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　　　　　　　　　　　　　年 頭 の 辞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東北運輸局長　吉田　耕一郎

　明けましておめでとうございます。
　令和２年の新春を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

　昨年は、東北地方において、地震や台風等の自然災害が相次ぎ発生しました。まずはお亡くなりになられ
た方々、被害に遭われた方々にお悔やみとお見舞いを申し上げます。東北運輸局としましても、一日も早い
復旧に向けて全力で支援してまいります。

　東日本大震災の発生からまもなく９年を迎えますが、地方公共団体、交通事業者、観光関係事業者等の皆
様のご尽力のおかげで、被災地の復旧・復興に向けた取組は着実に前進してきております。私ども東北運輸
局といたしましても、震災からの復興を最重要任務として、「観光の復興」、「被災地の足の確保」、「造
船業の復興」を復興施策の三本柱と位置づけ、全職員が一丸となって取り組んでまいりました。

　昨年３月には、JR山田線宮古・釜石間が復旧・移管され、三陸鉄道リアス線として全線開業しました。同
じく１０月に発生した台風１９号の被害により再び一部区間が不通となりましたが、本年３月には再度全線
復旧する見込みであり、復興五輪の象徴として聖火の運行も予定されています。残された鉄道の被災線区で
あるJR常磐線については、今春の全線開通を目指し、試験運行が開始されるなど着々と準備が進められてい
るところです。また、昨年５月には、被災造船所を集約化した「みらい造船（宮城県気仙沼市）」新工場が
完成し、本格稼働により地域の復興に大きく貢献するものと期待しております。

　昨年１２月には「復興・創生期間」後における東日本大震災からの復興の基本方針が閣議決定されまし
た。復興は大きく前進しているものの、新たな課題等も明らかとなったことから、引き続き、被災地の多様
なニーズにきめ細かく対応しつつ、被災地の自立につながり、地方創生のモデルとなるような復興を実現す
ることを目指しております。東北運輸局といたしましても、引き続き、東北地方の復興・発展のため、被災
地の方々に寄り添った復興施策を実施してまいります。

　観光の振興については、政府は２０２０年の訪日外国人旅行者数４０００万人という目標を掲げており、
東北地方においては、「東北６県の外国人宿泊者数を２０２０年に１５０万人泊（２０１５年の３倍）にす
る」という目標も設定しています。そのため、東北運輸局といたしましては、目標達成に向けて、東北なら
ではの地域資源を活用し、地域と連携・協働した滞在プログラムの充実、広域連携による効果的なプロモー
ション、受入環境の整備、観光地域づくり法人等の取組体制の強化を推進することにより、一層の訪日外国
人旅行者を呼び込めるよう取り組んでまいります。
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　地域公共交通の活性化について、人口減少・少子高齢化が急速に進む東北地方においては、地域公共交通
をとりまく状況は厳しい状況にあるものの、地域公共交通は日常生活にとって必要不可欠な存在です。その
ため、東北運輸局では、これまでにも増して、地域の関係者による「生活の足」を守るための取組を支援し
ていくと同時に、高齢者等の有効な移動手段となることが期待される自動運転技術や、MaaS等の新しいモビ
リティ・システムに係る地域の取組を後押ししてまいります。

　さらには、地域住民だけでなく、観光客にとっても地域公共交通は必要なものであるため、生活交通だけ
ではなく、観光二次交通についても充実するよう取り組んでまいります。東北地域においても、タクシーの
事前確定運賃の導入がはじまっており、新技術の活用による利便性の高いサービスの提供を推進してまいり
ます。

　交通分野の人材確保については、現在も深刻な担い手不足の状況にあることから、運転者・整備士・船員
等を確保するための取組や次世代の人材育成に引き続き取り組んでまいります。東北運輸局といたしまして
も、関係部局内で連携を取りながら、こうした人手不足への対応について、検討を重ねており、本局・支局
が一体となって、人材確保に向けた取組を進めてまいります。また、物流分野においては、働き方改革・生
産性の向上のための取組の一環として、トラック輸送における取引環境や長時間労働の改善が進められてお
ります。その他にも、人流・物流を同時に行うことで人手不足問題の解決と生産性の向上を図る「貨客混
載」や流通業務を一体的に実施する「輸送網の集約」、「モーダルシフト」、「輸配送の共同化」等の輸送
の効率化の動きが東北地方各地で広がってきております。今年度は、楢葉町、浪江町で総合効率化計画策定
に向けた補助を活用し、共同輸配送の取組が進められています。東北運輸局では、このような取組に対する
支援を引き続き推し進めてまいります。

　運輸の安全・安心の確保については、東北運輸局といたしましては、運輸安全マネジメントや事業者に対
する監査・指導を通じた安全意識の向上に努めるなど、運輸事業の最大の使命である安全・安心の確保を第
一に、国土交通本省や各関係機関と連携しつつ、万全を期してまいります。また、昨今、自然災害が多発す
る中で、防災・減災、万が一の発災後においても、必要な輸送の確保や被災地の早期の復旧について、迅速
かつ適切に実施するため、体制を強化してまいります。

　そして、本年の東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会では宮城県及び福島県においてサッ
カー・野球等の試合が行われる予定です。大会の成功に向けてそれぞれのイベントが円滑に開催されるよ
う、交通手段の確保及びその安全の確保等について尽力してまいります。また、東北地方における国際的な
イベントの開催は、訪日外国人旅行者に東北地方を周遊していただく大きなチャンスでもあることから、フ
リーパスなどの充実をはじめとする観光二次交通の取組、走る広告塔としての図柄入りナンバーの活用等も
含め、この機会を活かすための観光関連施策につきまして幅広く取り組んでまいります。また、訪日外国人
旅行者を初めとして、多くの方が円滑に移動できるよう、心のバリアフリーとあわせて様々な環境整備に取
り組んでまいります。

　最後になりますが、本年におきましても、東北運輸局といたしましては、国土交通省本省と緊密に連携し
つつ、地方公共団体や事業者等の地域の皆様と協力しながら、東日本大震災からの復興、さらには東北地方
のより一層の活性化に向け、全力を挙げて取り組んでまいる所存です。皆様におかれましても、引き続き、
当局に対するご支援とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

　皆様のご健勝を心より祈念して、新年のご挨拶とさせていただきます。
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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

岩手 乗用
株式会社ふるさと交通

（法人番号１４００００１００２１４４）
荒川　幸司

岩手県盛岡市

本社営業所

（１）運転者に対する指
導監督義務違反

R1.11.7 文書警告

福島 乗用
西条タクシー株式会社

（法人番号２３８０００１００６０９７）
西條　勝昭

福島県郡山市

静営業所

（１）乗務等の記録事項
義務違反、（２）乗務員
台帳の規定事項義務違
反

R1.11.18 文書警告

宮城 乗用
観光第一交通株式会社

（法人番号５３７０００１００４４５４）
北浦　歳彦

宮城県仙台市
若林区

泉営業所

（１）運転者に対する指
導監督義務違反

R1.11.25 文書警告

宮城 乗用
東北交通株式会社

（法人番号８３７０３０１０００９４３）
鈴木　隆男

宮城県石巻市

本社営業所

（１）乗務員台帳の規定
事項義務違反、（２）運
転者に対する指導監督
義務違反

R1.11.25
輸送施設の使
用停止及び文
書警告

1 10 1

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

◆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

（１）各営業所に配置す
る事業用自動車の種別
ごとの数違反、（２）点呼
の記録義務違反、（３）
点呼の記録事項義務違
反、（４）点呼の記録保
存義務違反、（５）運転
者台帳の規定事項の記
載違反、（６）運転者に
対する指導監督義務違
反、（７）運転者に対する
指導監督の記録違反、
（８）整備管理者の選任
（変更）未届違反、（９）
定期点検整備の実施違
反、
（１０）整備管理者の研
修受講義務違反、（１１）
運行管理者の選任（解
任）未届出違反、（１２）
社会保険等加入義務違
反、（１３）報告義務違反

2 120 12青森 一般
石橋運送有限会社

（法人番号６４２０００２００６１６２）
石橋　祥光

青森県三戸郡
階上町

階上営業所

R1.11.1
輸送施設の使
用停止及び文
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
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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
有限会社エスケー

（法人番号２３９０００２００７０７７）
黒石　敏

山形県酒田市

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）点呼
の記録事項義務違反、
（３）運行指示書の作成
義務違反、（４）運転者
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

R1.11.1
輸送施設の使
用停止及び文
書警告

2 20 2

宮城 一般
ＮＡＶＩＸサービス株式会社

（法人番号８３７０００１０１６１２５）
藤原　裕嗣

宮城県仙台市
若林区

本社営業所

（１）点呼の実施義務違
反、（２）運転者に対する
指導監督義務違反

R1.11.5 文書警告

宮城 一般
渡波運輸株式会社

（法人番号５３７０３０１００１４４０）
鈴木　秀彦

宮城県石巻市

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）運転
者に対する指導監督義
務違反、（３）事故惹起
運転者に対する指導義
務違反

R1.11.7
輸送施設の使
用停止及び文
書警告

2 20 2

福島 一般
株式会社スカイ運輸

（法人番号３３８０００１０１８６５３）
佐瀬　喜久男

福島県喜多方市

本宮営業所

（１）点呼の実施義務違
反、（２）点呼の記録事
項義務違反、（３）運行
管理者の研修受講義務
違反

R1.11.8
輸送施設の使
用停止及び文
書警告

1 10 1

福島 一般
昭和運輸株式会社

（法人番号８３８０００１０１５６０５）
鎌田　武雄

福島県南相馬市

本社営業所

（１）自動車車庫の位置
及び収容能力違反

R1.11.14
輸送施設の使
用停止

1 10 1

福島 一般
関東運輸株式会社

（法人番号７０１０４０１１１７９５５）
岡野　修明

群馬県前橋市

福島営業所

（１）運転者に対する指
導監督義務違反

R1.11.18 文書警告

青森 一般
川内運送　有限会社

（法人番号９４２０００２００９５８３）
佐々木　研

青森県三戸郡
五戸町

本社営業所

（１）運転者に対する指
導監督義務違反

R1.11.25 文書警告

宮城 一般
ダイショウ・ロジ株式会社

（法人番号４３７０２０１００２６１４）
和野　由一

宮城県大崎市

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）運転
者に対する指導監督義
務違反、（３）運転者に
対する指導監督の記録
違反、（４）初任運転者
に対する適性診断受診
義務違反

R1.11.25
輸送施設の使
用停止及び文
書警告

1 10 1

宮城 一般
有限会社迫運輸サービス

（法人番号５３７０４０２００２０５７）
渡邉　勝広

宮城県登米市

本社営業所

（１）乗務時間等の基準
の遵守違反、（２）運転
者に対する指導監督義
務違反

R1.11.25
輸送施設の使
用停止

2 30 3

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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辞 令

令和 ２ 年 １月 １日付
(国土交通省東北運輸局)

(東北運輸局長発令) Ｎｏ．１

氏 名

青森運輸支局八戸自動車検査登録事務所
運輸企画専門官
(陸運技術専門官併任、検査官兼務）

佐 々 木 翔 一 【新規採用】

以 上

発　　令　　事　　項 現　　　　　　　職

人 事 異 動


