貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年１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
20160105 株式会社ホーヨクライン 代表 神奈川県小田原市前川２ 本社
神奈川県小田原市前川２０ 輸送施設の使用停止(20
者大湯勝紀
００
０
日車)

20160105 株式会社ファイン 代表者加
藤博士

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9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。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

2

大阪府堺市美原区丹上７ 横浜
－１

神奈川県横浜市鶴見区駒
岡１－２７－４－２０２

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月9日、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
安全規則第7条
物自動車運送事業輸送安全規則第7条）

0

0

20160105 株式会社祥和ロジスティックス 栃木県佐野市中町１３０２ 本社
代表者押山茂

栃木県佐野市中町１３０２

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
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）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

1

20160105 石塚運輸株式会社 代表者石 神奈川県川崎市高津区久 本社
塚金次
地３－１４－８

神奈川県川崎市高津区久
地３－１４－８

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19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運行管理者の講習受講義
安全規則第23条第1項
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

20160105 有限会社カーゴエクスプレス
代表者駿河健二

神奈川県横浜市青葉区榎 本社
が丘３２－１Ａ－１０１

神奈川県横浜市青葉区榎
が丘３２－１－１０１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月10日、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
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）

0

0

20160105 有限会社クリーンeco 代表者 栃木県小山市大字間々田 本社
長濱貴規
７８０－１１

栃木県小山市間々田７８０
－１１

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19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）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）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

1

1

20160105 有限会社丸中物流栃木 代表 栃木県鹿沼市茂呂２２２－ 本社
者村田英之
６

栃木県鹿沼市茂呂２２２－６ 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11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
安全規則第3条第4項
通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）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

20160105 株式会社ヤマヤマ 代表者菊 栃木県日光市西川４２０－ 本社
地稔
２

栃木県日光市西川４２０－２ 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12月16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）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

20160105 有限会社岩原商事 代表者岩 栃木県真岡市小林４１７－ 本社
原弘
６

栃木県真岡市西田井６１０
－１

輸送施設の使用停止（75
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月13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）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）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）

8

8

20160105 株式会社新興運輸 代表者中 埼玉県所沢市東所沢２－ 多摩
村孝治
３６－７

東京都多摩市和田７７１－１ 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11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
安全規則第3条第4項
通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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）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）

3

3

20160105 株式会社小松土木 代表者小 東京都江東区北砂４－３９ 本社
松光二
－３

東京都江東区新砂３－１１
－２８

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11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（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10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）

5

5

20160105 有限会社荒井商運 代表者荒 千葉県香取市佐原イ１９０ 本店
井利尚
４

千葉県香取市佐原イ１９０４ 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27年1月23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
安全規則第10条第1項
を端緒として監査を実施。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）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）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

20160113 株式会社トランスウェブ 代表 千葉県富里市美沢８－５
者前澤武

千葉県富里市美沢８－５

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10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
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）

3

3

栃木県河内郡上三川町大
字上蒲生字花貫内５５０

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
安全規則第3条第4項
通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

2

栃木県栃木市岩舟町静戸４ 輸送施設の使用停止（80
４４－８
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。9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）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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

8

8

20160113 ホッコウ物流株式会社 代表
者井川智章

本社

北海道札幌市白石区流通 北関東支店
センター５－２－１３

20160113 有限会社鳥山商会 代表者鳥 栃木県栃木市岩舟町静戸 本社
山光子
４４４－３

20160113 協同物流株式会社 代表者中 栃木県小山市城北５－２
村保
－２２ １－４０１

本社

栃木県小山市城北５－２－ 輸送施設の使用停止（40
２２ １－４０５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月7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）運行指示書による指示義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3）、（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（210 貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月29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等（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）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）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）

21

21

20160113 有限会社石川運送 代表者石 栃木県芳賀郡市貝町大字 本社
川進
塩田３２７－１

栃木県芳賀郡市貝町大字
塩田３２７－１

20160113 関東車輌株式会社 代表者軍 茨城県水戸市平須町１８２ 本社
司義貴
０－７７

茨城県水戸市平須町１８２０ 輸送施設の使用停止（20
－７７
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。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等（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）事故惹起・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）

2

2

20160113 有限会社クラモト商事 代表者 茨城県常陸太田市大方町 水戸
倉元征
１２２０

茨城県水戸市大町３－２－ 輸送施設の使用停止（50
１４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月3日、当該事業者の運転者が平成25年4月11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）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）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

20160113 株式会社ＡＢＣ（旧：三笹商事 茨城県水戸市六反田町１ 六反田（旧：本
株式会社） 代表者加藤敏彦 ２０１－１（旧：茨城県水戸 社）
市城東１－６－２）

茨城県水戸市六反田町１２ 輸送施設の使用停止（60
０１－１（旧：茨城県水戸市 日車）
城東１－６－２）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）無車検運行（貨物自動車運
安全規則第13条
送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第58条第1項）

6

6

20160113 丸み運送有限会社 代表者峰 東京都江戸川区松江７－ 辰巳
島雄二
１３－６－３０８

東京都江東区辰巳３－１６
－７

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12月4日、当該事業者の運転者が平成25年4月19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。9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）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）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）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）

7

7

20160113 大徳運送株式会社 代表者石 東京都台東区下谷３－１８ 本社
川富雄
－１５

東京都江東区新砂３－４－ 輸送施設の使用停止（30
１８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月17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
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）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

20160113 コーラルサービス株式会社
代表者清水慶太

埼玉県さいたま市緑区代山 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12月12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
１１１（旧：埼玉県川口市南 日車）
安全規則第3条第4項
通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
前川２－１０－１８）
（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

15

15

埼玉県川口市南前川２－ 浦和美園代山
１０－１８
事業所（旧：本
社）

20160113 有限会社丸秀運送店 代表者 東京都江東区北砂６－１
柳洋子
－２６

本社

東京都江東区北砂６－１－ 輸送施設の使用停止（90
２６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月14日、監査を実施。10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）事故惹起・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）事故惹起・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
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

東京都三鷹市北野４－１５ 多摩
－４７

東京都多摩市和田９８９－１ 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26年1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を
安全規則第3条第4項
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

20160113 株式会社三光サービス 代表 埼玉県吉川市栄町１４３９ 本社
者松山多喜夫
－６

埼玉県吉川市栄町１４３９－ 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26年7月29日、無免許運転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
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）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）

2

2

20160113 株式会社ワイライン 代表者
原美幸

20160126 株式会社狩野運送 代表者狩 群馬県館林市坂下町３２１ 本社
野正憲
８－３

群馬県館林市坂下町３２１８ 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11月29日、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
－３
日車)
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）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）、（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）、（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）

19

19

20160126 滝沢商事有限会社 代表者滝 群馬県吾妻郡東吾妻町大 本社
沢春雄
字大戸８００－１

群馬県吾妻郡東吾妻町大
字大戸７９７－１

輸送施設の使用停止(95
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月18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）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）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）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）

10

10

20160126 天宝運輸倉庫株式会社 代表 埼玉県北足立郡伊奈町栄 本社
者加藤仁
６－７７－１

埼玉県北足立郡伊奈町栄６ 輸送施設の使用停止(40
－７７－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月10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）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）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20160126 株式会社木島陸運 代表者木 埼玉県熊谷市大字佐谷田 深谷
島一也
４８９－１

埼玉県深谷市大字折之口１ 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12月17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
９４６－２
日車)
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）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）、（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）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

11

3

3

20160126 有限会社二幸運輸 代表者柳 東京都足立区六木３－２９ 本社（旧：本社） 埼玉県八潮市大瀬９３０－１ 輸送施設の使用停止(30
美恵子
－７
（旧：東京都足立区神明南１ 日車)
－４－１５）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月10日、当該事業者の運転者が平成25年4月13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。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）事故惹起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）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）、（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）

20160126 株式会社青山産業 代表者青 埼玉県狭山市狭山台１－ 本社
木孝介
４－２１

埼玉県狭山市狭山台１－４ 輸送施設の使用停止(170 貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月8日、当該事業者の運転者が平成25年10月15日に引き起こした交通事故を端
－５、１－４－２１
日車)
安全規則第3条第4項
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）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）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）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）

17

17

20160126 株式会社山協商事 代表者仲 山梨県中央市山之神流通 本社
澤公彦
団地３３２９－１

山梨県中央市山之神流通
団地３３２９－１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12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
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（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

20160113 中里運送株式会社 代表者中 東京都北区王子４－２６－ 千葉
里茂
２

千葉県市原市五井南海岸１ 文書警告
１－１２

貨物自動車運送事業輸送 平成27年10月27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）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

20160115 株式会社日本リサイクルアド 栃木県宇都宮市鐺山町１ 本社
バイザー 代表者五月女美津 －１９ アネシスハイムＡ１
江
０１号

栃木県宇都宮市石井町２９ 文書警告
８３

貨物自動車運送事業輸送 平成27年10月23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（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）、（4）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

0

0

20160115 株式会社大賀商源 代表者宇 栃木県鹿沼市緑町１－８
賀神史生
－２９

栃木県鹿沼市緑町１－８－ 文書警告
２９

貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月18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）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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

0

0

20160115 有限会社フタバ運輸 代表者 栃木県大田原市前田７７２ 本店
松本正男
－６

栃木県大田原市前田７７２
－６

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年12月15日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨物
安全規則第7条第5項
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

20160126 株式会社ハマロジ 代表者福 神奈川県横浜市港南区丸 本社
谷純子
山台４－４－１３－２０６

神奈川県横浜市中区山下
町１００－３－３１３

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月2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違
安全規則第10条第1項
反等（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

※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)

