
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

20181101 有限会社北國急行（法
人番号８４１０００２００７
６６３）　代表者松田司

秋田県湯沢市高松
字中村１５１－２

本社営業所 秋田県湯沢市高松字
中村１５１－２

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２４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）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）乗務等の記録義務違反（安全規則第８
条）、（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

20181101 三栄急送株式会社（法
人番号７４２０００１０１０
６２７）　代表者佐藤知
香

青森県黒石市大字
浅瀬石字稲村３４－
５

本社営業所 青森県黒石市大字浅
瀬石字稲村３４番地６

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３項

平成２９年１２月２０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）過積載運送（貨物自動車運送事業法
第１７条第３項）

7 7

20181101 有限会社セントラルエ
キスプレス（法人番号４
３８０００２０１０３４４）
代表者添田義勝

福島県郡山市田村
町上行合字北川田
４８－２

本社営業所 福島県郡山市田村町
上行合北川田４８－２、
４８－１

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、法第
２４条の３

平成２９年１１月１７日及び１２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）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）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
送事業法第２４条の３）

5 5

20181112 株式会社新開トランス
ポートシステムズ（法人
番号５０１０６０１０３９１
９１）　　代表者佐藤勝

東京都江東区東陽
３－７－１３

北福島営業
所

福島県伊達郡国見町
大字小坂字梅ノ町９－
５

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年１０月１０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）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の記録保存違反（安全
規則第１０条第１項）

0 0

20181113 有限会社丸善運送（法
人番号２４２０００２０１１
９３４）　代表者佐藤勝

青森県北津軽郡中
泊町大字芦野字福
泊１４０番地２

本社営業所 青森県北津軽郡中泊
町大字芦野字福泊１４
０番地２

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３項

平成３０年１月２５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）過積載運送（貨物自動車運送事業法第
１７条第３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１１月分］



20181113 有限会社橋野物流（法
人番号５４２０００２０１５
４３７）　代表者橋野淳
一

青森県平川市碇ヶ
関諏訪平１３－１

本社営業所 青森県平川市碇ヶ関諏
訪平１３－１

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）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、第３項）、（３）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（４）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

20181113 嶋本運輸株式会社（法
人番号６１３０００１０１０
８３９）　代表者嶋本勇
次郎

京都府京都市南区
吉祥院嶋出在家町
３－１

岩手支店 岩手県紫波郡矢巾町
流通センター南三丁目
７番地１２、７番地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３０年１月１８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）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）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

20181113 秋田宇部輸送株式会
社（法人番号４４１０００
１０００１９３）　代表者
石田哲治

秋田県秋田市土崎
港相染町字浜ナシ
山８－４

本社営業所 秋田県秋田市土崎港
相染町浜ナシ山８－４

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３０年１月２４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義務違反（安全
規則第１０条第１項）、（３）運転者に対する指導監
督の記録義務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

20181113 株式会社リンカイ物流
（法人番号３３７０００１
００６３２９）　代表者菊
田菊夫

宮城県仙台市宮城
野区仙台港北一丁
目１－１５

本社営業所 宮城県仙台市宮城野
区仙台港北一丁目１－
１５、１－９

輸送施設の使用停
止（１０日車）

貨物自動車運送事
業法第１７条第３項

平成３０年２月８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）過積載運送（貨物自動車運送事業法第１７
条第３項）

1 1

20181115 有限会社エフワンオー
トサービス（法人番号３
３８０００２０１６１４４）
代表者下条廣司

福島県二本松市東
裏１１２－２

本社営業所 福島県二本松市東裏１
１２－２

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年１１月６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）運
転者に対する指導監督の記録義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第１０条第１項）

0 0



20181119 有限会社山八運送（法
人番号４３８０００２０２６
５７１）　代表者武田紀
之

福島県いわき市泉
町下川字大剣３２６
－６

本社営業所 福島県いわき市泉町下
川字大剣３２６－９

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３０年１月３０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）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）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条
の５第１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義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（５）初任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）、
（６）運行管理者の研修受講義務違反（安全規則第
２３条第１項）

2 2

20181121 秋田運送株式会社（法
人番号７４１０００１０００
１７４）　代表者近藤俊
一

秋田県秋田市外旭
川字水口１５５－１

秋田港営業
所

秋田県秋田市土崎港
西一丁目７－２５

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３０年１月２６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）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第
５項）、（３）運転者台帳の記載事項義務違反（安全
規則第９条の５）、（４）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）、（５）運転者に
対する指導監督の記録義務違反（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
保存義務違反（安全規則第１０条第１項）

1 1

20181121 株式会社大善（法人番
号８３８０００１０１８６５
７）　代表者矢部善兵衛

福島県喜多方市字
西町２８４０

北会津営業
所

福島県会津若松市真
宮新町北四丁目３

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４項

平成３０年１月２５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）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（以下「安全規則」）第１０条
第１項）、（２）初任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）

2 2

20181128 東北新開株式会社（法
人番号１４００５０１０００
２２６）　代表者赤堀茂

岩手県一関市東台
１４－６０

秋田営業所 秋田県秋田市河辺松
渕字捨り水２１－１

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
９条第３項、法第１
７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、7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）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）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）点呼の記録義務違反[不実記載]（安全規則第
７条第５項）、（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
導監督義務違反（安全規則第１０条第１項）

9 9



20181129 株式会社ＨＹＳＹＳＴＥＭ
（法人番号１０１０００１
１２８９１２）　代表者煤
賀義浩

東京都中央区勝ど
き２－１８－１

仙台営業所 宮城県仙台市宮城野
区扇町３－２－４１

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３０年１月１８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）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）運行記録計による記録義務違反（安全規
則第９条）、（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）

1 1

※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。


