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事業者
点数

営業所
点数

20170605 翔永輸送株式会社（法人番号
9040001042252）代表者長谷
川永一

千葉県八千代市八千代台
東５－５－１０

本社 千葉県八千代市八千代台
東５－５－１０

文書警告 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29年4月11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）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）

0 0

20170606 株式会社まごころ清掃社（法
人番号5010101006832）代表
者高野正道

東京都八王子市長房町１
２６－２

本社 東京都八王子市長房町１２
６－２

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3月10日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務違反等（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）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3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

20170606 株式会社ミツミ（法人番号
3012701005091）代表者小野
武人

東京都東村山市美住町１
－１９－１

本社 東京都武蔵村山市残堀５－
１４２－７

輸送施設の使用停止（170
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14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・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）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）

17 17

20170606 株式会社富士商事（法人番号
7012801002539）代表者藤村
光俊

東京都昭島市美堀町３－
１－６

本社 東京都立川市西砂町３－２
－４

輸送施設の使用停止（130
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11日、監査を実施。12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）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）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（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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

13 13

20170606 株式会社フリーラン（法人番号
1010401060987）代表者平原
一義

東京都港区六本木５－１０
－３２

本社 東京都港区六本木５－１０
－３２

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4月17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

20170606 高輪運送株式会社（法人番号
4010401017035）代表者秋山
宏之

東京都港区高輪３－２３－
１８

本社 東京都港区高輪３－２３－１
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7条

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28年8月31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）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）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）、（6）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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年６月分）



20170606 文京運送株式会社（法人番号
2013401004260）代表者樋口
昇

東京都多摩市鶴牧２－３
－３

本社 東京都多摩市鶴牧２－３－
３

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6項

平成26年9月10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

20170613 サンコウ物流株式会社（法人
番号3030001053339）代表者
大木宏明

埼玉県春日部市不動院野
５２２－１

本店 埼玉県春日部市粕壁東６－
２０－２７－２０５

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

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15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）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）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）、（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）

1 1

20170613 ファーストライナー株式会社
（法人番号6050001002150）代
表者平木英樹

茨城県水戸市平須町２３５
－４１

本社 茨城県水戸市平須町２３５
－４１

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26年9月12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）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）

4 4

20170613 株式会社ＪＲＣトランスポート
（法人番号5040001035689）代
表者問可大門

千葉県松戸市古ヶ崎４－３
４７１

本社 千葉県松戸市古ヶ崎４－３４
７１－２

輸送施設の使用停止（180
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11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
（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）

18 18

20170613 株式会社アーバンロジスティク
ス（法人番号2070001011046）
代表者小島久永

群馬県高崎市箕郷町矢原
１６６９

本社 群馬県高崎市箕郷町矢原１
６６９

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10月29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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

2 2

20170613 株式会社アルファ物流（法人
番号6030001029212）代表者
豊川大助

埼玉県川越市大字古谷上
７９８－４

本社 埼玉県川越市大字古谷上７
９８－４

輸送施設の使用停止（160
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28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）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）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）

16 16



20170613 株式会社オフィス・フロンティア
（法人番号7010801016848）代
表者伊藤和弘

東京都大田区大森北４－
７－１守屋ビル２０３

本社 東京都大田区大森北４－１
２－２２

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

平成27年6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）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）整備管理者の研修受講義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（8）運行管理者の選任（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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

5 5

20170613 株式会社キャリアサービス（法
人番号8040001037534）代表
者栗崎隆

千葉県松戸市中根長津町
１６

本社 千葉県松戸市中根長津町１
６

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5月12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）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）

4 4

20170613 株式会社マルミヤ（法人番号
1030001008030）代表者三浦
修

埼玉県さいたま市北区別
所町６４－１５

相模原 神奈川県相模原市南区大
野台２－１１－１９

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10月22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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 1

20170613 株式会社マルミヤ（法人番号
1030001008030）代表者三浦
修

埼玉県さいたま市北区別
所町６４－１５

本社 埼玉県さいたま市北区別所
町６４－１５

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

労働局からの通報を端緒として平成27年3月17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）
報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 1

20170613 株式会社山紀（法人番号
4021001015741）代表者佐藤
勝利

神奈川県相模原市中央区
上溝４３

北関東 群馬県館林市下早川田４７
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4項

労働局からの通報を端緒として平成27年8月7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）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
業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

20170613 株式会社入舟物流サービス
（法人番号5060001000583）代
表者伊藤雅彦

栃木県宇都宮市滝谷町４
－５

本社 栃木県宇都宮市田下町２６ 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2月19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）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）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）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



20170613 株式会社白戸興業（法人番号
4060001015161）代表者白戸
諦

栃木県下野市柴８３３－６ 本社 栃木県下野市柴８３３－６ 輸送施設の使用停止（140
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6月12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）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）、（9）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）、（10）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）、（11）整備管理者の研修受講義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（12）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（13）事業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

20170613 三有陸運有限会社（法人番号
3060002004156）代表者杉山
市郎

栃木県宇都宮市下荒針町
３６１４

本社 栃木県宇都宮市下荒針町３
６１４

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

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28年11月14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（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）

5 5

20170613 上電通運株式会社（法人番号
5070001016141）代表者星野
陽司

群馬県みどり市大間々町
大間々６１１－１

館林 群馬県館林市成島町１１６６
－６７

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26年6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）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）事故惹起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 2

20170613 大谷通運株式会社（法人番号
2060001001015）代表者秋元
孟

栃木県宇都宮市清原工業
団地２１－１０

大谷通運株式
会社

栃木県宇都宮市清原工業
団地２１－１０

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

平成26年12月19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）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）、（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）

3 3

20170613 有限会社稲商事（法人番号
1021002040072）代表者宮川
正明

神奈川県大和市下和田５
８－１(旧：神奈川県大和市
下和田２６２－６１－１０９）

本社 神奈川県茅ヶ崎市萩園２７２
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

労働局からの通報を端緒として平成27年1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）

4 4

20170613 翔和商事株式会社（法人番号
5013101001373）代表者長谷
川浩

東京都西多摩郡瑞穂町南
平２－２５－８

本社 東京都西多摩郡瑞穂町南
平２－２５－８

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26年9月9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（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）

11 11



20170619 日本郵便輸送株式会社（法人
番号9010401080499）代表者
本庄吉幸

東京都港区西新橋１－１６
－２

川越 埼玉県川越市大袋５２１－１ 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29年4月14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

20170620 ニッコウ運輸株式会社（法人番
号1070001007994）代表者筒
井悦雄

群馬県佐波郡玉村町板井
３１０（旧：群馬県高崎市西
横手町１５９－３７）

本社 群馬県佐波郡玉村町大字
板井３１０

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5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）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）

6 6

20170620 塩那陸送有限会社（法人番号
6060002023855）代表者鈴木
光男

栃木県那須塩原市東赤田
３８５－６

本社 栃木県那須塩原市東赤田３
８５－６

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4項

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8月5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）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 10

20170620 株式会社アオキ商事（法人番
号9030001037278）代表者麦
島博昭

埼玉県草加市青柳６－７
－１１

本社 埼玉県草加市青柳６－７－
１１

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26年12月11日、監査を実
施。4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）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）、（3）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）、（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

20170620 株式会社ケーシン（法人番号
8020001070842）代表者原裕
次

神奈川県川崎市幸区戸手
本町１－１３４－５

本社 神奈川県横浜市港北区日
吉６－２１２９

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1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）

6 6

20170620 株式会社ヤマカロジスティクス
（法人番号8040001063167）代
表者長谷川昇

千葉県銚子市明神町２－
２０６

船橋（旧：本社） 千葉県市川市東浜１－１－
１（旧：千葉県銚子市明神町
２－２０６－３）

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27年2月10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）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

20170620 株式会社紅雅（法人番号
5070001027171）代表者砂盃
雅美

群馬県高崎市京目町８１２
－３

本社 群馬県高崎市京目町８１２
－３

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

平成27年10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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0



20170620 株式会社北関東商事（法人番
号7070002018754）代表者六
本木裕

群馬県伊勢崎市田中島町
１４０４－８

本社 群馬県伊勢崎市田中島町１
４０４－８

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3月12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）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）

6 6

20170620 丸進運輸株式会社（法人番
号5140001078950）代表者
半田静夫

兵庫県伊丹市森本８－
１０４

横浜 神奈川県横浜市瀬谷区
中屋敷２－１６－１９（旧：
神奈川県横浜市瀬谷区
相沢５－６５－１－Ｂ１０
３）

文書警告 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26年9月11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（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）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）、（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）

11 0

20170620 三共運輸株式会社（法人番
号9020001000666）代表者
柏倉岳美

神奈川県横浜市中区か
もめ町６１－１

本社 神奈川県横浜市中区か
もめ町６１－１

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

平成26年12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）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）、（7）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）、（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）

5 5

20170620 飯野運輸株式会社（法人番
号9011801005871）代表者
飯野建栄

東京都足立区鹿浜６－
２２－９

本社 東京都足立区鹿浜６－２
２－９

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4項

平成26年5月22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）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）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）

10 10

20170620 保栄運輸株式会社（法人番
号7030001055538）代表者
山口規子

埼玉県川越市中台南２
－１８－１１

本社 埼玉県川越市中台南２－
１８－１１

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4項

平成26年9月9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）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）

11 11

20170620 有限会社アンドサービス
（法人番号4010802000622）
代表者佐藤弥重子

東京都大田区山王１－
１１－１４

本社 東京都大田区山王１－１
１－１４

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7月15日、監査を実施。　5件の違反が認められた。（1）点呼の実施義務
違反等（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）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）

5 5



20170620 有限会社三共運輸（法人番
号7012402018851）代表者
渡辺正治

東京都三鷹市下連雀１
－２－２５

本社 東京都三鷹市下連雀４－
８－１９

輸送施設の使用停止
（180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4月28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）乗務等の
記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第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）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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（10）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、（11）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
（12）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

18 18

20170627 株式会社アクティブ・１（法
人番号8040001009806）代
表者宮部隆行

千葉県千葉市稲毛区山
王町３４５－１

本社 千葉県千葉市稲毛区山
王町３４５－１

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8月4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）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

20170627 株式会社テラダコーポレー
ション（法人番号
1050001014613）代表者寺
田和良

茨城県坂東市岩井３４
４２－３

千葉 千葉県千葉市花見川区
三角町２２－２（旧：千葉
県千葉市美浜区高浜２－
２－１）

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

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23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）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）事故惹起・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）自
動車ＮＯｘ・ＰＭ法不適合車両使用のもの（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41条）、（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）、（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）

20 8

20170627 株式会社阿久津運送（法人
番号6070001011629）代表
者新井嘉之

群馬県甘楽郡甘楽町大
字善慶寺１３８８

本社 群馬県甘楽郡甘楽町大
字善慶寺１３８８－４

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

当該事業者の運転者が平成27年2月25日に引き起こした交通事故を端緒として平
成27年5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・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）

5 5

20170627 丸全川崎運輸株式会社（法
人番号7020001024510）代
表者藤代和明

神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町７６９－１

本社 神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町７６９－１

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5月2日に引き起こした交通事故を端緒として平
成27年3月17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
監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

6 6



20170627 根本運送株式会社（法人番
号6070001016421）代表者
根本正則

群馬県みどり市大間々
町大間々２０５－５

本社 群馬県みどり市大間々町
大間々２０５－５

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

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5月12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（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

20170627 大阪牧迫運輸株式会社（法
人番号1120001031980）代
表者牧迫春光

大阪府大阪市住之江区
平林南１－３－５４

栃木 栃木県宇都宮市下小倉
町４５７５

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3条第4項

平成27年5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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（7）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、
道路運送車両法第48条第1項）、（8）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）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）、（10）事業計画事前届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

11 11

20170627 美才治運輸株式会社（法人
番号9070001024033）代表
者美才治康人

群馬県吾妻郡嬬恋村大
字西窪２５６－１２

本社 群馬県吾妻郡嬬恋村大
字西窪２５６－１２

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4月23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）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

20170627 有限会社柴田運輸（法人番
号1021002064749）代表者
柴田義正

神奈川県横須賀市野比
３－８－６－２０１

本社 神奈川県横須賀市野比３
－８－６－２０１

輸送施設の使用停止
（25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6日、監査を実施。　3件の違反が認められた。（1）運転者に対する
指導監督違反等（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

20170627 有限会社相馬重建（法人番
号5060002025431）代表者
相馬勝

栃木県大田原市富池２
７７－１

本社 栃木県大田原市富池字
下ノ山２７７－１

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

平成26年12月25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）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）

5 5

20170627 株式会社大光産業輸送（法
人番号9030001044893）代
表者大塚節男

埼玉県朝霞市上内間木
３６１－３

本社 埼玉県朝霞市上内間木３
６１－３

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5月26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）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）

2 2



20170627 株式会社旭（法人番号
2030001023581）代表者醍
醐弘美

埼玉県所沢市坂之下１
０７８－１

本社 埼玉県所沢市坂之下１０
７８－１

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17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 3

20170627 有限会社テラ・フーズ（法人
番号5050002043780）代表
者市村茂樹

茨城県筑西市辻１３９８
－３

本社 茨城県筑西市辻１３９８
－３（旧：茨城県筑西市関
本上中１８９－１）

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4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）、（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・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）、（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 9

20170627 有限会社白梅商事（法人番
号9050002001751）代表者
市毛勝利

茨城県水戸市河和田町
字西中曽根３９５６－４

本社 茨城県水戸市河和田町
字西中曽根３９５６－４

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5月27日、監査を実施。　3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）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）

1 1

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


