貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年１月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
事業者の所在地
の年月日
20170111 株式会社エスワイプロモーショ 東京都江東区木場５－５
ン 代表者加藤貴之
－２

営業所の名称
京浜

営業所の所在地
神奈川県川崎市川崎区浮
島町４００－９

行政処分等の内容
輸送施設の使用停止（20
日車）

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 労働局からの通報を端緒として平成26年6月4日、監査を実施。4件の違反が認められた。
安全規則第3条第4項
（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）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

20170111 有限会社新栄商事 代表者髙 群馬県桐生市菱町１－２９ 本社
木正則
６２－３

栃木県足利市田中町５７－ 輸送施設の使用停止（40
２パレリュクスール１０５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月16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）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）

4

4

20170111 株式会社北四国産業 代表者 香川県高松市郷東町７９６ 千葉支店（旧：
岡伸二
－１４０
成田支店）

千葉県香取郡多古町染井３ 輸送施設の使用停止（50
０３－３（旧：千葉県成田市 日車）
三里塚御料牧場１－２－３２
１）

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15日、監査を実施。7件の違反が認められた。
安全規則第3条第4項
（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）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）

5

5

20170111 株式会社ゼロ 代表者北村竹 神奈川県川崎市幸区堀川 栃木カスタマー 栃木県河内郡上三川町大 輸送施設の使用停止（10
朗
町５８０ソリッドスクエア西 サービスセン
字石田２２６４－１（旧：神奈 日車）
館
ター（旧：川崎カ 川県川崎市川崎区東扇島２
スタマーサービ ２－８）
スセンター）

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17日、監査を実施。1件の違反が認められた。
安全規則第15条
（1）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

1

20170111 アートバンライン株式会社 代 大阪府茨木市島３－５－４ 横浜（旧：川崎） 神奈川県横浜市神奈川区 輸送施設の使用停止（30
表者寺田寿男
８
三枚町１０８－７（旧：神奈川 日車）
県川崎市川崎区大師河原１
－４８６１－５）

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21日、監査を実施。4件の違反が認められた。
安全規則第3条第6項
（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）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

20170111 有限会社ウガジン 代表者宇 栃木県鹿沼市西茂呂２－ 本社
賀神克己
６－６

栃木県鹿沼市西茂呂２－６ 輸送施設の使用停止（40
－６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年10月8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）

4

4

20170111 鷹ノ羽陸運有限会社 代表者 埼玉県白岡市千駄野５９８ 栃木
高橋正美
－２

栃木県矢板市乙畑１８４４－ 輸送施設の使用停止（20
２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年10月20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

20170111 有限会社麻生建材 代表者麻 神奈川県伊勢原市上粕屋 本社
生博文
５７１

神奈川県伊勢原市上粕屋５ 輸送施設の使用停止（10
７１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月17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等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1

1

20170111 トレジャー興業有限会社 代表 群馬県館林市羽附町字本 本社
者藤原弘志
宿６８４－６

群馬県館林市本町４－１－ 輸送施設の使用停止(50
２８－７０４
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7月25日、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）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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

9

5

20170111 株式会社サンブライト 代表者 東京都練馬区豊玉北４－ 群馬
村井眞三
２６－１３豊玉カームマン
ション１０９

群馬県高崎市正観寺町１６ 輸送施設の使用停止（20
２－３
日車）

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12月3日、監査を実施。5件の違反が認められた。
安全規則第3条第4項
（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）

7

2

20170111 株式会社ＴＧＲ 代表者岩崎望 神奈川県川崎市川崎区小 本社
島町４－４

神奈川県川崎市川崎区小
島町４－４

輸送施設の使用停止（200 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24日、監査を実
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）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）

20

20

20170111 有限会社星満建材 代表者星 群馬県北群馬郡榛東村山 本社
野満晴
子田１９７０－１２

群馬県北群馬郡榛東村山
子田１９７０－１２

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月5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（貨
安全規則第7条
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）

0

0

20170111 光急送株式会社 代表者杉山 東京都足立区堀之内２－ 本社
登代
４－１９

東京都足立区堀之内２－４ 輸送施設の使用停止(20
－１９
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26年4月4日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年8月
安全規則第3条第4項
22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）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

20170111 ＫＴＬＩＮＥ株式会社 代表者高 千葉県千葉市花見川区三 本社
橋京治
角町７１－３

千葉県千葉市花見川区三
角町７１－３

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9月18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）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）

1

1

20170111 小林運輸株式会社 代表者木 東京都新宿区住吉町１４
内一宏
－１８

越谷

埼玉県越谷市大字増林字
堰場３９２２－１

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11月26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
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）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

20170111 有限会社井坂建材 代表者井 茨城県東茨城郡茨城町奥 本社
坂廣
谷１９０９－１

茨城県東茨城郡茨城町奥
谷１９０８－１

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10月24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）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）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）、（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

20170111 株式会社エスティーアール 代 埼玉県さいたま市北区宮 本社
表者穐山千寿弥
原町４－１０５－１０セザー
ルマンション６０３

埼玉県さいたま市北区宮原 輸送施設の使用停止（40
町４－１０５－１０セザールマ 日車）
ンション６０３

貨物自動車運送事業輸送 平成26年7月24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

20170111 丸万協立運送株式会社 代表 東京都大田区東海３－７
者堀木幸美
－５

東京都大田区東海３－７－ 輸送施設の使用停止(60
５
日車)

貨物自動車運送事業輸送 平成26年10月24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
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）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）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

20170111 有限会社坂上造園 代表者坂 埼玉県秩父郡長瀞町大字 本社
上国聖
本野上７００－１

埼玉県秩父郡長瀞町大字
本野上７００－１

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2月25日、監査を実施。5件の違反が認められた。
安全規則第7条
（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）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

6

20170111 荻野配送株式会社 代表者荻 東京都八王子市大和田町 本社
野光男
５－２３－９

東京都八王子市滝山町１－ 輸送施設の使用停止（30
２０－１
日車）

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10月28日、監査を
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

20170111 恒生運輸株式会社 代表者星 埼玉県和光市南１丁目１５ 本社
寛仁
番地

東京都練馬区田柄４－４６
－３

輸送施設の使用停止（30
日車）

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
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）

3

3

20170111 有限会社金沢運送 代表者瀬 茨城県常陸太田市木崎一 本店
谷厚
番４０７９番地５

茨城県常陸太田市木崎一
番４０７９番地５

輸送施設の使用停止（30
日車）

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7月14日、監査を実
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）

3

3

20170111 株式会社インターロジスティク 群馬県邑楽郡板倉町大字 本社
ス 代表者大塚伸明
岩田１６４９－１

群馬県邑楽郡板倉町大字
岩田１６４９－１

輸送施設の使用停止（160 貨物自動車運送事業輸送 平成26年7月15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違
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）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）運行管理者の選任違反（貨物自動
車運送事業法第18条第1項）、（11）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）、（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（14）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

20170113 有限会社近藤運送 代表者近 千葉県君津市南子安４－ 本社
藤盛子
８－２３

千葉県君津市南子安４－８ 文書警告
－２３

貨物自動車運送事業輸送 平成28年10月25日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）点呼の記録義務違反（貨物
安全規則第7条
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）

0

0

20170117 東鉄運輸株式会社 代表者寒 東京都北区中里３－１７－ 本社
川征洋
１６

東京都北区浮間４－１４

文書警告

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10月12日、監査を実
安全規則第10条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

20170124 深山運送株式会社 代表者小 千葉県八街市沖１８１８
林直樹

千葉県八街市沖１８１８

輸送施設の使用停止（40
日車）

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た。
安全規則第3条第4項
（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）

4

4

神奈川県秦野市菩提字北
原１６０－８

輸送施設の使用停止（20
日車）

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7日、監査を実施。3件の違反が認められた。
安全規則第3条第4項
（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

20170124 株式会社クラウン商会 代表
者黄海与四郎

本社

本社

神奈川県秦野市菩提１６０ 本社
－８

輸送施設の使用停止(60
日車)

20170124 栃木ダイキュー運輸株式会社 栃木県矢板市中字熊の房 本社
代表者野口博史
２１９－１

栃木県矢板市中字熊の房２ 輸送施設の使用停止（95
１９－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月20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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

10

10

20170124 有限会社新井運輸倉庫 代表 群馬県伊勢崎市曲沢町１ 本社
者新井裕
５５４

群馬県伊勢崎市曲沢町１５ 輸送施設の使用停止（160 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5月27日、監
５４
日車）
安全規則第3条第4項
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）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）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）、（4）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）、（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）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）、（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）

16

16

20170124 日本プラスト運輸株式会社
代表者堀澤隆一

群馬県伊勢崎市下道寺町５ 輸送施設の使用停止（60
１０－３
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年5月30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）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

6

静岡県富士市伝法９４９－ 伊勢崎
３１

20170124 和栄商事株式会社 代表者前 栃木県小山市駅東通り３
原新一
－３－１６

本社

栃木県小山市駅東通り３－ 輸送施設の使用停止（70
３－１６
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年10月15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
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）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）、（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）、（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7

7

20170124 有限会社カワダトランスポート 千葉県旭市松ヶ谷１４６０
代表者川田昭夫
－３

本社

千葉県旭市松ヶ谷１４６０－ 輸送施設の使用停止（10
３
日車）

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9月30日、監査を実施。5件の違反が認められた。
安全規則第3条第4項
（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）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
事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

1

1

20170124 株式会社オカダトランス 代表 東京都北区豊島２－１５－ 千葉
者北澤聡
１

千葉県野田市山崎字下里１ 輸送施設の使用停止（10
１０４－１
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10月23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（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）

1

1

20170124 有限会社仙龍運送 代表者見 神奈川県大和市下鶴間１ 本社
上博一
９３２－１

神奈川県大和市下鶴間１９ 輸送施設の使用停止（20
３２－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月4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）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）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）

2

2

20170124 柏尾運輸株式会社 代表者斎 東京都江戸川区南篠崎町 八街
藤剛
４－２９－１４

千葉県八街市八街へ３２５
－３

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送 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10月21日、監査
安全規則第3条第4項
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）、（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）

1

1

20170124 関東急行運輸株式会社 代表 東京都足立区加賀２－２７ 本社
者島田恒彦
－１３

東京都足立区加賀２－２７
－１３

輸送施設の使用停止（60
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8月20日、監査を実
安全規則第3条第4項
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）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）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）、（8）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

6

20170124 株式会社ブロス 代表者小原 東京都板橋区徳丸７－９
重樹
－２

栃木

栃木県那須塩原市井口７９ 輸送施設の使用停止（10
６－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月29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（貨
安全規則第7条
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）

1

1

20170124 西湘物流株式会社 代表者石 神奈川県平塚市四之宮６ 本社
田和夫
－１－１２

神奈川県平塚市四之宮６－ 輸送施設の使用停止（60
１－１２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月2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）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）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

20170124 有限会社エムケー物流 代表 群馬県高崎市大八木町９ 本社
者狩野正喜
０－３

群馬県高崎市下豊岡町８２ 輸送施設の使用停止（160 貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月7日、監査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
８－３－５０１
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（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）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）、（5）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）、（6）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）、（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）、（9）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）、（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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第
9条第3項）

16

16

20170124 株式会社英 代表者伊藤英一 埼玉県さいたま市西区中
釘１０１－１

本社

埼玉県さいたま市西区大字 輸送施設の使用停止（20
西遊馬１９２９－１７
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年8月27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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20170126 南日本運輸倉庫株式会社 代 東京都中野区中野４－４
表者大園圭一郎
－１１

岩井

茨城県坂東市神田山２４４５ 文書警告
－１２

貨物自動車運送事業輸送 平成28年7月26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）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）

0

0

20170130 有限会社及川建材興業 代表 千葉県市川市大野町２丁 本社
者及川浩志
目９５９

千葉県市川市南大野２－２ 文書警告
３－７

貨物自動車運送事業輸送 平成28年11月11日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反
安全規則第7条第5項
（貨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）

0

0

20170130 みずき通商株式会社 代表 千葉県柏市柏４５３－２ 本社
者東寛
７

千葉県柏市柏４５３－２７ 文書警告

貨物自動車運送事業輸 平成28年11月30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
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）

0

0

20170131 池上通運株式会社 代表
者池上一義

群馬県吾妻郡長野原町 本社
大字北軽井沢１９９０－
４９５１

群馬県吾妻郡長野原町 輸送施設の使用停止
大字北軽井沢１９９０－４ （35日車）
９５１

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5月29日、監査を実施。5件の違反が認
送安全規則第3条第4項 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）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

4

20170131 株式会社明運寒川 代表
者田宮和夫

神奈川県高座郡寒川町 本社
田端２０４８

神奈川県高座郡寒川町
田端２０４８

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9月26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）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）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）

3

3

20170131 株式会社ショーワ 代表者 神奈川県川崎市川崎区 本社
西原雅史
南渡田町１－４

神奈川県川崎市川崎区
南渡田町１－８

輸送施設の使用停止
（30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10月3日、監
送安全規則第3条第6項 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（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）

3

3

20170131 株式会社タイセイ・エフ・
埼玉県八潮市大曽根２ 群馬
ティー関東 代表者相川寅 １９８－１
勝

群馬県伊勢崎市宮子町１ 輸送施設の使用停止
４４１－１０１
（75日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年7月9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
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）、（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）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）

17

8

20170131 株式会社トランス・グリップ 埼玉県狭山市柏原２７ 千葉
代表者竹上清文
６－１

千葉県佐倉市大作１－３ 輸送施設の使用停止
－３
（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10月15日、監査を実施。3件の違反が認
送安全規則第3条第4項 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）

1

1

20170131 大栄物流サービス有限会
社 代表者坂上薫

群馬県邑楽郡大泉町城 本社
之内５－１５－８

群馬県邑楽郡大泉町城
之内５－１５－８

輸送施設の使用停止
（80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6月12日、監査を実施。10件の違反が認
送安全規則第3条第4項 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（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）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）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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20170131 有限会社古島運送 代表
者古島毅

東京都文京区千石４－ 本社
３０－４

東京都板橋区高島平７－ 輸送施設の使用停止
１１－５
(20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27年1月20日、監査を実施。4件の違反が認
送安全規則第3条第6項 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）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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※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

