
行政処分等
の年月日

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
事業者
点数

営業所
点数

20170501 関東西濃運輸株式会社（法人
番号3070001009857）代表者
羽鳥義雄

群馬県安中市板鼻１６－１ 日立 茨城県日立市神田町字久
下沼後１３７１－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項

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12月21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）

8 0

20170501 株式会社三陸商運（法人番号
2050001008135）代表者星明
宏

茨城県笠間市押辺２５９４
－１２

本社 茨城県笠間市押辺２５９４－
１２

文書警告 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

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1月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）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）

0 0

20170509 Ｊ－ロジテック株式会社（法人
番号9010001129795）代表者
吉岡敬二

東京都中央区日本橋本町
３－８－３

京浜輸送管理
課

神奈川県川崎市川崎区水
江町６－３０

文書警告 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

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8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）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

20170509 三洋物流株式会社（法人番号
9030001003271）代表者佐藤
大輔

埼玉県さいたま市桜区白
鍬６８９－１０

本社 埼玉県さいたま市桜区大字
宿１８４

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年5月20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（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）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

20170509 栗原運送株式会社（法人番号
5011102004065）代表者栗原
誠

東京都新宿区水道町３－
１３

本社 東京都新宿区水道町３－１
３

輸送施設の使用停止（85
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

平成26年4月14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）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）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）

9 9

20170509 アール・ワイ・システム株式会
社（法人番号3070001026992）
代表者進藤秀之

神奈川県横浜市金沢区鳥
浜町４－３

館林 群馬県館林市花山町２１－
８

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年11月27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（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）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）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

20170509 株式会社中村商会（法人番号
3021001041821）代表者中村
芳朗

神奈川県横須賀市船越町
６－１

横浜 神奈川県横浜市鶴見区朝
日町１－２７－２

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年8月6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）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）、（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）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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年５月分）



20170509 株式会社藤田運送店（法人番
号2013301010598）代表者藤
田豊昭

東京都豊島区巣鴨１－４４
－３

北関東 群馬県館林市近藤町２－１
６９

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年11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（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

20170509 有限会社ティー・エル・シー（法
人番号4040002076072）代表
者高田年正

茨城県つくば市榎戸７９３
（旧：千葉県市原市青柳２
０３１－８）

本社 茨城県つくば市榎戸７９３
旭テナント２階Ｆ号室（旧：千
葉県市原市青柳２０３１－８）

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

平成26年12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）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）、（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

20170509 有限会社トータルトランスコー
ポレーション（法人番号
3070002021191）代表者橋本
雅也

群馬県伊勢崎市日乃出町
７１２－７

つくば 茨城県つくば市真瀬９１２ 輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年2月13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（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）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）

3 3

20170509 株式会社富士宮運輸（法人番
号2020001064668）代表者雨
宮國廣

神奈川県川崎市多摩区宿
河原５－２９－１２

本社 神奈川県川崎市多摩区宿
河原５－２９－１２

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

平成26年12月12日、監査を実施。　6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）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）、（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）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）

5 5

20170509 竜ヶ崎商行運輸有限会社（法
人番号3050002033585）代表
者根本良男

茨城県龍ヶ崎市上町４３６
１－２

本社 茨城県龍ヶ崎市上町４３６１
－２

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

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3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（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）事故惹起・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）事故惹起・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）

4 4

20170509 一宮運送有限会社（法人番号
8090002008125）代表者田草
川潤

山梨県笛吹市一宮町末木
２７０－７

本社 山梨県笛吹市一宮町末木２
７０－７

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年1月30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）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

20170509 株式会社ＡＱＲＩ（法人番号
6040001069158）代表者栗原
暁男

千葉県我孫子市中峠台２
０－１６

本社 千葉県我孫子市中峠台２０
－１６

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

平成27年1月21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
（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）、（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）

8 8



20170509 株式会社不二運輸（法人番号
3030001027268）代表者中山
安宏

埼玉県入間市狭山ヶ原３４
５－２

栃木 栃木県下野市柴２８８－３ 輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成27年9月28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）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 3

20170509 アートコーポレーション株式会
社（法人番号8122001015081）
代表者寺田千代乃

大阪府大東市泉町２－１４
－１１

川崎支店 神奈川県川崎市川崎区大
師河原１－４８６１－５

輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年9月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）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 1

20170509 有限会社松山運送（法人番号
6060002011868）代表者松岡
一裕

栃木県宇都宮市清原台１
－１０－６

本社 栃木県宇都宮市清原台１－
１０－６

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成27年9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）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）、（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）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

8 8

20170509 青葉運輸株式会社（法人番号
9010001036422）代表者澤幡
仁

東京都中央区日本橋本石
町４－４－９

本社 東京都大田区東海３－２－
１１

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

当該事業者の運転者が平成26年8月8日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年11
月20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（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）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）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 4

20170509 有隣運送株式会社（法人番号
1010001059612）代表者澤幡
仁

東京都中央区日本橋本石
町４－４－９

船橋フローズン
(旧：本社）

千葉県船橋市浜町３－１－
３（旧：東京都中央区日本橋
本石町４－４－９）

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

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）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）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）、（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）

4 4

20170509 株式会社アズシステム（法人
番号2010001140825）代表者
東出浩一

東京都千代田区神田須田
町１－１４

相模原 神奈川県相模原市中央区
田名３５２０－１

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年9月25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）

6 6

20170509 日本ＷｅＰ流通株式会社（旧：
日本冷凍輸送株式会社）（法
人番号6012801003026）代表
者細村保夫

東京都武蔵村山市伊奈平
５－８７－５

本社 東京都武蔵村山市伊奈平５
－８７－５、１０

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年10月22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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7



20170509 舟橋司 山梨県上野原市上野原２
１７９－１

本店 山梨県上野原市上野原２１
７９－１

輸送施設の使用停止（105
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

平成28年1月14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）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）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）

14 14

20170509 株式会社マヤマ（法人番号
3120001002583）代表者真山
稔

大阪府大阪市鶴見区緑１
－３－１８

関東 神奈川県相模原市中央区
清新６－１０－２１

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項

平成28年2月5日、監査を実施。5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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）、（5）事業者たる法人の役員変更未届出（貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1
項第6号）

3 3

20170516 興陽運輸株式会社（法人番号
7010401009822）代表者浅野
康彦

東京都港区海岸３－１９－
２－２１１

横浜 神奈川県横浜市都筑区川
向町７２７

文書警告 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第10条第1項

当該事業者の運転者が平成２８年１２月２８日に引き起こした交通事故を端緒として平成２９
年４月１９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

20170516 株式会社小倉エンタープライ
ズ（法人番号5040001016953）
代表者小倉登

千葉県船橋市山手３－７
－２０

本社 千葉県船橋市山手３－７－
２０

輸送施設使用停止（70日
車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年7月3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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20170516 有限会社ワタナベ（法人番号
1060002021129）代表者渡辺
康弘

栃木県鹿沼市笹原田６３２ 本社 栃木県鹿沼市板荷字上長
の原１５１３－４

輸送施設使用停止（70日
車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年9月12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）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）、（6）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）、（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）、（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

20170516 萬年運送株式会社（法人番号
8021001033186）代表者小澤
弘一

神奈川県小田原市早川３
－２０－８

本社 神奈川県小田原市早川３－
２０－８

輸送施設の使用停止（10
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11月13日、監査を実施。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）

1 1

20170516 株式会社マエハラ（法人番号
5020001082254）代表者前原
信哉

神奈川県川崎市川崎区富
士見２－３－３

本社 神奈川県川崎市川崎区塩
浜４－４－７

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年11月18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（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）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



20170516 有限会社川岸急便（法人番号
6060002035842）代表者川岸
芳男

栃木県足利市緑町１－３２
６９－３

本社 栃木県足利市緑町１－３２６
９－３

輸送施設の使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年12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）

3 3

20170516 株式会社トーリク（法人番号
2011801016041）代表者鈴木
康昭

東京都足立区入谷７－２１
－１

群馬 群馬県藤岡市東平井１４４５ 輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年12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

20170516 有限会社長谷川商事（法人番
号6050002013097）代表者長
谷川和子

茨城県かすみがうら市宍
倉５６８４－１

東茨城工場 茨城県常陸大宮市野田１３
００－１

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

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）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）

2 2

20170516 御幸産業株式会社（法人番号
1050001022384）代表者箕輪
利行

茨城県鹿嶋市粟生２６３４
－１１

本社 茨城県鹿嶋市粟生２６３４－
１１

輸送施設の使用停止（90
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

平成26年12月2日、監査を実施。13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（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）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）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）、（11）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）、（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）、（13）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

9 9

20170516 有限会社野平商事（法人番号
2050002006088）代表者野平
道勝

茨城県東茨城郡茨城町大
字谷田部６２３－２

本社事務所 茨城県東茨城郡茨城町大
字谷田部６２３－２

輸送施設の使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

当該事業者の運転者が平成25年11月27日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年9
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）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

20170516 有限会社石井商会（法人番号
6020002000065）代表者石井
健二

神奈川県横浜市栄区笠間
５－１９－３５

本社 神奈川県藤沢市村岡東１－
１７－７

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

平成26年11月13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
（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）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）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）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）

5 5

20170516 有限会社渡辺急送（法人番
号4020002099967）代表者
渡辺司

神奈川県川崎市川崎区
東門前２－２－４

本社 神奈川県川崎市川崎区
東門前２－２－４－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年1月14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）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



20170516 富士運輸株式会社（法人番
号4150001002118）代表者
松岡弘晃

奈良県奈良市北永井町
３７２

成田支店 千葉県富里市七栄６５０
－８５

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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6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（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

4 4

20170516 株式会社エクシング（法人
番号7120001054027）代表
者山部博政

大阪府大阪市淀川区加
島１－３７－５６

鹿沼 栃木県鹿沼市上石川２３
３０－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年8月19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

20170516 株式会社セレモ（法人番号
3040001017689）代表者林
勇樹

千葉県船橋市駿河台１
－２７－１

本社 千葉県船橋市駿河台１－
２７－１

輸送施設の使用停止
（１９日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成27年7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（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）、（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）、（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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20170516 有限会社福松運輸（法人番
号3030002081842）代表者
高田義之

埼玉県本庄市東台１－
３－３０

本社 埼玉県児玉郡上里町七
本木３１３３－４ーＡ

事業の停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（198日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

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9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（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）、

33 33

20170516 梅島運送株式会社（法人番
号9011701001087）代表者
高橋等

東京都江戸川区北葛西
５－２８－２１

本社 東京都江戸川区北葛西５
－２８－２１

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年11月18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（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）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

20170516 株式会社西野物流（法人番
号9011701011565）代表者
西野雅行

東京都江戸川区大杉４
－２－１３

本社 東京都江戸川区大杉４－
２－１３

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年8月26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）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）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）

5 5



20170516 有限会社ワイ・アシスト（法
人番号7040002058852）代
表者大方克友

千葉県成田市三里塚
光ヶ丘１－１３４８

本社 千葉県成田市三里塚
光ヶ丘１－１３４８

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成27年7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（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）

2 2

20170516 株式会社サンファミリー（法
人番号6030001037999）代
表者小俣庄市

埼玉県三郷市上口字皿
沼８９１－１

児玉 埼玉県本庄市児玉町児
玉１７５４－７

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

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5月21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）

6 6

20170516 高尾貨物株式会社（法人番
号2010101007577）代表者
井上重幸

東京都八王子市長房町
１４６４－１０

本社 東京都八王子市長房町１
４６４－１０

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年3月13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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20170516 清野運送有限会社（法人番
号6012802005558）代表者
土屋明子

東京都東大和市芋窪５
－１１５０－２

本社 東京都東大和市芋窪５－
１１５０－２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成27年2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
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）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）、（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）

5 5

20170516 東立運輸株式会社（法人番
号5011801010454）代表者
市原英司

東京都足立区花畑３－
４０－１５

茨城 茨城県土浦市本郷２０－
２８

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年2月17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）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

20170516 興陽運輸株式会社（法人番
号7010401009822）代表者
浅野康彦

東京都港区海岸３－１
９－２－２１１

横浜 神奈川県横浜市都筑区
川向町７２７

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

当該事業者の運転者が平成２８年１２月２８日に引き起こした交通事故を端緒とし
て平成２９年４月１９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

20170523 県南運輸株式会社（法人番
号2090001012249）代表者
向井洋子

山梨県南巨摩郡南部町
本郷１０００６

本社 山梨県南巨摩郡南部町
南部７９３１－５

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2
項

労働局からの通報を端緒として平成29年4月6日、監査を実施。2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）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）

0 0



20170523 有限会社ケイ運送（法人番
号8070002035443）代表者
小林計一

群馬県利根郡みなかみ
町政所７３６－２

本社 群馬県利根郡みなかみ
町政所１０５９

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

労働局からの通報を端緒として平成26年12月11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（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）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）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 11

20170523 京浜トランス株式会社（法
人番号9020001026323）代
表者高松正義

神奈川県横浜市中区弥
生町５－４８

本社 神奈川県横浜市中区弥
生町５－４８

輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年1月13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）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）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）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 9

20170523 南農産運輸有限会社（法人
番号2050002016013）代表
者坂本昇一

茨城県小美玉市野田２
８０

本社 茨城県小美玉市野田２８
０

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

当該事業者の運転者が平成26年4月24日に引き起こした交通事故を端緒として平
成26年8月28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）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 3

20170523 福山瑞穂運輸株式会社
（旧：三協運輸興業株式会
社）（法人番号
1240001034666）代表者羽
田康男

広島県福山市西新涯町
２－２３－１７

東京（旧：本
社）

埼玉県入間市大字寺竹４
６－１６（旧：東京都西多
摩郡瑞穂町大字二本木４
２０）

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年8月27日、監査を実施。6件の違反が認
められた。（1）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）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）、

3 3

20170523 株式会社斎藤商運（法人番
号3021001021105）代表者
齋藤健一

神奈川県伊勢原市笠窪
４３２－１

本社 神奈川県伊勢原市笠窪４
３２－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年3月16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）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）

2 2



20170523 有限会社城南商事（法人番
号7070002021337）代表者
神沢博

群馬県伊勢崎市市場町
２－４４６－１

本社 群馬県伊勢崎市市場町２
－４４６－１

輸送施設の使用停止
（135日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成27年4月16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（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）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）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）

14 14

20170523 有限会社桜急送（法人番号
3130002023933）代表者岡
本美知由

京都府久世郡久御山町
森中内１１１－１

埼玉 埼玉県鶴ヶ島市大字藤
金字宮前６４７－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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

20170523 豊福ロジテム株式会社（法
人番号4040001022052）代
表者尾頭透

千葉県千葉市中央区港
２－１０－３

本社 千葉県千葉市中央区中
央港２－１０－３

輸送施設使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成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（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）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）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）

3 3

20170523 鷹取建材株式会社（法人番
号3010101002305）代表者
鷹取賢

東京都八王子市中野町
２５４５－２１

本社 東京都八王子市散田町３
－１６－２３

事業の停止（3日間）、
輸送施設の使用停止
（245日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

平成26年9月4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）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）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

29 29

20170523 株式会社齋田商事（法人番
号3021001002674）代表者
齋田和英

神奈川県藤沢市稲荷５
２０

本社 神奈川県藤沢市稲荷５２
０

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

労働局からの通報を端緒として平成27年8月26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（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）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

20170523 桶本興業株式会社（法人番
号7030001001442）代表者
桶本毅

埼玉県さいたま市南区
根岸４－７－９

上尾 埼玉県上尾市東町３－１
９３２－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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11月6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



20170530 有限会社中野商事（法人番
号3012702001362）代表者
中野真人

東京都小平市仲町３７
８－２３

本社 東京都小平市小川町２－
１８６２－２

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

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
（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）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）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

20170530 東京宅配事業株式会社（法
人番号2040001014638）代
表者西宮彰宏

千葉県習志野市茜浜１
－５－９

本社 千葉県習志野市茜浜１－
５－９

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成26年5月20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）

1 1

20170530 鶴巻喜一郎 東京都江戸川区春江町
５－２４－１００

本社 東京都中央区日本橋箱
崎町３３－１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成26年4月30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（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）、（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 10

20170530 有限会社明王商事（法人番
号5030002110995）代表者
伊澤春夫

埼玉県川口市赤山５９
４－２

本社 埼玉県川口市赤山５９４
－２

事業の停止（7 日間）、
輸送施設の使用停止
（26日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

平成26年5月28日、監査を実施。13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）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）、（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）、（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）、（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）、（13）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

39 39

20170530 株式会社ヤジマホーム
サービス（法人番号
5020001003400）代表者家
島幹雄

神奈川県横浜市磯子区
峰町６９０

磯子（旧：横須
賀）

神奈川県横浜市磯子区
洋光台６－１３－４（旧：
神奈川県横須賀市武２－
２－１１ダイアパレス衣笠
６０１）

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年2月20日、監査を実施。6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）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）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）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



20170530 堤自動車運送株式会社（法
人番号7070001007725）代
表者堤文男

群馬県高崎市上大類町
１０２５

本社 群馬県高崎市上大類町１
０２５

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年1月27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

20170530 中村梱包商事株式会社（法
人番号6011801003597）代
表者中村悦彌

東京都葛飾区東新小岩
７－１５－５

本社 東京都葛飾区東新小岩７
－１５－５

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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8月29
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）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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

20170530 有限会社ＳＳＢ（法人番号
3020002103366）代表者田
中清友

神奈川県川崎市中原区
下小田中２－２４－１５
－２０１

本社 神奈川県川崎市中原区
下小田中２－２４－１５－
２０１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成27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（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）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）、（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）事業計画事前届出違反（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）

4 4

20170530 若月運輸株式会社（法人番
号7021001014385）代表者
若月章

神奈川県相模原市中央
区東淵野辺４－１０－３
０

本社 神奈川県相模原市中央
区東淵野辺４－１０－３０

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

平成27年2月20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（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）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）、（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）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

20170530 山口運送株式会社（法人番
号8070001016700）代表者
山口恵三

群馬県伊勢崎市間野谷
町９３－４

本社 群馬県伊勢崎市間野谷
町９３－４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年2月16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）

1 1

20170530 株式会社神奈川新聞総合
サービス（法人番号
1020001014590）代表者中
村卓司

神奈川県横浜市中区太
田町２－２３（旧：神奈
川県横浜市中区真砂町
３－３３）

綾瀬 神奈川県綾瀬市深谷上８
－２－２９

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

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
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（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）、（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）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



20170530 株式会社昭運社（法人番号
4010401013728）代表者植
竹昭一

東京都港区高輪１－３
－２

海老名 神奈川県海老名市杉久
保北２－２－２８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

平成27年1月23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（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）、（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

20170530 王子運送株式会社（法人番
号8010601040551）代表者
濵野健二

東京都江東区越中島３
－６－１５

葛西支店 東京都江戸川区臨海町４
－３－１

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第15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27年5月14日、監
査を実施。1件の違反が認められた。（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）

1 1

20170530 株式会社滝野川梱包運輸
（法人番号3012701005050）
代表者菊地貴志

東京都東村山市秋津町
３－３７－１

本社 東京都東村山市秋津町３
－３７－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

労働局からの通報を端緒として平成27年6月30日、監査を実施。　2件の違反が認
められた。（1）運転者に対する指導監督の記録違反（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

20170530 有限会社アステック（法人
番号2010102010836）代表
者廣谷昭雄

東京都八王子市長沼町
２７２－４

本社 東京都八王子市長沼町２
７２－４

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

平成26年9月19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）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）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）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）、（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）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

17 17

20170530 関東建運株式会社（法人番
号9050001019092）代表者
占部鉄夫

茨城県古河市東山田９
４７－３

本社 茨城県古河市東山田９４
７－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

最高速度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7月20
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）

1 1

20170530 吉高運輸株式会社（法人番
号3040001007814）代表者
高橋新治

千葉県千葉市花見川区
作新台５－１－３０

本社 千葉県千葉市花見川区
花見川花見川住宅６－２
－１０７

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第3項

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11月29
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3項）

1 1

20170530 株式会社若松運送（法人番
号1020001024920）代表者
若松潔

神奈川県横浜市神奈川
区菅田町３１８－１４

本社 神奈川県横浜市神奈川
区菅田町３１８－１４

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第3項

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29年2月3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3項）

3 3

20170530 山野井運輸有限会社（法人
番号5060002040125）代表
者山野井千佳

栃木県佐野市山菅町３
３６５－２

本社 栃木県佐野市山菅町３３
４３

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業法
第17条第3項

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２９年１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3項）

2 2

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


