【関東運輸局】
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20150203 ＪＷロジスティクス株式会社
（旧：株式会社三商） 代表者
上西武彦

事業者の所在地

営業所の名称

営業所の所在地
神奈川県川崎市川崎区渡
田１－１０－１

埼玉県八潮市中央１－５
－６

違反行為の概要

事業者 営業所
点数
点数
6

6

埼玉県八潮市大字大瀬１９ 輸送施設の使用停止（30
０－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月24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）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）、（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）

3

3

20150203 昭栄運輸株式会社 代表者林 埼玉県行田市大字野字築 本社
克則
道下１６９８－２０

埼玉県行田市大字野字築
道下１６９８－２０

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1月25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
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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

20150203 アカツキ商事倉庫株式会社
代表者清宮雅彦

埼玉県さいたま市緑区大
字大間木２２－１４

本社

埼玉県南埼玉郡宮代町川
端３－１１－８

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1月17日、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
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等（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）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）

7

7

20150203 株式会社マックス 代表者高
木征治

神奈川県横浜市都筑区川 川崎
向町１３４９

神奈川県川崎市川崎区東
扇島２４

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成25年2月15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

埼玉県さいたま市桜区大字 文書警告
上大久保８９６

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月13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。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

20150203 株式会社尾島町清掃社 代表 群馬県太田市世良田町１ 本社
者栗原征五
１４４－２

群馬県太田市新田木崎町１ 輸送施設の使用停止（35
４４４－３２７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月20日、監査を実施。9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）、（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）、（8）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）、（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）

4

4

20150203 浅貝運輸株式会社 代表者浅 群馬県伊勢崎市国定町１ 本社
貝安彦
－１１９０－１

群馬県伊勢崎市国定町１－ 輸送施設の使用停止（30
１１９０－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月7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
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）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

20150203 シグマベンディングサービス株 埼玉県さいたま市大宮区
式会社 代表者平澤力
桜木町４－２４２

本社

浦和

輸送施設の使用停止（60
日車）

主な違反の条項

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月22日、監査を実施。6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）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）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）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）

20150203 有限会社プロルート 代表者
小栗伸一

神奈川県横浜市鶴見区大 本社
黒町４－１（旧：神奈川県
川崎市川崎区渡田１－１０
－１）

行政処分等の内容

20150203 有限会社エイスター・ジャパン 埼玉県さいたま市西区大
代表者佐原勝正
字佐知川１５９４－５

本社

埼玉県さいたま市西区大字 輸送施設の使用停止（20
佐知川１５９４－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月10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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

2

2

20150210 有限会社大創 代表者大畠賢 群馬県北群馬郡榛東村大 本社
次
字新井１７６５－１

群馬県北群馬郡榛東村大
字新井１７６５－１

輸送施設の使用停止（85
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月6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）乗務時間等告示なお書きの遵守違
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）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（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）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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

9

9

20150210 三ツ星運輸有限会社 代表者 栃木県宇都宮市伝馬町４ 本社
石井光信
－４

栃木県宇都宮市屋板町エビ 輸送施設の使用停止（80
ノコ７５２－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月14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）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）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）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）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）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

20150210 大窪運送有限会社 代表者大 栃木県栃木市平柳町１－ 本社
窪盛晃
４２－１０

栃木県栃木市平柳町１－４ 輸送施設の使用停止（60
２－１０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月27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）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）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）、（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

20150210 松栄運送有限会社 代表者髙 栃木県宇都宮市清原工業 本社
橋禮子
団地２１－９

栃木県宇都宮市清原工業
団地２１－９

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2月20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）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）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）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）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）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）、（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）

9

9

20150210 藤和産業有限会社 代表者藤 群馬県太田市西新町１１５ 本社
井亨一
－１１

群馬県太田市西新町１１５
－１１

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3月1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）点呼の実施義務違反（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）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

5

5

20150210 有限会社樫原商事運輸 代表 茨城県高萩市秋山３５８－ 本社
者樫原洋二
１

茨城県高萩市秋山３５８－１ 輸送施設の使用停止（150 貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月27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
日車）
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等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1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）

15

15

20150210 五光物流株式会社 代表者小 茨城県筑西市飯島６９－２ 本社
林章三郎

茨城県筑西市小川字大堀
東４－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月15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3条第4項
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）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）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）、（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）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）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24条、自動車事故報告規則第3条第
1項）

6

6

20150217 株式会社石井商事エキスプレ 神奈川県横浜市西区平沼 本社
ス 代表者石井康雄
１－４－２３

神奈川県横浜市西区平沼１ 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30日、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
－４－２３
日車）
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）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）

16

16

20150217 有限会社伸幸運輸梱包 代表 埼玉県戸田市笹目１－２２ 所沢
者田島秀克
－２５

埼玉県入間郡三芳町竹間
沢東１－１８

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月29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）、（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）、

3

3

20150217 大塚運送株式会社 代表者大 千葉県柏市大井２３７０
塚孝之

千葉県柏市大井２３７０－１ 文書警告
５

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月29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

神奈川県平塚市下島６９１
－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月24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）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）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）、（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）

6

6

20150224 有限会社エスエーシー 代表
者清水陽子

本社

神奈川県平塚市東八幡３ 本社
－１４－１５－４０２

輸送施設の使用停止（60
日車）

輸送施設の使用停止（30
日車）

輸送施設の使用停止（60
日車）

20150224 株式会社アイランド物流 代表 千葉県千葉市稲毛区山王 本社
者小島小夜子
町６６－２

千葉県千葉市稲毛区山王
町３４３

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15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）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）、（4）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）、（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）

5

5

20150224 有限会社鈴成 代表者鈴木大 千葉県八街市八街ほ９３１ 本社
地
－２

千葉県成田市駒井野字台ノ 輸送施設の使用停止（30
田２０９１第２貨物代理店ビ 日車）
ル４０９

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月25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）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）、（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）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）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）、（8）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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

20150224 平和運輸株式会社 代表者澁 東京都世田谷区鎌田４－ 本社
澤善文
１８－１５

埼玉県狭山市鵜ノ木１３－２ 輸送施設の使用停止（80
５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月26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）初任・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・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）、（9）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）、（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）

8

8

20150224 株式会社サトー運輸 代表者 栃木県小山市神鳥谷５－ 本店
佐藤十次
３－１５

栃木県小山市神鳥谷５－１ 文書警告
０３－９

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月14日、監査を実施。4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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

0

0

20150224 株式会社さくら興運 代表者小 埼玉県幸手市上高野２４６ 本社
堀多加志
１－２

埼玉県幸手市上高野２５１９ 輸送施設の使用停止（40
－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月21日、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
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）、（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）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）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）

4

4

20150224 有限会社石塚運輸 代表者石 埼玉県入間市狭山台７９
塚秀光

埼玉県入間市狭山台７９

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3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実
安全規則第10条第1項
施。10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）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）、（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）、（8）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）、（9）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）、（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

本社

輸送施設の使用停止（70
日車）

20150224 小谷運輸株式会社 代表者小 埼玉県川口市上青木２－ 本社
谷雅盛
２１－３

埼玉県川口市上青木２－２ 輸送施設の使用停止（40
１－３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月14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（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）

4

4

20150224 ケイ・フリート有限会社 代表
者野口洋

栃木県栃木市宮町１９７－ 本社
４

栃木県栃木市吹上町１３０７ 輸送施設の使用停止（40
－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月19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等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

4

4

20150224 有限会社阿部商事 代表者阿 群馬県桐生市新里町板橋 本社
部豊
８７０－８

群馬県桐生市新里町板橋８ 輸送施設の使用停止（10
７０－８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月13日、当該事業者の運転者が平成25年1月7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。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）

1

1

20150224 株式会社ティエムネットワーク 神奈川県横浜市瀬谷区阿 群馬
代表者池尻英揮
久和西１－７－３－６１０

群馬県館林市成島町字水
留１２５５－４３

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月14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）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）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

1

1

20150224 有限会社神奈軽運輸 代表者 神奈川県藤沢市石川４－ 本社
関根裕史
３８－３カサグランデ湘南１
－２０１

神奈川県藤沢市石川４－３ 輸送施設の使用停止（55
８－３カサグランデ湘南１－ 日車）
２０１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月11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）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）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）

6

6

20150203 株式会社Ｇ－ＬＩＮＥ 代表者大 群馬県太田市南矢島町６ 本社
須賀俊晴
８６

群馬県太田市南矢島町６８ 文書警告
６

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月27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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150203 有限会社梅沢運送 代表者梅 栃木県足利市山川町４５
澤大貴
－３

本社

栃木県足利市山川町４５－ 文書警告
３

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月18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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150203 有限会社阿久津林友 代表者 栃木県日光市柄倉１３４－ 本社
阿久津公
３

栃木県日光市柄倉１３４－３ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月24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（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150203 日商運輸有限会社 代表者早 栃木県宇都宮市竹林町６ 本社
川勝隆
８３－１

栃木県宇都宮市竹林町６８ 文書警告
３－１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月14日、監査を実施。4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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

0

0

輸送施設の使用停止（10
日車）

20150216 株式会社丸江運輸 代表者江 千葉県袖ヶ浦市神納８１８ 本社
尻寿男
－１９

千葉県袖ヶ浦市神納８１８－ 文書警告
１９

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月14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10条第1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）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）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）

0

0

20150217 有限会社清司産業商会 代表 神奈川県茅ヶ崎市萩園１１ 本社
者水澤英幸
７０

神奈川県茅ヶ崎市萩園１１７ 文書警告
０

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1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10条第1項
知を端緒として監査を実施。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

20150217 株式会社スワロー物流東京
代表者臼井重幸

千葉県柏市西原１－４－３７ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月15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3条第4項
施。2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）

0

0

20150220 株式会社ルート・サービス茨城 茨城県日立市鹿島町３－ 本社
代表者藤田尚彦
１－２

茨城県日立市鹿島町３－１ 文書警告
－２

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月9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等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150224 有限会社トラスト商会 代表者 神奈川県伊勢原市高森７ 本社
吉田隆司
－９２２－５

神奈川県伊勢原市高森７－ 文書警告
９２２－５

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月5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

埼玉県川口市神戸１３

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

柏

