貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年７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
20160705 有限会社オーラ総業 代表者 群馬県邑楽郡邑楽町大字 本社
群馬県邑楽郡邑楽町大字
新井耕一
篠塚８９８
篠塚１６３５－７

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

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19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

20160705 関東資源株式会社 代表者小 栃木県真岡市荒町５２１８ 本社
澤勝士

栃木県真岡市荒町５２１８

輸送施設の使用停止（40
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9月17日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年2
安全規則第3条第4項
月26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）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）、（8）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）、（9）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）、（10）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）、（11）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20160705 市川商事有限会社 代表者市 埼玉県入間市大字狭山台 本社
川辰男
８３－１

埼玉県入間市大字狭山台８ 輸送施設の使用停止（30
３－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 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、平成26年3月13日に監査を
安全規則第3条第4項
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）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）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

20160705 有限会社ＳＪ輸送 代表者七
条竜児

東京都大田区東海５－５－ 輸送施設の使用停止（40
１８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月19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）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

20160705 株式会社松沢興産 代表者松 神奈川県秦野市菩提１６４ 本社
澤雄介
－１

神奈川県秦野市菩提１６４
－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3月27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）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）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

20160705 コスモ・ロジコム株式会社 代 神奈川県茅ヶ崎市赤羽根 本社
表者秋津光則
４２８５－３

神奈川県厚木市岡田３－３ 輸送施設の使用停止（40
－２３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月6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）

4

4

20160705 株式会社トヨナカ 代表者木下 愛知県名古屋市中区橘１ 関東
功
－２３－４

埼玉県八潮市大原４９１－２ 輸送施設の使用停止（10
－２０２
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3月21日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年3
安全規則第10条第1項
月18日に監査を実施。 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等（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

20160705 群関運送有限会社 代表者武 群馬県高崎市綿貫町３９１ 本社
藤昌平

群馬県高崎市綿貫町３９１

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）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

東京都大田区東海５－５ 本社
－１８ 大井海貨上屋３号
１階

輸送施設の使用停止（20
日車）

20160705 協和運輸有限会社 代表者神 群馬県伊勢崎市太田町９ 本社
保修
２８－１２

群馬県伊勢崎市太田町９２ 輸送施設の使用停止（70
８－１２
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23日に監査を実
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）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）、（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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7

7

20160705 群馬冷凍輸送有限会社 代表 群馬県佐波郡玉村町大字 本社
者川上治男
飯塚２０５－１１

群馬県伊勢崎市宮子町３０ 輸送施設の使用停止（150 貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月21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
２５
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）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）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）

15

15

20160705 協和梱包運輸有限会社 代表 埼玉県さいたま市北区大
者勝本達也
成町４－８５０

埼玉県さいたま市北区大成 輸送施設の使用停止（30
町４－８５０
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月24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）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

3

栃木県下都賀郡野木町大
字若林字長野４４－１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3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）

3

3

20160705 株式会社イトー急行 代表者
加藤善啓

本社

愛知県瀬戸市共栄通７－ 栃木
１１

輸送施設の使用停止（30
日車）

20160707 株式会社アーバン・ロジスティ 神奈川県相模原市中央区 羽沢
クス 代表者宮部圀夫
水郷田名４－１０－１

神奈川県横浜市神奈川区 文書警告
羽沢南１－２８－３ ２０２号
室

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10月22日に引き起こした交通事故を端緒として平成28年3
安全規則第10条第1項
月4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

20160712 株式会社アークス 代表者根 神奈川県横浜市神奈川区 横浜
本かずみ
菅田町１６０２サンモール
富士塚Ⅰ－４０２

神奈川県横浜市神奈川区 文書警告
菅田町１６０２サンモール富
士塚Ⅰ－４０２

貨物自動車運送事業輸送 平成28年3月10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）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）

0

0

20160712 大光陸運有限会社 代表者西 神奈川県横浜市港南区下 本社
川芳男
永谷４－３－１６

神奈川県横浜市港南区下
永谷４－３－１６

貨物自動車運送事業輸送 平成26年2月5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）

4

4

20160712 株式会社タイセイ・エフ・ティー 神奈川県厚木市飯山３０７ 国立
西関東 代表者三宅弘信
５－５

東京都国立市泉４－１４－２ 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3月11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）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）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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

1

1

輸送施設の使用停止(40
日車)

20160712 有限会社佐々木運輸 代表者 埼玉県北足立郡伊奈町大 横浜
佐々木三代
針４７１

神奈川県横浜市神奈川区
新町２１－３－２０１

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28年3月11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）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

20160712 大橋孝市

栃木県下野市石橋３２９

輸送施設の使用停止（２０ 貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月18日、監査を実施。 5件の違反が認められた。（1）乗務等の記録事項義務
日車）
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8条第1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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

2

2

栃木県下野市石橋３２９

本社

20160712 有限会社藤崎総業 代表者藤 神奈川県綾瀬市早川城山 本社
崎浩司
２－９－３

神奈川県綾瀬市早川城山２ 文書警告
－９－３

貨物自動車運送事業法第 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９月２日、監査を実
60条
施したところ、 １件の違反が認められた。（1）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

0

0

20160720 有限会社山口建材 代表者山 群馬県みどり市大間々町 本社
口剛利
上神梅４７７

群馬県みどり市大間々町上 輸送施設の使用停止（60
神梅４７８
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。4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

9

20160720 株式会社トライ企画 代表者
星美千代

埼玉県草加市新栄町１８７
－１

輸送施設の使用停止（110 貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月6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
日車）
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）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）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）整備不良車両（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41条）、（10）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）、（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）

11

11

埼玉県草加市新栄町１８７ 本社
－１

20160720 群馬急行運送有限会社 代表 群馬県太田市山之神町２ 本社
者星野雅英
９７－９

群馬県太田市山之神町２９ 輸送施設の使用停止（30
７－９
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29日、監査を実
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）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

20160720 大和物流株式会社 代表者緒 大阪府大阪市西区阿波座 栃木二宮
方勇
１－５－１６

栃木県真岡市長沼２３１０

輸送施設の使用停止（40
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4月22日、監査を実
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）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）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）

4

4

20160726 秩父通運株式会社 代表者金 埼玉県秩父市宮側町６－ 秩父支店
子展明
１１

埼玉県秩父市大野原１７０７ 輸送施設の使用停止（20
－２
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基準監督署からの通知を端緒として平成
安全規則第3条第4項
26年5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）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）、（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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）

2

2

20160728 吉川運輸株式会社 代表者吉 東京都千代田区外神田６ 戸田
川康信
－１１－８

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

埼玉県戸田市美女木５－１ 文書警告
１－１０、１１、１２

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27年8月
安全規則第3条第4項
21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）

0

0

