
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

20190508 小野　昌孝 福島県いわき市泉
町滝尻字中瀬６８番
地

本店営業所 福島県いわき市泉町滝
尻字中瀬６８番地

輸送施設の使用停
止（１１０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９５条

平成３０年３月１４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（安全規則
第７条第１項、第２項）、（４）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）、（５）乗務等の記録事項
義務違反（安全規則第８条）、（６）運行記録計によ
る記録義務違反（安全規則第９条）、（７）初任運転
者及び高齢運転者に対する指導義務違反（安全規
則第１０条第２項）、（８）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１
０条第２項）、（９）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第９５条）

11 11

20190508 常磐ニット株式会社（法
人番号３３８０００１０１２
９９４）　代表者中島康
雄

福島県いわき市常
磐水野谷町亀ノ尾１
４０

本社営業所 福島県いわき市常磐水
野谷町亀ノ尾１４０

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１２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）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）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）、
（４）点呼の記録義務違反（安全規則第７条第５
項）、（５）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７
条第５項）、（６）運転者台帳の規定事項記載違反
（安全規則第９条の５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）

12 4

20190508 鈴木興業運輸株式会
社（法人番号９３８０００
１０１４９３６）　代表者
鈴木一広

福島県いわき市泉
町滝尻字橋本５０－
１７

本社営業所 福島県いわき市泉町滝
尻字橋本５０－１７

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３０年６月２０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）運転者に対する指導監督
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違反（安全規則第１０条第１
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　［令和元年５月分］



20190508 トランスパック株式会社
（法人番号５３８０００１
００１０７０）　代表者赤
間健男

福島県福島市下鳥
渡字新町西４－１

福島東営業
所

福島県福島市瀬上町
字南中川原１－１

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（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３０年６月１２日及び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
（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）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）、（５）点呼の記録事項（不実記載）義務違反
（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等の記録義務
違反（安全規則第８条）、（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）

7 7

20190509 三協運輸株式会社（法
人番号８４２０００１０００
９３２）　代表者木村英
敬

青森県青森市大字
細越字栄山５５５－
１

本社営業所 青森県青森市大字細
越字栄山５５５－１

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３０年６月２２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）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）

1 1

20190509 有限会社アオモリ・サン
ド企画（法人番号５４２
０００２０１９９６６）　代
表者山本孝浩

青森県むつ市奥内
大室平１０－３

本社営業所 青森県むつ市奥内大室
平１０－３

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１０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）

1 1

20190509 東日本ウェブ有限会社
（法人番号６３７０２０２
００３７９９）　代表者山
本章彦

宮城県加美郡加美
町羽場字山鳥川原
８－１５－３

本社営業所 宮城県加美郡加美町
羽場字屋敷６６－３

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
業法第１７条第４項

平成３０年１０月９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）運行記録計による記録義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規
則」）第９条）、（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）初任運転者
に対する指導義務違反（安全規則第１０条第２
項）、（４）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）

2 2



20190509 株式会社東和電気（法
人番号３３８０００１００９
５５３）　代表者斎藤直
樹

福島県二本松市太
田字若宮２５番地８

本社営業所 福島県二本松市下川
崎字蘭場山２０番地

輸送施設の使用停
止（１０５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３０年９月４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）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）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）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）、（５）整備管理者の研修受講義
務違反（安全規則第１５条）、（６）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）

18 11

20190509 株式会社隆弘運輸（法
人番号３０２０００１０００
７９５）　代表者矢野隆
男

神奈川県横浜市泉
区上飯田町４７４３
－５

福島営業所 福島県西白河郡泉崎
村大字泉崎字山崎３０
番地１

輸送施設の使用停
止（１１０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６月２８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）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）点呼の記録事項（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）運行
記録計による記録（不実記録）義務違反（安全規則
第９条）、（６）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第９条の５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）、（８）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）、（９）運行管理者に対する指導監
督義務違反（安全規則第２２条）

13 11

20190528 八戸輸送サービス株式
会社（法人番号８４２０
００１００６４７５）　代表
者北澤清志

青森県八戸市大字
鮫町字南ナシナ窪７
－２９７

本社営業所 青森県八戸市大字鮫
町字南ナシナ窪７－２９
７

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
業法第１７条第４項

平成３０年１１月６日、公安委員会からの通報及び
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）乗務等の記録事
項義務違反（安全規則第８条）、（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１
０条第１項）、（５）事故惹起運転者、初任運転者及
び高齢運転者に対する指導義務違反（安全規則第
１０条第２項）、（６）事故惹起運転者、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）

2 2



20190530 株式会社ビー・エス・
エー（法人番号２４１００
０１００２１５０）　代表者
松本朝友

秋田県秋田市河辺
戸島字七曲台１２０
－７

本社営業所 秋田県秋田市河辺戸
島字七曲台１２０－７

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１２月２０日、公安委員会からの通報及
び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）運行指示書の記
載事項義務違反（安全規則第９条の３第１項）、
（３）運転者に対する指導監督義務違反（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。


