
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

20181203 釜渕運送有限会社（法
人番号９４２０００２０１０
０７０）　代表者釜渕嘉
与

青森県三戸郡田子
町大字田子字七日
市上ノ平９番地１

本社営業所 青森県三戸郡田子町
大字田子字七日市上ノ
平９－１

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２１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）初任運転者に対する特別な指導義務違
反（安全規則第１０条第２項）、（３）高齢運転者に
対する特別な指導義務違反（安全規則第１０条第
２項）

0 0

20181203 東日本ライフ輸送株式
会社（法人番号９４２０
００１００２４６５）　代表
者齋藤武男

青森県青森市大字
野木字山口１６４－
５２

本社営業所 青森県青森市大字野
木字山口１６４－５２

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２６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）乗務等の記録義務違
反（安全規則第８条）、（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）

0 0

20181205 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

仙台支店 宮城県岩沼市下野郷
字菱沼６５－３

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年１１月６日及び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、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）

3 0

20181205 日新運輸株式会社（法
人番号６４１０００１００２
０２３）　代表者塚田千
春

秋田県秋田市茨島
一丁目２－１０

小名浜営業
所

福島県いわき市小名浜
島字西屋５８

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
９条第１項、法第１
７条第４項

平成２９年９月２６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（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）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）

3 3

20181206 カムロ運送株式会社
（法人番号４３９０００１
００８７９２）　代表者柿
崎久芳

山形県最上郡金山
町大字金山１１－４

本社営業所 山形県最上郡金山町
大字金山１１－４

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３０年３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）

3 3

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１２月分］



20181210 長良通運株式会社（法
人番号２１８０００１０９８
７９９）　代表者田中義
康

三重県桑名市東汰
上９５０－２

福島営業所 福島県南相馬市鹿島
区大内字関根７９－１

輸送施設の使用停
止（７０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１１月２０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２項）、（２）点
呼の記録義務違反（安全規則第７条第５項）、（３）
運転者台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５
第１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）、（５）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）

7 7

20181210 株式会社ノースエクス
プレス（法人番号６３８０
００１００９８９７）　代表
者根﨑正行

福島県本宮市荒井
字青田原２０９番地
３５

本社営業所 福島県本宮市荒井字
青田原２０９番地３５

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１２月１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）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）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）

3 3

20181213 株式会社フルカワ（法
人番号３３８０００１００３
８２９）　代表者古川壮
一

福島県伊達郡川俣
町飯坂字八反田２０
番地の７

本社営業所 福島県伊達郡川俣町
飯坂字下谷沢１９番地
の５

輸送施設の使用停
止（３０日車）、文書
警告及び文書勧告

貨物自動車運送事
業法（以下「法」）第
１７条第４項、法第
６０条第４項

平成３０年２月８日及び２８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）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）運輸開始の未届出（貨物
自動車運送事業法施行規則第４４条第１項第１
号）、（３）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 3

20181213 浪速運送株式会社（法
人番号５１２０００１０４６
０９１）　代表者東宏剛

大阪府大阪市西区
南堀江１－４－１９

秋田営業所 秋田県秋田市川尻町
字大川反１７０－１１７

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２月２８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）運転者台帳の作成義務違反（安全規則
第９条の５第１項）、（４）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）、（５）運転者
に対する指導監督の記録義務違反（安全規則第１
０条第１項）

1 1



20181213 トゥーホームサービス
福島株式会社（法人番
号８３８０００１０２０８８
５）　代表者小丸豊

福島県福島市飯坂
町平野字代７番地１
６

本社営業所 福島県福島市飯坂町
平野字代７番地１６

輸送施設の使用停
止（７０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、道路運
送法第９５条

平成２９年１２月６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[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）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）、（３）点呼の実施義務違反（安全規則第
７条第１項、第２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）定期点検整備の実施違反（安全規則第１
３条及び道路運送車両法第４８条）、（７）車体表示
義務違反（道路運送法施行規則第９５条）

7 7

20181214 有限会社協栄運輸（法
人番号３４２０００２００９
９８５）　代表者栗山博
幸

青森県三戸郡南部
町大字剣吉字伊勢
沢９８－２

本社営業所 青森県三戸郡南部町
大字剣吉字伊勢沢９８
－２

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、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

20181214 東北クリーン運輸株式
会社（法人番号２３８０
００１００６００７）　代表
者杉原眞次

福島県郡山市安積
町長久保一丁目１３
－５

福島営業所 福島県福島市瀬上町
字中新田３－１４

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、法第
１８条第３項

平成２９年１２月１４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）点呼の記録保存義務違反（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）運行管理者の
選任（解任）未届出違反（安全規則第１９条）

1 1

20181214 有限会社小松運送（法
人番号４４２０００２０１６
５９２）　代表者小山田
健一

青森県十和田市西
十四番町１０番３２
号

本社営業所 青森県十和田市西十
四番町１０番３２号

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２８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



20181214 株式会社村山運送（法
人番号３３９０００１００４
６１１）　代表者村山裕
樹

山形県天童市大字
蔵増１４６５－１１

仙台南営業
所

宮城県亘理郡亘理町
逢隈中泉字本木５９番
地

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（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１２日及び１３日、監査方針を端緒と
して監査を実施した結果、9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）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）、（３）点呼の実施義務違
反[一部未実施]（安全規則第７条第１項、第２項）、
（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項）、（５）アルコール検知器常時有効保持
義務違反（安全規則第７条第４項）、（６）点呼の記
録義務違反[不実記載]（安全規則第７条第５項）、
（７）乗務等の記録義務違反[不実記載]（安全規則
第８条第１項）、（８）運行記録計による記録義務違
反（安全規則第９条）、（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）

14 14

20181214 塩釜陸運株式会社（法
人番号１３７０６０１０００
３６９）　代表者玉田哲
也

宮城県塩竈市新浜
町二丁目１８番１８
－２

新富営業所 宮城県塩竈市新富町２
３－２

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
業法第１７条第４項

平成２９年１２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）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）点呼の記録義務違反[不実記載]（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）

5 5

20181214 太陽興産有限会社（法
人番号１３８０００２０１８
９２７）　代表者曲山康
生

福島県西白河郡矢
吹町新町２７０番地
５

本社営業所 福島県西白河郡矢吹
町花咲８１－１

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
１７条第１項、法第
１７条第４項、法第
２４条の３

平成２９年１２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）定期点検整備の実施違反（安全規則第１
３条及び道路運送車両法第４８条）、（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）

12 4

20181217 株式会社仙北運輸（法
人番号２４１０００１００７
９９１）　代表者伊藤安
夫

秋田県大仙市戸蒔
字福田３４１

本社営業所 秋田県大仙市戸蒔字
福田３４１

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３１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）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）運転者台帳の記載事項義
務違反（安全規則第９条の５第１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）

3 3



20181217 有限会社ナカムラカー
サービス（法人番号１４
１０００２００５１８６）　代
表者仲村範行

秋田県秋田市土崎
港相染町字浜ナシ
山１７番地１６

本社営業所 秋田県秋田市土崎港
相染町字浜ナシ山１７
番地１６

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

平成３０年９月１９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）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）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）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）

0 0

20181225 東京アンデス物流株式
会社（法人番号１０２０
００１０５４０４２）　代表
者若林文和

神奈川県横浜市都
筑区川向町８３８－
１－２階

仙台営業所
（旧 仙台支
店）

宮城県仙台市宮城野
区扇町四丁目６－８

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５月２４日及び２５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）運行指示書の作
成義務違反（安全規則第９条の３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）

3 3

20181225 岩湘ロジスティックス株
式会社（法人番号９４０
０００１００８２９０）　代
表者遠藤崇弘

岩手県北上市藤沢
１３地割１０６番地５

仙台営業所 宮城県仙台市泉区北
高森２６－１

輸送施設の使用停
止（５５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３０年５月８日及び２１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）事業計画の変更違反（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）、（３）点呼の記
録義務違反[不実記載]（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義務違反（安
全規則第１０条第１項）、（６）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）

6 6

20181226 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

輸送施設の使用停
止（４０日車）

貨物自動車運送事
業法第１８条第３項

平成３０年１０月３０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
行管理者の選任（解任）届出違反[虚偽届出]（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第１９条）

61 4

※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。


