貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年６月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
事業者の所在地
の年月日
20150602 武州運輸株式会社 代表者根 埼玉県さいたま市岩槻区
本薫
城町２－８－３９

営業所の名称

営業所の所在地

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

本社

埼玉県さいたま市岩槻区城 輸送施設の使用停止(50
町２－８－３９
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月24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。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）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）
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

20150602 有限会社入船運輸 代表者松 東京都北区田端２－７－２ 本社
島洋子
５

東京都北区田端２－７－２５ 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8月21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（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）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）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

20150602 株式会社進藤自動車商会 代 東京都東大和市芋窪４－ 有限会社 進藤 東京都東大和市芋窪４－１ 輸送施設の使用停止(20
表者進藤雪男
１８５６
自動車商会
８５５－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月22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）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）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20150602 株式会社ＦＩＬＬ 代表者千野浩 東京都世田谷区玉川台２ 本社
美
－１１－１３－１０７

東京都世田谷区玉川台２－ 輸送施設の使用停止(50
１１－１３－１０７
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月5日、点呼を全く実施していないと疑われる営業所、定期点検を全く実施してい
安全規則第7条
ないと疑われる営業所があった旨の地方貨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。8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）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（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）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

5

5

20150602 日発運輸株式会社 代表者前 神奈川県横浜市金沢区福 太田
田正彦
浦３－１０

群馬県太田市西新町１６－ 文書警告
１２，１６－１３

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13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）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）

0

0

20150609 日生流通運輸倉庫株式会社
代表者黒崎昭男

栃木県那須郡那須町漆塚２ 輸送施設の使用停止(20
０４－６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4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）、（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

2

埼玉県上尾市平塚２１６５ 栃木
－１

20150609 共進運送株式会社 代表者高 神奈川県川崎市多摩区長 本社
橋清
沢４－４１－１５

神奈川県川崎市多摩区長
沢４－４１－１５

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5月9日、当該事業者の運転者が平成24年12月15日に引き起こした交通事故を端
安全規則第7条
緒として監査を実施。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）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）

3

3

20150609 有限会社七福商事 代表者野 栃木県栃木市藤岡町蛭沼 本社
尻昇
１３１８－２

栃木県栃木市藤岡町蛭沼１ 輸送施設の使用停止(30
３１８－２
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。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）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）

3

3

20150609 有限会社渡邊企業 代表者羽 神奈川県横須賀市鴨居２ 本社
中田大祐
－４５－１０

神奈川県横須賀市浦賀３－ 輸送施設の使用停止(70
１９－１－２Ｆ
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5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3条第6項
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）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）、（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

20150609 群馬荷役運輸株式会社 代表 群馬県前橋市上泉町３４７ 本社（旧：桐生） 群馬県高崎市北原町２２－ 輸送施設の使用停止(10
者星尚
３－１
１ （旧：群馬県みどり市笠 日車)
懸町阿佐美２７６９－１）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月28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）、（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）

1

1

20150609 有限会社エム・ワイ産業 代表 茨城県龍ヶ崎市馴馬町５１ 本社
者飯野圭人
４－１

茨城県龍ヶ崎市馴馬町５１４ 輸送施設の使用停止(60
－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月12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
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）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）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）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）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）

6

6

20150609 株式会社不動運輸 代表者村 東京都日野市石田２－１４ 本社
山忠夫
－４マージュ高幡不動イー
スト４０２

東京都日野市石田２－１４ 輸送施設の使用停止(70
－４マージュ高幡不動イース 日車)
ト４０２

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月1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）、（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）

7

7

20150609 株式会社大東運輸 代表者小 東京都江東区新木場２－ 本社
林喜久男
１４－１

東京都江東区新木場２－１ 輸送施設の使用停止(10
４－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9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
2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督の記録違反（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）

1

1

20150609 甲斐物流株式会社 代表者秋 山梨県笛吹市御坂町金川 本社
山恒彦
原１５－１

山梨県笛吹市御坂町金川
原１５－１

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26年6月3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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1

1

20150616 有限会社高田商店 代表者高 千葉県印旛郡酒々井町下 本社
田重和
岩橋１２７－３

千葉県印旛郡酒々井町本
佐倉４９１－１

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4月14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

20150623 有限会社丸茂商事 代表者青 神奈川県伊勢原市西富岡 本社
柳茂行
１０３５－２

神奈川県伊勢原市上粕屋５ 輸送施設の使用停止(70
０２
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。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（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）

7

7

20150623 有限会社髙健商事 代表者髙 栃木県宇都宮市住吉町１ 本社
橋健司
６－１

栃木県宇都宮市住吉町１６ 輸送施設の使用停止(125 貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月22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
－１
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（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）、（8）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）、（9）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）、（10）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）、（11）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）、（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）

13

13

20150623 株式会社岡田運輸 代表者木 埼玉県草加市長栄町３－ 本社
村健児
２９－２

埼玉県草加市長栄町３－２ 輸送施設の使用停止(30
９－２
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月21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）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）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）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）

3

3

20150623 栃木運輸株式会社 代表者安 栃木県栃木市岩舟町畳岡 本社
良岡栄
６６３

栃木県栃木市岩舟町畳岡６ 輸送施設の使用停止(50
６３
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年4月8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）、（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

20150623 株式会社ハタラ 代表者中村 埼玉県深谷市大字折之口 本社
登美子
１８０３－１

埼玉県深谷市大字折之口１ 輸送施設の使用停止(40
８０３－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月30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）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）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

20150623 有限会社武商 代表者武藤善 神奈川県相模原市中央区 本社
光
緑が丘１－３２－２７

神奈川県相模原市中央区
緑が丘１－３２－２７

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11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）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）、（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）

5

5

20150623 高田運送有限会社 代表者高 群馬県藤岡市上落合９４１ 本社
田正範
－４０

群馬県藤岡市上落合９４１
－４０

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6月18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
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）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）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）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）

9

9

20150623 堀江運輸株式会社 代表者堀 栃木県小山市城北３－２０ 本社
江徳昭
－７

栃木県小山市城北３－２０
－７

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24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）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）事業計画事後届出違反（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）

5

5

20150623 有限会社千葉興産 代表者中 千葉県千葉市若葉区源町 本社
西武久
２３０－１

千葉県千葉市若葉区源町２ 文書警告
３０－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月31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

20150623 コックス・ギア株式会社 代表 神奈川県藤沢市遠藤４６５ 本社
者出水操
８－２

神奈川県藤沢市遠藤４６５８ 文書警告
－２

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月4日、当該事業者の運転者が平成25年3月19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

20150623 株式会社サダヤマ 代表者完 東京都日野市日野７７５９ 本社
山吉野
－１１

東京都八王子市椚田町１２ 輸送施設の使用停止(110 貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月23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
１２－１
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（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）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）

11

11

20150623 青伸産業運輸株式会社 代表 東京都青梅市新町８－２４ 厚木
者梅田純一
－９

神奈川県厚木市飯山３１０８ 輸送施設の使用停止(10
－７
日車)

5

1

20150623 株式会社関町運輸 代表者瀧 東京都東村山市恩多町４ 本社
澤延吉
－２４－９

埼玉県川越市中台３－４－ 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
２５
日車)
安全規則第3条第4項
知を端緒として監査を実施。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）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）

10

10

20150623 有限会社ダスト商会 代表者
小早川昌廣

東京都杉並区南荻窪１－ 本社
２１－１６

東京都杉並区南荻窪１－２ 輸送施設の使用停止(80
１－１６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月7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
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）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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8

8

20150623 株式会社ゼンシン 代表者大 埼玉県川口市石神１６６１ 本社
貫智史
－１２

埼玉県川口市石神１６６１－ 輸送施設の使用停止(30
１２
日車)

貨物自動車運送事業法第 平成27年2月23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

20150630 有限会社真和流通 代表者佐 埼玉県川口市新堀３４－１ 本社
藤茂

埼玉県草加市新栄町３１９

貨物自動車運送事業輸送 平成25年1月16日、当該事業者の運転者が平成24年8月23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。7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）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）

4

4

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12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。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）

20150630 有限会社オクハラ 代表者白 埼玉県本庄市下野堂１６９ 本社
坂美由紀
－４

埼玉県鴻巣市氷川町１－２ 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4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。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）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）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

20150630 トランコムＥＸ東日本株式会社 東京都港区芝５－３１－１ 久喜センター
代表者神野裕弘
９

埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲６ 輸送施設の使用停止(10
００４－２
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月28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6項
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）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

20150630 宮田運送株式会社 代表者宮 神奈川県横浜市保土ヶ谷 横浜（旧：海老
田三喜雄
区上菅田町６８７
名）

神奈川県横浜市神奈川区 輸送施設の使用停止(30
片倉４－５－１４(旧：神奈川 日車)
県海老名市柏ヶ谷４１３－
１）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月21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）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）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）

26

3

20150630 ナカイ物流サービス株式会社 東京都練馬区中村北４－ 東松山
代表者中井美治
７－６

埼玉県東松山市大字松山
字野本屋敷１１３０－７

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）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

20150630 株式会社エムテック 代表者
目黒慎二

埼玉県八潮市大字八條２７ 輸送施設の使用停止(160 貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月29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
３５－６
日車)
安全規則第10条第1項
を端緒として監査を実施。11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）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）、（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）、（11）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

16

16

埼玉県八潮市大字八條２ 本社
７３５－６

輸送施設の使用停止(10
日車)

20150602 有限会社三河商店 代表者山 神奈川県秦野市曽屋５７９ 本社
口恵美子
４

神奈川県秦野市曽屋５７９４ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年3月19日、当該事業者の運転者が平成26年4月3日に引き起こした交通事故を端
安全規則第3条第6項
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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

0

0

20150602 相原建設株式会社 代表者相 神奈川県横浜市都筑区佐 本社
原喜美雄
江戸町２４７

神奈川県横浜市都筑区佐
江戸町２４７

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月10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）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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

0

0

文書警告

20150602 米原運送株式会社 代表者岩 東京都江戸川区松江３－ 栃木
楯忠義
７－１３

栃木県小山市中久喜字万
年寺１０２－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月16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）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）

0

0

20150602 株式会社トランスメイト 代表
者武淵晴好

栃木県鹿沼市茂呂６５２

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月21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

20150603 有限会社釜栄運輸 代表者赤 山梨県南アルプス市西南 本社
池幸博
湖１１８１－１

山梨県南アルプス市西南湖 文書警告
１１８１－１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月30日、当該事業者の運転者が平成26年12月9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。2件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督の記録違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）運転者に対する指導監督の記録
保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150618 株式会社盛永 代表者永山晃 栃木県宇都宮市高砂町７ 本社
久
－１

栃木県宇都宮市高砂町７－ 文書警告
１

貨物自動車運送事業輸送 平成27年5月12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

20150602 株式会社ＫＭグラデーション
代表者君島英樹

栃木県那須塩原市上塩原１ 文書警告
１５４－３

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月15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

東京都武蔵野市中町２－ 宇都宮
４－５

栃木県那須塩原市上塩原 営業所
７１２－１

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

