貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年５月分）
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
20150512 有限会社三興運輸 代表者須 埼玉県越谷市大字北川崎 本社
埼玉県越谷市北川崎７５９
賀博
７５９－３
－３

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 営業所
点数
点数

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12月7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）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）

5

5

輸送施設の使用停止（15
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月26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）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）

2

2

20150512 株式会社群馬岡一運輸 代表 群馬県太田市大原町３８３ 本社
者岡田一利
－１８

群馬県太田市大原町３８３
－１８

20150512 三田運送有限会社 代表者三 栃木県小山市大字出井６ 本社
田博行
００－３

栃木県小山市出井６００－３ 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4月5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等（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）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

20150512 有限会社心物流 代表者池澤 東京都江戸川区西瑞江３ 本社
健一
－２１－７

埼玉県三郷市鷹野５－５６１ 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12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）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）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）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

20150512 有限会社弥勒寺商事 代表者 群馬県伊勢崎市境下渕名 本社
弥勒寺和彦
２７５３－１

群馬県伊勢崎市境下渕名２ 輸送施設の使用停止（60
７５８－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5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3条第4項
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）
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）、（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
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

6

20150512 有限会社杉久保運送 代表者 神奈川県海老名市杉久保 本社
安井公郎
北５－１１－１７

神奈川県海老名市杉久保
北５－１１－１７

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月27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（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項）

2

2

20150512 株式会社マルノウチ 代表者
青木信幸

群馬県邑楽郡大泉町いずみ 輸送施設の使用停止（10
１－１－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年10月23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。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）

1

1

埼玉県秩父郡長瀞町大字
本野上７００－１

貨物自動車運送事業法第 平成26年10月31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）

2

2

東京都千代田区麹町４－ 群馬
５

20150512 有限会社坂上造園 代表者坂 埼玉県秩父郡長瀞町大字 本社
上国聖
本野上７００－１

輸送施設の使用停止（20
日車）

輸送施設の使用停止（20
日車）

20150512 有限会社光急送 代表者松村 埼玉県川口市東領家２－ 本社
義明
２０－１５

埼玉県川口市東領家２－２ 輸送施設の使用停止（30
０－１５
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年3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）

3

3

20150512 有限会社木村商事 代表者木 埼玉県川口市新井町１－ 本社
村俊之
９

埼玉県川口市南鳩ヶ谷２－ 輸送施設の使用停止（30
５－７
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年1月19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

20150519 株式会社那須急行 代表者荒 栃木県那須郡那須町豊原 野田
川浩伸
乙１－２８１７

千葉県野田市木間ヶ瀬５０８ 輸送施設の使用停止（190 貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月18日、監査を実施。15件の違反が認められた。（1）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法不適合
０－１
日車）
安全規則第13条
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）、
（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）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）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）、（9）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）、（10）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）、（11）
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）、
（12）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）、
（13）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）、（14）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）、（15）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）

19

19

20150519 有限会社興産運送 代表者本 群馬県邑楽郡邑楽町大字 本社
間美儀男
鶉７２７－１

群馬県邑楽郡邑楽町大字
鶉７２７－１

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5月21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
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）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）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）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）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）

10

10

20150519 有限会社エス・ケイ・ライン 代 千葉県山武郡九十九里町 本社
表者作田正行
作田３１６０－１

千葉県山武郡九十九里町
作田３１６０－１

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4月23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

20150519 有限会社京葉物流サービス
代表者高澤睦子

千葉県市原市千種１－５－ 文書警告
７

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

群馬県桐生市境野町４－９ 輸送施設の使用停止（80
８４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月29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）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）、（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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条
第3項）

8

8

千葉県市原市千種１－５
－７

本社

20150519 有限会社高田商運 代表者高 群馬県太田市東新町６０５ 本社
田啓司
－２

20150519 株式会社荒木工業 代表者荒 群馬県太田市富若町６９６ 本社
木実
－４

群馬県太田市富若町６５９
－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24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
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

20150519 株式会社マルノウチ 代表者
青木信幸

東京都千代田区麹町４－ 横浜
５

神奈川県川崎市川崎区東
扇島１８－２

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11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）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

2

20150519 有限会社Ｋ．ラインロジスティ
クス 代表者富岡洋包

埼玉県越谷市蒲生南町９ 群馬
－１１－３

群馬県太田市亀岡町４６４
－３

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5月9日、監査を実施。12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）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）、（8）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）、（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）事業計画事前届出違反（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）

12

12

20150519 株式会社フューチャーライン
代表者野上龍彦

神奈川県平塚市大神１７７ 本社
１

神奈川県平塚市大神１７７１ 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14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）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）

5

5

東京都東久留米市南町１－ 輸送施設の使用停止（140 貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月24日、監査を実施。12件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督
６－６
日車）
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）、（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）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）、（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）

14

14

20150519 有限会社みゆき商運 代表者 東京都東久留米市南町１ 本社
平松美之
－６－６

20150519 北杜有限会社 代表者戸田貴 山梨県北杜市小淵沢町上 本社
喜
笹尾４６６－１

山梨県北杜市小淵沢町上
笹尾４６６－１

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12月20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）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）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）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

8

8

20150519 株式会社マルノウチ 代表者
青木信幸

東京都千代田区麹町４－ 千葉
５

千葉県千葉市美浜区新港７ 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26年6月20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）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

1

20150526 関東西濃運輸株式会社 代表 群馬県安中市板鼻字大門 渋川
者羽鳥義雄
西１６－１

群馬県渋川市半田字西田１ 輸送施設の使用停止（70
２００－１
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成25年6月12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。7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）、（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）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）、（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）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）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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）

20

7

20150526 有限会社染谷商事 代表者染 埼玉県鴻巣市北中野１１３ 本社
谷洋

埼玉県鴻巣市北中野１１３
－２

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
日車）
安全規則第10条第1項
施。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）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）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）、（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）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）、（10）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）、（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）

12

12

20150526 有限会社大塚運輸 代表者大 埼玉県川越市大字福田六 本社
塚秀之
反田２７９－５

埼玉県川越市大字福田２７ 輸送施設の使用停止（30
９－５
日車）

3

3

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月25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。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）

20150526 太田運送株式会社 代表者大 茨城県神栖市太田７３２－ 本社
森実
２５９

茨城県神栖市太田７３２－２ 輸送施設の使用停止（60
５９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月28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。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（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）事故の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2）、（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）、（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）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

6

6

20150501 有限会社利根運輸 代表者戸 栃木県宇都宮市平出町３ 本社
辺謙司
５２７－１

栃木県宇都宮市平出町３５ 文書警告
２７－１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4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3条第4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）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

20150518 有限会社石井運輸 代表者石 東京都町田市大蔵町３０２ 本社
井和己
７

東京都町田市大蔵町３０２７ 文書警告
－２

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11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
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）

22

0

20150519 株式会社スワローロジプロ 代 東京都江戸川区中葛西３ 本社
表者市村太輔
－２９－１

千葉県市川市二俣４６８－１ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月16日、酒酔い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3条第4項
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）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）

0

0

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

