貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年８月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20160802
有限会社椿ライン 代表者渡
邊博之

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

埼玉県蓮田市黒浜１０２２ 本社
－３

埼玉県春日部市下蛭田２３ 輸送施設の使用停止（70
３－３
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。９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）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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7

7

千葉県習志野市袖ヶ浦６
－１５－１７

本社

千葉県千葉市若葉区東寺
山５０７－１

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1月21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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法
第9条第3項）

2

2

20160802

株式会社ジェットライン・ワー
ルド 代表者大谷隆

20160802

山武運輸株式会社 代表者安 千葉県山武市沖渡４７３
田友義

千葉

千葉県八千代市上高野１３ 輸送施設の使用停止（30
５３
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2月27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（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

20160802

株式会社首都圏物流 代表者 埼玉県川口市大字安行１ 本社
宮原伸之
０８９

埼玉県川口市大字安行１０ 輸送施設の使用停止（70
８９
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。７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）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）、（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）不正改造車両（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）、（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

20160802

上原商事有限会社 代表者大 埼玉県春日部市豊野町３ 本社
出利衛
－５－２

埼玉県春日部市豊野町３－ 輸送施設の使用停止（20
５－２
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１０日、監査を実
安全規則第10条第1項
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反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（2）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）、（3）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）

2

2

20160802

有限会社さくらネット 代表者
安田友義

埼玉県所沢市坂之下８６７ 本社
－１

埼玉県所沢市坂之下８６７
－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２６年２月２５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）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
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）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

20160802

有限会社富士運輸 代表者黛 東京都板橋区赤塚新町２ 本社
小三郎
－５－１０

埼玉県戸田市笹目１－２９
－１３

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成２６年４月１１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
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）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）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）

6

6

20160802

株式会社エイトカワサキ 代表 神奈川県川崎市多摩区菅 本社
者山本文夫
馬場２－１８－１１

神奈川県川崎市多摩区菅
馬場２－２７－１８

輸送施設の使用停止（10
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8日、監査を実施。
安全規則第3条第6項
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）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

20160802

有限会社竹商 代表者竹澤信 埼玉県本庄市児玉町上真 本社
一
下５５４－２

埼玉県本庄市児玉町上真
下５５４－２

輸送施設の使用停止(40
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９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）不正改造車両（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）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20160802

株式会社エフォート 代表者安 千葉県成田市川上２４５－ 東京
藤昌彦
２９１９

東京都足立区保木間５－６ 輸送施設の使用停止（80
－１２
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。7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）、（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）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）、（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

20160802

株式会社まるだい運輸倉庫
代表者奥山恵子

神奈川県小田原市西大友２ 輸送施設の使用停止（10
９３－７
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4月11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（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）

1

1

20160802

金子運輸倉庫有限会社 代表 埼玉県川越市古谷上６０８ 本社
者林勝二
３

埼玉県川越市下赤坂６９７
－５

輸送施設の使用停止（150 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２２日、監査を実
日車）
安全規則第3条第4項
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）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（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）、（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）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
画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（13）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

15

15

20160802

株式会社サン運輸 代表者菊 栃木県真岡市鹿４０４
地貢

本社

栃木県真岡市久下田西５－ 輸送施設の使用停止（250 貨物自動車運送事業輸送 平成26年1月15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反
６
日車）
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・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）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）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）

25

25

20160802

株式会社葛西商事 代表者河 埼玉県所沢市松葉町２２
野紀康
－１４－２０１

本社

埼玉県所沢市松葉町２２－ 輸送施設の使用停止（155 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年３月１９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
１４－２０１
日車）
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）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）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）

16

16

神奈川県小田原市成田４ 運輸事業所
８０－５

20160802

有限会社ワカバ急便 代表者 栃木県下野市大字柴１１２ 本社
若林成美
０－１５

栃木県下野市大字柴１１２０ 輸送施設の使用停止（120 貨物自動車運送事業輸送 平成26年4月17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反
－１５
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）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）、（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）、（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）

12

12

20160802

伸興運輸有限会社 代表者菅 埼玉県春日部市内牧３９７ 本社
原節男
６－１

埼玉県春日部市内牧３９７６ 輸送施設の使用停止(30
－１
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成２６年４月１０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
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）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

20160802

株式会社富士総業開発 代表 埼玉県本庄市児玉町児玉 本社
者田島男
１８７７

埼玉県本庄市児玉町児玉１ 輸送施設の使用停止（20
８７７
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２７年４月９日、監査を実
安全規則第3条第4項
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）、（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

20160815

有限会社香澄商会 代表者村 千葉県習志野市香澄６－ 本社
山作子
９－４

千葉県千葉市花見川区三
角町７９－２

文書警告処分

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324日、監査を実施。5
安全規則第3条第4項
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）

0

0

20160816

有限会社アライブ 代表者野
澤啓二

神奈川県横浜市旭区若葉
台２－２６－５０１

輸送施設の使用停止（60
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。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）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）

6

6

20160816

久保田運送株式会社 代表者 東京都中央区月島４－７
浜崎佳芽雄
－１４

座間

神奈川県座間市東原５－１ 文書警告
－１９

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3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

20160816

株式会社エフ・エス・エル 代
表者茂呂信哉

千葉県野田市蕃昌２５７

相模原

神奈川県相模原市南区大
野台２－２６－３１

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3月24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）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）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

20160816

有限会社鷹藤 代表者森敏

神奈川県川崎市宮前区水 本社
沢２－３－１６

神奈川県川崎市宮前区水
沢２－３－１６

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15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

20160816

株式会社弥紀運輸 代表者秋 神奈川県横浜市神奈川区 本社
吉孝紀
神大寺３－２８－７－４０７

神奈川県横浜市神奈川区
神大寺３－２８－７－４０７

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5月26日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）事業の無届出休止・廃止（貨
32条
物自動車運送事業法第32条）

1

1

20160816

株式会社ドリームエキスプレス 埼玉県加須市志多見字下 本社
代表者島仲基樹
川面１９７０

埼玉県加須市志多見１９７０ 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4月15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）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

20160816

甲陽物流株式会社 代表者櫛 神奈川県秦野市堀山下１ 本社
田潔史
４４－９

神奈川県秦野市堀山下１４ 輸送施設の使用停止（20
４－９
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4月7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（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

神奈川県横浜市旭区若葉 本社
台２－２６－５０１

20160816

株式会社ゼロ・プラス関東 代 神奈川県川崎市幸区堀川 川崎カスタマー 神奈川県川崎市川崎区東
表者般若真也
町５８０ ソリッドスクエア サービスセン
扇島２２－８
西館６階
ター

輸送施設の使用停止（40
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4月25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）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）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）、（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

4

20160816

有限会社カツミ 代表者原利
春

神奈川県川崎市多摩区菅 輸送施設の使用停止（20
稲田堤１－１３－３０－１０１ 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7条
26年4月4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）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

20160816

有限会社旭商事 代表者志筑 神奈川県平塚市大神字下 本社
康男
堤外３３４１

神奈川県平塚市大神字下
堤外３３４１

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18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

4

20160816

相栄産業株式会社 代表者金 神奈川県藤沢市打戻１２１ 本社
子仁
４

神奈川県藤沢市打戻１２１３ 輸送施設の使用停止（130 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
－３
日車）
安全規則第3条第4項
26年4月15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（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）、（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）

13

13

20160816

株式会社サンファミリー 代表 埼玉県三郷市上口字皿沼 児玉
者小俣庄市
８９１－１

埼玉県本庄市児玉町児玉１ 輸送施設の使用停止（60
７５４－７
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15日、監査を実
安全規則第3条第4項
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）、（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）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）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）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

20160816

株式会社ナナホシ 代表者加 埼玉県三郷市笹塚１８
藤光男

埼玉県三郷市笹塚１８

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月13日、監査を実施。6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）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）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）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

20160816

日本梱包運輸倉庫株式会社
代表者黒岩正勝

東京都中央区明石町６－ 狭山ターミナル 埼玉県日高市大字高萩９９ 輸送施設の使用停止（10
１７
５－１
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基準監督署からの通知を端緒として平成
安全規則第23条第1項
26年4月22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

20160816

株式会社北関東植物輸送 代 埼玉県加須市大字馬内８ 本社
表者榎本理
９１

貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月14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
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）、（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）

4

4

神奈川県川崎市多摩区菅 本社
稲田堤１－１３－３０－１０
１

本社

輸送施設の使用停止（40
日車）

埼玉県加須市大字馬内８９ 輸送施設の使用停止（40
１
日車）

20160816

株式会社エフ・ティー東関東
代表者三宅弘信

20160816

千葉県松戸市二十世紀ヶ 足立
丘萩町１２４－２

貨物自動車運送事業輸送 平成26年3月11日及び平成26年4月21日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）乗務
安全規則第3条第4項
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）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）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

4

有限会社見形商事 代表者見 栃木県塩谷郡塩谷町飯岡 本社
形和敏
５８３

栃木県塩谷郡塩谷町飯岡５ 輸送施設の使用停止（230 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
８３
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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

23

23

20160816

大塩運輸有限会社 代表者中 栃木県佐野市鉢木町６－ 本社
田俊造
６

栃木県佐野市会沢町９４９

事業の停止（30日間）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年7月9日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）運行管理者の選任違反（貨物
安全規則第18条第1項
自動車運送事業法第18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）

30

30

20160823

株式会社トウブフットワークス 神奈川県川崎市川崎区浅 本社
代表者簿健二
野町１－６

神奈川県川崎市川崎区浅
野町１－６

輸送施設の使用停止(120 貨物自動車運送事業輸送 平成25年7月2日及び平成25年9月11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）点呼の
日車)
安全規則第7条
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（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）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）整備管理者の
選任違反（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50条第1項）、
（6）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）

12

12

20160823

株式会社新晃 代表者関浩

千葉県船橋市前原西２－ 八千代
１２－７

千葉県船八千代市大和田
新田７２７

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基準監督署からの通知を端緒として平26
安全規則第3条第4項
年4月9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）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）、（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）

2

2

20160823

縫友運送株式会社 代表
者山懸静

茨城県日立市久慈町２ 東京ファッショ 千葉県船橋市西浦３－４ 輸送施設の使用停止
－８－２０
ンセンター
－１
(10日車)

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第3条第4項 して平成26年4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）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）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

20160823

エス・ティー・サービス株式 神奈川県大和市中央林 関東
会社 代表者篠崎勝則
間２－１６－２８

茨城県猿島郡五霞町原
宿台４－３２－６－１０１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第3条第4項 して平成26年4月22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（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

20160823

グリーントランス株式会社
代表者中村幸雄

埼玉県新座市中野２－１ 輸送施設の使用停止
３－４４
（35日車）

貨物自動車運送事業輸 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5月22日、監
送安全規則第7条第5項 査を実施。5件の違反が認められた。（1）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）、（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）

11

11

東京都江東区新木場１ 埼玉
－１３－９

埼玉県八潮市大原４６９－１ 輸送施設の使用停止（40
日車）

20160823

前橋定期運送株式会社
代表者茂木幸男

群馬県前橋市力丸町４ 本社
６３

群馬県前橋市力丸町４６ 輸送施設の使用停止
３
（32日車）

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第3条第4項 して平成26年5月13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（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）日常点検の実施
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47条の2）

4

4

20160823

成田運輸株式会社 代表
者成田聖一

東京都江東区東砂２－ 本社
１４－８

東京都江東区東砂２－１ 輸送施設の使用停止
４－８
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第7条
して平成26年7月18日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）点呼の実施義
務違反等（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）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）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）、（6）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）、（7）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20160823

株式会社グリード 代表者 千葉県浦安市堀江５－ 有明
具志堅哲也
８－２６

東京都江東区有明４－６ 輸送施設の使用停止
－２１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 当該事業者の運転者が平成26年1月24日に引き起こした交通事故を端緒として平
送安全規則第3条第4項 成26年7月4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）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

20160830

有限会社新元運送 代表
者寺野いづみ

神奈川県相模原市中央 本社
区田名４３８２

神奈川県相模原市中央
区田名４３８２

輸送施設の使用停止
（10日車）

1

1

20160830

有限会社加瀬重機サービ
ス 代表者加瀬義一

神奈川県横須賀市小矢 本社
部１－３３－１１

神奈川県横須賀市小矢
部１－３３－１１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年2月28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
送安全規則第7条
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）
貨物自動車運送事業輸 平成26年3月5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
送安全規則第7条
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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（3）点検整備記録簿の
保存義務違反（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
49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）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）、（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）

3

3

20160830

有限会社コレクト運輸 代
表者小林広水

群馬県佐波郡玉村町大 本社
字飯塚２２９－４

群馬県佐波郡玉村町大
字飯塚２２９－４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第3条第4項 して平成26年3月14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
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）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）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）
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20160830

株式会社ソーコー 代表者 神奈川県平塚市城所８ 本社
高田誠
０８

神奈川県平塚市城所８０ 輸送施設の使用停止
３－１
（100日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年5月8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
送安全規則第3条第4項 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）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）初任・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）、（12）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）
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20160830

市貝運送株式会社 代表
者大塚健寿

栃木県芳賀郡市貝町大 本社
字赤羽２６１０－１５

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

栃木県芳賀郡市貝町大
字赤羽２６１０－１５

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年4月11日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義
送安全規則第3条第6項 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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）
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