
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

20180702 株式会社丸祐運送（法
人番号９４２０００１００９
５１９）　代表者田沢祐
司

青森県弘前市大字
高田三丁目６－１１

盛岡営業所 岩手県盛岡市黒川２３
地割６５－２

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３月１日、監査方針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）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第６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）高齢運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（４）高齢運転者に対
する適性診断受診義務違反（安全規則第１０条第
２項）

0 0

20180702 西濃エキスプレス株式
会社（法人番号１２００
００１０１４９０３）　代表
者根木孝宜

岐阜県安八郡輪之
内町楡俣新田字中
代２５３番地１

郡山営業所 福島県須賀川市滑川
字池田２００－１

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
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年８月１日、監査方針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）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１
０条第１項）

1 1

20180702 有限会社歓喜運送（法
人番号６３８０００２０００
７９７）　代表者石井敏
明

福島県福島市飯坂
町平野字若狭小屋
１４－６

福島トラック
ステーション
営業所

福島県福島市飯坂町
平野字若狭小屋１４－
６

輸送施設の使用停
止（２６０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、法第
２５条第２項

平成２９年６月３０日、８月８日及び１０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、13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）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項）、（４）点呼の記録事項義務違反（安全
規則第７条第５項）、（５）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）、（６）運行
指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３第１
項）、（７）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）、（８）高齢運転者に対する指導違
反（安全規則第１０条第２項）、（９）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（安
全規則第１０条第２項）、（１０）整備管理者の研修
受講義務違反（安全規則第１５条）、（１１）運行管
理者の研修受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）、（１２）自動車事故報告書の届出違反（（貨物
自動車運送事業法（以下「事業法」）第２４条）、（１
３）社会保険等加入義務違反（事業法第２５条第２
項）

49 26

20180704 東北乳運株式会社（法
人番号８３８０００１００６
０４２）　代表者門馬泰
史

 福島県郡山市安積
町日出山一丁目５
番地

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野
区蒲生２－２－４

輸送施設の使用停
止（２０日車）

貨物自動車運送事
業法第１７条第１項

平成２９年７月１８日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、1件の違反が認められた。（１）乗
務時間等の基準の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第３条第４項）

2 2

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７月分］



20180705 大虎運輸東北株式会
社（法人番号２３７０８０
１０００４３２）　代表者
梶本幸司

宮城県岩沼市下野
郷字菱沼６５－３

福島支店 福島県本宮市荒井字
恵向３４－１

輸送施設の使用停
止（３０日車）

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６月１３日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、2件の違反が認められた。（１）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 3

20180713 北仙台商運有限会社
（法人番号８３７０２０２
００４３７４）　代表者遊
佐金博

宮城県栗原市築館
字萩沢南１０－１

本社営業所 宮城県栗原市築館薬
師三丁目１１９－５、１２
０－５

事業停止（３０日）、
輸送施設の使用停
止（２７０日車)、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９
条の３第１項、法第
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
２４条の３、法第２５
条の２、法第２７条
第１項

平成２９年１１月２８日及び１２月１日、監査方針を
端緒として監査を実施した結果、15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（以下「事業法施行規則」）第２条第１項第４
号）、（２）事業計画（営業所配置車両数）変更届出
違反（事業法施行規則第６条第１項第１号）、（３）
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）、（４）健康状態の把握義務違反（安全規則第３
条第６項）、（５）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）、（６）乗務等の記録義
務違反（安全規則第８条）、（７）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第８条）、（８）乗務等の記録
（不実記載）事項義務違反（安全規則第８条）、（９）
運行記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、運行指示書の作成義務違反（安全規則第９
条の３第１項）、（１１）運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第１項）、（１２）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）、（１３）輸送の安全にかかわる情報の
公表義務違反（貨物自動車運送事業法（以下「事
業法」）第２４条の３）、（１４）社会保険等加入義務
違反（事業法第２５条第２項）、（１５）名義貸し違反
（事業法第２７条第１項）

57 57

20180719 株式会社タカラ倉庫運
輸サービス（法人番号
４０２１００１０２６９７８）
代表者渡邊忠

神奈川県海老名市
上今泉３－７－３４

仙台営業所 宮城県仙台市若林区
卸町東１－５－１

輸送施設の使用停
止（６０日車）

貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成２９年８月３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）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）、
（２）点呼の記録（不実記載）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）

6 6

20180719 國際物流株式会社（法
人番号２３７０００１００１
６９３）　代表者小山浩
之

宮城県仙台市太白
区茂庭字坂ノ下２９
－４

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野
区日の出町三丁目５－
６

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
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成２９年８月８日、監査方針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）健康
状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、（２）
運転者台帳の記載事項義務違反（安全規則第９条
の５第１項）、（３）初任運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第２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）

1 1



20180719 ヨコウン株式会社（法人
番号６４１０００１００８９
２９）　代表者塩田充弘

秋田県横手市卸町
８－１４

横手営業所 秋田県横手市八幡字
八幡１６１

輸送施設の使用停
止（４０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８月２３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）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）点呼の記録事項義務違反（安
全規則第７条第５項）、（４）運転者台帳の作成義
務違反（安全規則第９条の５第１項）、（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）

4 4

20180719 二葉運送株式会社（法
人番号２４００００１００３
８１０）　代表者細川忠
彦

岩手県紫波郡矢巾
町大字高田第１４地
割１－１

郡山営業所 福島県郡山市日和田
町高倉字寺田２－２

輸送施設の使用停
止（２０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、法第
２５条第２項

平成２９年７月１９日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、4件の違反が認められた。（１）健
康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則（以下「安全規則」）第３条第６項）、
（２）高齢運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第２項）、（３）高齢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）、（４）
社会保険等加入義務違反（貨物自動車運送事業
法第２５条第２項）

2 2

20180719 株式会社小室商事（法
人番号４３８０００１０２０
３２８）　代表者小室渉

福島県石川郡浅川
町大字畑田字戸屋
入３１

本社営業所 福島県石川郡浅川町
大字箕輪字作田７６－
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
業法第１７条第４項

平成２９年７月２４日及び８月２３日、監査方針を端
緒として監査を実施した結果、5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３
項）、（２）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第
５項）、（３）点呼の記録事項義務違反（安全規則第
７条第５項）、（４）運行記録計による記録義務違反
（安全規則第９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）

1 1

20180723 奥羽運送株式会社（法
人番号８４１０００１００３
７５４）　代表者土井商
一

秋田県秋田市土崎
港西三丁目１４－３
４

本社営業所 秋田県秋田市土崎港
西三丁目１４－３４

輸送施設の使用停
止（２０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１項、法第１
７条第４項、法第１
８条第３項

平成２９年６月１９日、監査方針を端緒として監査
を実施した結果、7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）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）健康状態の把握義務違反（安全
規則第３条第６項）、（４）点呼の記録事項義務違
反（安全規則第７条第５項）、（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）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）、（７）運行管理者の選任（解
任）未届出違反（安全規則第１９条）

2 2



20180724 小田運輸株式会社（法
人番号４１２２００１０１２
８９１）　代表者岡川敏
之

大阪府東大阪市東
鴻池町四丁目５番２
３号

東北営業所 福島県伊達郡国見町
藤田字宮前２２－１０

輸送施設の使用停
止（２０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７月１２日及び８月２１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）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）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項、第２項）、（３）点呼の
記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）点呼
の記録事項義務違反（安全規則第７条第５項）、
（５）運行記録計による記録義務違反（安全規則第
９条）、（６）運転者に対する指導監督違反（安全規
則第１０条第１項）

2 2

※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。


