貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年７月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20150707 株式会社プロイコム武蔵 代
表者小畑公史

事業者の所在地

営業所の名称

埼玉県吉川市平沼１－１５ 本社
－８

営業所の所在地
埼玉県吉川市平沼１－１５
－８

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(105 貨物自動車運送事業輸送 平成25年2月8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
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）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
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）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）、
（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）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）

事業者 営業所
点数
点数
11

11

20150707 共立興産株式会社 代表者宮 神奈川県横浜市鶴見区鶴 小山
澤清
見中央２－１７－２２

栃木県小山市大字出井１５ 輸送施設の使用停止(50
３２－１２
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10月17日に引き起こした交通事故を
安全規則第3条第4項
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）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）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

20150707 株式会社聖菱運輸 代表者伴 栃木県さくら市喜連川２９ 本社
正行
４６

栃木県さくら市喜連川２９４８ 輸送施設の使用停止(50
－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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。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

20150707 鴻巣アドバンス株式会社 代
表者岡野薫

埼玉県鴻巣市小松１－３－ 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4月17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
２３
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）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）、（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

6

6

埼玉県鴻巣市小松１－３
－２３

本社

20150707 野口運輸倉庫有限会社 代表 埼玉県春日部市西宝珠花 本社
者野口豊
２４４－３

埼玉県春日部市金崎９２２
－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5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。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）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）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）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）

20150707 ＳＡＳロジスティックス株式会社 栃木県小山市城東７－３０ 小山支店
代表者小長谷喜一
－３１

栃木県小山市大字出井１０ 輸送施設の使用停止(20
７５－１８
日車)

20150707 有限会社龍王運輸 代表者新 埼玉県児玉郡神川町大字 本社
井竜裕
熊野道１６０－４０

2

2

埼玉県深谷市田中１２１－１ 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8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
日車)
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（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

12

12

20150707 長崎興業株式会社 代表者長 東京都江戸川区南篠崎町 本社
嵜貞昭
４－１４－１６

東京都江戸川区南篠崎町４ 輸送施設の使用停止(20
－１４－１６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月3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）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

2

20150714 有限会社岡本配送 代表者鈴 栃木県那須烏山市鴻野山 本社
木忠明
１２２８

栃木県那須烏山市鴻野山１ 輸送施設の使用停止(40
２２８
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月13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。8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）、（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

20150714 有限会社拓伸運輸 代表者平 栃木県那須塩原市寺子３ 本社
山欣司
７６

栃木県那須塩原市寺子３７ 輸送施設の使用停止(20
６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月10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。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）

2

2

20150714 有限会社平澤運送 代表者平 東京都江東区亀戸４－１３ 本社
澤要一
－５

栃木県小山市犬塚４－２０
－１２

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6月4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
安全規則第7条
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）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

20150714 株式会社関根エンタープライ
ズ 代表者関根隆弘

埼玉県越谷市大字増森２０ 輸送施設の使用停止(20
７－１２
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月13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）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）、

2

2

埼玉県越谷市大字増森２ 本社
０７－１２

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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。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等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

20150714 株式会社サンブライト 代表者 東京都練馬区豊玉北４－ 戸田
村井眞三
２６－１３豊玉カームマン
ション１０９

埼玉県戸田市笹目７－３－ 輸送施設の使用停止(50
１０
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4項
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（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）

5

5

20150714 有限会社横堀商事運輸 代表 群馬県前橋市五代町６４２ 本社
者横堀孝夫

群馬県前橋市小坂子町１６ 輸送施設の使用停止(70
０３
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月8日、交通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
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）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）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

7

20150714 株式会社ＪＭ物流 代表者茂
木淳

群馬県前橋市堀越町２９０ 本社
９

群馬県前橋市堀越町２３８７ 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8月7日、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
－１
日車)
安全規則第7条
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録の改ざん、不実記載違反（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の改ざん・不実記
録違反（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）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）

15

15

20150714 株式会社小国流通産業 代表 埼玉県新座市大和田２－ 本社
者梁善模
１－４１

埼玉県新座市大和田２－１ 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16日、交通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
－４１
日車)
安全規則第3条第4項
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（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）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）、（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）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

20150714 有限会社板垣通運 代表者板 埼玉県本庄市若泉２－９
垣秀行
－２１

埼玉県本庄市児玉町共栄
字南共和６２８－１

11

11

本社

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19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
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）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）、（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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

20150714 Ｐ．Ｓ．トランスポート株式会社 群馬県渋川市渋川１２９７ 本社
代表者田中輝雄

群馬県渋川市金井４２４－１ 輸送施設の使用停止(55
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月2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）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

6

20150714 株式会社ニッコー 代表者根
岸孝弘

東京都町田市小野路町６７ 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9月13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）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）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

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9月26日、監査を実施。13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）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）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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第60条第1項）

13

13

東京都町田市小野路町６ 本社
７－１

20150714 田端運輸株式会社 代表者菅 東京都北区東田端２－１１ 本社
原誠
－３

東京都北区東田端２－１１
－３

20150714 Ｃｒｅａｔｉｖｅ株式会社(旧：株式会 群馬県前橋市上細井町１ 大宮
社クリエイティブ） 代表者情野 ９７１－１
勇一

埼玉県さいたま市大宮区吉 輸送施設の使用停止(30
敷町３－２２９－６
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月6日、点呼を全く実施していないと疑われる営業所、運行管理者及び整備管理
安全規則第7条
者が全く存在してい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。3件の違反が認められた。（1）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）、（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

20150714 株式会社児嶋荷役 代表者松 栃木県足利市堀込町２８３ 本社
田祐介
２－１２

栃木県足利市堀込町２８３２ 事業の停止(30日間)輸送 貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月19日、運行管理者が全く存在していないと疑われる営業所があった旨の地方
－１２
施設の使用停止(60日車) 安全規則第18条第1項
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）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）、（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）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）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）、（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）

36

36

20150722 有限会社さとう運輸 代表者
佐藤国子

栃木県栃木市沼和田町１１ 輸送施設の使用停止（20
－７
日車）

2

2

栃木県栃木市沼和田町１ 本社
１－７

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月12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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）

20150722 株式会社エフ・エー物流 代表 埼玉県さいたま市岩槻区
者荒川純夫
掛７９４０－１

本社

埼玉県上尾市大字瓦葺１０ 輸送施設の使用停止(90
０３－２
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。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）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）、（10）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

9

9

17

17

20150722 有限会社トチミ・グリーン・サー 栃木県下都賀郡壬生町大 本社
ビス 代表者灸川清
字助谷８５１－４

栃木県下都賀郡壬生町大
字壬生丁１３１－５

輸送施設の使用停止（170 貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月17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
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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

20150722 茂野運輸株式会社 代表者番 埼玉県朝霞市大字上内間 本社
場周平
木７６５－１

埼玉県朝霞市大字上内間
木７６５－１

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6月5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。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）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

20150722 株式会社アイシン運輸 代表
者海上輝和

埼玉県川口市南鳩ヶ谷７－ 輸送施設の使用停止(80
７－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月25日、監査を実施。11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）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）、（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）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8

8

埼玉県加須市向古河１５９
－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月5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
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）

6

6

埼玉県川口市南鳩ヶ谷７
－７－１

本社

20150722 株式会社創運システム（旧：株 埼玉県加須市向古河１５９ 本社
式会社創運ロジテック） 代表 －１
者春田直美

輸送施設の使用停止(60
日車)

20150722 南栄産業株式会社 代表者長 東京都八王子市小比企町 本社
谷川好伸
５５２－３

東京都八王子市小比企町５ 輸送施設の使用停止（80
５２－３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月19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）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）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）

8

8

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9月27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条第5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）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）、（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）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

3

本社

埼玉県朝霞市三原１－２－ 輸送施設の使用停止（50
８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月19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（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）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）、（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

20150728 有限会社あすなろ高速 代表 埼玉県深谷市大字大谷１ 本社
者小暮友貴
０２０－２

埼玉県深谷市大字大谷１０ 輸送施設の使用停止（50
２０－２
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。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）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）事故惹起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）

5

5

20150728 株式会社武州（旧：株式会社
武州陸運） 代表者高嶋清文

埼玉県幸手市上宇和田字
流作５２１－１５

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8月7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）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）、（8）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）、（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）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）

10

10

埼玉県所沢市向陽町２０７８ 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8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
－１エステ・スクエア新所沢 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（貨物自動車
７１７
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）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）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）

10

10

20150722 絹川屋運送株式会社 代表者 東京都江東区辰巳３－１２ 辰巳総合物流セ 東京都江東区辰巳３－１２
吉澤信一
－２０
ンター
－２０

20150728 有限会社アニメート 代表者唐 埼玉県朝霞市三原１－２
澤勉
－８

埼玉県幸手市大字上宇和 本社
田字流作５４０－３

20150728 有限会社アトランス 代表者遠 埼玉県所沢市中富７８７－ 本社
藤博昭
１５

20150728 有限会社エルアイビイ 代表
者大島秀夫

群馬県前橋市二宮町８６９ 大胡
－１０

群馬県前橋市東金丸町９１ 輸送施設の使用停止（60
－４２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月20日、救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として監
安全規則第10条第1項
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）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）、（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）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）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6

6

20150728 株式会社ダイセン 代表者鈴
木実

栃木県佐野市出流原町４ 本社
５１－７

栃木県佐野市若松町５８０
－７

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月13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）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）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

20150728 Ｓ．Ｐ．Ａ株式会社 代表者原
太

栃木県鹿沼市白桑田５１５ 本社
－７植松コーポ２０５

栃木県鹿沼市茂呂２４４９－ 輸送施設の使用停止（10
１３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月5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

20150714 セイノースーパーエクスプレス 東京都江東区辰巳３－１０ 千葉貨物セン
株式会社 代表者松原茂範
－２３
ター

千葉県千葉市花見川区三
角町１８８－６

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月15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）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）

0

0

20150717 ＳＵＧＩＴＡＴＲＡＮＳＰＯＲＴ株式 山梨県都留市下谷２８０９ 本社
会社 代表者蔦木修
－９３

山梨県都留市下谷２８０９－ 文書警告
９３

貨物自動車運送事業輸送 平成27年6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の
安全規則第10条第1項
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）、（2）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

0

0

20150722 有限会社山中運送 代表者山 神奈川県川崎市高津区溝 本社
中信己
口４－５－５

神奈川県川崎市高津区久
末１９６３

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年5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等
（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）

0

0

20150715 千葉テクノサービス株式会社
代表者鈴木康介

千葉県千葉市若葉区高根
町１０６２－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年3月3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

千葉県館山市正木５２８

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年5月22日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運転者台帳の保存義務違反
安全規則第9条の5第2号 （貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第2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

千葉県千葉市若葉区高根 本社
町１０６２－１

20150717 館山商事株式会社 代表者片 千葉県館山市正木５２８
山義之

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

本社

輸送施設の使用停止（20
日車）

