貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年１１月分）
行政処分等
事業者 営業所
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
の年月日
点数
点数
20161101 上殿運送株式会社 代表者橿 栃木県鹿沼市坂田山３－ 本社
栃木県鹿沼市坂田山３－１ 輸送施設の使用停止(６０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年４月１５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
6
6
渕孝次
１７６
７６
日車)
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等（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）、（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）
20161101 共立輸送株式会社 代表者高 東京都江東区亀戸６－５８ 白井
畑幸司
－１０

千葉県白井市中字古名内１ 輸送施設の使用停止(６０ 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報を端緒として平成２６年４月
３４
日車)
安全規則第3条第4項
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（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）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

6

20161101 有限会社入沢運送 代表者入 栃木県足利市利保町１－ 本社
澤唯雄
６－１０

栃木県足利市利保町１－６ 輸送施設の使用停止(５０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年５月１３日、監査を実施。７件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨
－１０
日車)
安全規則第7条第5項
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等（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）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）、（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）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5

5

20161101 アイシン運輸株式会社 代表
者篠﨑久子

栃木県真岡市台町２７７４－ 輸送施設の使用停止（８０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年５月１５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
７
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）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）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）、（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）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

栃木県真岡市台町２７７４ 真岡
－７

20161101 有限会社内田運送 代表者内 東京都江東区南砂１－１１ 本社
田和夫
－１

東京都江東区南砂１－１１
－１

輸送施設の使用停止（１０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年３月１４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
０日車）
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（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）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

20161101 有限会社根岸運輸 代表者根 栃木県佐野市吉水町１１７ 本社
岸萬制
２－３

栃木県佐野市吉水町１１７２ 輸送施設の使用停止（１０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年７月４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
－３
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）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）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条
第1項）

1

1

20161101 大沢運送有限会社 代表者斉 栃木県日光市大沢町１０８ 本社
藤潔
８－１

栃木県日光市大沢町１０８９ 輸送施設の使用停止（１０ 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報を端緒として平成２６年７月
－６
日車）
安全規則第3条第4項
１５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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

1

1

20161101 株式会社アクティチャレンジ
代表者中村雄三

栃木県宇都宮市西川田６ 本社
丁目６－２１

栃木県宇都宮市西川田６丁 文書警告
目６－２１

貨物自動車運送事業輸送 平成２８年８月１９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
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）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（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）

0

0

20161107 株式会社ファーストサポート
代表者内川幸一郎

千葉県船橋市大穴南２－ 本社
３５－２０

千葉県船橋市大穴南２－３ 文書警告
５－２０

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９月６日、監査を実
安全規則第3条第6項
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）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）

0

0

20161108 有限会社エービーコーポレー
ション 代表者鈴木洋子

栃木県宇都宮市一条４－ 本社
１－８

栃木県鹿沼市流通センター 輸送施設の使用停止（５５ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年５月２８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
５１
日車）
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）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）

6

6

20161108 有限会社拓友商事陸運 代表 群馬県前橋市亀泉町４７４ 群南
者横堀薫
－１

群馬県佐波郡玉村町大字
上福島３５５－２

輸送施設の使用停止(３０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年８月２６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
日車)
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）、（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）

3

3

20161108 トナミ運輸株式会社 代表者
綿貫勝介

埼玉県さいたま市緑区大字 輸送施設の使用停止（２０ 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報を端緒として平成２６年６月
中野田字谷ノ前１０４５
日車）
安全規則第3条第4項
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）

2

2

20161108 生田梱包株式会社 代表者生 埼玉県入間市大字狭山ヶ 本社
田芳夫
原字桜木２６８

埼玉県入間市狭山ヶ原２６８ 輸送施設の使用停止(２７ 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及び自動車運転者の改善基準違反が
０日車)
安全規則第7条
あった旨の労働局からの通報を端緒として平成２６年６月２５日、監査を実施。 ９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（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）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）

42

42

20161108 武蔵貨物自動車株式会社 代 埼玉県川越市仲町３－１３ 鶴ヶ島営業所
表者秋山昇

埼玉県鶴ヶ島市上広谷６４３ 文書警告

0

0

富山県高岡市昭和町３－ 浦和支店
２－１２

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９月６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）、（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）

20161115 若葉運送株式会社 代表者柏 東京都江戸川区南葛西６ 本社
原雅人
－１４－２０－２０１

千葉県浦安市港６８

輸送施設の使用停止（１１ 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２月１３日、監査を実
０日車）
安全規則第3条第4項
施。１０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）
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）、（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）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）

11

11

20161115 有限会社コマツ運輸 代表者 神奈川県座間市小松原２ 本社
小松良二
－１１－１５

神奈川県座間市小松原２－ 輸送施設の使用停止（１０ 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６月１３日、監査を実
１１－１５
日車）
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）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

20161115 有限会社関口運送 代表者関 栃木県下都賀郡大平町大 本社
口恒久
字富田３８０－１６

栃木県下都賀郡大平町西
野田２０－２１

輸送施設の使用停止（６０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年７月２３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
日車）
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）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）、（8）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6

6

20161115 日の出ライン有限会社 代表
者松本光浩

群馬県太田市阿久津町１ 本社
６６－１

群馬県太田市西新町７７－ 輸送施設の使用停止(１９ 貨物自動車運送事業輸送 当該事業者の運転者が平成２６年２月２１日に引き起こした交通事故を端緒として平成２６
１７
０日車)
安全規則第3条第4項
年４月１１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）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）、（4）乗務等の記録の改ざん、不実記載違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）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）、（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）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）、（9）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）、（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）

19

19

20161115 サンコーシステム有限会社
代表者鶴田勝

東京都大田区南六郷３－ 本社
１－１８

東京都大田区城南島２－４ 輸送施設の使用停止（４０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年５月２０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
－７
日車）
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）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）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）

4

4

茨城県東茨城郡茨城町大
字長岡字新田３４４８－４

2

2

20161115 有限会社東海産業運輸 代表 茨城県東茨城郡茨城町大 本社
者石川義洋
字長岡３４５０－２

輸送施設の使用停止（２０ 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１日に引き起こした交通事故を端緒として平成２６
日車）
安全規則第3条第4項
年５月９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）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）

20161115 常磐運送株式会社 代表者川 茨城県水戸市平須町２３５ 本社
又康司
－３８

茨城県水戸市平須町２３５
－３８

輸送施設の使用停止（４０ 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報を端緒として平成２６年６月
日車）
安全規則第3条第4項
１２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）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）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）

4

4

20161115 横須賀急送株式会社 代表者 茨城県水戸市ちとせ１－１ 本社
白戸誠一
５０８

茨城県水戸市ちとせ１－１５ 輸送施設の使用停止（７０ 貨物自動車運送事業輸送 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７月１４日、
０７
日車）
安全規則第10条第1項
監査を実施。９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）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）、（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）、（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）

7

7

20161122 株式会社池田自動車運輸 代 千葉県印旛郡栄町矢口神 柏
表者池田和彦
明２－３－６

千葉県柏市十余二２４２

輸送施設の使用停止（２０ 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報を端緒として平成２６年４月
日車）
安全規則第3条第4項
２２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）

2

2

20161122 マルト物流株式会社 代表者 神奈川県小田原市成田字 本社
斎藤聖一
猪駒５７８－３

神奈川県小田原市成田字
猪駒５７８－３

輸送施設の使用停止(３０ 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５月１４日、監査を実
日車)
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）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

20161122 株式会社青空物流 代表者南 栃木県宇都宮市幕田３１０ 本社
－５
木制夫

栃木県宇都宮市幕田３１０
－５

輸送施設の使用停止(４０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年６月２３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等（貨物自
日車)
安全規則第7条
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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20161122 向洋運送株式会社 代表者荒 栃木県栃木市西方町金井 本社
川晋
９３１－１

栃木県栃木市西方町金井９ 輸送施設の使用停止（４０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年７月１７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
３１－１
日車）
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）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

20161122 鈴木運送株式会社 代表者加 東京都大田区本羽田１－ 平塚
川一江
１８－１１

神奈川県平塚市下島１０５９ 輸送施設の使用停止（１０ 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５月１６日、監査を実
－６
日車）
安全規則第3条第6項
施。５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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

1

1

20161122 森井運送有限会社 代表者森 千葉県市川市南八幡２－ 本社
井義勝
１６－２０

千葉県市川市南八幡２－１ 輸送施設の使用停止（２０ 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報を端緒として平成２６年８月
６－２０
日車）
安全規則第3条第4項
１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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）

2

2

20161122 エム物流株式会社 代表者岡 神奈川県横浜市鶴見区大 横浜大黒セン
田宏郎
黒埠頭６－１
ター

神奈川県横浜市鶴見区大
黒埠頭６－１

輸送施設の使用停止（１０ 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報を端緒として平成２６年６月
日車）
安全規則第3条第4項
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等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

1

1

20161122 株式会社北海運輸 代表者沢 北海道河西郡芽室町東芽 東京支店
本一輝
室基線２－１

神奈川県川崎市川崎区浮
島町１２－３

輸送施設の使用停止(７０ 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報を端緒として平成２６年３月
日車)
安全規則第3条第4項
１８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）

7

7

20161122 株式会社ケーユートランス
ポート 代表者浦野一男

埼玉県三郷市彦江１－２１ 本社
３－３

埼玉県三郷市彦江１－２１３ 事業停止（３日間）輸送施 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年２月１８日、監査を実施。１２件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
－３
設の使用停止（２１４日車） 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（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）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）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）

28

28

20161122 有限会社大誠物流 代表者後 栃木県大田原市小滝１０２ 本社
藤進
９－５６４

栃木県下野市下坪山１９００ 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７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
－５
日車）
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

20161122 大京レミコン運輸株式会社 代 東京都千代田区神田司町 八潮
表者六部信孝
２－２－２

埼玉県八潮市古新田６０８

輸送施設の使用停止（１０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年６月１８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
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10条第1項）

1

1

20161122 大嶋運輸有限会社 代表者平 茨城県水戸市平須町１８２ 本社
須美子
５－７６

茨城県水戸市平須町１８２５ 輸送施設の使用停止（２０ 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６月１８日、監査を実
－７６
日車）
安全規則第3条第6項
施。６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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）、（4）事故惹起・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）、（6）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

20161122 株式会社セトリヤマ 代表者世 神奈川県川崎市川崎区東 本社
取山吉男
扇島１５

神奈川県川崎市川崎区東
扇島１５

4

4

輸送施設の使用停止（４０ 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報を端緒として平成２６年６月
日車）
安全規則第3条第4項
２７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）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）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）、（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）

20161122 石原運送有限会社 代表者石 群馬県前橋市天川大島町 本社
原晃
２－８－７

群馬県前橋市天川大島町２ 輸送施設の使用停止（１６ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年８月２８日、監査を実施。１１件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等
－８－７
０日車）
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）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）、（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・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）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）、（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）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）事業計画事前届出違
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）

16

16

20161122 株式会社翔和サービス 代表 神奈川県横浜市泉区和泉 本社
者岡庭伸一
中央南１－３４－６８

神奈川県高座郡寒川町倉
見１９３４－１

輸送施設の使用停止（３０ 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報を端緒として平成２６年１１
日車）
安全規則第3条第6項
月２１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）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）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

20161122 小倉運輸株式会社 代表者小 埼玉県八潮市大字大曽根 茨城
倉孝一
１３８－１

茨城県古河市丘里３－４

輸送施設の使用停止（４０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年１０月８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
日車）
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）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）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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1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）

9

4

20161122 株式会社佐田リサイクル 代
表者佐田始

茨城県神栖市矢田部１０７ 本社
２７－６

茨城県神栖市矢田部５４９１ 輸送施設の使用停止（１０ 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１０月１６日、監査
日車）
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等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）

1

1

20161122 中広運輸株式会社 代表者岩 大阪府東大阪市横枕西１ 埼玉
坂勝宏
１－６

埼玉県三郷市彦倉１－４７ 事業の停止（６０日間）輸 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年１０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
－２ コーポフィオーレＡ－３ 送施設の使用停止（５０日 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
車）
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）、（6）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）、（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）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）

65

65

20161122 有限会社宝運輸 代表者野村 東京都江東区青海３－２
茂
－１７

埼玉県戸田市美女木１－８ 輸送施設の使用停止（１１ 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１月２３日、監査を実
－８－１０６
０日車）
安全規則第3条第4項
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）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）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）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）

11

11

埼玉

20161122 株式会社富士トータルサービ
ス 代表者増田昭之輔

山梨県南アルプス市徳永和 輸送施設の使用停止(８５ 貨物自動車運送事業輸送 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２８年２月５日、
田下１６２３－１
日車)
安全規則第3条第6項
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）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）、（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）、（8）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）、（9）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

9

20161129 協和車輌輸送有限会社 代表 神奈川県平塚市中原１－ 湘南（旧：本社） 神奈川県平塚市中原３－２ 輸送施設の使用停止（７０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年６月１７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
者鈴木勝
１３－２
－５２（旧：栃木県小山市粟 日車）
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
宮１１２６－９）
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

7

20161129 有限会社金咲通産 代表者金 東京都西多摩郡瑞穂町南 本社
崎強
平１－７－９

輸送施設の使用停止（１０ 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６月１３日、監査を
日車）
安全規則第10条第1項
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）

1

1

千葉県山武市椎崎８９－４ 本社（旧：熊谷） 千葉県山武市椎崎８９－４ 輸送施設の使用停止（４０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２７年４月１６日、監査を実施。３件の違反が認められた。（1）点呼の記録の改ざん・不
（旧：埼玉県熊谷市柿沼８２ 日車）
安全規則第7条第5項
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）、（2）運行記録計による記録
１－１１）
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（3）運行管理者に対する指導及び
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）

4

4

20161129 有限会社エムライン 代表者
宮負明

山梨県南アルプス市徳永 本社
和田下１６２３－１

東京都西多摩郡瑞穂町南
平１－７－９

20161129 株式会社大富産業 代表者斉 千葉県富津市萩生５６７－ 本社
１
藤和彦

千葉県富津市萩生５５０－３ 輸送施設の使用停止（２０ 貨物自動車運送事業法第 過積載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２８年２月２６日、監査を
実施。１件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第2項）
日車）
17条第2項

2

2

20161129 株式会社サンユウ 代表者内 千葉県大網白里市上貝塚 本社
山道男
５－１

千葉県東金市小沼田１６２４ 輸送施設の使用停止（３０ 貨物自動車運送事業法第 過積載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２８年２月１９日、監査を
－２７
日車）
17条第2項
実施。１件の違反が認められた。（1）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17条第2項）

3

3

20161130 横浜貨物運送株式会社 代表 神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
者鴇田芳幸
区川島町５９５

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 文書警告
上管田町字笹山１１７７－１

0

0

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

貨物自動車運送事業輸送 平成２８年４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
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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

