
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

20200106 石井配送有限会社
（法人番号
8080102008018）　代表
者石井政一

静岡県伊豆の国市小坂１８
６－１５

本社営業所 静岡県沼津市足高字尾上
２８２番地の４

輸送施設の停止（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４
項

令和元年８月６日、監査方針に基づいて監査
実施。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
項及び第２項並びに第３項）、（３）点呼の実施
不適切（安全規則第７条第１項及び第２項並び
に第３項）、（４）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

20200106 澤田　雅司 三重県松阪市虹が丘町５３
番地８

三重営業所 三重県津市一身田平野３５
０－２　マリオ一身田Ｂ棟１
０１号室
監査時（三重県津市南が
丘２丁目１－１）

輸送施設の停止（６０日
車）及び文書警告

貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第９条第１
項

令和元年７月５日及び７月２３日、監査方針に
基づいて監査実施。１０件の違反が認められ
た。（１）事業計画変更認可違反【車庫】（法第９
条第１項）、（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項及び第２項並びに
第３項）、（４）点呼の記録義務違反（安全規則
第７条第５項）、（５）点呼の記録記載不備（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）運転者に対する指導監督違反（安全
規則第１０条第１項）、（９）特定の運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（１０）特定の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

20200109 株式会社竹下運送
（法人番号
7080001010728 ）　代
表者竹下徹

静岡県静岡市葵区瀬名４
丁目１０－２８

本社営業所 静岡県静岡市葵区瀬名４
丁目１０－２８

輸送施設の停止（３０日
車）

貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１７条第３
項

令和元年９月４日、関係機関からの通知を端緒
として監査実施。１件の違反が認められた。
（１）過積載運行（法第１７条第３項）

3 3

20200109 株式会社エイトサービ
ス　（法人番号
5080002015406）　代表
者八木亨

静岡県榛原郡吉田町片岡
３０７０番地の１

本社営業所 静岡県榛原郡吉田町片岡
３０７０番地の１

文書警告 貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１７条第１
項第１号及び第４項

令和元年８月２７日、監査方針に基づいて監査
実施。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違反（安全規則
第１０条第１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の公表について（令和２年１月分）



20200121 第一合同有限会社
（法人番号
3180002091216）　代表
者千葉浩美

愛知県弥富市東末広一丁
目９３番地

本社営業所 愛知県弥富市東末広一丁
目９３番地

輸送施設の停止（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
項第１号

令和元年７月１日及び１１月２０、監査方針に基
づいて監査実施。１０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項及び第２項）、
（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７条第５
項）、（５）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第９条の５第１項）、（６）運転者台帳の記載
不備（安全規則第９条の５第１項）、（７）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（８）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（９）特定の運転者
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）報告義務違反（法第６０条
第１項）

11 11

20200124 東海ワークス株式会社
（法人番号
1180301010539）　代表
者廣田篤

愛知県豊川市白鳥町穴田
５７－１

本社営業所 愛知県豊川市白鳥町穴田
５７－１

輸送施設の停止（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
項第１号

令和元年８月５日、監査方針に基づいて監査
実施。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）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（安
全規則第３条第４項）、（３）運行記録計による
記録義務違反（安全規則第９条）、（４）運行指
示書の作成・指示・携行義務違反（安全規則第
９条の３第１項及び第２項並びに第３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）

2 2

20200127 有限会社服部梱包運送
（法人番号
9180002048490 ）　代
表者岡部祐児

愛知県名古屋市緑区鎌倉
台２－８３１

本社営業所 愛知県名古屋市緑区鎌倉
台２－８３１

輸送施設の停止（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
項第１号及び第４項

令和元年８月２１日、監査方針に基づいて監査
実施。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
項及び第２項）、（３）点呼の記録記載不備（安
全規則第７条第５項）、（４）乗務等の記録記載
不備（安全規則第８条）、（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）
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）、（７）特定の運転者に対する
指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、（８）
特定の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）報告義務違
反（法第６０条第１項）

4 4



20200128 名古屋市場運輸株式会
社　（法人番号
3180001022477）　代表
者加野元道

愛知県名古屋市熱田区川
並町２－２２

本社営業所 愛知県名古屋市熱田区川
並町２番２２号

輸送施設の停止（１００
日車）及び文書警告

貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１７条第１
項第１号

令和元年５月１６日、監査方針に基づいて監査
実施。１２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）整備管理者の研修受講義務違反（安全規
則第３条の４）、（３）点呼の実施義務違反（安
全規則第７条第１項及び第２項）、（４）点呼の
記録記載不備（安全規則第７条第５項）、（５）
乗務等の記録記載不備（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）運転者台帳の作成義務違反
（安全規則第９条の５第１項）、（８）運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第１項）、
（９）特定の運転者に対する指導監督違反（安
全規則第１０条第２項）、（１０）特定の運転者に
対する適性診断受診義務違反（安全規則第１０
条第２項）、（１１）運行管理者の講習受講義務
違反（安全規則第２３条第１項）、（１２）報告義
務違反（法第６０条第１項）

10 10

20200128 株式会社ＡＬＬ・ＪＡＰＡＮ
（法人番号
4180301004521）　代表
者杉本高稔

愛知県岡崎市伝馬通４丁
目２３番地

名古屋営業所 愛知県名古屋市守山区瀬
古１丁目６２１

輸送施設の停止（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４
項

令和元年７月２４日及び７月２５日、関係機関か
らの情報を端緒として監査実施。８件の違反が
認められた。（１）事業計画変更事前届出違反
（法第９条第３項）、（２）定期点検整備の実施
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条の２）、（３）点呼の実施
義務違反（安全規則第７条第１項及び第２項）、
（４）点呼の実施不適切（安全規則第７条第１項
及び第２項並びに第３項）、（５）点呼の記録記
載不備（安全規則第７条第５項）、（６）乗務等
の記録記載不備（安全規則第８条）、（７）運行
記録計による記録義務違反（安全規則第９
条）、（８）運転者台帳の作成義務違反（安全規
則第９条の５第１項）、（９）運転者台帳の記載
不備（安全規則第９条の５第１項）

6 6

20200128 三弘運輸株式会社
（法人番号
9180001025524 ）　代
表者田中春弘

愛知県名古屋市西区上小
田井２丁目３５４

本社営業所 愛知県名古屋市西区上小
田井２丁目３５４

輸送施設の停止（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
項第１号

令和元年７月２６日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒として監査実施。７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項及び第２項）、（３）乗務
等の記録記載不備（安全規則第８条）、（４）運
転者に対する指導監督違反（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）特定の運
転者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第２項）、（７）特定の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



20200129 株式会社米山総業
（法人番号
1080101015203 ）　代
表者米山昌伴

静岡県富士市岩本５８１番
地の３５

本社営業所 静岡県富士市田島１００番
地

輸送施設の停止（３０日
車）

貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１７条第３
項

令和元年１０月８日、関係機関からの通知を端
緒として監査実施。１件の違反が認められた。
（１）過積載運行（法第１７条第３項）

3 3

20200129 剣梱包株式会社　（法
人番号
7180001006872）　代表
者松本進

愛知県名古屋市港区十一
屋２丁目１５６

本社営業所 愛知県名古屋市港区十一
屋２丁目１５６

輸送施設の停止（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４
項

令和元年８月８日、死亡事故を引き起こしたこ
とを端緒として監査実施。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項及び第２項）、（２）運転者台帳の記載
不備（安全規則第９条の５第１項）、（３）運転者
に対する指導監督違反（安全規則第１０条第１
項）、（４）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）、（５）特定の運転者
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）運行管理者補助者の要件
違反（安全規則第１８条第３項）

3 3

20200106 株式会社オレンヂ　（法
人番号8080102012523
）　代表者中村十四樹

静岡県田方郡函南町上沢
４７９番地

本社営業所 静岡県田方郡函南町塚本
１８５番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１２月３日、監査方針に基づいて監査
実施。２件の違反が認められた。（１）運転者台
帳の記載不備（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）運転者に対する指導監督違反（安全規則
第１０条第１項）

0 0

20200128 ドゥベスト株式会社
（法人番号
2040001056770）　代表
者中島一弘

千葉県市川市湊新田２丁
目９－２１

愛知営業所 愛知県愛知郡東郷町大字
春木字清水ヶ根４１２６－１
１５

文書警告 貨物自動車運送事業法
第１７条第４項

令和元年１２月９日、重傷事故を引き起こしたこ
とを端緒として監査実施。４件の違反が認めら
れた。（１）運転者に対する指導監督違反（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）特定の運転者に対
する指導監督違反（安全規則第１０条第２項）、
（３）特定の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）、（４）日常点検
の実施違反（安全規則第３条の２）

0 0


