貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年９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
行政処分等の内容
の年月日
20150901 成増運輸株式会社 代表者中 東京都板橋区赤塚新町３ 本社
埼玉県和光市白子４－５－ 輸送施設の使用停止（30
西春美
－１７－２
１５
日車）

主な違反の条項

違反行為の概要

事業者 営業所
点数
点数

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月11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）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）

3

3

埼玉県八潮市大字八條２８ 輸送施設の使用停止（40
０５－２２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6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。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）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）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

埼玉県さいたま市岩槻区大 輸送施設の使用停止（30
字長宮９８２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月19日、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
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）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）、（3）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）、（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）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）、（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）、（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

20150901 大信商運有限会社 代表者丸 埼玉県川口市大字東本郷 本社
山逸人
１６７０－９

埼玉県川口市大字安行吉
岡１５１５

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7月25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）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）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）、（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）

2

2

20150901 株式会社毎日輸送サービス
代表者金久保則男

埼玉県新座市畑中１－２４
－８

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12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
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）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）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）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

12

5

5

20150901 株式会社和幸流通サービス
代表者引田まさ子

埼玉県草加市柿木町１２１ 本社
－１

20150901 有限会社シムラ運輸 代表者 埼玉県さいたま市岩槻区
志村和男
大字長宮９８２

本社

東京都新宿区大久保３－ 新座
１４－４

20150908 晃陽通商株式会社 代表者佐 栃木県宇都宮市徳次郎町 本社
藤健蔵
３８８３－１３

栃木県宇都宮市下金井町７ 輸送施設の使用停止（50
１９－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年5月7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）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）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）、（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）

20150908 丸共運輸株式会社 代表者椎 埼玉県川口市新堀１０１５ 本社
橋瞳

埼玉県川口市新堀１０１５

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7月23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）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）、（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

20150908 セイノースーパーエクスプレス 東京都江東区辰巳３－１０ 横瀬
株式会社（旧：西武運輸株式 －２３
会社） 代表者松原茂範

埼玉県秩父郡横瀬町大字
横瀬２１６３－１

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8月2日、当該事業者の運転者が平成25年5月2日に引き起こした交通事故を端緒
安全規則第3条第4項
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）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）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

20150908 有限会社金子総業 代表者金 群馬県太田市中根町７８１ 本社
子芳弘
－１

群馬県太田市中根町７２７
－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8月27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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

3

3

20150908 敬洋国際物流株式会社 代表 東京都品川区南品川２－ 本社
者呉強
２－７南品川Ｊビル７階

千葉県野田市下三ヶ尾２０

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11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）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）

3

3

20150908 株式会社丸喜運輸 代表者田 東京都練馬区関町北５－ 所沢事業所
中喜久男
８－６

埼玉県所沢市東所沢４－１ 輸送施設の使用停止（70
９－１１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月26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）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）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）

7

7

20150908 ジェイサービス株式会社 代表 栃木県小山市神鳥谷３００ 本社
者小藤健人

栃木県小山市神鳥谷３００

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月22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）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）

2

2

輸送施設の使用停止（20
日車）

20150908 株式会社吉野商事 代表者吉 東京都練馬区錦２－２０－ 本社
野浩昌
１５

埼玉県戸田市美女木４－１ 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8月7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
７－１２
日車）
安全規則第3条第4項
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（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）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）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）、（7）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）、（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）、（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）

10

10

20150908 有限会社エム・ティー・ジー足 栃木県足利市猿田町５－ 本社
利 代表者茂木敏弘
２７

栃木県足利市山川町４７－ 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8月23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）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

20150908 彦田建設運輸株式会社 代表 東京都江東区北砂４－２０ 千葉
者彦田明治
－２

千葉県八千代市大和田新
田６５５－２６

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7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）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）、（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）、（5）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20150908 喜多野通舞総業有限会社 代 群馬県藤岡市中大塚７３８ 本社
表者茂木一喜
－５

群馬県藤岡市東平井１７４９ 輸送施設の使用停止（70
－１３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月27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）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

20150908 田中運輸有限会社 代表者猪 東京都大田区上池台１－ 本社（旧：城南） 東京都大田区上池台１－１ 輸送施設の使用停止（100 貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月29日、点呼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物自
股泰太郎
１４－６
４－６
日車）
安全規則第3条第4項
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。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）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）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）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）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

10

3

3

20150915 株式会社ウスイ産業 代表者 栃木県宇都宮市北若松原 株式会社 ウス 栃木県河内郡上三川町大
臼井伸太郎
２－１１－７
イ産業 本社
字上三川４６５０－２

輸送施設の使用停止（25
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月26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）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）

20150915 有限会社テクノアシスト 代表 栃木県宇都宮市江曽島３ 本社
者木村正美
－２５７８－１

栃木県宇都宮市西の宮２－ 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9月2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
１１７６－６９
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）、（6）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）、（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）

15

15

20150915 株式会社中島商会 代表者中 埼玉県比企郡滑川町大字 本社（旧：東松
島健児
月輪１４６４－３６
山）

埼玉県比企郡滑川町大字 輸送施設の使用停止（30
月輪１４６４－３６ （旧：埼玉 日車）
県東松山市大字石橋２１６６
－２８）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月23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）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）

3

3

20150915 有限会社レインボー 代表者
小林美智子

埼玉県深谷市上野台３１３ 本社
５－８

埼玉県児玉郡美里町大字
関１１５６－２

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8月28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）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）、（9）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）、（10）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7

7

20150915 河内長野貨物運送株式会社
代表者泰中一樹

大阪府河内長野市原町１ 埼玉
－１９－３

埼玉県狭山市大字下広瀬７ 輸送施設の使用停止（20
７９－１２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月20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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

2

2

本社

埼玉県熊谷市円光１－３－ 輸送施設の使用停止（60
１６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月4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（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）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）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）

6

6

20150915 株式会社小島商事 代表者小 埼玉県八潮市大字八條２ 本社
島孝
９０８－５

埼玉県八潮市八條字中島２ 輸送施設の使用停止（20
９０８－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8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等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

2

2

20150915 大美賀博和 代表者大美賀博 埼玉県熊谷市円光１－３
和
－１６

20150915 株式会社共和通商 代表者龍 千葉県成田市小菅字細田 栃木
崎信吾
１３８１－２４

栃木県小山市大字延島２７ 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29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
０５
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）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）、（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）、（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）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

10

20150915 三富運送株式会社 代表者三 群馬県高崎市吉井町池１ 本社
浦文雄
０４３－２

群馬県高崎市吉井町池１０ 輸送施設の使用停止（20
４３－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9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。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

20150915 那珂湊通運株式会社 代表者 茨城県ひたちなか市釈迦 那珂湊
関口芳徳
町２２－４

茨城県ひたちなか市釈迦町 輸送施設の使用停止（20
２２－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月2日、当該事業者の運転者が平成25年3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。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）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）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

20150915 株式会社玉川運輸 代表者桑 山梨県甲斐市玉川１３７６ 本社
原久則

山梨県甲斐市玉川１３７６

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月19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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

2

2

20150915 株式会社ベストサービス横浜 神奈川県横浜市緑区いぶ 本社
代表者鈴木常雄
き野２６－５

神奈川県横浜市緑区いぶき 輸送施設の使用停止（20
野２６－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月20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
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）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）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

20150915 株式会社玉川運輸 代表者皆 千葉県白井市根１２７－２ 本社
川康一

千葉県白井市根１２７－２

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6月29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

20150929 アーク引越センター株式会社
代表者杉原正憲

埼玉県戸田市新曽南１－５ 輸送施設の使用停止（40
－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9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3条第6項
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）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）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

4

埼玉県川口市大字安行原１ 輸送施設の使用停止（90
３１８－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月10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（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）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）、（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

愛知県名古屋市中川区荒 埼玉支店
子４－２１８

20150929 株式会社総伝 代表者田中治 埼玉県川口市大字安行原 本社
１３１８－２

輸送施設の使用停止（20
日車）

20150929 有限会社ケービー 代表者板 神奈川県横浜市港南区港 本社
垣春美
南台６－２７－２７

神奈川県横浜市港南区笹
下７－２７－２９

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月29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
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）

0

0

20150929 株式会社関東ロジテック 代表 埼玉県日高市高萩６８５－ 日高
者坂井末一
８

埼玉県日高市大字高萩６８ 輸送施設の使用停止（40
５－８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9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。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）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）

4

4

20150929 有限会社早川商運 代表者早 埼玉県戸田市大字新曽１ 本社
川六郎
７００－１

埼玉県加須市愛宕１－６－ 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11月5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
４０
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）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）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）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）

10

10

20150929 有限会社能條商店 代表者能 神奈川県高座郡寒川町倉 本社
條豊
見４９２－１

神奈川県高座郡寒川町倉
見４９２－１

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月19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等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150929 関東トネックス株式会社 代表 埼玉県坂戸市千代田５－ 本社
者田中隆之
１－９

埼玉県坂戸市千代田５－１ 輸送施設の使用停止（50
－９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月26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。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）

5

5

20150929 株式会社幸紀 代表者大内宣 神奈川県川崎市中原区西 本社
明
加瀬１９－１

神奈川県川崎市中原区西
加瀬１９－１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月22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等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20150902 有限会社丸和商会 代表者上 千葉県千葉市若葉区若松 本社
倉幸子
町２２６３－１８

千葉県八街市八街い６９－ 文書警告
５６

貨物自動車運送事業輸送 平成27年6月19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。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

20150902 有限会社房州リサイクル 代
表者前川美智夫

千葉県館山市正木３５３－１ 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。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）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）

0

0

千葉県市川市塩浜３－３５

貨物自動車運送事業輸送 平成27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6項
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）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）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）

0

0

千葉県館山市正木３５３－ 本社
１

20150908 株式会社ヤマガタ 代表者山 茨城県日立市久慈町２－ 市川
縣静
８－２０

文書警告

文書警告

文書警告

文書警告

20150929 ヒタチ株式会社 代表者田中
健惠

東京都千代田区岩本町３ 甲府ハブセン
－４－６
ター

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

山梨県中巨摩郡昭和町河
西１０１９－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年9月1日、当該事業者の運転者が平成27年6月8日に引き起こした交通事故を端緒
安全規則第3条第6項
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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

