貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年４月分）
事業者 営業所
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
主な違反の条項
違反行為の概要
の年月日
点数
点数
20170404 株式会社ミックスアップ（法人 埼玉県上尾市二ツ宮９１４ 本社
東京都葛飾区金町２－８－ 事業の停止（30日間）、輸 貨物自動車運送事業輸送 平成26年6月24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
38
38
番号9011802027799） 代表者 －１
８
送施設の使用停止（80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
生貝達也
車）
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（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条第1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）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）、（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）
20170411 有限会社敬敏運送（法人番号 栃木県大田原市中央１－ 本社
5060002026784） 代表者郡司 ６－５
敏雄

栃木県大田原市中央１－６ 輸送施設の使用停止（20
－１９
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1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）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）

2

2

20170411 京濱港運株式会社（法人番号 神奈川県横浜市中区山下 栃木
2020001026239） 代表者菅井 町１０７－７
克枝

栃木県栃木市大平町横堀１ 輸送施設の使用停止（20
４１１－２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月9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

20170411 有限会社上村商事（法人番号 栃木県足利市駒場町８９９ 本社
3060002035829） 代表者上村 －４
大輔

栃木県足利市駒場町８９９
－４

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27年2月13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）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）

2

2

20170411 ツノダ物流株式会社（法人番 栃木県小山市大字喜沢１ 本社
号3060001015410） 代表者角 １４０－５８
田寛

栃木県小山市喜沢１２０１－ 輸送施設の使用停止（20
１（旧：栃木県小山市大字羽 日車）
川７０－１）

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12日、監査を実
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）事故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9条の2）、
（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）

2

2

20170411 葛西陸運株式会社（法人番号 千葉県浦安市高洲３－１
3040001029395） 代表者保戸 －３
田雅人

東京都江戸川区東葛西７－ 文書警告
４－１３

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26年11
安全規則第7条
月12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（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）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）

0

0

千葉県八街市八街は１０５
－３２７

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月5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）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）

8

8

本社

20170411 ケイアイ物流有限会社（法人 茨城県小美玉市羽鳥２９７ 八街
番号3050002015195） 代表者 ２－２(旧：茨城県石岡市南
君山高志
台４－１５－１５)

輸送施設の使用停止（80
日車）

20170411 東洋陸送株式会社（法人番号 埼玉県三郷市鷹野４－１６ 三郷
3010001051955） 代表者大塚 ２
一行

埼玉県三郷市鷹野４－１６２ 輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成２６年１２月５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
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（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1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）

5

5

20170411 株式会社アピア（法人番号
茨城県つくば市上横場１９ 本社
8013101006064） 代表者牧野 ９５－１
功

茨城県つくば市台町２－２ー 輸送施設の使用停止（10
２３ー２０３（旧：茨城県つく 日車）
ば市上横場１８７１－１７）

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18日、監査を実施。 4件の違反が認められ
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）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
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

1

1

20170411 株式会社日本アイ・ビー・エス 埼玉県新座市栗原１－３
（法人番号4030001046110）
－１８
代表者三浦貞夫

本社

埼玉県新座市栗原１－４－ 輸送施設の使用停止（40
１５
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。4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）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）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

20170411 東京サービス株式会社（法人 東京都練馬区春日町４－ 本社
番号9011601004512
３５－２７
） 代表者新内辰郎

千葉県柏市十余二３６３－１ 輸送施設の使用停止（40
６
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27年4月8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）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）

4

4

20170411 株式会社碧物流（法人番号
東京都江戸川区南葛西６ 本社
4011701013467） 代表者長江 －１４－２０－２０１
達也

千葉県市川市行徳駅前３－ 輸送施設の使用停止（30
１１－７－１０３
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27年4月23日、監査を実施。 4件の違反が認められ
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）

3

3

20170411 株式会社マルタチ（法人番号 埼玉県白岡市西８－１７－ 本社
3030001032094） 代表者立川 ２５
正和

埼玉県白岡市西８－１７－２ 輸送施設の使用停止（40
５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年1月20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）、（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）

4

4

20170411 北總通運株式会社（法人番号 千葉県旭市ニの５９６９
1040001061796） 代表者飯田
亜輝男

旭

千葉県旭市ニの５９６９

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4月10日、監査を実
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（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

20170411 有限会社アイエス物流（法人 栃木県真岡市中２８９
番号6060002019102） 代表者
篠崎進一

本社

栃木県真岡市大谷本町１０ 輸送施設の使用停止（30
－５
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年8月21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）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）、（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）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）

3

3

輸送施設の使用停止（20
日車）

20170411 株式会社フレッシュ共配サー 東京都中野区中野４－４
ビス（法人番号
－１１
4011201004883） 代表者石井
好雄

高崎

群馬県高崎市大八木町１０ 輸送施設の使用停止（10
３０－１
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27年8月28日、監査を実
安全規則第10条第1項
施。3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）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）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

20170411 株式会社サンエイエコネット
（法人番号7010001073046）
代表者岩井栄三

東京都中央区日本橋小網 本社
町６－１４

千葉県千葉市中央区中央
港２－５－６

輸送施設の使用停止（30
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27年8月6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）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

20170411 有限会社ＢＲＳロジスティック
（法人番号5070002022056）
代表者鑓水勇

群馬県伊勢崎市平井町１ 本社
３１９－１

群馬県伊勢崎市平井町１３ 輸送施設の使用停止（10
１９－１
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27年7月24日、監査を実
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（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）

1

1

20170411 千富産業株式会社（法人番号 千葉県いすみ市新田４１８ 本社
8040001075385） 代表者梶谷 ４－１
幸範

千葉県富津市大堀１－３４ 輸送施設の使用停止（10
－８（旧：千葉県いすみ市新 日車）
田４１８４－８）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年9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
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）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1

1

20170411 王子運送株式会社（法人番号 東京都江東区越中島３－ 足立センター
8010601040551） 代表者濱野 ６－１５
健二

東京都北区浮間４－２３－３ 文書警告

貨物自動車運送事業輸送 当該事業者の運転者が平成29年1月12日に引き起こした交通事故を端緒として平成29年2
安全規則第10条第1項
月8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等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20170411 有限会社根本商事（法人番号 栃木県小山市東城南２－ 本社
2060002029055） 代表者根本 ４－８
竹二

栃木県小山市東城南２－４ 輸送施設の使用停止（60
－８
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年7月10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
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（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

6

20170411 有限会社壬生交通（法人番号 栃木県下都賀郡壬生町羽 本社
5060002034639） 代表者篠原 生田１６４０－３
直樹

栃木県下都賀郡壬生町本
丸２－９－１６

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月24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
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）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）、（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）

7

7

20170418 株式会社藤和運輸（法人番号 千葉県八千代市高津１１１ 本社
5040001020988） 代表者加藤 ６－３
一雄

千葉県八千代市高津１１１６ 輸送施設の使用停止（20
－３
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6月25日、監査を実
安全規則第10条第2項
施。3件の違反が認められた。（1）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）、（2）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）、（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）

2

2

20170418 有限会社本田運送（法人番号 栃木県足利市野田町１１２ 本社
8060002037300） 代表者本田 ０－１２
美登里

栃木県足利市野田町１１２０ 輸送施設の使用停止（40
－１２
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年7月29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
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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（9）報
告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20170418 有限会社愛川新企画（法人番 神奈川県愛甲郡愛川町中 本社
号4021002033809） 代表者荒 津２７６９－１
川良江

神奈川県愛甲郡愛川町中
津２７６９－１

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31日、監査を実
安全規則第10条第1項
施。3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）、（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）、（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）

8

8

20170418 櫂榮篠崎商事有限会社（法人 神奈川県伊勢原市小稲葉 本社
番号8021002034828） 代表者 １８１－１
篠崎智也

神奈川県伊勢原市小稲葉１ 輸送施設の使用停止（40
８１－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年11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（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）、（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

4

20170418 有限会社新井運輸倉庫（法人 群馬県伊勢崎市曲沢町１ 本社
番号3070002021282） 代表者 ５５４
新井裕

群馬県伊勢崎市曲沢町１５ 輸送施設の使用停止（20
５４
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27年1月21日、監査を実
安全規則第10条第1項
施。3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）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）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）

18

18

20170418 有限会社鈴元商事（法人番号 栃木県宇都宮市砂田町４ 本社
6060002005093） 代表者鈴木 ６４－１
和宏

栃木県宇都宮市平出町３５ 輸送施設の使用停止（10
４６－１
日車）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2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）

1

1

20170418 有限会社正喜商事（法人番号 茨城県筑西市女方３９５－ 本社
4050002042494） 代表者吉江 ５
正美

茨城県筑西市伊佐山５６３ 輸送施設の使用停止（80
－３（旧：茨城県筑西市伊佐 日車）
山１４０－１）

貨物自動車運送事業輸送 平成26年12月11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
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（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）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）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）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

20170418 株式会社ケン・プロダクト（法 群馬県太田市西本町６３
人番号6070001021165） 代表 －２５
者相葉健一郎

群馬県太田市牛沢町２３４ 輸送施設の使用停止（10
－４（旧：群馬県太田市西本 日車）
町６３－２５）

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2月20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（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1

1

本社

輸送施設の使用停止（75
日車）

20170418 株式会社群馬ドリーム（法人 群馬県佐波郡玉村町大字 本社
番号3070001014196） 代表者 箱石３５８－１
石川伸二

群馬県佐波郡玉村町大字
箱石３５８－１４

20170418 古川運送株式会社（法人番号 千葉県東金市薄島３３８－ 本社
5040001057337） 代表者古川 １
毅彦

貨物自動車運送事業輸送 平成27年2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）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）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

千葉県東金市薄島３３８－１ 輸送施設の使用停止（10
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27年5月19日、監査を実施。8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）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）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）

1

1

20170418 株式会社福嶋商事（法人番 埼玉県川口市戸塚６－ 湘南
号4030001082527） 代表 ２５－１４（旧：埼玉県川
者福嶋徹也
口市東川口２－８－４
－３０１）

神奈川県伊勢原市下落 輸送施設の使用停止
合６－１－３０３（旧：神奈 （20日車）
川県高座郡寒川町倉見３
６０－５）

貨物自動車運送事業輸 平成27年9月4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
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）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

2

20170418 佐久間産業株式会社（法人 群馬県高崎市榛名山町 本社
番号5070001007000） 代 ５８４－１
表者佐久間久子

群馬県佐波郡玉村町上
之手２０６５－２

輸送施設の使用停止
（35日車）

貨物自動車運送事業輸 平成27年9月25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
送安全規則第7条
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）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

20170418 峰嶋運輸有限会社（法人番 東京都西多摩郡日の出 本社
号6013102007690） 代表 町平井３－２
者峰嶋信夫

東京都西多摩郡日の出
町平井３－２

輸送施設の使用停止
（50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11月28日、監査を実施。6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）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）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）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

20170418 大和システム運輸株式会
社（法人番号
3010101002247） 代表者
城康幸

東京都八王子市大和田
町１－１２－８

文書警告

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5月21日、監査を実施。3件の違反が認
送安全規則第7条
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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0

0

貨物自動車運送事業輸 当該事業者の運転者が平成28年2月2日に引き起こした交通事故を端緒として平
送安全規則第3条第4項 成28年2月4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）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）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）

3

3

東京都八王子市大和田 本社
町１－１２－８

20170418 株式会社東洋運輸（法人番 東京都東村山市恩多町 本社
号5012701001642） 代表 １－３０－２
者中島昭治

輸送施設の使用停止（60
日車）

東京都東村山市恩多町１ 輸送施設の使用停止
－３０－２
（30日車）

20170425 横田運輸株式会社（法人番 栃木県宇都宮市田下町 本社
号3060001006500） 代表 ８３（旧：栃木県宇都宮
者横田昌弘
市福岡町９００）

栃木県宇都宮市福岡町９ 輸送施設の使用停止
００
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年5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
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）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）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）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

20170425 イズミ物流株式会社（法人 東京都千代田区神田須 千葉
番号8010001112802） 代 田町２－１７－１８－８
表者平川信

千葉県千葉市美浜区新
港８８

輸送施設の使用停止
（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26年7月22日、監査を実施。6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）、（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

20170425 株式会社エナジートランス 千葉県浦安市北栄４－ 北関東
ポーター（法人番号
１０－１１
5040001078457） 代表者
栗原等

栃木県河内郡上三川町
上三川４４８９－６

輸送施設の使用停止
（35日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年9月4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
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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4

4

20170425 有限会社プラスパ（法人番 神奈川県小田原市前川 本社
号3021002050771） 代表 １５５－１サンライフ秋
者安池裕昭
山ビル３０１

神奈川県川崎市川崎区
扇町１３－１

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸 平成26年10月22日、監査を実施。 4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）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）、（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）

7

7

20170425 有限会社林建材運輸（法人 千葉県香取郡多古町喜 本社
番号8040002083783） 代 多３００－２５
表者林博之

千葉県香取郡多古町喜
多３００－２５

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸 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26年8月8日、
送安全規則第3条第4項 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）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）過積載運送（貨物自動車運送事業法第17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）

8

8

20170425 高伸物流株式会社（法人番 栃木県下都賀郡野木町 本社
号5060001022776） 代表 大字丸林５５４－４
者萩原和志

栃木県下都賀郡野木町
大字丸林５５４－４

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6月11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
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）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

20170425 有限会社葉山運送（法人番 神奈川県三浦郡葉山町 本社
号5021002068944） 代表 堀内９００（旧：神奈川
者萩原幹大
県三浦郡葉山町上山口
１３９４）

神奈川県横浜市戸塚区 輸送施設の使用停止
秋葉町２９７（旧：神奈川 （20日車）
県横浜市保土ヶ谷区法
泉３－２７－１７）

貨物自動車運送事業輸 平成27年1月9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
送安全規則第7条
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）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

20170425 日本中央運輸株式会社（法 群馬県伊勢崎市宮子町 本社（旧：前
人番号2070001002425）
３４８７－３(旧：群馬県 橋）
代表者町田真由美
前橋市下佐鳥町４５５)

群馬県伊勢崎市宮子町３ 輸送施設の使用停止
４８７－３（旧：群馬県前 （30日車）
橋市三河町１－３－６）

貨物自動車運送事業輸 平成27年2月26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
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）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）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

3

20170425 黒崎商事有限会社（法人番 栃木県宇都宮市氷室町 本社
号9060002003409） 代表 ２９３１
者黒崎貞造

栃木県宇都宮市氷室町２ 輸送施設の使用停止
９３１
（135日車）

貨物自動車運送事業輸 当該事業者の運転者が平成27年3月5日に引き起こした交通事故を端緒として平
送安全規則第3条第4項 成27年3月20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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14

14

20170425 有限会社群馬中日輸送（法 群馬県邑楽郡大泉町朝 本社
人番号3070002028922）
日２－１９－２４
代表者野中治郎

群馬県邑楽郡大泉町朝
日２－１９－２４

貨物自動車運送事業輸 平成27年4月9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
送安全規則第7条
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）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）

3

3

20170425 姫商株式会社（法人番号
5030001080422） 代表者
日野枝三

埼玉県川口市元郷３－１ 輸送施設の使用停止
６－１６
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 平成27年2月10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
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）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

20170425 有限会社神奈川新聞輸送 神奈川県横浜市南区若 本社
社（法人番号
宮町３－３８
2020002029455） 代表者
今井正行

神奈川県横浜市南区若
宮町３－３８－５

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27年8月31日、監
送安全規則第3条第6項 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）、（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

20170425 株式会社アイソネットライン 東京都新宿区若松町３ 羽沢
（法人番号5012401010753） ３－８（旧：東京都武蔵
代表者林義弘
野市中町２－４－５）

神奈川県横浜市神奈川 輸送施設の使用停止
区片倉４－５－３－２０５ （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9月11日、監査を実施。 1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

2

埼玉県川口市元郷３－ 本社
１６－１６

輸送施設の使用停止
（30日車）

20170425 有限会社平成運輸（法人番 埼玉県秩父市大字寺尾 本社
号5030002121720） 代表 字上ノ台３３５
者北貢

輸送施設の使用停止
（100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27年4月24日、監
送安全規則第3条第4項 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）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）事故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9条の2）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

16

16

20170425 株式会社ＭＥＴＳ（法人番号 埼玉県さいたま市西区 本社(旧：上尾) 埼玉県さいたま市西区高 輸送施設の使用停止
7030001043716） 代表者 宝来３００－１
木３１－２（旧：埼玉県上 （30日車）
江田直史
尾市仲町２－１１０３－１
２）

貨物自動車運送事業輸 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27年6月17日、
送安全規則第3条第6項 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（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）、（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）

3

3

20170425 東洋運輸有限会社（法人番 埼玉県川口市安行藤八 本社
号2030002105288） 代表 ８４０－７５
者中山幸治

埼玉県川口市大字安行
吉蔵２２７－７

輸送施設の使用停止
（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27年6月18日、監
送安全規則第10条第1 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（貨物自
項
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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）

1

1

20170425 株式会社エネックス（法人
番号6010701025339） 代
表者原昌一郎

千葉県市川市本行徳２５ 輸送施設の使用停止
５４－８４
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 平成27年8月27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
送安全規則第10条第1 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）運行管理
項
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）
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

20170425 小泉建設有限会社（法人番 埼玉県所沢市けやき台 本社
号1030002029166） 代表 ２－９－２３
者鎌田数人

埼玉県所沢市けやき台２ 輸送施設の使用停止
－９－２３
（70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27年4月23日、監
送安全規則第3条第4項 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
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）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

7

20170425 株式会社エービーエクスプ
レス（法人番号
8010801015106） 代表者
尾上佐吉

東京都大田区平和島２－ 輸送施設の使用停止
１－１
（50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8月11日、監査を実施。 7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）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）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）

5

5

東京都江東区東陽５－２ 文書警告
９－１８

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29年3月3日、監
送安全規則第7条第5項 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（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）

0

0

東京都品川区大崎１－ 関東支店
１１－１

東京都大田区平和島２ 本社
－１－１(旧：東京都大
田区大森北１－２３－
５)

20170425 有限会社丸正運送（法人番 東京都江東区東陽５－ 本社
号2010602007506） 代表 ２９－１８
者高橋幸広

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

埼玉県秩父市大字寺尾
字上ノ台３３５

