貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２７年１１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
20151104 株式会社井上トラックサービス 埼玉県本庄市児玉町蛭川 本社
埼玉県本庄市児玉町蛭川４ 輸送施設の使用停止（20
代表者井上利男
４６３
６３
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8月1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）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）

2

2

埼玉県さいたま市岩槻区大 輸送施設の使用停止（10
字岩槻５２６８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月9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（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）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

20151110 中野運輸倉庫株式会社 代表 埼玉県草加市中根２－１９ 外環
者中野勧
－３

埼玉県草加市青柳３－２４
－６

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。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）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）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）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）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）

6

6

20151110 日生流通運輸倉庫株式会社
代表者黒崎昭男

埼玉県桶川市赤堀１－２

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11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。4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）、（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

1

埼玉県川口市弥平３－７－ 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26年5月23日、運行管理者及び整備管理者が全く存在していないと疑われる営業所が
安全規則第7条
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。6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等（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）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）

5

5

神奈川県横浜市旭区矢指
町２０００－３

貨物自動車運送事業輸送 平成25年6月26日、当該事業者の運転者が平成24年12月22日に引き起こした交通事故を
安全規則第3条第6項
端緒として監査を実施。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）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）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

20151104 東段運輸株式会社 代表者増 埼玉県さいたま市岩槻区
田勝則
大字岩槻５２６８

岩槻

埼玉県上尾市平塚２１６５ 桶川
－１

20151110 有限会社高野運輸 代表者高 埼玉県川口市弥平３－７
野甫央
－１

本社

20151117 エヌズ・ゲーム株式会社 代表 神奈川県横浜市都筑区池 横浜支店
者長谷川好勝
辺町３５０８－１

輸送施設の使用停止（40
日車）

20151117 山村倉庫株式会社 代表者内 兵庫県尼崎市西向島町１ 運輸第一
山修
５－１

神奈川県厚木市上依知上
の原３０２２

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7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3条第6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）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）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）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）

4

4

20151117 株式会社横浜通商 代表者小 神奈川県横浜市港北区新 本社
松博
吉田町３９９２－７

神奈川県横浜市港北区高
田西４－４４－１９

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9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7条
知を端緒として監査を実施。6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）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）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）、（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）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）

5

5

20151117 株式会社相武流通商事 代表 神奈川県横浜市戸塚区舞 厚木
者相澤康治
岡町６４４－６

神奈川県厚木市長沼字北
耕地２４５－４

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6月19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）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）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）

10

10

20151117 中央高速運輸株式会社 代表 神奈川県相模原市中央区 本社
者岩田靖
大野台３－９－１０

神奈川県相模原市中央区
大野台３－９－１０

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10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。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）

1

1

20151117 追分運送有限会社 代表者追 神奈川県横浜市西区中央 本社
分陽子
２－３７－３

神奈川県横浜市西区中央２ 輸送施設の使用停止（30
－３７－３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月13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）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）

3

3

20151117 関東中央運輸倉庫株式会社
代表者渡辺芳美

神奈川県横浜市港北区新 本社
横浜３－２１－３

神奈川県横浜市港北区新
横浜３－２１－３

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9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。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）、（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）

1

1

20151117 有限会社浩栄高速運輸 代表 神奈川県横浜市港北区新 本社
者梁地浩一
吉田町５６０４－１

神奈川県横浜市港北区新
吉田町５５９２－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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
安全規則第7条第5項
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）

0

0

20151117 山行運輸有限会社 代表者山 栃木県下都賀郡野木町大 本社
中一行
字野木１８３１－１

栃木県下都賀郡野木町大 文書警告
字野木字西元宿１８３１－１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月6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

20151117 株式会社アイティー・ロジス
ティクス 代表者石島久司

群馬県桐生市梅田町１－ 本社
７２８－１

群馬県太田市大原町２４５５ 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9月11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）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）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）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

千葉（旧：本社） 千葉県千葉市美浜区新港２ 輸送施設の使用停止（80
２７－１ （旧：東京都江東区 日車）
平野３－８－７）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月12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）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）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

8

20151117 谷上運送有限会社 代表者小 東京都荒川区南千住５－ 本社
竹秀子
２６－５

東京都荒川区南千住５－２ 輸送施設の使用停止（115 貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月25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
６－５
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（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・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）

12

12

20151117 株式会社ＴＭＴ 代表者松本祐 東京都葛飾区宝町１－３
子
－３

本社

東京都葛飾区堀切１－４０
－１２

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19日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反
安全規則第7条第5項
（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

2

2

20151117 萬運輸株式会社 代表者東海 神奈川県横浜市鶴見区駒 小山
林憲彦
岡５－１－１６

栃木県小山市大字向原新
田字向原９８－２

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11月6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）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）、（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

11

4

20151117 丸健物流株式会社 代表者小 栃木県宇都宮市下平出町 本社
堀達也
３０１－１

栃木県河内郡上三川町大
字上蒲生２１７０－３

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。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（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6

6

20151117 光和運輸有限会社 代表者鷲 東京都江東区平野３－８
田信夫
－７

20151125 有限会社川澄商事 代表者川 茨城県常陸大宮市三美２ 水戸
澄芳生
６６

茨城県水戸市若宮２－８－ 輸送施設の使用停止（110 貨物自動車運送事業輸送 平成24年12月28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
７
日車）
安全規則第10条第1項
を実施。13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）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）、（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）、（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）運送約款の
無掲示（貨物自動車運送事業法第11条）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）、（13）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

11

11

20151125 株式会社昌栄 代表者本多真 群馬県佐波郡玉村町大字 本社
人
上福島１２０９－２

群馬県佐波郡玉村町大字 輸送施設の使用停止（90
上福島字一万田１２０９－２ 日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月22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）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（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業
法第9条第3項）

9

9

20151125 東洋商事株式会社 代表者並 埼玉県新座市野火止８－ 本社
木裕司
１４－９

埼玉県新座市野火止８－１ 輸送施設の使用停止（20
４－９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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）

2

2

20151125 株式会社テラダコーポレーショ 茨城県坂東市岩井３４４２ 古河
ン 代表者寺田和良
－３

茨城県古河市長谷町３０－ 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
２
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）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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

12

12

20151125 セイノースーパーエクスプレス 東京都江東区辰巳３－１０ 府中支店
株式会社 代表者松原茂範
－２３

東京都府中市是政４－２３

貨物自動車運送事業法第 平成27年7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）

6

3

20151125 有限会社丸政 代表者上原政 千葉県野田市岩名６８１－ 本社
義
８

千葉県野田市尾崎８３７－５ 輸送施設の使用停止（30
４－３０１
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年7月15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

20151125 芳誠流通株式会社 代表者後 東京都大田区東海３－６
閑賢司
－３

東京都多摩市永山７－４

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年9月4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）

2

2

茨城県土浦市西根南２－９ 輸送施設の使用停止（30
－１
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年9月8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

多摩

20151125 有限会社中川運送 代表者中 茨城県土浦市西根南２－ 本社
川裕介
９－１

輸送施設の使用停止（30
日車）

20151130 センコーエーラインアマノ株式 東京都江戸川区西篠崎２ 小田原
会社 代表者杉本健司
－３－５

神奈川県小田原市酒匂７－ 輸送施設の使用停止（10
６－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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
安全規則第3条第4項
通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）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）

1

1

20151130 有限会社コーキ物流 代表者 神奈川県相模原市緑区下 本社
瓜生祐喜
九沢１６９６－１

神奈川県相模原市緑区下
九沢１６９６－１

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12月10日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）整備管理者の研修受講義
安全規則第15条
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）

1

1

20151130 株式会社隆弘運輸 代表者矢 神奈川県横浜市泉区上飯 本社
野隆男
田町４７４３－５

神奈川県横浜市泉区上飯
田町４７４３－５

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12月10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。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）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）

1

1

20151130 有限会社峰嶋商事 代表者峰 東京都世田谷区成城９－ 本社
嶋信夫
２２－５

神奈川県相模原市中央区
田名４９０７－１

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11月27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）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

20151130 株式会社デイライン 代表者
武藤敦

東京都八王子市高倉町１９ 輸送施設の使用停止（30
－１０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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
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）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）

3

3

20151130 有限会社ワタナベ商会 代表 東京都八王子市横川町４ 本社
者渡辺勇二
２８－７

東京都八王子市横川町４２ 輸送施設の使用停止（90
８－７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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（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）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）

9

9

20151130 株式会社スワロートラック 代 東京都江戸川区中葛西３ 羽村
表者近藤純一
－２９－１

東京都羽村市栄町３－３－ 輸送施設の使用停止（40
２
日車）

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

4

4

20151130 神奈川コスモ物流株式会社
代表者西井隆志

神奈川県横浜市磯子区新
磯子町３０－５

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）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）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）

4

4

千葉県浦安市港５８－２

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年7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。2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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

東京都港区芝４－１７－５ 西東京

神奈川県藤沢市片瀬２－ 横浜
１０－２４

20151124 株式会社友和物流 代表者伊 千葉県浦安市港６５
藤正

港第一

20151124 株式会社友和物流 代表者伊 千葉県浦安市港６５
藤正

港第二

20151130 新関東ネギシ株式会社 代表 千葉県市原市五井南海岸 本社
者吉岡里至
３７－３

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

千葉県浦安市港６５

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年7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3条第6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）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）

0

0

千葉県市原市五井南海岸３ 文書警告
７－３

貨物自動車運送事業輸送 平成25年9月25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等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

