
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者
点数

営業所
点数

20180301 豊里運輸株式会社（法
人番号５３７０４０１０００
０７８）　代表者菅野敏
之

宮城県登米市豊里
町下古屋２１－２

福島営業所 福島県本宮市本宮字
下台１８番地１

輸送施設の使用停
止（１０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
９条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年４月６日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた。（１）自動
車車庫の位置及び収容能力違反（その他）（貨物
自動車運送事業法施行規則第２条第１項第４号）、
（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２
項、第３項）、（３）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）

1 1

20180302 郡東エクスプレス株式
会社（法人番号６３８０
００１０２０６７２）　代表
者荻原善光

福島県郡山市日和
田町高倉字荒田２３

本社営業所 福島県郡山市日和田
町高倉字荒田２３

文書警告 道路運送法第９５
条

平成３０年２月７日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒として監査を実施した結果、1件の違反が認め
られた。（１）車体表示義務違反（道路運送法施行
規則第６５条）

0 0

20180305 富士陸運株式会社（法
人番号５０２０００１０７４
３４２）　代表者相澤一
喜

神奈川県川崎市川
崎区東扇島９２番地

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野
区中野五丁目８－１７

輸送施設の使用停
止（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
９条第３項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成２８年１２月１３日、公安委員会からの通知を
端緒として監査を実施した結果、6件の違反が認め
られた。（１）事業計画（営業所配置車両数）変更届
出違反（貨物自動車運送事業法施行規則第６条第
１項第１号）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第３条第４項）、（３）点呼の実施義務違反
（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、（４）点
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）
運行指示書による指示義務違反（安全規則第９条
の３第１項）、（６）運転者に対する指導監督の記録
違反（安全規則第１０条第１項）

5 5

20180305 株式会社仙台丸井運
輸（法人番号８３７０００
１００４５１８）　代表者
菊地典雄

宮城県仙台市宮城
野区宮千代一丁目
１５－１

本社営業所 宮城県亘理郡亘理町
逢隈中泉字本木４６

輸送施設の使用停
止（１５日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成２９年２月７日、公安委員会からの通知を端緒
として監査を実施した結果、1件の違反が認められ
た。（１）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第１３条道路運送車両法第４
８条）

2 2

20180305 株式会社エスペランサ
（法人番号１０１３４０１
００７０８２）　代表者髙
橋諒

東京都あきる野市小
峰台３７－１

東北営業所 宮城県大崎市古川字
上古川１５２－１

輸送施設の使用停
止（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年４月２４日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、6件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）乗務時間等の基準の遵守違反（一運行
の勤務時間）（安全規則第３条第４項）、（３）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項、第２項、
第３項）、（４）点呼の記録（不実記載）義務違反（安
全規則第７条第５項）、（５）運行指示書による指示
義務違反（安全規則第９条の３第１項）、（６）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）

9 9

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について　［平成３０年３月分］



20180305 吉田重機運輸株式会
社（法人番号５３９０００
１００２２９９）　代表者
吉田竜司

山形県山形市東篭
野町３６番３

本社営業所 山形県山形市東篭野
町３６番３

文書警告 貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年４月２５日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４
項）、（２）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）、（３）定期点検整備の実施違反
（安全規則第１３条及び道路運送車両法第４８条）

0 0

20180305 有限会社山五商事運
輸（法人番号４３９０００
２０１１９１１）　代表者
菅野淳

山形県尾花沢市大
字北郷字鼠坂ノ上２
３６－３

本社営業所 山形県尾花沢市大字
北郷字鼠坂ノ上２３６－
３

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年１月２５日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として監査を実施した結果、1件の違反が認
められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0

20180307 有限会社佐久間加工
（法人番号８３８０００２
０１９８６９）　代表者佐
久間敬

福島県須賀川市森
宿字関表３３－１

本社営業所 福島県須賀川市森宿
字関表３３－１

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年１月１６日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として監査を実施した結果、2件の違反が認
められた。（１）運転者台帳の記載事項義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全
規則」）第９条の５第１項）、（２）運転者に対する指
導監督違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

20180312 株式会社ライズジャパ
ン（法人番号７３８０００
１０２３３１１）　代表者
古川挙裕

福島県いわき市勿
来町四沢前ノ内２２
－２

小名浜営業
所

福島県いわき市泉町滝
尻字亀石町２－１１

文書警告 貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１月３１日、死亡事故を引き起こしたこと
を端緒として監査を実施した結果、4件の違反が認
められた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第３条第４項）、（２）健康状態の把握義務違
反（安全規則第３条第６項）、（３）運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、（４）初
任運転者に対する適性診断受診義務違反（安全
規則第１０条第２項）

0 0

20180316 マルサ運輸株式会社
（法人番号６３７０２０１
００３０９８）　代表者佐
藤裕之

宮城県栗原市志波
姫堀口館輪１６３－
１

本社営業所 宮城県栗原市志波姫
堀口館輪１６３－１

輸送施設の使用停
止（９０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
８条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年２月１３日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、6件の違反が認められた。（１）自
動車車庫の位置及び収容能力違反（営業所との距
離）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条第１
項第４号）、（２）点呼の実施義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第７条
第１項、第２項）、（３）点呼の記録（不実記載）義務
違反（安全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録
（不実記載）義務違反（安全規則第８条）、（５）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（６）運転者に対する指導監督の記録違反（安
全規則第１０条第１項）

9 9



20180322 有限会社北秋運送（法
人番号３４１０００２００９
４９０）　代表者土谷政
義

秋田県北秋田市綴
子字前野１９５－２

本社営業所 秋田県北秋田市綴子
字前野１９５－２

輸送施設の使用停
止（１４０日車）及び
文書警告

貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成２９年２月１６日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、8件の違反が認められた。（１）点
呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第７条第１項、第２項、
第３項）、（２）点呼の実施義務違反（安全規則第７
条第１項、第２項、第３項）、（３）アルコール検知器
備え義務違反（安全規則第７条第４項）、（４）点呼
の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（５）点
呼の記録（不実記載）義務違反（安全規則第７条第
５項）、（６）乗務等の記録（不実記載）義務違反（安
全規則第８条）、（７）運行記録計による記録（不実
記載）義務違反（安全規則第９条）、（８）運転者に
対する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

14 14

20180328 大虎運輸北東北株式
会社（法人番号２４００
００１００６２２７）　代表
者梶本幸司

岩手県北上市流通
センター４番４７

秋田営業所 秋田県秋田市御所野
堤台一丁目５－３

輸送施設の使用停
止（５０日車）及び文
書警告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年３月８日、監査方針を端緒として監査を
実施した結果、3件の違反が認められた。（１）乗務
時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第３条第４項）、
（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（３）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）

5 5

20180328 有限会社マルエ運送
（法人番号４３７０３０２
００２１４１）　代表者遠
藤英一

宮城県石巻市重吉
町８－７

本社営業所 宮城県石巻市重吉町８
－７

文書警告 貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年２月６日、死亡事故を引き起こしたことを
端緒として監査を実施した結果、3件の違反が認め
られた。（１）乗務時間等の基準の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）
第３条第４項）、（２）運行指示書による指示義務違
反（安全規則第９条の３第１項）、（３）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

0 0

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（東北運輸局管内のすべての営業所）に付されている点数の総和を表す。


