【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
の年月日
20150303 株式会社丸山企画 代表者横 神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
神奈川県横浜市都筑区池
地恵
区常盤台５０－４１－３０３
辺町３９６９

行政処分等の内容

主な違反の条項

違反行為の概要

輸送施設の使用停止(185 貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月16日、監査を実施。10件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
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）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）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）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）

事業者 営業所
点数
点数
19

19

20150303 有限会社大日興産 代表者大 千葉県山武郡九十九里町 本社
本恵治
小関１０６０－８

千葉県東金市小野５００－１ 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1月22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。3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）、（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）

2

2

20150303 山内健之助 代表者山内健之 埼玉県三郷市彦成３－９
助
－１－５０３

山内商店野田

千葉県野田市中野台６８５
－１１

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23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（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）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）

3

3

20150303 有限会社須藤商運 代表者須 埼玉県川口市朝日３－９
藤正一
－１０

本社

埼玉県川口市朝日３－９－ 輸送施設の使用停止(30
１０
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月17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
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

3

3

千葉県佐倉市城７６６－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月22日、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
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）、（3）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）

2

2

20150303 株式会社林建材 代表者林孝 千葉県佐倉市城７６６－１ 運輸事業部
至

輸送施設の使用停止(20
日車)

20150303 生田梱包株式会社 代表者生 埼玉県入間市大字狭山ヶ 本社
田芳夫
原字桜木２６８

埼玉県入間市狭山ヶ原２６８ 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3月6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。
日車)
安全規則第10条第1項
12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）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）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）、（10）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）、（11）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）、（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）

20150303 有限会社吉田流通サービス
代表者吉田政昭

神奈川県相模原市中央区 本社
上溝３－１１－５

神奈川県相模原市中央区
上溝字乙１号２３８７－７

輸送施設の使用停止(90
日車)輸送の安全確保命
令

20150303 有限会社ケイエイシイ 代表者 栃木県芳賀郡益子町大字 本社
飯塚清之
塙３０５５－３

栃木県芳賀郡益子町大字
塙３０５５－３

輸送施設の使用停止(100 貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月22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
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）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）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）

20150303 有限会社鈴木商事 代表者鈴 栃木県那須塩原市上厚崎 本社
木隆子
５７０－３

栃木県那須塩原市二区町４ 輸送施設の使用停止(80
０６－９７
日車)

20150303 マルアサ梱包商会有限会社
代表者佐藤敏人

神奈川県相模原市中央区
陽光台２－９－２９

神奈川県愛甲郡愛川町中 相模原
津字桜台４０３２－２

20150303 株式会社香美運送 代表者香 東京都大田区大森南５－ 本社
美優一
５－１８

文書警告

東京都大田区大森南５－５ 輸送施設の使用停止(50
－１８
日車)

15

15

9

9

10

10

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月21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）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）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）

8

8

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月16日、当該事業者の運転者が平成24年9月7日に引き起こした交通事故を端
安全規則第7条第5項
緒として監査を実施。2件の違反が認められた。（1）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）、（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

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月1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。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）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）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）

5

5

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月22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）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）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18
条第1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）

20150303 岸波運輸株式会社 代表者岸 東京都墨田区立川１－１２ 本社
波一彦
－５

東京都墨田区立川１－１２
－５

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月25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）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）

2

2

20150303 株式会社ＫＳＰ 代表者櫻井常 東京都東久留米市前沢４ 本社
雄
－３－７

東京都東久留米市前沢４－ 輸送施設の使用停止(120 貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月17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
３－７
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）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）、（9）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）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

12

12

20150310 ゴールド有限会社 代表者
佐々木正勝

埼玉県戸田市笹目５－９－ 輸送施設の使用停止(10
２４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月28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）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）

1

1

20150310 株式会社岡本 代表者岡本勇 埼玉県川口市末広１－１１ 本社
－１１

埼玉県川口市末広１－１１
－１１

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1日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（貨物
安全規則第7条
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）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）、（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

6

20150310 有限会社吉川梱包 代表者吉 埼玉県川口市戸塚東３－ 本社
川孝義
２３－７

埼玉県川口市戸塚東３－２ 輸送施設の使用停止(40
３－７
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）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）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）

4

4

20150310 田中運輸株式会社 代表者田 栃木県宇都宮市高松町９ 本社
中良一
６７－６

栃木県宇都宮市高松町９６ 輸送施設の使用停止(10
７－６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月5日、酒気帯び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3条第4項
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）

1

1

埼玉県戸田市笹目５－９
－２４

本社

輸送施設の使用停止(20
日車)

20150310 有限会社ケーラインサービス
代表者川田文男

栃木県栃木市大平町西山 本社
田９２２

栃木県栃木市大平町富田３ 輸送施設の使用停止(45
８７－１０
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月26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）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）

5

5

20150310 東北運輸有限会社 代表者福 栃木県宇都宮市千波町１ 本社
田勝之
７－７

栃木県宇都宮市千波町１７ 輸送施設の使用停止(30
－７
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。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）、（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）

3

3

20150310 Ｇライン有限会社 代表者森
下さと子

群馬県前橋市富士見町時 本社
沢２８５１－１

群馬県前橋市富士見町時
沢２８５１－１

輸送施設の使用停止(145 貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月21日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
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（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）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）、（11）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）、（12）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

15

15

20150310 株式会社市川企画 代表者市 群馬県前橋市駒形町８８０ 本社
－１
川厚樹

群馬県前橋市駒形町８８０
－１

輸送施設の使用停止(45
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月15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
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
安全規則第7条
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

5

5

20150310 トーリク群馬株式会社 代表者 群馬県太田市岩松町５９３ 本社
武田幸子
－１

群馬県太田市岩松町５９３
－１

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15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）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）

5

5

20150310 有限会社竹井商事 代表者竹 茨城県小美玉市羽刈３８７ 本社
井守
－２

茨城県小美玉市羽刈３８７
－２

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5月24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）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）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

20150310 タカセ運輸倉庫株式会社 代
表者高瀬裕児

東京都足立区保木間４－５ 輸送施設の使用停止(40
５－１２
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月18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）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

東京都足立区伊興２－２
－３２

本社

20150310 有限会社栄光運輸 代表者石 東京都豊島区長崎１－２１ 本社
川寛
－１２

東京都豊島区長崎１－２１
－１２

輸送施設の使用停止(175 貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月19日、監査を実施。13件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
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）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）、（10）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）、（11）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）、（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）

18

18

20150310 有限会社北池運送 代表者高 東京都練馬区西大泉５－ 本社
口幸二
３２－１２－Ｂ３０３

東京都練馬区西大泉５－３ 輸送施設の使用停止(30
２－１２－Ｂ３０３
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月19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7条
知を端緒として監査を実施。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）、（4）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）、（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）

3

3

20150310 株式会社小野寺商事 代表者 茨城県猿島郡境町大字浦 本社
小野寺良司
向５８８－１

茨城県猿島郡境町大字浦
向５８８－１

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5月22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）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

20150317 横浜運送株式会社 代表者三 神奈川県横浜市鶴見区平 本社
輪竜喜
安町１－３６－２

神奈川県横浜市鶴見区平
安町１－３６－２

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18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。9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）、（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）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法不適合車両使用のもの（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）、（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

9

20150317 有限会社黒川運輸 代表者黒 千葉県夷隅郡大多喜町葛 本社
川浩
藤１３８

千葉県夷隅郡大多喜町葛
藤１３８

輸送施設の使用停止(10
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。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）

1

1

20150317 株式会社ベストワークジャパン 神奈川県横浜市緑区三保 横浜
代表者鷲尾俊一
町２０４５－４９

神奈川県横浜市鶴見区駒
岡２－９－１４

輸送施設の使用停止(10
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月25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）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）

1

1

20150317 有限会社大樹運輸 代表者鈴 神奈川県横浜市金沢区幸 本社
木忠郎
浦２－１３－６

神奈川県横浜市金沢区幸
浦２－１３－６

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2月8日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物自
安全規則第7条
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（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）運行管理者の選任違反（貨物自動車
運送事業法第18条第1項）、（4）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）、（5）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）

5

5

20150317 株式会社丸廣運輸 代表者鈴 神奈川県横浜市金沢区幸 本牧
木忠郎
浦２－１３－６

神奈川県横浜市中区本牧
ふ頭１－１０

20150317 やさか運輸株式会社 代表者 東京都東村山市美住町１ 東部
石井慎一
－１４－１９

20150317 日生運輸サービス株式会社
代表者山崎輝昭

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月6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）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）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）、（5）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）

3

3

埼玉県新座市あたご３－１１ 輸送施設の使用停止(10
－４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月12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）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）

1

1

神奈川県平塚市下島１０７０ 輸送施設の使用停止(40
－６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月7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）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）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）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

20150317 有限会社柳田商店 代表者柳 栃木県河内郡上三川町大 本社
田孝
字上三川３０３２－４

栃木県真岡市長田７２１

輸送施設の使用停止(75
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月7日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）アルコール検知器備え義務
安全規則第7条第4項
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7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）、（4）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）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8

8

20150317 株式会社エスケーピアノサー
ビス 代表者石島正典

神奈川県横浜市旭区上川 本社
井町２２３５

神奈川県横浜市旭区上川
井町２２３５

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4月9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

20150317 株式会社システムジャパン
代表者宍戸正寿

千葉県市川市柏井町２－ 本社
５５－７

千葉県市川市柏井町２－５ 輸送施設の使用停止(10
５－７
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月2日、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
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）、（3）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

1

1

20150317 ＲＥＸ株式会社 代表者青木隆 栃木県鹿沼市茂呂７８７－ 鹿沼
樹
５

栃木県鹿沼市茂呂７８７－５ 輸送施設の使用停止(10
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月21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）

1

1

20150317 協栄物流株式会社 代表者古 栃木県下都賀郡壬生町大 本社
澤栄一
字壬生乙４０３６

栃木県下都賀郡壬生町大
字壬生乙４０３６

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月12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）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）

1

1

神奈川県平塚市下島１０７ 本社
０－６

輸送施設の使用停止(30
日車)

輸送施設の使用停止(10
日車)

20150317 有限会社伸和トラスト 代表者 神奈川県相模原市中央区 本社
佐藤新平
田名７１４７－１

神奈川県相模原市中央区
田名７１４７－１

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3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）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）

2

2

20150317 株式会社サイコー 代表者小 東京都江戸川区南葛西２ 本社
林直
－１６－１２

千葉県浦安市鉄鋼通り１－ 輸送施設の使用停止(20
３－８
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月16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。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）

2

2

20150317 有限会社信徳商事 代表者佐 千葉県船橋市二和東６－ 本社
藤佐代子
２３－３

千葉県船橋市二和東６－２ 輸送施設の使用停止(30
３－３
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5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。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（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

3

3

20150317 都運送株式会社 代表者川口 栃木県宇都宮市清原工業 清原
博
団地２１－１７

栃木県宇都宮市清原工業
団地２１－１７

輸送施設の使用停止(10
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月26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）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）

35

1

20150317 有限会社相神開発 代表者相 神奈川県横浜市南区六ツ 本社
川厚
川３－７６－１

神奈川県横浜市栄区鍛冶ヶ 輸送施設の使用停止(40
谷２－３８－２８
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反（貨物
安全規則第7条
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）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）、（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）

4

4

20150317 株式会社オー・エヌ・オー・バ
ンテック 代表者樽原徳

神奈川県大和市西鶴間６－ 輸送施設の使用停止(50
８－１４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月23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）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）

5

5

大阪府大阪市生野区巽東 神奈川
３－１３－７

20150317 株式会社勇生丸急送 代表者 茨城県東茨城郡城里町下 本社
杉山安代
青山１２５－２

茨城県東茨城郡城里町下
青山１２５－２

13

13

20150317 株式会社光栄和 代表者津田 東京都国立市富士見台１ 本社
宗彦
－１４－２

東京都国立市谷保３０８７－ 輸送施設の使用停止(60
４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月12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）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）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）

6

6

20150317 浪速運送株式会社 代表者東 大阪府大阪市西区南堀江 東京
宏剛
１－４－１９

東京都江東区塩浜２－４－ 輸送施設の使用停止(10
２０
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月30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。3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）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）

1

1

20150317 ヤマキウ運輸株式会社 代表 東京都品川区西五反田８ 相模原
者森俊夫
－１－１４ 最勝ビル１０階

神奈川県相模原市中央区
横山台１－１３－１

輸送施設の使用停止(10
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月19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。4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）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）

1

1

20150324 共進運輸株式会社 代表者山 埼玉県越谷市野島３２８－ 本社
下茂
４

埼玉県さいたま市岩槻区高 輸送施設の使用停止(30
曽根田向１１２５－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月6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）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

20150324 有限会社斎建工業 代表者齋 群馬県太田市大原町２７
藤勝治

群馬県太田市大原町２７

貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月12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）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

本社

輸送施設の使用停止(130 貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月19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
日車)輸送の安全確保命 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
令
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）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第
18条第1項）、（9）輸送の安全確保の命令違反（貨物自動車運送事業法第23条）、（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）

輸送施設の使用停止(20
日車)

20150324 恵運輸有限会社 代表者清水 群馬県前橋市朝倉町４－ 本社
秀人
１－４

群馬県前橋市上大島町１２ 輸送施設の使用停止(105 貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月25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
１－８
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）

11

11

20150324 山沢運送株式会社 代表者山 東京都台東区西浅草２－ 本社
沢良平
２０－５

東京都台東区西浅草２－２ 輸送施設の使用停止(10
０－５
日車)

貨物自動車運送事業法第 平成26年11月13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
17条第2項
実施。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

20150303 有限会社うおみ 代表者小向 東京都新宿区西落合２－ 本社
直哉
７－１２－２０１

東京都新宿区西落合２－７ 文書警告
－１２－２０１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月6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。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

20150310 株式会社榎商 代表者樋口利 千葉県浦安市堀江１－３
行
－２７

本社

千葉県浦安市堀江１－３－ 文書警告
２７

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月17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
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（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）

0

0

20150305 有限会社協栄技研 代表者粉 栃木県日光市木和田島２ 本社
川加代子
０８３－１１

栃木県日光市木和田島２０ 文書警告
８３－１１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月28日、監査を実施。2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
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5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

20150305 株式会社寿山 代表者栗山芳 栃木県那須郡那須町大字 本社
彦
寺子乙８８９－１１７

栃木県那須郡那須町大字
寺子乙８８９－１１７

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月16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

20150317 株式会社ベストランス 代表者 東京都東大和市蔵敷３－ 入間定温セン
高橋浩
８３８－３
ター

埼玉県入間市中神９７４－１ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月10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

20150317 株式会社エイト陸送 代表者
金原友紀

千葉県市川市若宮３－１４ 本社
－１０

千葉県市川市若宮３－１４
－１０

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1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

20150317 キユーソーティス株式会社 代 東京都稲城市東長沼２０１ 五霞
表者佐々木健二
１

茨城県猿島郡五霞町元栗
橋字大門２２５６－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年10月7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。1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）

0

0

20150324 首都圏日立物流サービス株式 東京都江東区佐賀２－８
会社 代表者荒原隆一郎
－４

東京都江東区佐賀２－８－ 文書警告
４

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月26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7条
通知を端緒として監査を実施。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等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）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）

0

0

20150325 株式会社ワコー運輸 代表者 神奈川県横浜市神奈川区 本社
永田文孝
菅田町７７０－２

神奈川県横浜市港北区樽
町４－７－１１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月19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
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150327 株式会社アイソネットライン
代表者村野昭彦

神奈川県川崎市川崎区水
江町６－２０

文書警告

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

0

0

佐賀

東京都武蔵野市中町２－ 浜川崎
４－５

文書警告

20150331 日酸運輸株式会社 代表者郷 神奈川県相模原市中央区 川崎
原洋一郎
宮下３－１２－１４

神奈川県川崎市川崎区水
江町３－３

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月16日、死亡事故があった旨の公安に委員会からの通知を端緒として監査を
安全規則第7条第5項
実施。2件の違反が認められた。（1）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）、（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

20150331 正和商事運輸株式会社 代表 東京都江戸川区東葛西３ 本社
者町田紀子
－１７－２９

東京都江戸川区東葛西３－ 文書警告
１７－２９

貨物自動車運送事業輸送 平成27年3月6日、死亡事故があった旨の公安に委員会からの通知を端緒として監査を実
安全規則第8条第1項
施。2件の違反が認められた。（1）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）、（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

20150331 株式会社トランス・グリップ 代 埼玉県狭山市柏原２７６－ 昭島
表者竹上清文
１

東京都昭島市美堀町４－１ 文書警告
３－３７

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月2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
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150327 玉屋運送株式会社 代表者手 埼玉県川口市青木２－１２ 本社
塚金造
－１４

埼玉県川口市青木２－１２
－１４

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 初富運輸株式会社 代表者石 千葉県鎌ヶ谷市初富９２８ 【廃止】
原三郎
－３３３

【廃止】

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 隅田運送有限会社 代表者笠 千葉県市原市青柳１２９１ 本社
孝雄
－１

千葉県市原市青柳１２９１－ 許可の取消し
１

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 常和運輸倉庫株式会社 代表 千葉県船橋市大神保町１ 本社
者常沢秀治
８３

千葉県船橋市大神保町２３ 許可の取消し
－１，２４－６

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 柏木運輸株式会社 代表者吉 千葉県千葉市中央区蘇我 本社
町２－９６６－５０
村文雄

千葉県千葉市中央区蘇我
町２－９６６－５０

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 福来運輸株式会社 代表者徳 千葉県袖ヶ浦市長浦拓２
山福来
－５８０－１３４

埼玉県南埼玉郡白岡町大 許可の取消し
字篠津１９－２及び千葉県
袖ヶ浦市長浦拓２号５８０－
１３４

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 有限会社キャスターフォー 代 千葉県佐倉市青菅字新林 本社
表者神谷成俊
１１０７－２

千葉県佐倉市井野字西谷
津４６２－４０

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 有限会社元天社 代表者金本 千葉県千葉市花見川区花 本社
洋子
見川４－１６－１１０１

千葉県千葉市花見川区作
新台８－１－２５－２０１

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 株式会社工藤運送 代表者工 千葉県千葉市稲毛区園生 本社
藤邦彦
町１３５１－１

千葉県四街道市大日２６－ 許可の取消し
１

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 有限会社武甲運輸 代表者片 千葉県流山市大字鰭ヶ崎 本社
桐芳弘
１６５９－２

千葉県東葛飾郡関宿町木
間ヶ瀬３０３０－９

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

20150327 新日本商事株式会社 代表者 千葉県市川市富浜２－１４ 本社
矢島一徳
－１５－２０３

千葉県市川市原木２５２６

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

本社及び千葉

20150327 有限会社光運送 代表者鈴木 千葉県山武郡横芝光町木 本社
康司
戸８０８４－２

千葉県山武郡横芝光町木
戸８０８３－１

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。
※平成２７年３月２７日付け許可の取消し１２件は、平成２７年７月３１日に追記訂正しました。

許可の取消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
32条
認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業法第32条）

0

0

