
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

20190604 有限会社高繁工業（法
人番号７３７０８０２０００
４１０）　代表者北郷充
雄

宮城県岩沼市下野
郷字新南長沼２７－
８

本社営業所 宮城県岩沼市下野郷
字新南長沼２７－８

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

令和元年５月２０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

20190606 ヤマラク運輸株式会社
（法人番号１３９０００１
０１１２８７）　代表者山
口長一

山形県西置賜郡白
鷹町大字十王３２２
１

本社営業所 山形県西置賜郡白鷹
町大字十王３２２１

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７月３０日及び３１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）乗務等の記録事項義務違反（安全
規則第８条第１項）、（３）運行指示書の記載事項
義務違反（安全規則第９条の３第２項）、（４）運行
指示書の保存義務違反（安全規則第９条の３第４
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）定期点検整備記録簿の保存
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

20190606 岡田陸運株式会社（法
人番号１３８０００１０１２
５７５）　代表者割谷明
裕

福島県いわき市小
川町西小川字上居
合１５３

本宮営業所 福島県本宮市荒井字
恵向１０－１

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
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年８月１０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）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第１
項、第２項）、（３）点呼の記録事項（不実記載）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義務違反（安全規則第１
０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）

9 9

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６月分］



20190606 株式会社マルニ（法人
番号３３８０００１０１６９
０５）　代表者丹伊田真
一

福島県双葉郡大熊
町大字熊字熊町６０
０

本社営業所 福島県双葉郡葛尾村
大字葛尾字小坂１６５
－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
９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３０年６月１４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、12件の違反が
認められた。（１）営業所の位置の違反（貨物自動
車運送事業法施行規則（以下「施行規則」）第２条
第１項第２号）、（２）自動車車庫の位置及び収容能
力違反（施行規則第２条第１項第４号）、（３）睡眠・
休憩の位置及び収容能力違反（施行規則第２条第
１項第５号）、（４）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）、（５）点呼の記録義務違反（安全規
則第７条第５項）、（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）運転者台帳
の規定事項の記載違反（安全規則第９条の５第１
項）、（８）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）事故惹起運転者に対す
る指導義務違反（安全規則第１０条第２項）、（１０）
初任及び事故惹起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）、（１１）整備管
理者の研修受講義務違反（安全規則第１５条）、
（１２）車体表示義務違反（道路運送法施行規則第
６５条）

5 5

20190606 有限会社白河東西運
輸（法人番号４３８０００
２０１７９５０）　代表者
渡邊和男

福島県西白河郡泉
崎村大字太田川字
原山１－１８

本社営業所 福島県西白河郡泉崎
村大字太田川字原山１
－１８

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項及び法
第１７条第４項

平成３０年９月２０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）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）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（不実記載）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１
０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）

10 10

20190612 岩手雪運株式会社（法
人番号９４００００１００５
２５５）　代表者高橋嘉
信

岩手県花巻市石神
町７７－３

仙南営業所 宮城県柴田郡大河原
町大谷字一軒地９３－
１

文書警告 貨物自動車運送事
業法第１７条第４項

令和元年６月５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



20190612 有限会社橋本興業運
輸（法人番号８３８０００
２０２４１７５）　代表者
橋本英幸

福島県いわき市常
磐上湯長谷町五反
田２７０

本社営業所 福島県いわき市鹿島町
鹿島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３０年１０月１６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）乗務等の記録保存
義務違反（安全規則第８第１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
者台帳の記載事項義務違反（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）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

20190619 有限会社畑中林業（法
人番号２４２０００２０１９
７６２）　代表者畑中吉
次郎

青森県むつ市大字
関根字南関根２０６
－４

本社営業所 青森県むつ市大字関根
字名子３６８－６

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１１月２６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

20190619 有限会社大坂運送（法
人番号６４２０００２０１６
４８３）　代表者大坂静
夫

青森県十和田市大
字三本木字佐井幅
１７２－１

本社営業所 青森県十和田市大字
三本木字佐井幅１７２
－１

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３１年１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）

2 2

20190619 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１０－３２

本社営業所 青森県十和田市西十
四番町１０－３２

輸送施設の使用停
止（５０日車）

貨物自動車運送事
業法第１７条第３項

平成３０年１２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、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）

6 6

20190619 株式会社東北カーゴ
（法人番号６３７０００１
０１２１１８）　代表者今
野敏幸

宮城県仙台市宮城
野区中野４丁目２－
２４

本社営業所 宮城県多賀城市町前１
丁目６－４０

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１０月１６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）点呼の記録事項義務
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



20190621 株式会社東北酸素（法
人番号１３７０６０１００２
２８２）　代表者小澤典
雄

宮城県塩釜市貞山
通３－１８－１０

本社営業所 宮城県塩釜市貞山通３
－２９－１６

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（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年１０月１１日及び１５日、監査方針を端緒
として監査を実施した結果、8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）点呼の記録事項
義務違反（安全規則第７条第５項）、（４）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）、（５）運行指示書の作成義務違反（安全規則
第９条の３第１項）、（６）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）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）、（８）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）

8 8

20190624 株式会社丸東（法人番
号７３８０００１０１６７１
１）　代表者西山由美子

福島県双葉郡富岡
町大字本岡字王塚
６４６－１

いわき営業所 福島県いわき市四倉町
芳ノ沢１－６５

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４項

平成３０年７月２７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
転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則（以下「安全規則」）第９条の５第１
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 3

20190626 築館運輸株式会社（法
人番号６３７０２０１００２
９５０）　代表者三浦和
彦

宮城県栗原市築館
字照越永平６７－１

本社営業所 宮城県栗原市築館字
照越永平６７－１

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３０年１１月２９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）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）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違反（安全規則第１０
条第１項）、（６）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）、（７）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）

2 2

20190627 有限会社及川建材（法
人番号３３７０４０２００１
５６４）　代表者及川七
郎

宮城県登米市迫町
森字平柳７７

本社営業所 宮城県登米市迫町森
字平柳７７

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３０年７月１７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）点呼の記録事項（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義
務違反（安全規則第１０条第１項）

5 5



20190628 有限会社佐藤商事（法
人番号５４２０００２００９
４６３）　代表者佐藤新
一

青森県三戸郡階上
町蒼前東５丁目９－
２４３９

本社営業所 青森県三戸郡階上町
蒼前東５丁目９－２４３
９

輸送施設の使用停
止（１２５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３項、法第１
７条第４項

平成３０年９月２５日及び１０月２２日、公安委員会
からの通知及び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）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）過積載運送（貨物自動車
運送事業法第１７条第３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）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７条第
５項）、（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）運転者に対する指導監督
義務違反（安全規則第１０条第１項）、（９）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）、（１０）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）、（１１）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 13

20190628 ジャパンフードライン株
式会社（法人番号７３７
０００１０２０４２５）　代
表者菅野幸浩

宮城県仙台市宮城
野区扇町７丁目２－
５

本社営業所 宮城県仙台市宮城野
区扇町７丁目２－５

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（以下「法」）第
１７条第１項、法第
１７条第４項

平成３０年９月２０日及び２７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（不実
記載）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の記録違反（安全規則第１
０条第１項）、（６）整備管理者の届出義務違反（安
全規則第１３条及び道路運送車両法第５２条）

8 8

※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。


