貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年４月分）
事業者 営業所
点数
点数

行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20150407 株式会社西湘流通サービス
代表者小池豊

神奈川県秦野市今泉３４１ 本社
－１－６０６

神奈川県秦野市堀西６８－ 輸送施設の使用停止（30
１２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4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）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）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）

3

3

20150407 有限会社グローリーカンパ
ニーライン 代表者北詰英夫

栃木県足利市江川町４３４ 本社
－１

栃木県足利市江川町４３４
－１

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3月19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）

4

4

20150407 有限会社高東商運 代表者高 神奈川県大和市上草柳４ 本社
橋鉄也
－３－１１

神奈川県大和市上草柳４－ 輸送施設の使用停止（70
３－１１
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。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）

7

7

20150407 株式会社内田運輸 代表者内 茨城県常総市大沢１９４１ 本社
田清
－５

茨城県常総市大沢１９４１－ 輸送施設の使用停止（10
５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月12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。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）

1

1

20150407 株式会社マックス 代表者高
木征治

神奈川県川崎市川崎区東
扇島２４

輸送施設の使用停止（250 貨物自動車運送事業輸送 平成25年5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）過積載運送（貨物自動車運送事業
法第17条第2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）
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）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）

28

25

8

4

事業者の所在地

営業所の名称

神奈川県横浜市都筑区川 川崎
向町１３４９

20150407 池町運輸倉庫株式会社 代表 東京都世田谷区経堂４－ 厚木
者原口信夫
３９－１０

営業所の所在地

行政処分等の内容

神奈川県厚木市上依知３０ 輸送施設の使用停止（40
２３－１
日車）

主な違反の条項

違反行為の概要

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4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6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）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）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）

20150407 小林運輸サービス有限会社
代表者小林久雄

群馬県前橋市堀越町１１７ 本社
５－１

群馬県太田市岩瀬川町１９ 輸送施設の使用停止（90
－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月10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）、（7）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）、（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

20150407 株式会社木村梱包運輸 代表 神奈川県相模原市中央区 本社
者木村秀夫
田名９８４３－９

神奈川県相模原市緑区長
竹４３８－１

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5月17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。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）

1

1

20150407 株式会社ひまわり特急便 代 栃木県小山市西城南７－ 群馬
表者松坂理
６－５

群馬県佐波郡玉村町大字
福島１２９０－１

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4月24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）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）、（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）

6

6

20150407 柳田輸送株式会社 代表者柳 茨城県結城郡八千代町大 本社
田敏浩
字芦ヶ谷２１１２－３

茨城県常総市崎房９３５－１ 輸送施設の使用停止（50
０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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）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）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）

5

5

20150407 旭運輸株式会社 代表者保延 神奈川県横浜市鶴見区汐 石岡
輝文
入町１－３０

茨城県石岡市半ノ木１１０１ 輸送施設の使用停止（30
０－６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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。
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）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

20150407 有限会社美珠商事 代表者幡 山梨県甲斐市西八幡４２３ 本社
野勝美
５－７

山梨県甲斐市西八幡４０６４ 輸送施設の使用停止（20
－１１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2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。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）

2

2

20150407 東京運輸株式会社 代表者桁 東京都板橋区桜川２－１５ 本社
山輝雄
－１８

東京都板橋区桜川２－１５
－１８

貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月13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）

1

1

輸送施設の使用停止（10
日車）

20150407 舟橋司

山梨県上野原市上野原２ 本店
１７９－１

山梨県上野原市上野原２１ 輸送施設の使用停止（30
７９－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年4月16日、定期点検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
安全規則第3条第6項
物自動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。5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）
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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

20150407 ヤマト運輸株式会社 代表者
山内雅喜

東京都中央区銀座２－１６ 川口北支店
－１０

埼玉県川口市北原台３－２ 輸送施設の使用停止（60
－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月29日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運行（貨物自動車運
安全規則第13条
送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）

6

6

20150407 有限会社ＴＯＫＡＮ 代表者植 茨城県水戸市六反田町１ 本社
竹文人
２１２－１

茨城県水戸市大町六反田
町１２１２－１

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27年2月2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

20150421 株式会社三友社 代表者矢島 東京都千代田区飯田橋３ 草加
弘一
－１１－４ ７セントラルビ
ル７０４

埼玉県草加市西町１４４３

輸送施設の使用停止（130 貨物自動車運送事業輸送 平成24年11月30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
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）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）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）

13

13

20150421 株式会社泉川運輸 代表者高 栃木県栃木市都賀町深沢 本社
瀬雅企
１－１

栃木県栃木市泉川町字欠ノ 輸送施設の使用停止（10
下５５６－１
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1

1

20150421 神進運輸有限会社 代表者相 栃木県さくら市鷲宿２９８６ 本社
－１
馬秀夫

栃木県さくら市鷲宿２９８６－ 輸送施設の使用停止（180 貨物自動車運送事業輸送 平成25年3月18日、監査を実施。10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
１
日車）
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第4項）、（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）、（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）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）、（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）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）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

18

18

20150421 馬頭運送株式会社 代表者岡 栃木県那須郡那珂川町久 本社
一美
那瀬３４０－１

栃木県那須郡那珂川町久
那瀬３４０－１

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3月21日、当該事業者の運転者が平成25年1月21日に引き起こした交通事故を端
安全規則第3条第4項
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）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）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

20150421 株式会社直喜屋 代表者永井 栃木県宇都宮市御幸ヶ原 本社
信好
町１９０－２

栃木県鹿沼市千渡１１５０－ 輸送施設の使用停止（20
１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月3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）

2

2

20150421 株式会社東京三友 代表者寺 東京都港区芝大門１－１６ 西東京
﨑秀嗣
－５

埼玉県入間市宮寺４０６２

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3月12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。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（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）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）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）、（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）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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7

7

20150421 有限会社タクショウ 代表者大 茨城県結城郡八千代町東 本社
山賢一
大山４１０－１

茨城県結城郡八千代町東
大山４１０－１

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月21日、監査を実施。11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等（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）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）、（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）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3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）

8

8

20150421 株式会社フジショウトランス
代表者中野勇人

埼玉県吉川市大字保４８７
－１

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10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

4

20150421 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

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。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）

1

1

20150421 ＡＢＣロジテム株式会社 代表 栃木県宇都宮市西刑部町 群馬事業所
者下森直生
２７３２－３

群馬県館林市大谷町二本
松９８４－５

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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3条第6項
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）

0

0

20150421 櫻商事株式会社 代表者櫻田 東京都足立区神明南１－ 本社
良次
５－５

東京都足立区神明南１－５ 輸送施設の使用停止（30
－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月9日、当該事業者の運転者が平成25年1月11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。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（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）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）

3

3

埼玉県吉川市大字保４８７ 本社
－１

20150421 日本通運株式会社 代表者川 東京都港区東新橋１－９
合正矩
－３

千葉東支店

千葉県佐倉市大作１－８－ 輸送施設の使用停止（60
７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月12日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運行（貨物自動車運
安全規則第13条
送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）

6

6

20150428 ミユキ産業株式会社 代表者 栃木県宇都宮市御幸ヶ原 本社
手塚修
町１５０－４

栃木県宇都宮市御幸ヶ原町 輸送施設の使用停止（30
１５０－４
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。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）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・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

20150428 有限会社渡邉重機 代表者渡 栃木県栃木市岩舟町大字 本社
邉正昭
三谷１１７２

栃木県栃木市岩舟町大字
下津原１８４－２

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3月22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）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）

2

2

20150428 株式会社キョウエイ 代表者
笠原史久

千葉県船橋市日の出２－１ 輸送施設の使用停止（10
６－３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月17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）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）

1

1

東京都東久留米市柳窪１ 船橋
－１０－３７

20150428 株式会社ギオン 代表者祇園 神奈川県相模原市中央区 首都圏ターミナ 神奈川県愛甲郡愛川町角
義久
南橋本１－５－１
ル
田３３９－２

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4月26日、当該事業者の運転者が平成24年5月29日に引き起こした交通事故を端
安全規則第3条第4項
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）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

20150428 相和流通株式会社 代表者相 千葉県千葉市緑区高田町 神奈川
馬治
２２９７－１７

神奈川県相模原市中央区
東淵野辺４－３－１７

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4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。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）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）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）、（6）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

20150428 株式会社原澤運送 代表者須 東京都中央区勝どき２－１ 本社
藤友雄
０－１６

東京都中央区勝どき２－１０ 輸送施設の使用停止（70
－１６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月6日、監査を実施。9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（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第
1項）

7

7

20150428 山勝商事株式会社 代表者小 神奈川県横浜市都筑区川 東京
島康義
向町１０２３－１

東京都大田区東海４－８－ 輸送施設の使用停止（20
１９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7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（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）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）

2

2

20150421 有限会社あさひ物流 代表者 神奈川県平塚市天沼４－ 本社
金澤淳
２２

神奈川県平塚市田村４－２ 文書警告
１－４

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月24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）

0

0

20150421 有限会社伊藤商会 代表者伊 神奈川県高座郡寒川町宮 本社
藤幸男
山２２８６－１

神奈川県海老名市中野２－ 文書警告
１７－１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月25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

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

