
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

20191202 ヤマト運輸株式会社
（法人番号
1010001092605 ）代表
取締役栗栖利蔵

東京都中央区銀座２丁目１
６番１０号

田原支店 愛知県田原市神戸町大坪
７－１、８

輸送施設の停止（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
４項

令和元年７月１９日、監査方針に基づいて監査
実施。３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）運行管理者に
対する指導監督違反（安全規則第２２条）

1 1

20191206 株式会社エステイケー
（法人番号
2180001034606）代表
取締役片山恭伸

愛知県名古屋市中区松原
３－９－２６

本社 愛知県名古屋市熱田区川
並町２番２２号

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、法第１７条第１項第
１号

令和元年６月２７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）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）、（４）点呼の記録記載不備（安全規則第７
条第５項）

6 6

20191210 ハートランス株式会社
（法人番号
6200001004164 ）代表
取締役大野健治

岐阜県岐阜市大脇２丁目３
３番地

多治見 岐阜県多治見市大針町字
塩井戸６６１－１

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
１項第１号

令和元年６月２１日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒として監査実施。１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第３条第４
項）

3 3

20191205 株式会社ｔｒａｎｓｐｏｒｔ匠
（法人番号
3200001020395）代表
取締役都築英幸

岐阜県羽島市堀津町横手
３丁目２８番地

本社 岐阜県羽島市堀津町横手
３丁目２８番地

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１０月２３日、監査方針に基づいて監
査実施。１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
輸送安全規則第３条第４項）

0 0

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（令和元年１２月分）



20191212 トラックス株式会社（法
人番号2180301010372
）代表取締役石黒勝則

愛知県豊川市小坂井町野
地４７番地

本社 愛知県豊川市小坂井町野
地４７

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７月１１日、死亡事故を引き起こした
ことを端緒として監査実施。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）点呼の記録義務違
反（安全規則第７条第５項）、（３）点呼の記録
記載不備（安全規則第７条第５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）、（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）

2 2

20191213 有限会社エムケイ産業
（法人番号
2200002011535 ）代表
取締役向井一成

岐阜県各務原市前渡東町
五丁目１１９番地

本社 岐阜県各務原市前渡東町
５丁目１１９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９条第１
項

令和元年７月３０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）事業計画
変更認可違反【車庫】（法第９条第１項）、（２）
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第９条）

3 3

20191213 村井運送株式会社（法
人番号
6180301022835）代表
取締役村井晃

愛知県西尾市住崎町経塚
１９－１

本社 愛知県西尾市住崎町経塚
１９－１

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９条第１
項、法第１７条第１項第
１号、法第１７条第４項

令和元年６月１３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）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項及び第２項並び
に第３項）、（５）点呼の記録義務違反（安全規
則第７条第５項）、（６）点呼の記録記載不備
（安全規則第７条第５項）、（７）乗務等の記録
記載不備（安全規則第８条）、（８）運行記録計
による記録義務違反（安全規則第９条）、（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）

4 4

20191213 ラッキー運輸株式会社
（法人番号
6430001018265）代表
取締役三国治

北海道札幌市白石区米里
一条２丁目６番６号

名古屋 愛知県清須市朝日愛宕１４
３

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
４項

令和元年７月５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）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
呼の実施不適切（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）運行記録計による記録義
務違反（安全規則第９条）、（６）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



20191213 萩原建材株式会社（法
人番号3080001004213
）代表取締役萩原正二

静岡県静岡市葵区瀬名川
１－３１－３５

本社 静岡県静岡市葵区瀬名川
１－３４１－３

輸送施設の停止（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項第１号

令和元年８月８日、重傷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）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
記録記載不備（安全規則第７条第５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）定期点検整備の実施違反（安全
規則第３条の２）

8 8

20191226 山松運送有限会社（法
人番号
3200002019271）代表
取締役桐山直樹

岐阜県関市山田１３４８－
１０

本社 岐阜県関市山田１３４８－
１０

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１２月１２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）乗務等
の記録記載不備（貨物自動車運送事業輸送安
全規則（以下「安全規則」）第８条）、（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

20191205 山下運輸株式会社（法
人番号）代表取締役山
下利之

静岡県牧之原市静谷９３６
－７

本社 静岡県牧之原市静谷字茶
ノ木海戸９３６－７

文書警告 貨物自動車運送事業法
（以下「法」）第１７条第
１項、第４項

令和元年１０月３０日、関係機関からの情報を
端緒として監査実施。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）運転者台帳の記載不
備（安全規則第９条の５第１項）、（３）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）

0 0

20191203 有限会社セントラル
カーゴ（法人番号
9180002070882)　代表
者加藤博司

愛知県小牧市多気北町
193番地

本社営業所 愛知県小牧市多気北町
193番地

文書警告 貨物自動車運送事業法
施行規則第6条第1項第
1号

令和元年10月28日､重傷事故を引き起こしたこ
とを端緒として､監査を実施｡1件の違反が認め
られた｡(1)配置車両数違反(貨物自動車運送事
業法施行規則第6条第1項第1号)

0 0


