４００００１００４２７３）
鈴木　和成

岩手県盛岡市

本社営業所

（１）点呼の実施義務違
反、（２）アルコール検知
器の常時有効保持義務
違反、（３）点呼の記録
事項［不実記載］義務違
反、（４）運転者に対する
指導監督義務違反、
（５）運転者に対する指
導監督の記録保存違
反、（６）高齢運転者に
対する指導義務違反、
（７）高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違
反、（８）運転者に対する
地理、応接の指導監督
義務違反、（９）指導要
領制定義務違反、（１０）
書類の適切管理義務違
反

R1.7.25

輸送施設の使
用停止、輸送
の安全確保命
令及び文書警
告

2 176 18

（１）事業計画の事後変
更届出違反［営業所の
位置］、（２）苦情処理の
記録・保存義務違反、
（３）休憩・睡眠・仮眠施
設の整備・管理等義務
違反、（４）疾病・疲労等
のおそれのある乗務、
（５）点呼の実施義務違
反、（６）点呼の記録事
項義務違反、（７）点呼
の記録事項［不実記載］
義務違反、（８）乗務等
の記録事項義務違反、
（９）事故の記録事項義
務違反、（１０）乗務員台
帳の作成義務違反、（１
１）運転者に対する指導
監督義務違反、（１２）運
転者に対する指導監督
の記録［不実記載］違
反、（１３）高齢運転者に
対する指導義務違反、
（１４）高齢運転者に対
する適性診断受診義務
違反、（１５）指導要領制
定義務違反、（１６）乗務
員服務規律制定義務違
反、（１７）点検整備関係
義務違反、（１８）定期点
検整備の実施違反（１
９）運行管理規程の制定
義務違反、（２０）書類の
適切管理義務違反

3 373 38秋田 乗用
こまちタクシー企業組合

（法人番号２４１０００５００１３０６）
佐藤　房由

秋田県秋田市

本社営業所
R1.7.25

輸送施設の使
用停止、輸送
の安全確保命
令及び文書警
告

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



（３）第１２５７号　　令和元年９月２日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

◆貨物自動車運送事業者に対する行政処分等
自動車交通部自動車監査官

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

山形 一般
浪速運送株式会社

（法人番号５１２０００１０４６０９１）
東　宏剛

大阪府大阪市

山形営業所

（１）点呼の記録事項義
務違反、（２）整備管理
者の解任未届出違反、
（３）運行管理規程の制
定違反、（４）運行管理
者の解任未届出違反

R1.7.4 文書警告

福島 一般
株式会社仁和運送

（法人番号４０４０００１０３８３２１）
長澤　仁一

千葉県流山市

福島営業所

（１）点呼の記録事項義
務違反、（２）運転者に
対する指導監督義務違
反

R1.7.8 文書警告

福島 一般
御舘屋商事有限会社

（法人番号９３８０００２０１４２９０）
白石　雅幸

福島県郡山市

本社営業所

（１）健康状態の把握義
務違反、（２）点呼の実
施義務違反、（３）点呼
の記録義務違反

R1.7.10 文書警告

青森 一般
中川運輸有限会社

（法人番号２４２０００２０１６０５８）
中川　孝正

青森県南津軽郡
藤崎町

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）点呼の
実施義務違反、（３）運
転者台帳の規定事項の
記載違反、（４）運転者
に対する指導監督義務
違反、（５）定期点検整
備の実施違反

R1.7.17
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
2 120 12

岩手 一般
株式会社大川運送

（法人番号４４００００１００９７３１）
佐々木　豊秀

岩手県下閉伊郡
岩泉町

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）乗
務等の記録［不実記載］
義務違反、（６）運行指
示書の作成義務違反、
（７）運転者台帳の作成
義務違反、（８）運転者
に対する指導監督義務
違反

R1.7.22
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
3 140 14

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



（４）第１２５７号　　令和元年９月２日　（月曜日） 　東　北　運　輸　局　報

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

青森 一般
有限会社丸昭運輸

（法人番号５４２０００２０１１３９４）
水口　昭三

青森県五所川原市

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）点呼の
記録義務違反、（３）運
転者に対する指導監督
義務違反

R1.7.25
輸送施設の使

用停止
1 50 5

福島 一般
株式会社エスペランサ

（法人番号１０１３４０１００７０８２）
髙橋　諒

東京都あきる野市

福島営業所

（１）自動車車庫の位置
及び収容能力違反、
（２）乗務時間等の基準
の遵守違反、（３）乗務
時間等の基準の遵守違
反［一運行の勤務時
間］、（４）点呼の実施義
務違反、（５）点呼の記
録義務違反、（６）運行
指示書の作成義務違
反、（７）運転者台帳の
作成義務違反、（８）運
転者に対する指導監督
義務違反、（９）初任運
転者に対する適性診断
受診義務違反

R1.7.25
輸送施設の使
用停止及び文

書警告
6 140 14

福島 一般
大虎運輸東北株式会社

（法人番号２３７０８０１０００４３２）
梶本　幸司

宮城県岩沼市

福島支店

（１）点呼の実施義務違
反

R1.7.25 文書警告

福島 一般
マクサム通運株式会社

（法人番号４３８０００１００３６６２）
右近　八郎

福島県伊達市

白河営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）点呼の
実施義務違反、（３）点
呼の記録義務違反、
（４）運転者に対する指
導監督義務違反

R1.7.25
輸送施設の使

用停止
2 70 7

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


