貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年１０月分）
行政処分等
の年月日

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

事業者 営業所
点数
点数
1
1

20161004 両総通運株式会社 代表
者田口博文

千葉県木更津市中央１ 木更津支店
－１－６

千葉県木更津市井尻９７ 輸送施設の使用停止
３－２
（10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４月８日、
送安全規則第10条第1 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
項
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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）

20161004 株式会社群北車輌 代表
者篠原敬二

群馬県吾妻郡長野原町 本社
大字長野原１３９２－１
６

群馬県吾妻郡長野原町 輸送施設の使用停止
大字長野原１３９２－１６ （10日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１０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
送安全規則第3条第6項 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）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）

1

1

20161004 有限会社美松運送 代表
者松原二三男

群馬県藤岡市三本木４ 本社
３０－７

群馬県藤岡市三本木４３ 輸送施設の使用停止
０－７
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２６年９月２５日、監査を実施。４件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）

4

4

20161012 有限会社シンコー機材 代 栃木県日光市吉沢６０ 本社
表者福田勝一
３－２

栃木県日光市今市本町１ 輸送施設の使用停止
１－４ グランドハイツド （30日車）
リーム２０２

貨物自動車運送事業輸 平成２６年４月１８日、監査を実施。７件の違反が認められた。（1）点呼の実施義
送安全規則第7条
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）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）

3

3

20161012 有限会社北新海運 代表
者溝木昭夫

千葉県市川市宮久保５ 本社
－９－７

東京都大田区東海５－４ 輸送施設の使用停止
－１
(50日車)

貨物自動車運送事業輸 平成２６年３月２５日、監査を実施。８件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9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

20161012 レンタショップカネコ株式会 群馬県太田市東矢島町 本社
社 代表者家坂隆幸
２０２

群馬県伊勢崎市市場町２ 輸送施設の使用停止
－３７３－１
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１０月８日、監査を実施。３件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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

20161012 有限会社ロジックスエイト
代表者佐瀬太一

千葉県八街市八街ほ１ 本社
０４０－１１１

千葉県八街市八街ほ１０ 輸送施設の使用停止
４０－１１１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２６年４月１８日、監査を実施。６件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）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

20161012 聖和産業有限会社 代表
者日高和博

神奈川県横浜市旭区上 旭
川井町１１０９－７

神奈川県横浜市旭区川 文書警告
井本町７－１２ハッピネス
カーサ２０３

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１１月２６日、監査を実施。１件の違反が認められた。（1）運転者に対す
送安全規則第10条第1 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）
項

0

0

20161012 有限会社アタカサービス
代表者安宅勝男

栃木県宇都宮市石井町 本社
３６５－１１

栃木県宇都宮市陽東３－ 文書警告
１１－２０

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１１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
送安全規則第3条第6項 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）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）
貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２７年２月１９日、監査を実施。５件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）

0

0

20161012 株式会社新晃 代表者関
浩

千葉県船橋市前原西２ 市川
－１２－７

千葉県市川市二俣新町２ 輸送施設の使用停止
２－１
（10日車）

1

1

20161012 株式会社上藤 代表者齋
藤悟

埼玉県さいたま市大宮 本社
区三橋２－２４３－１

埼玉県さいたま市大宮区 輸送施設の使用停止
三橋２－２４３－１
（65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７月２５日、
送安全規則第3条第6項 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）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）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）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）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

7

7

20161014 狭山日梱株式会社 代表
者川野憲司

埼玉県日高市高萩９９ 本社
５－１

埼玉県日高市高萩９９５ 文書警告
－１

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２８年８月５日、
送安全規則第10条第1 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
項
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20161018 日弘陸送株式会社 代表
者堀田雄哉

神奈川県平塚市東八幡 千葉
３－４－１

千葉県千葉市美浜区新
港８８

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として、平成２６年４月７日、監査を実施。３件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）

4

2

20161018 有限会社武藤陸運 代表
者武藤栄孝

栃木県足利市通７－３ 本社
１０３

栃木県足利市通７－３１ 輸送施設の使用停止
０３
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年５月１４日に監査を実施したところ、８件の違反が認められた。（1）健康
送安全規則第3条第6項 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）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）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）、（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）

3

3

20161018 港街海陸運輸株式会社
代表者内田勉

埼玉県越谷市下間久里 本社
１２９－１－１０３

茨城県猿島郡五霞町原 輸送施設の使用停止
宿台４－１９－２ サニー （10日車）
ハウス１０３

貨物自動車運送事業輸 当該事業者の運転者が平成２５年３月６日に引き起こした交通事故を端緒として
送安全規則第3条第6項 平成２６年５月１３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（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）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）

1

1

20161018 東京トランスポートサービス 東京都港区新橋２－１ 本社
株式会社 代表者関眞弓 ０－９

東京都港区新橋２－１０ 輸送施設の使用停止
－９
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 救護措置義務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６
送安全規則第3条第4項 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
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）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

輸送施設の使用停止
(20日車）

20161018 朝陽運輸株式会社 代表
者滝田勝則

東京都新宿区西落合１ 北関東
－１４－１１

群馬県みどり市笠懸町鹿 輸送施設の使用停止
２４４２－２
（155日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年３月７日、監査を実施。１１件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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（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）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）

16

16

20161018 有限会社川崎商事運輸
代表者川崎正和

神奈川県相模原市南区 本社
当麻８７１－１４

神奈川県相模原市南区
当麻８７１－１４

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年３月４日、監査を実施。１０件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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）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）、（9）事故の未報告（貨物自動車運送事
業法第24条、自動車事故報告規則第3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

11

20161018 中山興業有限会社 代表
者中山清治

神奈川県横浜市都筑区 本社
富士見が丘３－４２

神奈川県横浜市都筑区
富士見が丘３－４２

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年６月１０日、監査を実施。５件の違反が認められた。（1）健康状態の把
送安全規則第3条第6項 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）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

20161018 株式会社銚洋陸運 代表
者都築正明

千葉県銚子市清水町２ 本社
７１７－７

千葉県山武市井之内字
若宮３９６６，３９６７

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 酒気帯び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７月
送安全規則第3条第4項 ２５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（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

貨物自動車運送事業輸 平成２６年６月１２、監査を実施。１２件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示
送安全規則第3条第4項 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）アルコール検知器
備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4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）、（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）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）、（12）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

9

9

20161018 株式会社つばさ物流 代表 埼玉県川口市並木元町 本社
者星野正
１－３４

埼玉県川口市上青木西４ 輸送施設の使用停止
－２２－３４
（90日車）

20161018 株式会社リョウエイ物流
代表者砂永篤志

東京都板橋区徳丸６－ 館林
７－８

群馬県館林市松原２－６ 輸送施設の使用停止
－３５－３０３
（40日車)

貨物自動車運送事業輸 平成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
送安全規則第3条第4項 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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

26

8

20161018 有限会社上州屋実業 代
表者釜塚信子

群馬県館林市小桑原町 本社
７６９－１４

群馬県館林市小桑原町７ 輸送施設の使用停止
６９－１４
（110日車）

11

11

20161018 堀越運輸株式会社 代表
者堀越泰毅

群馬県前橋市鳥羽町４ ＥＭセンター
３１－１

群馬県前橋市飯土井町４ 輸送施設の使用停止
００－６
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１０月２０日、監査を実施。１４件の違反が認められた。（1）乗務時間等
送安全規則第3条第4項 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）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）、（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）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）、（9）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）、（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）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）
貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２６年９月１７日、監査を実施。４件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）、（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）

2

2

20161018 株式会社大一ファッション 兵庫県神戸市中央区下 東京支店
サービス 代表者西山幸男 山手道８－７－５－１０
１

千葉県千葉市美浜区新
港３２－２２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２７年１月９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
送安全規則第3条第6項 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）

6

6

20161018 東部ネットワーク株式会社 神奈川県横浜市神奈川 袖ヶ浦
代表者若山良孝
区栄町２－９

千葉県袖ヶ浦市字拓弐
号５８０－１１７

輸送施設の使用停止
（20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１６日、
送安全規則第3条第4項 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）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）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）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

20161018 株式会社キャリーアドバン 千葉県柏市大青田７１ 本社
ス 代表者木下成美
３－２

千葉県柏市大青田７１３ 輸送施設の使用停止
－２
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２７年２月３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
送安全規則第3条第6項 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）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（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）、（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）

4

4

20161018 丸佐運送株式会社 代表
者佐瀬幸夫

千葉県長生郡長生村岩 本社
沼字南野中１７８８－２

千葉県長生郡長生村岩
沼字南野中１７８８－２

貨物自動車運送事業輸 平成２７年３月１０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
送安全規則第10条第1 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）整備管理
項
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）

3

3

20161018 株式会社阿久津商事 代
表者阿久津信広

栃木県大田原市上奥沢 本社
５８７－１８

栃木県大田原市上奥沢５ 事業の停止（30日間）輸 貨物自動車運送事業輸
８７－１８
送施設の使用停止（60 送安全規則第7条
日車）輸送の安全確保
命令

平成２８年７月２４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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（2）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）、（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）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）

36

36

輸送施設の使用停止
（30日車）

20161018 有限会社オーシーエス 代 栃木県足利市大町６４ 本社
表者小川功能
３－３０２

埼玉県さいたま市北区吉 輸送施設の使用停止
野町１－４３６－６
(40日車)

貨物自動車運送事業輸 酒酔い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７月１６
送安全規則第3条第6項 日、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）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）、（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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第
1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）、（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）、（8）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、（9）自動車に関する表示義務違反（道路
運送法第95条）

4

4

20161020 富国運輸株式会社 代表
者飯沼健史

神奈川県横浜市中区海 幸浦
岸通４－２１

神奈川県横浜市金沢区
幸浦２－１１－５

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２８年４月２８日、
送安全規則第10条第1 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
項
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20161025 栃南産業株式会社 代表
者髙島良教

栃木県下野市上大領３ 本社
２９－２６

栃木県下野市上大領３２ 輸送施設の使用停止
９－２６
(90日車)

貨物自動車運送事業輸 平成２６年５月１６日、監査を実施。１０件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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（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）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）

9

9

20161025 株式会社トーホー商事 代 東京都日野市旭が丘１ 本社
表者増渕都子
－２７－２６

東京都日野市旭が丘１－ 輸送施設の使用停止
２７－２６
(70日車)

貨物自動車運送事業輸 平成２６年３月１８日、監査を実施。６件の違反が認められた。（1）健康状態の把
送安全規則第3条第6項 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）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
者の選任未届出違反（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

7

文書警告

20161025 有限会社藤総業 代表者
佐藤善市

東京都東大和市芋窪６ 本社
－１２８４－１

東京都東大和市芋窪６－ 輸送施設の使用停止
１２８４－１
（50日車）

20161025 株式会社盛商 代表者碓
氷重光

栃木県さくら市金枝９７ 本社
０－３

栃木県さくら市金枝９７０ 輸送施設の使用停止
－４
（100日車）

20161025 有限会社メイトコーポレー
ション 代表者内野玉味

東京都武蔵村山市中原 本社
２－２６－１８

東京都武蔵村山市学園２ 輸送施設の使用停止
－３１－１
(30日車)

20161025 株式会社勢和運輸 代表
者上野耕司

栃木県佐野市寺中町２ 本社
３４４

20161025 富士運輸株式会社 代表
者松岡弘晃

20161025 日搬運輸有限会社 代表
者伊澤知枝美

貨物自動車運送事業輸 平成２６年２月２０日、監査を実施。６件の違反が認められた。（1）健康状態の把
送安全規則第3条第6項 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
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）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）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６月２５日、監査を実施。８件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1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）、（8）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5

5

10

10

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６月１０日、
送安全規則第3条第4項 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）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）

3

3

栃木県佐野市寺中町２３ 輸送施設の使用停止
４４
（100日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年７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
送安全規則第3条第4項 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
義務違反等（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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）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）、（8）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）、（9）点検整備記録簿の記載違反（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）、（10）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）、（11）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）、（12）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）、（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）

10

10

奈良県奈良市北永井町 成田支店
３７２

千葉県富里市七栄６５０ 輸送施設の使用停止
－８５
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年６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
送安全規則第3条第4項 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

東京都板橋区舟渡２－ 本社
１０－１４

埼玉県鴻巣市宮地４－１ 輸送施設の使用停止
３７－１
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年６月２６日、監査を実施。５件の違反が認められた。（1）健康状態の把
送安全規則第3条第6項 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）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）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

20161025 有限会社エスゼットケー・
コーポレーション 代表者
関貴浩

東京都武蔵野市吉祥寺 本社
北町５－９－３

東京都武蔵野市吉祥寺
北町５－９－３

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 当該事業者の運転者が平成２５年１２月２２日に引き起こした交通事故を端緒とし
送安全規則第3条第6項 て平成２６年４月１１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（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）
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）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）

4

4

20161025 株式会社東京日穀商事
代表者岡村洋孝

埼玉県比企郡滑川町み 物流事業部
なみ野２－１２－６

埼玉県比企郡滑川町み
なみ野２－１２－６

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年８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
送安全規則第3条第4項 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）、（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）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

東京都江東区東陽１－２ 輸送施設の使用停止
－１８
（70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２月４日に引き起こした交通事故を端緒として
送安全規則第3条第4項 平成２６年７月３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）乗務等の記録義
務違反等（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）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）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）

7

7

20161025 株式会社木村エクスプレス 東京都江東区東陽１－ 本社
代表者木村久志
２－１８

20161025 株式会社大洗輸送 代表
者斉田祐介

茨城県東茨城郡大洗町 本社（旧：鹿島 茨城県東茨城郡大洗町 輸送施設の使用停止
磯浜町８２５３－３２
営業所）
磯浜町８２５３－２６（旧： （10日車）
茨城県神栖市神栖２－４
－６０）

貨物自動車運送事業輸 平成２７年２月２６日、監査を実施。４件の違反が認められた。（1）整備管理者の
送安全規則第13条
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）、（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）、（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）
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20161025 株式会社心流通 代表者
斎藤佑太

埼玉県鴻巣市人形２－ 本社
３－５０

埼玉県鴻巣市人形２－３ 輸送施設の使用停止
－５０
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年６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
送安全規則第3条第4項 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）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）
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20161025 日生流通運輸倉庫株式会 埼玉県上尾市平塚２１ 上尾第一
社 代表者黒崎昭男
６５－１

埼玉県上尾市大字平塚２ 輸送施設の使用停止
１６５－１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２６年７月３０日、監査を実施。１件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）
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20161025 日生流通運輸倉庫株式会 埼玉県上尾市平塚２１ 上尾第二
社 代表者黒崎昭男
６５－１

埼玉県上尾市大字平塚２ 輸送施設の使用停止
１６５－１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成２６年７月３０日、監査を実施。４件の違反が
送安全規則第3条第6項 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）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）
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20161025 株式会社ジェイ・ディ・ライ
ン 代表者早河亮太

埼玉県春日部市浜川戸２ 輸送施設の使用停止
－２－２５－２－１０１
(60日車)

貨物自動車運送事業輸 平成２６年１０月２３日、監査を実施。５件の違反が認められた。（1）乗務時間等告
送安全規則第3条第4項 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）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）
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埼玉県春日部市浜川戸 本社
２－２－２５－２－１０１

20161025 東都物流株式会社 代表
者倉橋忠利

東京都大田区西糀谷３ 本社
－７－８

埼玉県三郷市三郷１－２ 輸送施設の使用停止
６－５－２０２
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 平成２６年８月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
送安全規則第3条第4項 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）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）
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