
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

1 20211101 清興運輸株式会社（法
人番号3010601011004)
代表者黒澤明

東京都墨田区立花5-19-6 刈谷営業所 愛知県豊明市阿野町稲葉
74-11

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

令和3年10月6日及び令和3年10月13日､監査
方針に基づき､監査を実施｡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

2 20211102 大和運送株式会社（法
人番号5120901002235)
代表者栗尾尚孝

大阪府茨木市五日市1-6-
3

中部営業所 岐阜県大垣市神明三丁目
8番

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年10月26日､監査方針に基づき､監査を
実施｡2件の違反が認められた｡(1)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(2)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)

0 0

3 20211108 株式会社丸中（法人番
号3080002015003)　代
表者中村敦

静岡県牧之原市白井360-
1

本社営業所 静岡県牧之原市白井字枇
杷田360-1

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年5月11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｡7件の違反が認めら
れた｡(1)乗務時間等基準告示の遵守違反(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4
項)､(2)点呼の実施義務違反(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項並び
に第3項)､(3)点呼の記録記載事項不備(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､
(4)運行指示書の作成義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､(5)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)､(6)特定の
運転者に対する指導義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(7)特定の
運転者に対する運転適性診断未受診(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項)

6 6

4 20211108 株式会社ディーアイ
ディー（法人番号
7180001083144)　代表
者国本実

愛知県一宮市常願通5丁
目20番地の1

羽島営業所 岐阜県羽島市竹鼻町飯柄
477番地1

輸送施設の使用停止
(25日車)及び文書警告

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条の
2

令和3年7月2日､監査方針に基づき､監査を実
施｡4件の違反が認められた｡(1)定期点検未実
施(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条
の2)､(2)点呼の実施不適切(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条第1項及び第2項)､(3)
点呼の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項)(4)点呼の記録記載事
項不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第
7条第5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公表について (令和３年１１月分)

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。
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の年月日

事業者の氏名又は名
称
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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公表について (令和３年１１月分)

5 20211108 株式会社中村物流（法
人番号5080401021013)
代表者沖田雅司

静岡県浜松市北区引佐町
奥山231番地の4

本社営業所 静岡県浜松市中区曳馬3
丁目14-8

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
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年5月24日､監査方針に基づき､監査を実
施｡8件の違反が認められた｡(1)事業計画の変
更認可違反(貨物自動車運送事業法施行規則
第2条第1項第4号)､(2)点検整備記録簿等の記
載事項不適切(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条の2)､(3)点呼の実施義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(4)乗務等の記録記載事項不備(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第8条)､(5)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)､(6)運転者台帳の
記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の5第1項)､(7)一般講習受講義務
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第23
条第1項)､(8)事業報告書及び輸送実績報告書
未提出(貨物自動車運送事業法第60条第1項)

8 8

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
称
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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公表について (令和３年１１月分)

6 20211108 セーフティーサービス
株式会社（法人番号
4200001016260)　代表
者窪田直樹

岐阜県揖斐郡池田町萩原
字鐘鋳場864番地1

富士営業所 静岡県富士市栁島153-1
ｺｰﾎﾟﾍﾞﾙﾗｲｽﾞ503

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
法施行規則第6条第1
項第1号

令和3年5月7日､公安委員会からの通知を端
緒として､監査を実施｡14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)､(2)乗務時間等
基準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項)､(3)健康診断未受診
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6
項)､(4)整備管理者の研修受講義務違反(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条の4)､(5)
点呼の実施義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第1項及び第2項並びに第3
項)､(6)点呼の記録記載事項不備(貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(7)乗務
等の記録義務違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条)､(8)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)､(9)運行指示書の作成義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項)､
(10)運転者台帳の記載事項等不備(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項)､
(11)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)､
(12)運転者に対する指導監督記録義務違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第
1項)､(13)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)､(14)運行管理者に対する指導
監督義務違反(貨物自動車運送事業輸送安全
規則第22条)

3 3

7 20211112 株式会社ジャパンフ
ラックス（法人番号
4080401002402)　代表
者中村隆代

静岡県浜松市東区白鳥町
543

本社営業所 静岡県浜松市東区白鳥町
字西島543

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
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年4月27日､監査方針に基づき､監査を実
施｡7件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)整備管理者の解任
届出違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条の2)､(3)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)､(4)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)､(5)運転者に対する指導監督記録義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項)､(6)特定の運転者に対する指導義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第2項)､(7)特定の運転者に対する運転適性診
断未受診(貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項)

4 4

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。



行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名
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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公表について (令和３年１１月分)

8 20211115 柳原商運株式会社（法
人番号1200001009085)
代表者柳原正博

岐阜県岐阜市鏡島1480番
地9

本店営業所 岐阜県羽島郡岐南町八剣
北3丁目188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
法施行規則第2条第1
項第4号

令和3年4月19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｡11件の違反が認め
られた｡(1)事業計画の変更認可違反(貨物自
動車運送事業法施行規則第2条第1項第4号)､
(2)健康診断未受診(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違
反(貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第1項及び第2項)､(4)点呼の実施不適切(貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第1項及
び第2項)､(5)点呼の記録不実記載(貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項)､(6)運
転者台帳の作成義務違反(貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の5第1項)､(7)運転者台
帳の記載事項等不備(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の5第1項)､(8)運転者に対す
る指導監督義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項)､(9)特定の運転者に
対する指導義務違反(貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項)､(10)特定の運転者
に対する運転適性診断未受診(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項)､(11)運行
管理規程の記載事項不適切(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第21条第1項)

14 14

9 20211122 株式会社中村運送（法
人番号5180001093062)
代表者中村清一

愛知県知多郡美浜町大字
豊丘字中平井8-5

本社営業所 愛知県知多郡美浜町大字
豊丘字中平井8-5

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
輸送安全規則第3条第
4項

令和3年7月20日､監査方針に基づき､監査を実
施｡6件の違反が認められた｡(1)乗務時間等基
準告示の遵守違反(貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項)､(2)日常点検未実施(貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2)､
(3)乗務等の記録保存義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条)､(4)運行記録計に
よる記録保存義務違反(貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条)､(5)事故の記録記載事項
不備(貨物自動車運送事業輸送安全規則第9
条の2)､(6)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)

5 3

10 20211122 株式会社アイティー物
流（法人番号
4180001053918)　代表
者伊藤嘉晃

愛知県名古屋市南区南野
1丁目31

東海営業所 愛知県東海市浅山三丁目
76番地

文書警告 貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第
6項

令和3年10月21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｡2件の違反が認め
られた｡(1)健康診断未受診(貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項)､(2)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

※事業者点数は、行政処分等の年月日時点で事業者（中部運輸局管内の全ての営業所）に付されている点数の総和を表す。


