貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年５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
の年月日
20160510 有限会社横田梱包運送 代表 神奈川県高座郡寒川町田 本社
神奈川県高座郡寒川町田
者横田豊光
端１０８４
端９１６－３

行政処分等の内容

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法第 平成26年2月19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）

1

1

20160510 株式会社河村商会 代表者河 神奈川県大和市西鶴間２ 本社
村清志
－１１－２８

神奈川県大和市西鶴間２－ 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26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
１１－２８－２０６
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）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）報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第60条第1項）

10

10

20160510 有限会社金子運送 代表者金 栃木県真岡市八木岡４７５ 本社
子トヨ子
－８

栃木県真岡市八木岡４７５
－８

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14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）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）

2

2

20160510 株式会社カネヨ通商 代表者
桑原義昭

栃木県佐野市山形町５３５ 本社
－１

栃木県佐野市山形町５３５
－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2月26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

20160510 小曽根運送有限会社 代表者 群馬県館林市上赤生田町 本社
小曽根利晃
４０５８

群馬県館林市大字赤生田
町４０５８

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15日、監査を実施。3件の違反が判明したもの。（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

20160510 有限会社平尾運輸 代表者伊 東京都稲城市平尾２－７
藤雅行
－３

神奈川県厚木市下荻野９９ 文書警告
６－２

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月21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

20160510 イザワ通商サービス株式会社 栃木県小山市大字粟宮２ 本店
代表者伊澤忠男
３７６－１１

栃木県小山市大字粟宮２３ 輸送施設の使用停止（10
７６－１１
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。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）、（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）

1

1

20160510 株式会社カンジュウ 代表者
関口幹雄

神奈川県川崎市多摩区長 本社
沢４－１５－４

神奈川県川崎市多摩区長
沢４－１５－４

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26年2月10日、監査を実施。5件の違反が判明したもの。（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）、（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）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）

7

7

20160510 桜井運輸株式会社 代表者小 神奈川県相模原市南区当 本社
林信二郎
麻４３０

神奈川県相模原市南区当
麻字花ケ谷戸４３０

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）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）、（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

20160510 富士エクスプレス株式会社
代表者金子崇

神奈川県海老名市国分北１ 輸送施設の使用停止（20
－３９－３２
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。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（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

2

2

厚木

神奈川県相模原市緑区下 海老名
九沢上中宮２３７５－１

輸送施設の使用停止（10
日車）

主な違反の条項

20160510 有限会社東南流通 代表者関 東京都世田谷区喜多見１ 本社
口晃一
－１３－２

東京都世田谷区喜多見１－ 輸送施設の使用停止（60
１３－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月28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（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）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）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

6

20160510 大嶋運送株式会社 代表者大 神奈川県平塚市下島９８４ 本店
嶋喜久司
－１２

神奈川県平塚市下島９８４
－１２

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1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
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）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）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

20160510 有限会社横関運輸 代表者横 栃木県大田原市戸野内３ 本社
関雄司
１－５

栃木県大田原市荒井７－１ 輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成26年3月20日、監査を実
安全規則第3条第4項
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等（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20160510 株式会社石島運輸倉庫 代表 群馬県桐生市梅田町１－ 群馬
者石島久司
７２８－１

群馬県太田市大原町２４５５ 輸送施設の使用停止（120 貨物自動車運送事業輸送 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平成25年12月17日、監査を実
－１
日車）
安全規則第3条第4項
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）酒酔い・酒気帯び乗務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第5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）

12

12

20160510 増田運送株式会社 代表者増 栃木県佐野市新吉水町３ 本社
田邦雄
１３－１

栃木県佐野市新吉水町３１ 輸送施設の使用停止（20
３－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働局からの通知を端緒として、平成26年3月
安全規則第3条第4項
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（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）

2

2

20160510 株式会社カインズ・ロジ 代表 千葉県市原市八幡浦２－ 茨城
者駒澤信一
３－１

茨城県稲敷郡阿見町よしわ 輸送施設の使用停止（20
ら２丁目７番１２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 当該事業者の運転者が平成27年2月12日に引き起こした交通事故を端緒として平成27年6
安全規則第3条第6項
月18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（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）、（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）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）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

20160517 有限会社ヒーロー 代表者須 埼玉県幸手市大字千塚４ 本社
藤宏
６８－９

埼玉県春日部市小渕３７８
－１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月31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）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）

3

3

20160517 有限会社大島運輸 代表者大 埼玉県秩父市太田１９５２ 本社
嶋美由紀
－１

埼玉県秩父市太田１９５２－ 輸送施設の使用停止（10
１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成26年1月24日、監査を実
安全規則第7条
施。2件の違反が認められた。（１）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）、（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）

1

1

輸送施設の使用停止（30
日車）

20160517 株式会社大東運輸 代表者吉 埼玉県比企郡吉見町大字 本社
岡成
松崎１８９

埼玉県比企郡吉見町大字
松崎１８９

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業輸送 当該事業者の運転者が平成25年10月2日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年1
安全規則第3条第4項
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（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）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）、（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）

8

8

20160524 磯子トランスシステム株式会
社 代表者森島裕美

神奈川県横浜市金沢区鳥 本社
浜町５－２

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町５－２

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2月4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）

2

2

20160524 ジェイ・アイ・ティー・トゥエン
神奈川県相模原市中央区 本社
ティーフォーサービス株式会社 清新２－１４－１４
代表者榎本淳一

神奈川県相模原市中央区
清新８－２０－５０

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31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）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

20160524 有限会社丸喜運送 代表者佐 東京都立川市砂川町５－ 本社
藤繁治
５２－３

東京都立川市砂川町５－５ 輸送施設の使用停止（20
２－３
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。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）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）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）、（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）

2

2

20160524 有限会社イベントネットワーク 群馬県前橋市亀里町１０７ 本社
代表者竹内康久
３－３６

群馬県前橋市亀里町１０７３ 輸送施設の使用停止（10
－３６
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。2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）

1

1

20160524 城南交易運輸株式会社 代表 東京都大田区平和島５－ 本社
５－１５
者小山祥司

東京都大田区平和島５－５ 輸送施設の使用停止（130 貨物自動車運送事業輸送 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平成26年1月21日、監査を実
安全規則第3条第4項
－１５
日車）
施。14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）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）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）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）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

13

13

20160524 七田運送株式会社 代表者高 東京都荒川区東日暮里１ 本社
嶋正彦
－６－９

東京都荒川区東日暮里１－ 輸送施設の使用停止（50
６－９
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。5件の違反が認められた。（１）点呼の実施義務違反（貨物
安全規則第7条
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（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）、（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）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

20160524 有限会社アキヤマ食品 代表 神奈川県相模原市緑区橋 本社
者秋山友子
本台２－５－２３

神奈川県相模原市緑区橋
本台２－５－２３

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2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
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）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）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

5

輸送施設の使用停止（50
日車）

20160524 中日海運株式会社 代表者小 東京都港区港南５－４－３ 本社
林保守
８

東京都港区港南５－４－３８ 事業許可の取消し
松岡品川埠頭ビル２０４号室

道路運送車両法第５８条
第１項

20160525 マルトチ運輸株式会社 代表
者植原和信

109

109

群馬県佐波郡玉村町板井８ 文書警告
１９

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年4月13日、監査を実
安全規則第7条
施。2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）、（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

20160531 株式会社サンエイ 代表者三 神奈川県鎌倉市常盤１２５ 本社
島正俊

神奈川県鎌倉市常盤１２５

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働局からの通知を端緒として、平成26年1月
安全規則第3条第4項
20日に監査を実施。 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）

3

3

20160531 帝蚕運輸株式会社 代表者齋 神奈川県横浜市鶴見区大 本社
藤道久
黒ふ頭６－１

神奈川県横浜市鶴見区大
黒ふ頭６－１

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送 自動車運転者の改善基準違反があった旨の労働局からの通知を端緒として、平成26年2月
安全規則第7条第5項
21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（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）

1

1

20160531 太平産業運輸株式会社 代表 神奈川県海老名市本郷３ 本社
者小原充子
９１５－１

神奈川県藤沢市大庭５５２６ 輸送施設の使用停止（20
－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）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）

2

2

20160531 有限会社麓運輸商事 代表者 神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
麓博寿
区法泉３－２３－４

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 輸送施設の使用停止（30
法泉３－２３－４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月12日、監査を実施。3件の違反が認められた。（１）初任運転者に対する適性診
安全規則第10条第2項
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）、（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）

3

3

栃木県河内郡上三川町磯 群馬
岡４５２

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

平成２７年９月１０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）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）無車検運行（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58条第1項）、（７）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）、（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3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）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

