貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年３月分）
行政処分等
事業者 営業所
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
主な違反の条項
違反行為の概要
の年月日
点数
点数
20160301 田口運輸株式会社 代表者田 神奈川県海老名市中新田 本社
神奈川県海老名市中新田４ 輸送施設の使用停止（200 貨物自動車運送事業輸送 平成25年12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
20
20
口隆雄
４－１３－５
－１３－５
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（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）、（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）
20160301 株式会社Ｉ・Ｓアシスト 代表者 栃木県鹿沼市幸町１－９
諏訪文之
－１３

本社

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16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）

3

3

20160301 有限会社大武商事 代表者大 栃木県鹿沼市御成橋町２ 本社
武典雄
－２２３４－５

栃木県鹿沼市御成橋町２－ 輸送施設の使用停止（50
２２３４－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月22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（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

20160301 有限会社兄弟建材店 代表者 栃木県宇都宮市若松原１ 本社
水戸康三
－１１－２３

栃木県宇都宮市若松原１－ 輸送施設の使用停止（20
１１－２３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月12日、監査を実施。3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）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

20160301 株式会社島清運送 代表者入 神奈川県平塚市下島１０５ 本社
内嶋清蔵
９－８

神奈川県平塚市下島１０５９ 輸送施設の使用停止（90
－８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11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
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（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）、（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

9

20160301 有限会社大登商事 代表者武 栃木県宇都宮市竹下町３ 本社
田登
８５－３８

栃木県宇都宮市清原台６－ 輸送施設の使用停止（30
３５－１４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月30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）

3

3

20160301 株式会社ミヤハラ商運 代表
者宮原和隆

東京都足立区皿沼１－１２
－１７

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26年2月6日、当該事業者の運転者が平成25年10月31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）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）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）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

東京都江戸川区篠崎町６－ 輸送施設の使用停止（10
７－７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月24日、当該事業者の運転者が平成25年4月15日に引き起こした交通事故を端
安全規則第7条
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）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）

1

1

東京都足立区江北４－２９ 谷在家
－２３

20160301 有限会社丸善急送 代表者山 東京都江戸川区篠崎町６ 本社
口善子
－７－７

栃木県鹿沼市西沢町９５１
－１

20160301 株式会社テー・オー・デイリー 神奈川県川崎市川崎区東 本社
サービス 代表者舘山清
扇島１７－２

神奈川県川崎市川崎区東
扇島１７－２

20160301 株式会社コナン 代表者小南 神奈川県海老名市国分北 本店
永二
３－２６－３４

貨物自動車運送事業輸送 平成25年11月28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
安全規則第3条第6項
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）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

神奈川県海老名市国分北３ 文書警告
－２６－３４

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月14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

20160301 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（30
９－１１
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年8月7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）

10

10

20160308 株式会社シブヤトランスポート 神奈川県川崎市高津区北 本社
サービス 代表者渋谷道義
見方３－２０３

神奈川県川崎市高津区北
見方３－２０３

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10条第1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）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）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）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）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

20160308 株式会社市村総合サービス
神奈川県横浜市戸塚区小 原宿
（旧：有限会社市村総合サービ 雀町２３９１－２
ス） 代表者市村秀明

神奈川県横浜市戸塚区原
宿５－４４－６

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10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）

2

2

20160308 有限会社岩商 代表者岩村正 神奈川県川崎市川崎区京 本社
美
町２－１８－６

神奈川県川崎市川崎区浜
町２－１２－１３ ２Ｆ

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20日、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
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）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）

1

1

20160308 有限会社久岡運輸 代表者久 神奈川県相模原市中央区 本社
岡祐三
上溝４００９－７

神奈川県相模原市中央区
田名塩田４－４１１－３

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19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

20160308 株式会社ラウンド・リサイクル
代表者菅原修一

神奈川県横浜市都筑区折 本社
本町３２４－１

神奈川県横浜市都筑区折
本町３２４－１

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14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）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

20160308 有限会社アゲナ琉運 代表者 神奈川県川崎市川崎区池 本社
安慶名信孝
上町８－１

神奈川県川崎市川崎区池
上町８－１

輸送施設の使用停止（20
日車）

2

2

20160308 川崎北部市場運送サービス株 神奈川県川崎市宮前区水 本社
式会社 代表者沖島由二郎
沢１－１－１

神奈川県川崎市宮前区水
沢１－１－１

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16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）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）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）
貨物自動車運送事業輸送 平成25年12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）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）

1

1

20160308 株式会社運輸商 代表者方波 神奈川県相模原市南区大 本社
見重幸
野台３－１５－７０

神奈川県相模原市南区大
野台３－１５－７０

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26年2月27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）

1

1

20160308 ヤマゼントラフィック株式会社
代表者古坐登志雄

埼玉県加須市花崎１－４－ 文書警告
４

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12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
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）

0

0

東京都江東区亀戸７－２－ 輸送施設の使用停止（10
１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1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）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）
貨物自動車運送事業輸送 平成26年2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）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

3

3

埼玉県加須市花崎１－４
－４

本社

20160308 アートコーポレーション株式会 大阪府大東市泉町２－１４ 江東
社 代表者寺田千代乃
－１１

輸送施設の使用停止（40
日車）

20160308 株式会社ギオン 代表者祇園 神奈川県相模原市中央区 東京西センター 東京都立川市泉町９３５－１ 輸送施設の使用停止（10
義久
南橋本１－５－１
（旧：東京西立 －２３２
日車）
川センター）

20160308 有限会社桃源 代表者新井田 神奈川県平塚市四之宮７ 本社
優
－１２０８－２

神奈川県平塚市四之宮７－ 輸送施設の使用停止（40
１２０８－２
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。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）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

20160308 近物レックス株式会社 代表
者堀内悟

茨城県水戸市河和田町字
東中曾根３９３４－８

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月28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（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

2

2

静岡県駿東郡清水町伏見 水戸運行事業
字向田３５１
所

輸送施設の使用停止（20
日車）

20160308 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（30
２
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成27年10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
17条第2項
実施。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）

7

7

20160308 株式会社橋本商事冷凍輸送
代表者橋本貴史

神奈川県川崎市川崎区東
扇島２５－３

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10月30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
17条第2項
実施。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

20160308 石井運輸株式会社 代表者神 神奈川県大和市中央林間 厚木（旧：川崎） 神奈川県愛甲郡愛川町中 輸送施設の使用停止（30
作彰
１－５－６
津４０１４ （旧：神奈川県川 日車）
崎市川崎区夜光１－７－９）

貨物自動車運送事業法第 平成27年10月30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
17条第2項
実施。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

20160308 新潟運輸株式会社 代表者山 新潟県新潟市中央区女池 東京支店
田博義
北１－１－１

東京都江東区新砂１－１３
－１３

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11月26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
17条第2項
実施。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

20160315 根本運送株式会社 代表者根 神奈川県川崎市高津区坂 本社
本一守
戸３－２４－１４

神奈川県川崎市高津区坂
戸３－２４－１４

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1月14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）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）運行管理者の解任未届出違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第19条）

2

2

20160315 丸二運輸株式会社 代表者木 神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
村正三
区上星川２－１３－５

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 輸送施設の使用停止（10
上星川２－１３－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月22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）

1

1

20160315 株式会社キャリックス 代表者 和歌山県和歌山市直川１ 川崎
藏屋義人
６０－２０

神奈川県川崎市川崎区田
辺新田６５

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6日、監査を実施。2件の違反が認められた。（１）整備管理者の研修受講義務
安全規則第15条
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（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）

2

2

20160315 有限会社神野商店 代表者神 東京都八王子市高尾町１ 本社
野信彦
８４８

神奈川県相模原市緑区下
九沢２４１８－７

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1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）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

20160315 有限会社相川急送 代表者相 神奈川県綾瀬市寺尾西２ 本社
川幸夫
－６－５２

神奈川県綾瀬市寺尾西２－ 輸送施設の使用停止（20
６－５２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月20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）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

20160315 古内運輸有限会社 代表者古 栃木県小山市大字荒井５ 本社
内良子
６３－４

栃木県小山市大字荒井５６ 輸送施設の使用停止（20
３－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月18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
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）、（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

20160315 有限会社湘南アローライナー 神奈川県茅ヶ崎市平和町 本社
代表者森崎功
９－３６

神奈川県藤沢市弥勒寺１－ 輸送施設の使用停止（20
７－８－１０２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月15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）、（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）

2

2

20160315 石川運送株式会社 代表者石 神奈川県川崎市川崎区東 本店
川孝敏
門前１－１６－６

神奈川県川崎市川崎区浅
野町１－５

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1月24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）

2

2

20160315 株式会社フレッシュロジスティ 神奈川県横浜市都筑区川 本社
クス 代表者長坂伸容
向町８０７

神奈川県横浜市都筑区川
向町８０７

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）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）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

三重県松阪市中道町７２１ 東京

20160315 有限会社浜建輸 代表者天野 神奈川県相模原市南区相 本社
秋男
模台７－３９－２

神奈川県相模原市南区相
模台７－３９－２

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26年1月24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）

1

1

20160315 株式会社愛 代表者平野雅也 神奈川県川崎市多摩区中 本社
野島４－１９－２４

神奈川県川崎市多摩区中
野島４－１９－２４

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26年2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（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1

1

20160315 株式会社寿進 代表者横川進 埼玉県本庄市児玉町大字 茨城
共栄２４１

茨城県古河市高野字谷中６ 輸送施設の使用停止（30
５０－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月16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）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

20160315 株式会社丸宗運輸 代表者宗 神奈川県横浜市港北区新 本社
海好孝
吉田町５７０９－２

神奈川県横浜市港北区新
吉田町５７０９－２

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26年1月17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）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

20160315 有限会社熊谷 代表者熊谷牧 神奈川県横浜市磯子区岡 本社
彦
村３－２０－１８－２０１

神奈川県横浜市磯子区岡
村３－２０－１８－１０１

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26年3月13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

20160323 有限会社吉田運送店 代表者 栃木県芳賀郡茂木町大字 本社
吉田一司
小井戸９５５－１

栃木県芳賀郡茂木町大字
小井戸９５５－１

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26年2月17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
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等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

2

2

20160323 藤澤廣住

東京都足立区新田３－２３
－６

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26年2月25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）、（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）

5

5

20160323 株式会社久星物流 代表者神 東京都東村山市恩多町２ 東京
戸孝昭
－２７－６

東京都東村山市美住町２－ 輸送施設の使用停止（10
２３－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月6日、当該事業者の運転者が平成25年1月8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。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（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）

1

1

20160323 株式会社協和運輸 代表者大 東京都千代田区神田多町 本社
渕隆次
２－３－５

東京都練馬区大泉町１－５ 輸送施設の使用停止（70
３－１９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月7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）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）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）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）

7

7

20160323 ゴーイチマルエキスライン株式 埼玉県川口市大字安行領 栃木
会社 代表者後藤義雄
根岸９０７－１

栃木県さくら市鷲宿４７７０－ 輸送施設の使用停止（70
１
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。11件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
安全規則第3条第4項
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）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）

7

7

東京都足立区新田３－２３ 本店
－６

20160323 株式会社つくばトランスポート 茨城県つくば市大字高野 本社
代表者土田弘
１２５８－１

茨城県つくば市大字高野字 輸送施設の使用停止（60
新山１２５８－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2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。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）

6

6

20160323 有限会社ウィル 代表者番場 東京都杉並区天沼３－１４ 本社
裕樹
－７－１０６

茨城県下妻市大木１４９９－ 輸送施設の使用停止（20
２－１０２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月25日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）整備管理者の選任（解任）
安全規則第13条
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）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）、（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）

2

2

20160323 荒川運輸機工株式会社（旧：
株式会社小竹運輸） 代表者
荒川克則

茨城県下妻市五箇２２１－１ 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26年1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。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）

2

2

20160329 株式会社保科商店 代表者保 神奈川県茅ヶ崎市松風台 神奈川
科秀史
２０－３３

神奈川県藤沢市遠藤７４０
－１ 湘南ハイツＡ－１０５

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12月13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）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

20160329 株式会社太田工業 代表者太 神奈川県川崎市川崎区浜 本社
田福一
町４－６－２３

神奈川県川崎市川崎区浜
町４－６－２３

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1月14日、監査を実施。2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）、（２）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

20160329 みなみ運送株式会社 代表者 神奈川県横浜市金沢区幸 本社
野田昭雄
浦２－１０－４

神奈川県横浜市金沢区幸
浦２－１０－４

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26年1月28日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）事業の健全な発達を阻害す
25条第2項
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

20160329 株式会社泉州サービス 代表 大阪府大阪市平野区加美 横浜
者原俊明
正覚寺１－２３－２１

神奈川県横浜市港北区小
机町６６－１

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26年1月30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）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）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

20160329 有限会社田口商事 代表者田 埼玉県羽生市大字本川俣 本社
口陽三
１２１３－３

埼玉県羽生市大字藤井上
組１１３６－７

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17日、監査を実施。5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）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（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）

3

3

20160329 あぜがみ小型運送有限会社
代表者畔上博

東京都新宿区早稲田鶴巻 本社
町５３４

東京都新宿区早稲田鶴巻
町５３９

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13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）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）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20160329 有限会社ヨシイ 代表者篠原
秀和

群馬県高崎市寺尾町１２３ 本社
６

群馬県高崎市吉井町岩崎２ 輸送施設の使用停止（90
０９５
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。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）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）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

9

茨城県下妻市五箇２２１－ 本社
１１

20160329 有限会社サカエ運輸 代表者 群馬県みどり市笠懸町阿 本社
石内栄
左美１１４３

群馬県みどり市笠懸町阿左 輸送施設の使用停止（60
美１１４３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月21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）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）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

20160329 株式会社ＡＮＤＭＯＲＥ 代表
者神谷栄作

東京都八王子市下柚木３７ 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26年3月7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（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）

1

1

20160329 有限会社細谷組 代表者細谷 神奈川県横浜市青葉区大 本社
悦子
場町３７２－４

神奈川県横浜市青葉区大
場町３７２－４

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月25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

20160329 徳道運輸有限会社 代表者德 東京都足立区古千谷本町 本社
道タエコ
３－１０－１７

東京都足立区古千谷本町３ 輸送施設の使用停止（40
－１０－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月14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
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）

4

4

20160329 株式会社モテギ 代表者茂木 群馬県邑楽郡大泉町東小 本社
透
泉１－２９－６

群馬県邑楽郡大泉町東小
泉１－２９－６

輸送施設の使用停止（115 貨物自動車運送事業輸送 平成26年3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
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）、（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）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

12

12

20160329 株式会社梁島總業 代表者梁 栃木県宇都宮市針ヶ谷町 本社
６８５－４
島斉

栃木県宇都宮市針ヶ谷町６ 輸送施設の使用停止（４0 貨物自動車運送事業輸送 平成２５年１２月２５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
安全規則第3条第4項
８５－４
日車）
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）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

20160301 株式会社しんらい 代表者阿
部陽子

神奈川県横浜市都筑区東
山田４－８－１９

東京都八王子市下柚木３ 本社
７６－１

文書警告

文書警告

貨物自動車運送事業法第 平成28年1月25日、監査を実施。1件の違反が認められた。（１）報告義務違反（貨物自動車
60条第1項
運送事業法第60条第1項）

0

0

20160301 高橋運送株式会社 代表者高 埼玉県入間郡三芳町大字 本社
橋忠一
上富３２４－５

埼玉県所沢市亀ヶ谷５５－１ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月27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）

0

0

20160308 株式会社ベストランス 代表者 東京都東大和市蔵敷３－ 横浜共配セン
高橋浩
８３８－３
ター

神奈川県横浜市都筑区川
和町７５２

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月26日、当該事業者の運転者が平成27年9月18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。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）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）

0

0

20160308 大成興産株式会社 代表者伊 神奈川県横浜市緑区上山 横浜
藤啓子
３－４７－１

神奈川県横浜市青葉区桂
台１－１１－１７

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成28年1月19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（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）

0

0

20160315 株式会社ルートケーツー 代
表者小山忠

埼玉県戸田市氷川町１－ 本社
９－９

埼玉県戸田市新曽南３－７ 文書警告
－１７

貨物自動車運送事業輸送 平成27年12月3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10条第1項
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）

0

0

20160316 有限会社繁成運送 代表者鈴 群馬県太田市薮塚町１４５ 本社
木正人
７－１

群馬県太田市薮塚町３０７５ 文書警告
－２

貨物自動車運送事業輸送 平成27年12月11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
（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

神奈川県横浜市都筑区東 本社
山田４－７－２

20160318 株式会社ウインローダー 代
表者髙嶋民仁

東京都杉並区上荻２－３７ 東村山センター 東京都東村山市恩多町１－ 文書警告
－７
１３－２

貨物自動車運送事業法第 平成27年10月2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
９条第３項
知を端緒として監査を実施。1件の違反が認められた。（１）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）

0

0

20160325 株式会社しんらい 代表者阿
部陽子

神奈川県横浜市都筑区東 栃木
山田４－７－２

栃木県小山市北飯田１－４ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成28年2月4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）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

栃木県鹿沼市白桑田５１１
－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成28年2月22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（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

栃木県日光市野口２７－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成28年2月24日、当該事業者の運転者が平成28年1月11日に引き起こした交通事故を端
安全規則第10条第1項
緒として監査を実施。1件の違反が認められた。（１）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

6

0

20160329 マルト運送有限会社 代表者 東京都江戸川区南篠崎町 本社
小林輝男
２－２７－１０

東京都江戸川区南篠崎町２ 文書警告
－２７－１０

貨物自動車運送事業輸送 平成27年4月28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）

0

0

20160329 アークス物流サポート株式会
社 代表者白石康博

東京都大田区大森南４－１ 文書警告
０－１７

貨物自動車運送事業輸送 平成27年10月30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。1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）

0

0

20160331 福山通運株式会社 代表者小 広島県福山市東深津町４ 相模原支店
丸成洋
－２０－１

神奈川県相模原市南区大
野台２－３２－１

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成28年2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
安全規則第10条第1項
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）

0

0

20160330 有限会社桑平運送 代表者桑 神奈川県横浜市都筑区川 本社
平美蜜
向町８０３－２

神奈川県横浜市都筑区川
向町８０３－２

許可の取り消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 鈴木茂（鈴木運送店）

神奈川県川崎市川崎区桜
本２－２５－４

許可の取り消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 株式会社本城運送 代表者加 千葉県成田市本城８３－８ 船橋
瀬勝夫
１

千葉県船橋市浜町３－３－ 許可の取り消し
４

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 株式会社まるもん 代表者岡
田健彦

千葉県柏市大青田１６４８ 本社
－２

千葉県野田市山崎１４１１－ 許可の取り消し
５－１０３

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 有限会社キャリーオン 代表
者小川久朗

千葉県印旛郡富里町七栄 本社
７６－９

千葉県船橋市三山８－４６
－３

許可の取り消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 株式会社トランスポート・ケイ
代表者池田卓也

千葉県船橋市栄町２－７
－７

京葉

千葉県船橋市栄町２－７－ 許可の取り消し
７

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 株式会社ジーナス 代表者前 東京都東大和市上北台３ 本社
場喜代孝
－８６１－１

東京都東大和市上北台３－ 許可の取り消し
８６１－１

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 株式会社一富士運輸 代表者 東京都江戸川区二之江町 本社
高谷浩
１４０７－１

東京都江東区東砂３－３０
－８

許可の取り消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 ＣＧ株式会社 代表者遠藤貴
光

千葉県船橋市本町２－６－ 許可の取り消し
１３

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 有限会社港海陸 代表者齋藤 神奈川県横浜市栄区元大 本社
徳則
橋２－１３－１６－３０１

神奈川県横浜市栄区元大
橋２－１３－１６－３０１

許可の取り消し

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 成美運輸有限会社 代表者原 東京都八王子市戸吹町７ 本社
由喜男
４

東京都八王子市戸吹町８－ 許可の取り消し
１

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160330 有限会社大綱運輸 代表者細 神奈川県相模原市橋本４ 本社
岡明文
－２－１４

神奈川県相模原市橋本４－ 許可の取り消し
２－１４

貨物自動車運送事業法第 所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を行っていないものと
３２条
認められた。

0

0

20160325 株式会社メガテック 代表者天 山形県山形市若宮１－９
野光久
－８
20160325 ヤマト運輸株式会社 代表者
長尾裕

栃木事業部

東京都中央区銀座２－１６ 日光支店
－１０

東京都大田区大森南４－ 本社
１０－１７

神奈川県川崎市川崎区桜 本店
本２－２５－４

千葉県船橋市本町２－６
－１３

本社

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

