
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

20181002 有限会社エスケーライ
ン盛岡（法人番号１４０
０００２００７３４０）　代
表者樟政広

岩手県紫波郡矢巾
町大字下矢次第３
地割１２－１

本社営業所 岩手県紫波郡矢巾町
大字下矢次第３地割１
２－１

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
９条第３項、法第１
７条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年１０月２０日、労働局からの通報を端緒と
して監査を実施した結果、5件の違反が認められ
た。（１）事業計画変更違反（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
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）
運行指示書の作成義務違反（安全規則第９条の３
第１項）、（５）運転者に対する指導監督義務違反
（安全規則第１０条第１項

4 4

20181002 みちのく陸運株式会社
（法人番号５３８０００１
００１６８１）　代表者遠
藤武義

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

福島県福島市北矢野
目字窪田３５－６

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９月７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義務違反（安全
規則第１０条第１項）

2 2

20181002 武蔵野運送株式会社
（法人番号９０１２４０１
００３３９８）　代表者清
本秋男

東京都小金井市梶
野町１－１－２１

盛岡支店 岩手県滝沢市滝沢字
巣子１０－４

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７月１９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、5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３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）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）

4 4

20181009 株式会社天照運輸（法
人番号３４２０００１００６
９０１）　代表者夏坂照
夫

青森県三戸郡階上
町蒼前東一丁目９
－２０９３

本社営業所 青森県三戸郡階上町
蒼前東一丁目９－２０９
３

輸送施設の使用停
止（３０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１０月４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、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義務
違反（安全規則第１０条第１項）

3 3

20181009 川合運輸株式会社（法
人番号６３８０００１０１１
１７６）　代表者川合幸
治

福島県須賀川市卸
町５８

会津営業所 福島県河沼郡会津坂
下町大字宮古字村西３
３－５、３３－１、３３－４

輸送施設の使用停
止（５０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１０月２０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義務違反（安全
規則第１０条第１項）

10 5

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１０月分］



20181011 有限会社的場（法人番
号３３８０００２００４５５
３）　代表者村上裕司

福島県福島市飯坂
町湯野字的場１３番
地

本社営業所 福島県福島市宮代字
宝田前６－２１

輸送施設の使用停
止（８０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１０月２４日、労働局からの通報を端緒と
して監査を実施した結果、6件の違反が認められ
た。（１）点呼の記録義務違反（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５
項）、（２）乗務等の記録義務違反（安全規則第８
条）、（３）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第９条）、（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）高齢運転者に対する
特別な指導監督義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（６）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）

8 8

20181012 タセイ株式会社（法人
番号８４２０００１００６９
９５）　　代表者田中京
子

青森県八戸市大字
妙字西平７番地４５

本社営業所 青森県八戸市大字妙
字西平７番地４５

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年７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、1件の違反が認め
られた。（１）運転者に対する指導監督義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第１０条第１
項）

0 0

20181017 戸沼貨物自動車株式
会社（法人番号４４２０
００１００８５１７）　代表
者戸沼英哉

青森県西津軽郡
鰺ヶ沢町大字赤石
町字大和田３６－１

本社営業所 青森県西津軽郡鯵ケ沢
町大字赤石町字大和
田３６－１

輸送施設の使用停
止（６０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９月８日及び１１月２７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）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）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義務違
反（安全規則第１０条第１項）、（４）高齢運転者に
対する特別な指導監督違反（安全規則第１０条第
２項）、（５）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）

6 6

20181017 株式会社ＧＭトランス
ポート（法人番号４３７０
００１０２２８５３）　代表
者石井良一

宮城県仙台市宮城
野区蒲生字鍋沼５
番地２

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野
区港一丁目１－３

輸送施設の使用停
止（３０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１０月１２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）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、第３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義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（６）定期点検整備の記録保存義務違
反（安全規則第１３条及び道路運送車両法第４９
条）

3 3



20181018 福島本木運送株式会
社（法人番号７３８０００
１００９７８９）　代表者
湯本幸司

福島県本宮市本宮
字下台２２－５

本社営業所 福島県本宮市本宮字
下台２２－５

輸送施設の使用停
止（１００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１項、法第１
７条第４項

平成２９年９月２１日及び１１月２２日、監査方針を
端緒として監査を実施した結果、11件の違反が認
められた。（１）事業計画に定めるところに従う義務
違反（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）点呼の実施義務
違反（安全規則第７条第１項、第２項、第３項）、
（５）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（６）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第９条）、（７）運行指示書の作成義務違反（安全
規則第９条の３第１項）、（８）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）、（９）運
転者に対する指導監督義務違反（安全規則第１０
条第１項）、（１０）高齢運転者に対する特別な指導
監督義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１１）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 10

20181029 大日運送株式会社（法
人番号７４２０００１００１
２６２）　代表者對馬正
彦

青森県青森市大字
野内字菊川６番地６

本社営業所 青森県青森市大字野
内字菊川６番地６

輸送施設の使用停
止（３０日車）

貨物自動車運送事
業法第１７条第３項

平成２９年１２月１４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、2件の違反が認め
られた。（１）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）、（２）過積載運送防止の指導監督
怠慢（貨物自動車運送事業輸送安全規則第４条）

5 3

※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。


