貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年２月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20160202 有限会社湘南エスライン 代
表者杉森隆憲

事業者の所在地

営業所の名称

神奈川県厚木市旭町１－ 本社
１６－４

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

神奈川県厚木市旭町１－１ 輸送施設の使用停止(30
６－４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月18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
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）

3

3

20160202 クローバー運輸株式会社 代 神奈川県横浜市港北区綱 本社（旧：厚木） 神奈川県横浜市港北区綱 輸送施設の使用停止(20
表者田尾嘉夫
島東３－９－３
島東３－９－３（旧：神奈川 日車)
県厚木市船子字岡ノ根１３４
０－１）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月21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）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

20160202 有限会社よつ葉サービス 代 栃木県小山市大字粟宮１ 本社
表者佐藤英文
３００

栃木県小山市大字粟宮１３ 輸送施設の使用停止(10
００
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月9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）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）、（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

1

1

20160202 株式会社田口運輸 代表者田 栃木県足利市上渋垂町２ 本社
口雅敏
４６－４

栃木県足利市上渋垂町２４ 輸送施設の使用停止(10
６－４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月20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
安全規則第7条
（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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

1

1

20160202 株式会社永森運輸 代表者永 栃木県那須郡那珂川町小 本社
森功
川３４８９

栃木県那須郡那珂川町小
川３４８９

11

11

20160202 タムラ運輸サービス株式会社 神奈川県横須賀市久里浜 本社
代表者田村琢馬
１－２０００－１２

神奈川県横須賀市久里浜１ 輸送施設の使用停止(10
－２０００－１２
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25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）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）

1

1

20160202 有限会社ジャパントータル
サービス 代表者松村勝功

神奈川県綾瀬市寥川１－１ 輸送施設の使用停止(30
０１６－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月14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）、（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

神奈川県綾瀬市寺尾西３ 本社
－２－７

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11月5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
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）、（７）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）、（８）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）、（９）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）、（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）

20160202 株式会社東毛急送 代表者楠 群馬県太田市藤阿久町４ 本社
田糾
９９－１

群馬県邑楽郡大泉町古海６ 輸送施設の使用停止(60
５９－２
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。8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

6

20160202 徳丸運輸倉庫株式会社 代表 東京都板橋区徳丸４－２０ 舟渡（旧：本社） 東京都板橋区舟渡４－１２ 輸送施設の使用停止(30
者篠本密治
－８
（旧：東京都板橋区徳丸４－ 日車)
２０－８）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12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。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）

3

3

20160202 有限会社百丈梱包運輸 代表 埼玉県さいたま市南区白
者金子努
幡５－１２－７

埼玉県さいたま市南区白幡 輸送施設の使用停止(80
５－１２－７
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月28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
安全規則第3条第4項
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）
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）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）

8

8

20160202 美装流通株式会社 代表者菅 東京都板橋区赤塚４－１９ 本社
澤一夫
－２１

東京都板橋区赤塚４－１９
－２１

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26年2月4日、重傷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7条
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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（３）事故惹起・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）、（４）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）、（５）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）

2

2

20160202 大蓉工業株式会社 代表者西 埼玉県川口市並木４－１５ 横浜
田喜代子
－６

神奈川県横浜市港北区小
机町２５４３－５０１

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12月3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）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）

3

3

20160202 株式会社丸央商事 代表者吉 東京都府中市多磨町２－ 本社
田昌央
５０－１０

東京都府中市小柳町４－３ 輸送施設の使用停止(40
７－３４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月21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）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）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

本社

20160202 日本運輸荷造株式会社 代表 東京都板橋区成増３－２
者橋本宏樹
－１５

足利

栃木県足利市問屋町１７５３ 輸送施設の使用停止(90
－５
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月14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
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）、（１３）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

9

20160202 国元運送株式会社 代表者佐 群馬県伊勢崎市境上渕名 本社
藤文雄
１０２３－１

群馬県伊勢崎市境上渕名１ 輸送施設の使用停止(70
０２４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12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）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）

7

7

20160202 有限会社安田物流 代表者安 茨城県水戸市鯉淵町４０９ 友部
田修久
５－１

茨城県笠間市鯉淵６６７８－ 輸送施設の使用停止(40
９ レジデンスひたち野２０５ 日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月24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
安全規則第3条第4項
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）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）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

4

20160202 株式会社東日本トランスポート 東京都港区芝浦３－１３－ 多摩
代表者齋藤和男
８

東京都東大和市立野３－５ 輸送施設の使用停止(10
８４－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月19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）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

20160209 有限会社松島重機 代表者松 栃木県足利市上渋垂町１ 本社
島浩
２０５

栃木県足利市堀込町１００２ 輸送施設の使用停止(140 貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月5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
－３４
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）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）、（１２）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

14

14

20160209 シンコウ商事株式会社 代表
者小野寺哲伸

栃木県日光市木和田島２ 本社
５６３

栃木県日光市猪倉２１３０－ 輸送施設の使用停止(140 貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月27日、監査を実施。14件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違
６４
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等（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）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）、（１２）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）、（１３）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）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14

14

20160209 株式会社ソウイング 代表者
丹羽政之

栃木県小山市犬塚８－９
－１

本社

栃木県小山市犬塚８－９－ 輸送施設の使用停止(80
１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月26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（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）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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9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）

8

8

20160209 株式会社ナリタ 代表者渋谷
和歌子

東京都江戸川区新堀１－ 本社
３８－１

東京都江戸川区新堀１－３ 輸送施設の使用停止(30
８－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月18日、当該事業者の運転者が平成25年5月14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。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）

3

3

20160209 有限会社豊雄 代表者豊田昌 栃木県宇都宮市宝木町１ 本社那須
志
－２８２－１３

栃木県大田原市蛭田１－２ 輸送施設の使用停止(60
５４
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月8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）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）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）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）

6

6

20160209 株式会社徳商運輸 代表者徳 東京都足立区皿沼２－１２ 本社
山栄
－３

東京都足立区皿沼２－１２
－３

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月16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
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）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）、（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）、（６）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

5

5

輸送施設の使用停止(50
日車)

20160216 有限会社伊奈運輸 代表者海 茨城県つくばみらい市下
老原則子
平柳５６７－３

20160216 有限会社峡南環境サービス
代表者河澄秋芳

本社

茨城県つくばみらい市下平 輸送施設の使用停止(50
柳５６７－３
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月20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）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）運行指示書の記載事項義務違反（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）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

山梨県南巨摩郡富士川町 南アルプス総合 山梨県南アルプス市戸田９ 輸送施設の使用停止(20
青柳町３４９２
リサイクルプラン １６－１８
日車)
ト

貨物自動車運送事業輸送 平成27年5月12日、当該事業者の運転者が平成27年5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。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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

2

2

20160223 株式会社愛伸 代表者竹内伸 神奈川県横浜市旭区上川 本社
一
井町５－６

神奈川県横浜市旭区上川
井町５－６

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12月4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
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）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

20160223 株式会社クローバーズ 代表 東京都国立市谷保１２５３ 相模原
者石井文英
－５

神奈川県愛甲郡愛川町中
津坂上４８３７－１

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12月18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。6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）、（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）

3

3

20160223 株式会社ペガサス 代表者後 千葉県松戸市上本郷４２９ 平塚
藤義雄
７－１コーポ染谷２０１

神奈川県平塚市横内１９８５ 輸送施設の使用停止(20
－１
日車)

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
安全規則第10条第2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）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）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

20160223 株式会社Ｋ・Ｄ・Ｐ 代表者菊地 栃木県足利市利保町１－ 本社
敦
５－６

栃木県足利市利保町１－５ 輸送施設の使用停止(40
－６
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。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）

4

4

20160223 中村建材店有限会社 代表者 栃木県那須塩原市橋本町 本社
中村憲孝
１０－４８

栃木県那須塩原市橋本町１ 文書警告
０－４８

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月21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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

0

0

20160223 有限会社宮原商店 代表者宮 神奈川県川崎市多摩区南 本社
原喜代治
生田８－５８２４－１

神奈川県川崎市多摩区南
生田８－５８２４－１

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2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（貨物
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）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第4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）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）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）

20160223 株式会社ヒノデ 代表者手塚
弥市郎

神奈川県川崎市幸区南幸
町３－３６

輸送施設の使用停止(70
日車)

神奈川県川崎市幸区南幸 本社
町３－３６

20160223 株式会社タドコロ物流 代表者 埼玉県さいたま市岩槻区
田所徹也
大字長宮３００

宇都宮東

15

15

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月17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
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）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）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

栃木県宇都宮市氷室町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12月9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
３９－３９
日車)
安全規則第3条第4項
施。17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）
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）事故
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9条の2）、（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）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）、（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）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）、（１２）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）、（１３）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）、（１４）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）、（１５）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）、（１６）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）、（１７）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

13

20160223 Ｔ＆Ｓサービス株式会社 代表 福島県会津若松市花春町 埼玉 (旧：本
者武田芳弘
７－６０
社）

埼玉県越谷市登戸町１６－ 輸送施設の使用停止(60
２８（旧：京都府城陽市市辺 日車)
小梨間１３－６

貨物自動車運送事業輸送 平成25年8月28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）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）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の5第1項）

6

6

20160209 有限会社梶山運送 代表者根 神奈川県横浜市港南区笹 本社
本正志
下５－２－３３

神奈川県横浜市港南区笹
下５－２－３３

文書警告

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

0

0

20160209 クリーンシステム株式会社 代 埼玉県さいたま市浦和区
表者籠島延隆
常盤５－２－１８

埼玉県さいたま市桜区道場 文書警告
３－２７－２０

貨物自動車運送事業輸送 平成27年9月18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。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

本社

20160209 横田運輸有限会社 代表者横 埼玉県北足立郡伊奈町栄 本社
田宏幸
４－９２

埼玉県北足立郡伊奈町栄４ 文書警告
－９２

貨物自動車運送事業輸送 平成27年7月14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（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20160212 大塚運輸株式会社 代表者大 神奈川県秦野市菖蒲９８１ 本社
塚信一
－５

神奈川県秦野市菖蒲９８１
－５

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月11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）

0

0

20160212 株式会社プラス 代表者三宅 神奈川県横浜市鶴見区駒 本社
健一
岡４－２１－２８

神奈川県横浜市鶴見区駒
岡４－２１－２８

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年12月16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

20160223 関東西部運輸株式会社 代表 千葉県野田市木野崎１７８ 埼玉
者田口国昭
７－５８

埼玉県本庄市いまい台２－ 文書警告
９８－２

貨物自動車運送事業輸送 平成27年6月12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10条第1項
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）

3

0

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

