貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２８年１２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
行政処分等の内容
の年月日
20161202 東京井藤物流株式会社 代表 千葉県野田市木間ヶ瀬字 本社
千葉県野田市木間ヶ瀬字向 文書警告
者井藤博絵
向の内４６９４－１
の内４６９４－１

主な違反の条項

違反行為の概要

事業者 営業所
点数
点数

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７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

神奈川県横浜市保土ヶ谷区 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５月２３日、監査を実
今井町１１７８、１１７９
日車）
安全規則第3条第4項
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）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

埼玉県入間市大字小谷田
字車道南７３０

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６月１８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
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）

5

5

20161206 有限会社鯉沼重機 代表者鯉 栃木県佐野市吉水駅前２ 本社
沼征夫
－１３－１６

栃木県佐野市吉水駅前２－ 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８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
１３－１６
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）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）点呼の記録保存義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

1

1

20161206 太洋運輸株式会社 代表者西 東京都足立区西伊興４－ 本社
野勝則
９－１０

東京都足立区西伊興４－９ 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４月１６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
－１０
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）、（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）

5

5

20161206 双葉運送株式会社 代表者岩 神奈川県海老名市河原口 海老名
壁道明
１３７４

神奈川県海老名市国分南４ 輸送施設の使用停止(１２ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年６月１０日、監査を実施。７件の違反が認められ
－１１－１７
０日車)
安全規則第3条第4項
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）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）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）

12

12

20161206 有限会社タケナカ物流 代表
者竹中久悦

東京都江戸川区一之江８－ 輸送施設の使用停止（２３ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年４月１８日、監査を実施。１４件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守
７－８
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）、（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）
無車検運行（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58条第1項）、
（１１）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
２）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）、
（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）

23

23

20161206 株式会社ヒロライン（旧：丸岩
運輸株式会社） 代表者福園
良和

神奈川県横浜市保土ヶ谷 本社
区今井町１１７８

20161206 富士運送株式会社 代表者杉 埼玉県朝霞市仲町２－６
之原兼安
－４８

入間

東京都江戸川区一之江８ 本社
－７－８

20161206 伊藤運輸倉庫株式会社 代表 埼玉県蕨市北町５－１０－ つくば
者伊藤吉典
１９

茨城県土浦市並木４－１８
－７

2

2

20161206 有限会社栃木陸運 代表者小 栃木県宇都宮市中岡本町 本社
林武
字和久坂３２９１－７

栃木県宇都宮市長岡町１２ 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９月２６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
５９－５４
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）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）

5

5

20161206 八洲運送株式会社 代表者鶴 東京都江東区森下町３－ 本社
谷一誠
１０－３

東京都江東区北砂５－１９
－７－６０８

事業の停止（６０日間）輸 貨物自動車運送事業輸送 平成27年6月10日、監査を実施。１０件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務違
送施設の使用停止（１００ 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（貨物自動
日車）
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）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）、（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）、
（１０）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

70

70

20161206 株式会社並木運輸 代表者並 埼玉県新座市畑中２－６
木茂
－３１

埼玉県新座市畑中２－６－ 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８月２６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
３１
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）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）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）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

5

20161208 シモハナ物流株式会社 代表 広島県安芸郡坂町横浜中 神奈川
者下花実
央１－６－３０

神奈川県厚木市棚沢１１６５ 文書警告
－２

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７月２８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10条第1項
年１０月２７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
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20161208 株式会社永留商事 代表者永 神奈川県相模原市緑区橋 本社
留和雄
本台１－３－８

神奈川県相模原市緑区橋
本台１－３－８

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７月１２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7条
年１０月１８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）

0

0

20161213 株式会社誠商事 代表者小松 栃木県宇都宮市鶴田３－ 本社
誠史
５－１３

栃木県宇都宮市鶴田３－５ 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６月６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
－１３
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）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）

5

5

20161213 有限会社茂呂商事 代表者茂 栃木県小山市下国府塚７ 本社
呂廣久
２３－２

栃木県小山市下国府塚７２ 輸送施設の使用停止（５０ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年５月９日、監査を実施。６件の違反が認められ
３－２
日車）
安全規則第3条第4項
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）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

20161213 沢多運送株式会社 代表者滝 東京都足立区保塚町９－ 本社
田重治
１８

東京都足立区保塚町９－１ 事業停止（３０日間）輸送 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年３月５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
８
施設の使用停止（１１５日 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）
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）名義貸し（貨物自動車運送事業法
第27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

本社

輸送施設の使用停止（１５ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年７月１０日、監査を実施。３件の違反が認められ
日車）
安全規則第3条第6項
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）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）

文書警告

20161213 有限会社大塚運輸 代表者大 栃木県鹿沼市油田町２３
塚益正
－１

本社

栃木県鹿沼市油田町２３－ 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９月２９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
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）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）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

20161213 株式会社北関東物流 代表者 栃木県鹿沼市武子１１９７ 本社
髙村繁久

栃木県鹿沼市栄町３－２－ 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９月２４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
３２
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）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）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

20161213 有限会社ＭＡＮＩＦＥＳＴ 代表
者佐藤力

東京都町田市図師町９９４
－５

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７月１０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
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（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）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）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8

8

20161213 三興運輸株式会社 代表者麻 東京都江戸川区北葛西５ 本社
生興史
－１７－１３

東京都江戸川区北葛西５－ 輸送施設の使用停止（４０ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年８月８日、監査を実施。７件の違反が認められ
１９－２２
日車）
安全規則第3条第4項
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）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）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

20161213 清水運送有限会社 代表者清 埼玉県狭山市柏原７２８－ 本社
水義峰
２０

埼玉県狭山市柏原７２８－２ 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８月２８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
０
日車）
安全規則第10条第1項
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）、（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）

1

1

20161213 斉藤運輸有限会社 代表者斎 東京都墨田区向島５－３１ 本社
藤誠一郎
－５－３０４

東京都墨田区向島５－３１
－５－３０４

39

39

20161216 アートコーポレーション株式会 大阪府大東市泉町２－１４ 茨城支店
社 代表者寺田千代乃
－１１

茨城県水戸市けやき台３－ 文書警告
３３－３

貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２７年８月２８日、監査を実施。１件の違反が認められ
安全規則第10条第1項
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

20161220 株式会社興隆 代表者橋本隆 栃木県下都賀郡壬生町大 本社
志
字安塚８５４－１

栃木県下都賀郡壬生町安
塚８５４－１

貨物自動車運送事業輸送 平成２６年４月８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）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）

0

0

東京都町田市図師町９９７ 本社
－１

事業の停止（３０日間）輸 貨物自動車運送事業輸送 平成２７年７月２３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
送施設の使用停止（９０日 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）アルコール検知器備え義務違反
車）
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第4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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

文書警告

20161220 共同運輸株式会社 代表者木 神奈川県横浜市金沢区富 本社
村綾子
岡西２－７－２３

神奈川県横浜市金沢区富
岡西２－７－２３

9

9

20161220 共進運輸株式会社 代表者山 埼玉県越谷市野島３２８－ 横浜
下茂
４

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町１－１

輸送施設の使用停止（９０ 貨物自動車運送事業輸送 平成２６年３月１４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
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）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）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）、（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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）
輸送施設の使用停止（２０ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年６月３０日、監査を実施。４件の違反が認められ
日車）
安全規則第3条第4項
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）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

2

20161220 関東西部運輸株式会社 代表 千葉県野田市木野崎１７８ 本社
者田口国昭
７－５８

千葉県野田市木野崎１７８７ 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７月１５日、監査を実
－５８
日車）
安全規則第3条第4項
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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20161220 新日本輸送株式会社 代表者 埼玉県所沢市大字南永井 栃木
山根元
６１９－１６

栃木県佐野市閑馬町字遠
原５０３－５

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８月２２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
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）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）

1

1

20161220 有限会社八重商運輸 代表者 千葉県松戸市大橋８６５－ 本社
八重樫君男
１

千葉県松戸市二十世紀が
岡柿の木町３８－１

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９月２５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
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

20161220 株式会社隆誠ライン 代表者
江川隆房

神奈川県川崎市幸区小倉３ 輸送施設の使用停止（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２６年８月８日、監査を実
－２０－３２
０日車）
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）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）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）
東京都福生市熊川７８４－５ 輸送施設の使用停止（７５ 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８月１３日、監査を実
日車）
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）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）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）

23

23

8

8

貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２６年１０月１６日、監査を実施。２件の違反が認められ
安全規則第10条第1項
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）

0

0

輸送施設の使用停止(１０ 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成２７年３月２６日、監査を実施。５件の違反が認められ
日車)
安全規則第3条第6項
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1

1

神奈川県川崎市幸区小倉 本社
３－２０－３２

20161220 阿久津運送有限会社 代表者 東京都福生市熊川７８４
阿久津達也

本社

20161220 株式会社葉月 代表者鯉登み 茨城県神栖市知手３６０７ 本社
つえ
－８

茨城県神栖市知手３６０７－ 文書警告
８

20161220 株式会社Ｈ．Ｊ．ｎｅｔｗｏｒｋ 代 埼玉県入間市下藤沢６１６ 所沢
表者福田正義

埼玉県新座市中野２－１３
－４４

20161220 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

埼玉

埼玉県北足立郡伊奈町西
小針３丁目２４２番地

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５日、監査を実
日車）
17条第2項
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）

8

3

20161220 有限会社福松運輸 代表
者髙田義之

埼玉県本庄市東台１－ 本社
３－３０

埼玉県児玉郡上里町七
本木３１３３－４－Ａ

輸送施設の使用停止（３０ 貨物自動車運送事業法 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１７日、監査を
日車）
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）
第17条第2項

3

3

20161220 株式会社島﨑商事 代表
者島﨑琢身

埼玉県秩父郡皆野皆野 本店
１９７５－１

埼玉県秩父郡皆野皆野１ 輸送施設の使用停止（３０ 貨物自動車運送事業法 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４月１８日、監査を
日車）
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）
９７５－１
第17条第2項

3

3

20161220 サンキシステム株式会社
代表者有馬勝太郎

東京都福生市熊川字武 入間
蔵野１４３８－２

埼玉県入間市寺竹字東
桂１１７５－１

2

2

0

0

20161220 東京名鉄カーゴサービス株 東京都江戸川区臨海町 本社
式会社 代表者村山功
４－３－１

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

輸送施設の使用停止（２０ 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２７年１１月２０
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）

東京都江戸川区臨海町４ 文書警告
－３－１

道路運送車両法第52条 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２５日、監査を実
施。１件の違反が認められた。（１）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）

