貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年２月分）
行政処分等
事業者の氏名又は名称
の年月日
20170207 株式会社フジサービス 代表
者西岡有子

事業者の所在地

営業所の名称

東京都板橋区坂下３－３７ 群馬
－８

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

群馬県伊勢崎市日乃出町７ 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13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
１２－５
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（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）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）、（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）

7

7

20170207 丸新運輸梱包株式会社 代表 群馬県藤岡市岡之郷５８６ 本社
者鯉沼豊治
－３

群馬県藤岡市岡之郷字戸
崎５８６－３

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26年12月2日、監査を実施。3件の違反が認められた。
日車）
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

20170207 照栄物流株式会社 代表者岡 埼玉県さいたま市北区吉 本社
野照彦
野町２－２７９

埼玉県さいたま市北区吉野 輸送施設の使用停止（160 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3日、監査を実
町２－２７９
日車）
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）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）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）

19

16

20170207 有限会社姜本商店 代表者妻 千葉県茂原市本納２０７０ 本社
本洋一

千葉県茂原市本納２０７０

貨物自動車運送事業輸送 平成28年11月9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）、（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

輸送施設の使用停止（30 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30日、監査を実施。3件の違反が認められた。
日車）
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）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）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

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26年7月24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）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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（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）

4

4

千葉県茂原市粟生野３４８１ 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8月5日及び同年8月20日、監査を実施。5件の違
－１
日車）
安全規則第3条第4項
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）、（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）、（5）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20170214 株式会社群馬ロジテム（旧：株 群馬県館林市大谷町９８６ 千葉（旧：本社） 千葉県千葉市中央区中央
式会社千葉ロジテム） 代表 －５（旧：千葉県千葉市中
港２－９－２
者尾﨑洋市
央区蘇我１－４－１）

20170214 株式会社ミナシア 代表者伊
西庸介

埼玉県さいたま市岩槻区 本社
南平野１－２９－１

20170214 株式会社エンジェルライン 代 千葉県大網白里市北横川 本社
表者山﨑勇
２７８－５６

文書警告

埼玉県さいたま市岩槻区南 輸送施設の使用停止(40
平野１－２９－１
日車)

20170214 群馬ＬＰＧ物流株式会社 代表 群馬県高崎市中尾町１９１ 本社
者小池唯夫
－５

群馬県高崎市塚田町１６４
－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11月5日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反
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

20170214 八木沢忠

栃木県那須塩原市関谷１２ 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10月10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
２８－２５
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）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）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）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）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6

6

平成26年10月24日、監査を実施。3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）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）

1

1

20170214 株式会社仁和運送 代表者長 千葉県流山市駒木６０５－ 本社
澤章裕
２

千葉県流山市駒木６０５－２ 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10月7日、監査を実施。6件の違反が認められた。
日車）
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）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20170214 株式会社宮本陸運 代表者宮 埼玉県春日部市下柳５６７ 三芳
本秀洋

埼玉県入間郡三芳町北永
井８６２－３－１０２

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9月18日、監査を実
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）

1

1

20170214 バイオロジスティクス株式会社 群馬県館林市大手町１１
代表者黒田栄作
－１３

本社

群馬県館林市大手町１１－ 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10月30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
１３
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（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）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

栃木県足利市福居町６７６ 本社
－３

群馬県伊勢崎市曲沢町３３ 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
７－３
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）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）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）

1

1

20170214 株式会社三代川運送 代表者 千葉県習志野市茜浜１－ 本社
三代川文史朗
９－６

千葉県習志野市茜浜１－９ 輸送施設の使用停止（30 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11月12日、監査を実施。6件の違反が認められ
－６
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）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

栃木県那須塩原市関谷１ 本店
２２８－２５

20170214 株式会社日環 代表者長野榮 栃木県宇都宮市インター
夫
パーク４－７－６

20170214 株式会社スパークルライン
代表者三ツ井照子

本社（旧：塩谷） 栃木県宇都宮市インター
輸送施設の使用停止（10 貨物自動車運送事業輸送
パーク４－７－５（旧：栃木県 日車）
安全規則第7条第5項
塩谷郡塩谷町大字玉生１７
８０）

20170214 有限会社三代運送 代表者三 茨城県日立市久慈町６－ 本社
代敏一
１１－２１

茨城県那珂市向山１２２３－ 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5月14日、監査を実施。5件の違反が認められた。
１
日車）
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）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）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

20170214 有限会社共同輸送 代表者鈴 栃木県宇都宮市中央３－ 本社
木実
２－８

栃木県宇都宮市中央３－２ 輸送施設の使用停止（30 貨物自動車運送事業輸送 平成27年11月12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
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）

3

3

20170214 株式会社興隆運輸 代表者渡 宮城県岩沼市早股字土手 小山
辺正
添７５

栃木県小山市大字粟宮字
東道上１０２４－５

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12月16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
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）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）

1

1

20170214 株式会社鹿沼梱包運輸 代表 栃木県鹿沼市茂呂４０１－ 流通センター
者佐藤實
５

栃木県鹿沼市流通センター 輸送施設の使用停止（30 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11月1日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年
８２
日車）
安全規則第3条第4項
12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）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）運転者に対する指導監督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）

3

3

20170214 株式会社浅井 代表者浅井隆 東京都大田区平和島５－ 茨城
８－２３

茨城県かすみがうら市深谷 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7月29日、監査を実施。4件の違反が認められた。
６８７－７
日車）
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）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

20170214 広域産業有限会社 代表者廣 東京都葛飾区青戸３－２０ 本社
瀬和男
－３

東京都葛飾区青戸３－２０
－３

輸送施設の使用停止（20 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17日、監査
日車）
安全規則第3条第6項
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（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）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）

2

2

20170214 有限会社ホットライン急行 代 東京都足立区皿沼３－３１ 本社
表者保坂茂
－４

東京都足立区皿沼３－３１
－４

輸送施設の使用停止（70 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5月29日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年
日車）
安全規則第3条第6項
12月19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）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）、（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）、（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

20170214 株式会社エスユーライン 代
表者廣瀬正三

神奈川県横浜市中区山下 横浜
町２７９山下埠頭ビル３１７

神奈川県横浜市中区山下
町２７９

輸送施設の使用停止（30 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15日に引き起こした交通事故を端緒として平成27年2
日車）
安全規則第3条第4項
月4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

20170214 ＡＢＣロジテム株式会社 代表 栃木県宇都宮市西刑部町 桶川
者大塚勝己
２７３２－３

埼玉県桶川市大字５丁台字 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26年10月23日、監査を実施。5件の違反が認められ
上８５－１
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）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）、（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

20170214 株式会社ダイワ 代表者飯盛 千葉県浦安市当代島２－ さいたま
保之
８－８－１０９

埼玉県さいたま市見沼区卸 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10月28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
町１－３１
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）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）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

20170214 有限会社カクタス 代表者小
宮泰二

埼玉県さいたま市緑区大 本社
門１５９５

埼玉県さいたま市緑区大門 輸送施設の使用停止（40 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11月11日、監査を実
１５９５－１
日車）
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）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）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）

4

4

20170214 株式会社悠 代表者森田亮一 東京都八王子市戸吹町８ 小宮
７－６

東京都八王子市小宮町７２ 輸送施設の使用停止（45 貨物自動車運送事業輸送 平成26年9月12日、監査を実施。6件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
２－２
日車）
安全規則第10条第1項
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）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）
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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5

5

20170214 株式会社イーロジ 代表者近 埼玉県草加市青柳６－５
藤薫
－３

本社

埼玉県草加市青柳６－５－ 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11月6日、監査を実
３
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）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）

2

2

20170214 株式会社相互梱包運送 代表 東京都練馬区西大泉５－ 本社
者木原陸也
２３－１２

東京都練馬区西大泉５－１ 輸送施設の使用停止（100 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17日、監査を実施。6件の違反が認められた。
－２４
日車）
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）、（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）

10

10

20170214 丸盛輸送株式会社 代表者久 東京都江戸川区一之江３ 本社
保盛光
－８－３

東京都江戸川区一之江３－ 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10月15、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
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）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（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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7

7

20170214 有限会社須沢運送 代表者須 千葉県香取市大角１８０２ 本社
澤孝治
－３３

千葉県香取市大角１８０２－ 輸送施設の使用停止（10 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6月27日、
３３
日車）
安全規則第3条第4項
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）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

1

1

20170214 株式会社スプラウト 代表者
岩下美幸

東京都板橋区新河岸１－２ 文書警告
５－２０

貨物自動車運送事業輸送 平成28年7月6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

東京都板橋区新河岸１－ 本社
２５－２０

20170214 有限会社ロックビレッジ 代表 東京都墨田区菊川３－１４ 本社
者蔵田英司
－６－５０６

東京都墨田区菊川３－１４
－６－５０６

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10月30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
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

3

3

20170214 丸山商事株式会社 代表者畠 埼玉県行田市門井町３－ 本社
山建治
２２－２０

埼玉県行田市門井町３－２ 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27年3月10日、監査を実
２－２０
日車）
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）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）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）

2

2

20170221 烏山通運株式会社 代表者新 栃木県那須烏山市金井２ 烏山本店
井政一郎
－２０－１０

栃木県那須烏山市金井２－ 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9月30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
２０－１０
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）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

20170221 タケシ運送有限会社 代表者 群馬県高崎市中豊岡町７ 本社
渡邉武晴
３７－１

群馬県高崎市中豊岡町７３ 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11月5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
７－１
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）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

4

20170221 有限会社グローバル 代表者 神奈川県横浜市中区本牧 横浜
尾形政浩
埠頭１－１０－２０１

神奈川県横浜市中区本牧
埠頭１－１０－２０１

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11月28日、監査を実施。10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）運行
記録計による記録保存義務違反（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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10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）、（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）、（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）

5

5

20170221 株式会社ＨＹＭ 代表者小髙
恵一

栃木県大田原市下石上２１ 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11月10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
０６－１１
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）、（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）

9

9

20170221 有限会社一省 代表者雨宮一 神奈川県足柄上郡中井町 本社
夫
井ノ口２３５１－６４

神奈川県足柄上郡中井町
井ノ口２３５１－６４

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11月12日、監査を実施。3件の違反が認められた。（1）整備管理者の選任（解任）
日車）
安全規則第13条
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）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）

2

2

20170221 館林神田株式会社 代表者水 群馬県館林市坂下町３０７ 本社
沢俊孝
０－３

群馬県館林市坂下町３０７０ 輸送施設の使用停止（95 貨物自動車運送事業輸送 平成26年11月14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
－３
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）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）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）

10

10

20170221 有限会社船橋石油輸送
代表者田久保順也

栃木県那須郡那珂川町和 本社
見７８３－２

千葉県船橋市高根町１ 本社
８６２

千葉県習志野市藤崎１
－８－６

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成26年11月20日、監査を実施。3件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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

20170221 やよい運送株式会社 代表 東京都杉並区荻窪４－ 所沢
者田辺一郎
３３－２

埼玉県所沢市東所沢２
－６０－１０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業 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10日、
輸送安全規則第3条第 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
4項
動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（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）

2

2

20170221 株式会社森井運輸倉庫
代表者森井トシエ

群馬県伊勢崎市三宝町 輸送施設の使用停止
６２３１－４
（30日車）

貨物自動車運送事業 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14日、監
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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

群馬県伊勢崎市緑町６ 本社
－２５

20170221 有限会社成洋商事 代表
者前嶋洋

神奈川県相模原市中
央区共和４－５－６

東京

東京都町田市忠生１－１ 輸送施設の使用停止
４－５－２０５
（50日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成26年8月26日、監査を実施。10件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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（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）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）

5

5

20170221 アイエス物流株式会社 代 神奈川県小田原市下
表者石川茂
大井７１６

本社

神奈川県小田原市下大 輸送施設の使用停止
井７１６
（30日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成26年12月17日、監査を実施。5件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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

20170221 有限会社植竹商事 代表
者植竹淳仁

東京都東村山市恩多
町５－１０－１６

本社

東京都東村山市恩多町 輸送施設の使用停止
５－１０－１６
（70日車）

貨物自動車運送事業 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。9件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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）、（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）

7

7

20170221 有限会社フジコー 代表者 埼玉県八潮市大字浮
佐藤正幸
塚１０３２－１９

本社

埼玉県三郷市高州２－３ 輸送施設の使用停止
８３－１
（40日車）

貨物自動車運送事業 平成26年8月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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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
書の記載事項義務違反（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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10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）

4

4

20170221 株式会社しんけん 代表者 埼玉県白岡市西６－１ 行田
丹野健
４－３

埼玉県行田市若小玉１８ 輸送施設の使用停止
９９－１
（20日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成27年2月10日、監査を実施。6件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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）

2

2

20170221 株式会社磐根 代表者平
井政浩

東京都練馬区早宮３－ 本社
５２－１１

東京都練馬区大泉町２
－５４－５

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成27年6月3日、監査を実施。1件の違反が認め
輸送安全規則第3条第 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
4項
条第4項）

5

2

20170221 佐川急便株式会社 代表
者荒木秀夫

京都府京都市南区上
鳥羽角田町６８

東京都江東区東雲２－１ 文書警告
３－３２

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

輸送施設の使用停止
（20日車）

平成28年11月22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）

20170221 トーウンサービス株式会社 埼玉県さいたま市大宮 明和
代表者古坐登志雄
区土手町１－４９－８

群馬県邑楽町明和町大 輸送施設の使用停止
輪３３６－１５
（20日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成27年1月23日、監査を実施。3件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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

20170221 有限会社武中運輸 代表
者武田耕司

栃木県芳賀郡市貝町大 輸送施設の使用停止
字赤羽２６３３－３５
（30日車）

貨物自動車運送事業 平成26年10月9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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3

3

20170224 株式会社アップル 代表者 東京都中央区日本橋 千葉支店
文字放想
馬喰町１丁目５番６号９
階

千葉県船橋市飯山満町 文書警告
１丁目２０７

貨物自動車運送事業 平成28年11月29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
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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

20170228 有限会社鈴木運送 代表
者鈴木美佐雄

千葉県山武市草深１３７ 輸送施設の使用停止
５－１
（20日車）

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

栃木県芳賀郡益子町
大字山本１２６０－４

本社

千葉県山武市草深１３ 本社
７５－１

20170228 株式会社キムラヤフレッ
埼玉県入間郡三芳町
シュライン 代表者齊藤浩 竹間沢３８１
二

千葉

千葉県柏市新十余二１４ 輸送施設の使用停止
－１
（10日車）

貨物自動車運送事業 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26日、監
輸送安全規則第3条第 査を実施。3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
6項
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）

1

1

20170228 有限会社石関運輸 代表
者石関正則

群馬県藤岡市藤岡字
西ノ原２０７０－５

本社

群馬県藤岡市藤岡字西 輸送施設の使用停止
ノ原２０７０－５
（40日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

4

4

20170228 株式会社武元興業 代表
者武元栄治

神奈川県横浜市港北
区新羽町６７６－３

本社

神奈川県横浜市港北区 輸送施設の使用停止
新羽町６７６－３
（20日車）

貨物自動車運送事業 平成26年11月11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
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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）

2

2

20170228 株式会社大阪大松運輸
代表者高桑明

大阪府門真市四宮３－ 栃木
２－１７

栃木県足利市野田町１１ 輸送施設の使用停止
２０－２４
（30日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成26年10月28日、監査を実施。7件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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

3

平成26年10月28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）

20170228 有限会社秋元運輸 代表
者秋元利通

神奈川県横須賀市萩
野９

本社

神奈川県横須賀市佐原 輸送施設の使用停止
４－１６－１３－３０４
（40日車）

貨物自動車運送事業 平成26年12月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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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

20170228 株式会社ゴトー物流 代表 大阪府堺市堺区南瓦
者後藤達人
町１－９

神奈川

神奈川県海老名市門沢 輸送施設の使用停止
橋３－１－３
（10日車）

貨物自動車運送事業 平成26年11月18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
輸送安全規則第3条第 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
6項
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

20170228 有限会社群馬物流企画
代表者佐々木貴志

群馬県伊勢崎市西久
保町３－６２３－１

藤岡

群馬県藤岡市白石２１１ 輸送施設の使用停止
３－７
（30日車）

貨物自動車運送事業 平成27年1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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）

3

3

20170228 株式会社あぐり輸送 代表 群馬県伊勢崎市香林
者星野敏男
町２－８７５－５

本社

群馬県伊勢崎市香林町 輸送施設の使用停止
２－８７５－５
（70日車）

貨物自動車運送事業 平成27年1月16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
輸送安全規則第3条第 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
4項
義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（）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）、（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）

7

7

20170228 有限会社つくば低温サービ 茨城県つくば市春日２
ス 代表者上野裕志
－３３－４

つくば

茨城県つくば市春日２－ 輸送施設の使用停止
３３－４
（100日車）

貨物自動車運送事業 平成26年12月18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
輸送安全規則第3条第 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
6項
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

10

10

20170228 平山共同運送株式会社
代表者平山鉄男

神奈川県横浜市鶴見 本社
区鶴見中央４－４４－５

神奈川県横浜市鶴見区 輸送施設の使用停止
鶴見中央４－４４－５
（50日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条
第1項

平成26年12月3日、監査を実施。6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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5

5

20170228 ダイセーロジスティクス株
式会社 代表者田浦辰也

東京都文京区本駒込５ 茨城
－２８－７

茨城県古河市茶屋新田 輸送施設の使用停止
２２－４
（20日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成27年1月23日、監査を実施。2件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）

2

2

20170228 東部ネットワーク株式会社 神奈川県横浜市神奈
代表者若山良孝
川区栄町２－９

海老名

神奈川県海老名市杉久 輸送施設の使用停止
保南１－３－３
（30日車）

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成27年1月21日、監査を実施。8件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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）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）
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20170228 株式会社なでしこ運輸 代 神奈川県平塚市松風
表者上原公夫
町２７－２２－３０５

本社

神奈川県平塚市田村４
－２０－１７

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業 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2月19日、監
輸送安全規則第3条第 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
4項
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等
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）
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20170228 株式会社則商事 代表者
酒見政則

神奈川県相模原市南
区双葉２－１６－１７

本社

神奈川県相模原市南区 輸送施設の使用停止
大野台３－１５－１３
（10日車）

貨物自動車運送事業 平成27年2月20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
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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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20170228 株式会社フェニックス晃運 神奈川県川崎市川崎
代表者近澤晃一
区台町２４－１

本社

神奈川県川崎市川崎区 輸送施設の使用停止
塩浜３－１０－１
（30日車）

貨物自動車運送事業 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3月13日、監
輸送安全規則第3条第 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反（貨物自動
4項
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）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）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）、（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）
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20170228 有限会社群馬物流企画
代表者佐々木貴志

本社

群馬県伊勢崎市西久保 輸送施設の使用停止
町３－６２３－１
（20日車）

貨物自動車運送事業 平成27年1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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）
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東京都板橋区高島平５
－４１－１１

貨物自動車運送事業 労働局からの通報を端緒として平成26年12月12日、監査を実施。7件の違反が認
輸送安全規則第3条第 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
6項
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・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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群馬県伊勢崎市西久
保町３－６２３－１

20170228 スタイル株式会社 代表者 東京都板橋区高島平５ 本社
川村純二
－４１－１１

輸送施設の使用停止
（50日車）

20170228 有限会社ヒロキ商運 代表 埼玉県加須市旗井５４ 本社
者橋詰毅
２－５

埼玉県加須市旗井５４２ 輸送施設の使用停止
－５
（10日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

20170228 丸良運輸株式会社 代表
者石橋良人

本社

神奈川県愛甲郡愛川町 輸送施設の使用停止
中津字諏訪東２２０４－７ （20日車）

貨物自動車運送事業 交通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8日、監
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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）

20170228 有限会社スリーエー 代表 埼玉県さいたま市岩槻 本社
者足立勝
区飯塚１２６９－１

埼玉県さいたま市岩槻区 輸送施設の使用停止
本町３－６－１
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条

20170228 株式会社ソル 代表者佐藤 神奈川県横浜市保土ヶ 本社
敦
谷区峰沢町２５９－１

20170228 株式会社ＨＹＳＹＳＴＥＭ
代表者煤賀義浩

神奈川県愛甲郡愛川
町中津２２０４－７

東京都中央区勝どき２ 本社
－１８－１黎明スカイレ
ジテル１１０４

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

平成27年1月27日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）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）、（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）
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平成27年2月13日、監査を実施。7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）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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神奈川県横浜市保土ヶ 輸送施設の使用停止
谷区常盤台３４－２８２０ （32日車）
４

貨物自動車運送事業 平成27年4月15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
輸送安全規則第3条第 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
6項
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）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）、（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）
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東京都江東区千石２－２ 輸送施設の使用停止
－２０
（140日車）

貨物自動車運送事業 平成27年1月15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
輸送安全規則第3条第 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
4項
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）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）、（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）
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