【関東運輸局】
行政処分等
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
の年月日
20150106 川崎商運株式会社 代表者川 茨城県結城郡八千代町大 本社
茨城県坂東市幸田１３５０－ 輸送施設の使用停止（50
崎伊佐男
字新地７３９－３
１
日車）

違反行為の概要

事業者 営業所
点数
点数

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月22日、死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
安全規則第10条第1項
施。5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
送安全規則第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）、（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15条）、
（5）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

38

5

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月26日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（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等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）

2

2

20150106 株式会社北海荷役輸送 代表 北海道苫小牧市元中野町 大洗
者田川宏尚
２－２０－１

茨城県東茨城郡大洗町和
銅１８－７

20150106 三和運輸機工株式会社 代表 神奈川県川崎市川崎区白 鹿島事業所
者中山周二
石町７－６

茨城県神栖市居切字蒲池１ 輸送施設の使用停止（30
４５６－５７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月5日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（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等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

3

3

20150114 株式会社井ノ瀬運送 代表者 埼玉県熊谷市大字佐谷田 本社
井ノ瀬喜一
３８８

埼玉県熊谷市大字佐谷田１ 輸送施設の使用停止（10
６３２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月27日、重傷事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
安全規則第3条第4項
施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）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
規則第10条第1項）、（3）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

1

1

20150114 朝霞通商株式会社 代表者大 埼玉県朝霞市西弁財１－ 本社
野貞夫
１４－２０

埼玉県朝霞市西弁財１－１ 輸送施設の使用停止（60
４－２０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月19日、当該事業者の運転者が平成24年6月26日に引き起こした交通事故を
安全規則第10条第1項
端緒として監査を実施。9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第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
8条第1項）、（6）高齢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第
10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（8）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第18条第3項）、（9）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加
入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

6

6

20150114 有限会社長山陸送 代表者長 埼玉県大里郡寄居町大字 本社
山浩幸
用土１９８１－２

埼玉県大里郡寄居町大字
用土１９８１－２

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月21日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
安全規則第3条第4項
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等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（4）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）、（5）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
規則第10条第1項）

3

3

20150114 有限会社セイコー運輸 代表
者澤坂晋吾

千葉県千葉市若葉区愛生
町１５０－３

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月5日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第6項
知を端緒として監査を実施。8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第3条第6項）、（2）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第10条第1項）、（3）高齢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第10条第2項）、（4）初任・高齢運転者に対する適性診断受診
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）、（5）整備管理者の選任（解
任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、
（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事後届
出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（8）事業の健全な発達を阻害する競争のう
ち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4

4

千葉県千葉市若葉区愛生 本店
町１５０－３

輸送施設の使用停止（20
日車）

主な違反の条項

20150114 有限会社高橋工業 代表者高 埼玉県本庄市大字共栄５ 本社
橋保雄
６－１

埼玉県本庄市大字共栄５６ 輸送施設の使用停止（30
－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月12日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

3

3

20150114 エスティーサービス株式会社
代表者鈴木茂

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆめ 輸送施設の使用停止（160 貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月28日、監査を実施。14件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
み野６－１４－１１
日車）
安全規則第3条第4項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（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）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（7）高齢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
則第10条第2項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（9）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（10）整備管理者の選任違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第50条第1項）、（11）運行管理者の選任（解
任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（12）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（13）事業の健全な発達を阻害する競争のうち
社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（14）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

16

16

埼玉県北葛飾郡松伏町ゆ 本社
めみ野６－１４－１１

20150114 有限会社芳新運送 代表者平 栃木県芳賀郡市貝町大字 本社
野敏雄
大谷津１６４－１

栃木県芳賀郡市貝町大字
大谷津１６４－１

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月6日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（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等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）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第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7

7

20150114 吉澤運送有限会社 代表者相 群馬県前橋市高井町１－ 本社
原佳寛
１３－１０

群馬県前橋市高井町１－１ 輸送施設の使用停止（70
３－１０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月15日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
安全規則第3条第4項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項）、（6）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
全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（8）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、（10）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの
（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

7

7

20150114 ユー・エム・システム株式会社 神奈川県横浜市金沢区鳥 厚木
代表者進藤秀之
浜町４－３

神奈川県厚木市岡田３－８ 輸送施設の使用停止（20
－２３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月29日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
安全規則第10条第1項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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15条）

2

2

20150114 有限会社宇都宮商運 代表者 栃木県宇都宮市梁瀬町１ 本社
篠原長生
５４８－１

栃木県宇都宮市梁瀬町１５ 輸送施設の使用停止（30
４８－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月7日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）

3

3

20150114 東西運輸株式会社 代表者村 東京都目黒区下目黒４－ 川崎
田哲朗
２３－４

神奈川県川崎市幸区南加
瀬４－４－１１

輸送施設の使用停止（90
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月11日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6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）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）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
全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（8）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入の
もの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

9

9

20150114 淀川海運株式会社 代表者松 東京都中央区新富１－３
田俊彦
－７

東京都中央区新富１－３－ 輸送施設の使用停止（40
７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月28日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（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等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）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
全規則第10条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1
項）

4

4

20150114 泉運送株式会社 代表者石川 東京都練馬区北町２－３１ 本社
勝一
－２３

東京都練馬区北町２－３１
－２３

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月5日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）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
全規則第10条第1項）、（5）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15条）、（6）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの
（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

2

2

20150114 八大株式会社 代表者岩田亨 東京都中央区日本橋人形 本社
也
町２－１６－７

東京都江東区辰巳３－１８
－２０

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月11日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）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第10条第1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15条）

2

2

20150114 株式会社旭環境 代表者川井 茨城県鉾田市勝下７７０
一将

茨城県鉾田市勝下７７０

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月9日、点呼を全く実施していないと疑われる営業所があった旨の地方貨物自動
安全規則第3条第6項
車運送適正化事業実施機関からの速報を端緒として監査を実施。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第3条第6項）、（2）
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第10条第1項）、（3）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第13条、道路運送車両法第
48条第1項）、（4）点検整備記録簿の記載違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13
条、道路運送車両法第49条）、（5）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15条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第23条第1項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

神奈川県川崎市川崎区日ノ 輸送施設の使用停止（30
出２－９－７－３０６ー２
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成26年9月18日、過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
17条第2項
施。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2項）

3

3

本社

本社

20150114 株式会社アイ・エフ 代表者青 神奈川県川崎市川崎区四 本社
柳有広
谷上町１－２３－２０５

20150114 株式会社松井カンパニー 代 埼玉県所沢市本郷８５５－ 本社
表者松井浩
６０

埼玉県所沢市南永井６１９
－１６－８

14

14

20150120 コーケン運輸株式会社 代表
者田嶋孝男

千葉県船橋市二和東６－２ 輸送施設の使用停止（40
４－１６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月30日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）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15条）、（6）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入の
もの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4

4

20150120 高橋産業有限会社 代表者高 千葉県夷隅郡大多喜町猿 本社
橋真一
稲２５

千葉県夷隅郡大多喜町猿
稲２５

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月31日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（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違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（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15条）、（5）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

5

5

20150120 有限会社染谷梱包 代表者染 埼玉県川口市上青木３－ 埼玉
谷喜一
７－２

埼玉県川口市上青木３－７ 輸送施設の使用停止（50
－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月29日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
安全規則第3条第4項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1項）、（5）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
規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第2項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（8）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

5

5

20150120 株式会社ティーロジスティック 埼玉県深谷市折之口１８３ 本社
ス 代表者髙木秀幸
３

埼玉県深谷市折之口１８３３ 輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月30日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
安全規則第3条第4項
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等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）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条第1項）、（4）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
全規則第10条第1項）

5

5

20150120 玉野商事運輸有限会社 代表 栃木県小山市大字下河原 本社
者玉野隆
田８９１－２

栃木県小山市若木町３－６ 輸送施設の使用停止（40
０４－１６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月8日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）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第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）

4

4

20150120 株式会社かの運輸 代表者鹿 宮城県大崎市三本木高柳 関東
野敏秋
字腕挽１５９－１

栃木県那須塩原市四区町６ 輸送施設の使用停止（20
８５－２７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月13日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）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）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）

2

2

千葉県船橋市二和東６－ 本社
２４－１６

輸送施設の使用停止（140 貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月15日、当該事業者の運転者が平成26年5月9日に引き起こした交通事故を端
日車）
安全規則第10条第1項
緒として監査を実施。13件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）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）、（5）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条第1項）、（6）事故惹起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（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（9）整備管理者の選任（解任）未届出
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、（10）事業計
画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（12）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会
保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（13）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

20150120 株式会社カナエ 代表者古峯 栃木県足利市伊勢町２－ 本社
智也
１４－６

栃木県足利市葉鹿町６５２
－１

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月5日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
安全規則第3条第6項
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）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
全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

6

6

20150120 近江物流株式会社 代表者丹 群馬県みどり市笠懸町阿 本社
波ゆかり
左美３２６７－２２

群馬県みどり市笠懸町阿左 輸送施設の使用停止（40
美３２６７－２２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月22日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）事業計画の変更認可違反（貨
物自動車運送事業法第9条第1項）、（8）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険
等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（9）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

4

4

20150120 株式会社ラインマックス 代表 群馬県太田市清原町２－ 本社（旧：本社） 群馬県太田市清原町２－２ 輸送施設の使用停止（30
者谷津嘉章
２
（旧：群馬県高崎市新町２３ 日車））
３０－２６）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月26日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

3

3

20150120 富士山運輸株式会社 代表者 栃木県宇都宮市江曽島町 東京
佐藤奉詔
１４２８－１

東京都品川区東品川５－２ 輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月14日、死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
安全規則第10条第1項
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
送安全規則第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条）

2

2

20150120 有限会社小松崎運輸 代表者 茨城県行方市芹沢４５７
小松崎誠

茨城県行方市芹沢４５７

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月8日、死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実施。
安全規則第10条第1項
6件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第3条第4項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7
条第5項）、（4）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第13条、道
路運送車両法第48条第1項）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9
条第1項）、（6）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）

4

4

20150120 池町運輸倉庫株式会社 代表 東京都世田谷区経堂４－ 足立
者原口信夫
３９－１０

東京都足立区西新井７－１ 輸送施設の使用停止（40
６－１４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月9日、当該事業者の運転者が平成24年11月13日に引き起こした交通事故を端
安全規則第10条第1項
緒として監査を実施。5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第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（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15条）、（5）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

4

4

20150120 株式会社三芳エキスプレス
代表者生沼芳則

東京都江戸川区西一之江２ 輸送施設の使用停止（80
－２５－７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月12日、速度超過及び不正改造があった旨の公安委員会からの通知を端緒とし
安全規則第13条
て監査を実施。8件の違反が認められた。（1）不正改造車両（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条、道路運送車両法第41条）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）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第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（8）事業計画の変更認可違
反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

8

8

本社

東京都江戸川区西一之江 本社
２－２５－７

20150120 安達運輸株式会社 代表者山 東京都大田区東海５－５
本和夫
－１

筑波

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年7月15日、死亡事故及び救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知
安全規則第10条第1項
を端緒として監査を実施。5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第10条第1項）、（2）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第3条第6項）、（4）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）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）

3

3

20150127 有限会社島村興業 代表者島 埼玉県桶川市大字川田谷 本社
村永男
４２４２

埼玉県桶川市大字川田谷４ 輸送施設の使用停止（95
２４２－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月5日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反
安全規則第7条第5項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（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違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（6）運行管理者の講習受講義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（7）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

10

10

20150127 有限会社平成運輸 代表者北 埼玉県秩父市大字寺尾字 本社
貢
上ノ台３３５

埼玉県秩父市大字寺尾字
上ノ台３３５

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月15日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの
安全規則第3条第4項
通知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）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）、（5）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15条）、（6）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第23条第1項）、（7）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第18条第3項）

6

6

20150127 株式会社オーエムナウ 代表 埼玉県所沢市東所沢２－ 本社
者小松祐子
１７－４０３

埼玉県所沢市東所沢２－１ 輸送施設の使用停止（50
７－４０３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月25日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
安全規則第3条第4項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（5）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第23条第1項）、（6）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第18条第3項）、（7）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入
のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

5

5

20150127 有限会社中村エキスプレス
代表者中村守彦

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 輸送施設の使用停止（40
初音ヶ丘３３－２９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月23日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

4

4

20150127 株式会社金菱商事 代表者西 神奈川県相模原市中央区 本社
村拓也
田名７１９６－２

神奈川県相模原市中央区
田名７１９６－２

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月4日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨
安全規則第3条第6項
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1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15条）、（5）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第19条）

3

3

20150127 株式会社アイアール北斗 代 埼玉県さいたま市北区吉
表者関根梅治
野町２－１９３－１１

埼玉県さいたま市北区吉野 輸送施設の使用停止（60
町２－１９３－１１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月12日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの
安全規則第3条第6項
通知を端緒として監査を実施。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第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第8条第1項）、（4）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）、（5）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
第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（7）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15条）

6

6

神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
区初音ヶ丘３３－２９

本社

茨城県常総市坂手町字釼
崎６７０５－４

20150127 株式会社ＳＢＳ 代表者滝田
守

栃木県宇都宮市下金井町 本社
６７６－２

栃木県宇都宮市若草４－１ 輸送施設の使用停止（50
８－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月18日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8条第1項）、（5）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
則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第2項）、（7）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に
未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

5

5

20150127 有限会社大栄運送 代表者山 千葉県船橋市湊町３－１９ 本社
本順子
－１４

千葉県船橋市湊町３－１９
－１４

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月6日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
安全規則第10条第1項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

0

0

20150127 有限会社佐藤耀運輸 代表者 栃木県宇都宮市平松本町 本社
佐藤光男
７１８－４

栃木県河内郡上三川町しら 輸送施設の使用停止（30
さぎ１－１０－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月18日、監査を実施。7件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反
安全規則第3条第4項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）高齢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第10条第2項）、（6）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）運行管理者の講習受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）

3

3

20150127 有限会社山誠商事 代表者野 埼玉県所沢市坂之下９７５ 湘南
口恵吉
－５

神奈川県平塚市中原２－１ 輸送施設の使用停止（70
１３９－７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月27日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）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
全規則第10条第1項）、（5）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）整備管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、（7）運行管理者の講習受講義
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）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（9）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会
保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

7

7

20150127 有限会社群馬商流 代表者田 群馬県太田市新野町１１０ 本社
川隆
１－２

群馬県太田市泉町１５３５

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月12日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）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条第1項）、（4）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）、（5）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第
10条第1項）

7

7

20150127 朝日運輸株式会社 代表者高 東京都日野市日野７７７３ 本社
島龍彦

東京都日野市日野７７７３

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月11日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）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第10条第1項）、（3）高齢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第10条第2項）、（4）初任・高齢運転者に対する適性診断受
診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）事業の健全な発達を
阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

4

4

文書警告

20150127 松田運送株式会社 代表者松 東京都港区新橋６－４－８ 市川
田浩美

千葉県市川市高谷１７４４

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成26年12月3日、過積載運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
17条第2項
施。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2項）

1

1

20150127 有限会社新星流通 代表者新 埼玉県越谷市大字野島１ 本社
井博史
５１－４

埼玉県越谷市大字野島１５ 輸送施設の使用停止（40
１－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月22日、死亡事故及び救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知
安全規則第10条第1項
を端緒として監査を実施。8件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（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第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第8条第1項）、（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）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

4

4

20150105 株式会社浅井 代表者浅井隆 東京都大田区平和島５－ 横浜
８－２３

神奈川県横浜市金沢区幸
浦２－１３－３

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月28日、積載物大きさ制限違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒とし
安全規則第10条第1項
て監査を実施。2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第10条第1項）、（2）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第49条）

0

0

20150106 株式会社ピーストランス 代表 神奈川県川崎市川崎区塩 本社
者平野和幸
浜１－１０－３

神奈川県川崎市川崎区塩
浜１－１０－３

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月14日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
安全規則第3条第6項
（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違反等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150120 川崎陸送株式会社 代表者樋 東京都港区新橋３－２２－ 江川
口恵一
１

茨城県猿島郡五霞町大字
江川２５８５－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月22日、死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を実
安全規則第7条
施。1件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条）

0

0

20150120 株式会社丸山運送 代表者三 宮城県仙台市宮城野区港 首都圏
浦一夫
４－１－２

茨城県常総市大輪町９０３
－６

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年9月4日、自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働基準監督署からの通
安全規則第3条第6項
知を端緒として監査を実施。2件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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

20150115 ワイアップ有限会社 代表者
菱沼健次

茨城県桜川市富谷１１７８ 本社

栃木県宇都宮市清原台４－ 文書警告
８－１８

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月3日、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違
安全規則第10条第1項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150126 株式会社サンケン 代表者岡 神奈川県横浜市中区かも 本社
田健三
め町１７

神奈川県横浜市中区かもめ 文書警告
町１７

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月5日、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違
安全規則第10条第1項
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150126 平本陸運株式会社 代表者平 神奈川県横浜市神奈川区 本社
本耕一
羽沢町５２６

神奈川県横浜市神奈川区
羽沢町５２６

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月10日、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
安全規則第10条第1項
違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150119 小林運送有限会社 代表者高 群馬県桐生市新里町新川 本社
畑英示
３９６０－２

群馬県桐生市新里町新川３ 文書警告
９６０－２

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月9日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨
安全規則第7条
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150122 株式会社丸商 代表者市田理 千葉県野田市東金野井１ 本社
之
０００

千葉県野田市七光台４２８
－４１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月12日、無免許運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監査を
安全規則第10条第1項
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、関東運輸局の管轄区域での累計です。

文書警告

文書警告

