貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年６月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20160607 株式会社サンライズ 代表者
鶴崎秀行

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

事業者 営業所
点数
点数

神奈川県横浜市泉区中田 本社
東２－３８－２０

神奈川県横浜市泉区中田
東２－３８－２０

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2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）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）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

20160607 有限会社松井建材 代表者松 栃木県栃木市国府町１２２ 本社
井正浩
－１８

栃木県栃木市国府町１２２
－１８

輸送施設の使用停止（45
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月28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）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

20160607 新宿運輸商事株式会社 代表 東京都新宿区西早稲田２ 本社
者横山竜介
－２０－１８

東京都新宿区西早稲田２－ 文書警告
２０－１８

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1月20日、監査を実
安全規則第10条第1項
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）、（）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

0

0

20160607 栄運輸株式会社 代表者畠山 神奈川県川崎市麻生区王 本社
好美
禅寺７８１－１

東京都町田市大蔵町２７５５ 文書警告
－１

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27年12月15日、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

20160614 恩田輸送株式会社 代表者恩 神奈川県横浜市神奈川区 本社
田淳一
三ツ沢西町７－３７－５０１

神奈川県横浜市中区かもめ 輸送施設の使用停止（30
町５４
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）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

3

20160614 株式会社鈴三興業 代表者鈴 神奈川県横浜市都筑区池 本社
木浩之
辺町４５０４

神奈川県横浜市都筑区池
辺町４５０４

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2月
安全規則第3条第4項
5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（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）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

20160614 株式会社希望丘運輸 代表者 神奈川県横浜市青葉区藤 本社
石川一郎
が丘２－１３－２－１０６

神奈川県横浜市青葉区藤
が丘２－１３－２－１０６

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2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）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

20160614 株式会社副智総業 代表者正 神奈川県横浜市磯子区磯 本社
木邦弘
子８－１６－５

神奈川県横浜市港南区芹
が谷５－４１－５

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業法第 平成26年3月20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

20160614 株式会社リョウエイ物流 代表 東京都板橋区徳丸６－７
者砂永篤志
－８

埼玉県戸田市美女木３－２ 輸送施設の使用停止（180 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12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
４－１６
日車）
安全規則第3条第4項
月15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（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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）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）

18

18

3

3

埼玉

20160614 株式会社大明運輸 代表者大 東京都足立区保塚町９－ 本社
澤尚文
２４

東京都足立区南花畑２－２ 輸送施設の使用停止（30
－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月4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）

20160614 イツモ株式会社 代表者太田 千葉県千葉市稲毛区六方 相模原
義晃
町２１０

神奈川県相模原市緑区西
橋本３－１０－１４

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
17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（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）

1

1

20160614 有限会社三湘流通サービス
代表者石川勝三

神奈川県伊勢原市板戸５０ 輸送施設の使用停止（90
２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月20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）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）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）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）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

20160614 大東京輸送株式会社 代表者 東京都足立区加平３－１２ 茨城
山本拓
－１０

茨城県守谷市板戸井１８１４ 輸送施設の使用停止（100 貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月13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
－１
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（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）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）

10

10

20160614 日本定温輸送株式会社 代表 埼玉県戸田市笹目４－１７ 伊奈
者利島弘悟
－５

埼玉県北足立郡伊奈町西
小針７－３

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27年7月10日、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

20160621 丸正運輸有限会社 代表者大 群馬県伊勢崎市国定町１ 国定
山佳男
－１８６－１

群馬県伊勢崎市国定町１－ 輸送施設の使用停止（10
１８６－１
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。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）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）

1

1

20160621 菅野福島商事株式会社 代表 埼玉県吉川市大字拾壱軒 本社
者浜田展至
字掛井堀３００

埼玉県北葛飾郡松伏町大
字松伏字柳町９７２－１

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1月29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）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）、
（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）

4

4

20160621 株式会社サイトー 代表者斎
藤英樹

神奈川県海老名市中河内 綾瀬
１４０３－１

神奈川県綾瀬市小園１０７５ 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3月17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）

2

2

20160621 株式会社トマル運輸 代表者 群馬県伊勢崎市富塚町２ 本社
都丸賢
９２－１２

群馬県伊勢崎市山王町１９ 輸送施設の使用停止（20
５８－２
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。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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20160621 チカラ運輸有限会社 代表者
平井善次

埼玉県所沢市北中１－１８９ 輸送施設の使用停止（185 貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月20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
－６
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）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）

19

19

神奈川県伊勢原市板戸５ 本社
０２

埼玉県所沢市北中１－１８ 本社
９－６

文警告処分

20160621 有限会社光通 代表者矢島進 群馬県安中市野殿２６７０ 本社

群馬県安中市野殿２６６９－ 輸送施設の使用停止（40
１
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）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）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

20160621 八潮興業株式会社 代表者金 埼玉県八潮市大字古新田 本社
杉豊
１５１

埼玉県八潮市大字古新田１ 輸送施設の使用停止（90
５１－２
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。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）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）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

9

20160624 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 本社
会社 代表者後藤義雄
根岸９０７－１

埼玉県川口市安行領根岸９ 事業の停止（7日間）輸送
０７－１
施設の使用停止（120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２８年３月１７日に引き起こした交通事故を端緒として平成２８
安全規則第3条第4項
年３月１８日、監査を実施。１５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）点呼の記録の改ざん・不実記載違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5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）、（8）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）、（9）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）、（10）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）、（11）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）、（12）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）、
（13）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）、（14）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）、（15）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）

19

12

20160628 涌井運輸有限会社 代表者涌 群馬県利根郡昭和村大字 本社
井昇
糸井６４７５

群馬県利根郡昭和村大字
糸井６４７５

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31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）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

20160628 東横運送興業株式会社 代表 神奈川県大和市下鶴間２ 本社
者古川熙
９９８－１２８

神奈川県大和市下鶴間２９ 輸送施設の使用停止（80
９８－１２８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月28日に監査を実施。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等（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）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

20160628 株式会社トーエイ物流 代表
者中澤靖宏

埼玉県児玉郡上里町大字 群馬
七本木３５２１－３

群馬県藤岡市上落合３１９
－１０

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2月24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
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）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

20160628 株式会社アーバン・デリバリー 千葉県千葉市稲毛区山王 杉戸
サービス 代表者宮部國夫
町３４５－１

埼玉県北葛飾郡杉戸町深
輪３９１－９

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送 最高速度違反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2月13日、監査
安全規則第10条第1項
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）

11

1

20160628 大利根物流株式会社 代表者 埼玉県行田市大字北河原 本社
森達男
７８６－１

埼玉県行田市矢場２－９－ 輸送施設の使用停止（80
４
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成25年12月11日、監査を実施。11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）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）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）、（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）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17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）、（１１）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）

8

8

20160628 株式会社フィールドライン 代 群馬県高崎市倉賀野町３ 株式会社フィー 群馬県高崎市倉賀野町３０ 輸送施設の使用停止（10
表者鈴木正善
０１８
ルドライン
１８
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。2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）

1

1

20160628 小倉運輸株式会社 代表者小 埼玉県八潮市大字大曽根 本社
倉孝一
１３８－１

埼玉県八潮市大字大曽根１ 輸送施設の使用停止（50
３８－１
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2月
安全規則第3条第4項
21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（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）

5

5

20160628 株式会社わかしお 代表者猪 埼玉県春日部市藤塚２０７ 本社
越大介
２－７

埼玉県春日部市藤塚２０７２ 輸送施設の使用停止（30
－７
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。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）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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

3

3

20160628 日通トランスポート株式会社
代表者渡部正人

東京都江戸川区臨海町４－ 輸送施設の使用停止（10
３－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3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施。
安全規則第10条第1項
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

20160628 有限会社丸新商会 代表者小 神奈川県横浜市神奈川区 本社
林喜亮
菅田町９１６－２

神奈川県横浜市神奈川区
菅田町９１６－２

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3月26日に監査を実施。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）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

20160628 有限会社大星 代表者星野勝 群馬県邑楽郡明和町南大 本社
浩
島３４８－１

群馬県邑楽郡明和町南大
島３４８－１

輸送施設の使用停止（20
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3条第4項
5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）

2

2

20160628 東京エフ・エル・サービス株式 東京都荒川区南千住４丁 本社
会社 代表者鈴木幸雄
目１番１号

東京都荒川区南千住４－１ 文書警告
－１

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1月29日、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

20160629 株式会社中島運送 代表者中 東京都世田谷区上用賀３ 川崎
島進
－１－１９

神奈川県川崎市川崎区東
扇島２３－４

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6月9日、監査を実施。
安全規則第10条第1項
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）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

東京都豊島区駒込１－３
－８

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

東京中央支店
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