
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

20170704 株式会社中村総業（法人番号
7040001005640）代表者中村
正男

千葉県千葉市若葉区和泉
町１８０－１

千葉 千葉県東金市山田１２８１ 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10月31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

20170704 株式会社横浜ベイトランス（法
人番号1020001044811）代表
者窪田守中

神奈川県横浜市中区本牧
埠頭１－１本牧オペレー
ションセンター１ー２０２

本社 神奈川県横浜市中区本牧
ふ頭１－１

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6項

平成27年5月15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）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）

4 4

20170704 株式会社ＯＴトランスポート（法
人番号1010001018097）代表
者小野千秋

東京都千代田区有楽町１
－１０－１

宇都宮 栃木県河内郡上三川町大
字多功字上の原２９７０　Ｂ
棟８号

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条第5項

平成27年6月9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）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）、（4）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

1 1

20170704 株式会社鈴建（法人番号
6050001026612）代表者鈴木
猛

茨城県常陸太田市松栄町
１４９４

本社事務所 茨城県常陸太田市松栄町１
６０７

輸送施設の使用停止（95
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7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）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）

10 10

20170704 東京弘済物流・加須株式会社
（旧：東京弘済物流株式会社）
（法人番号9011801030093）代
表者矢崎昇

東京都足立区東伊興３－
１０－２０（旧：東京都足立
区東伊興３－１７－１１）

本社（旧：加須） 埼玉県加須市鴻茎字立山１
１－８

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27年8月25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

20170704 株式会社トリデ（法人番号
4012401004574）代表者佐藤
英生

東京都府中市西原町４－
１７－５３

本社 東京都国立市谷保３１１６－
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6項

平成27年2月4日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

4 4

20170711 清広運輸有限会社（法人番号
8050002006834）代表者佐藤
廣紀

茨城県那珂市後台２０２７
－３

本社 茨城県那珂市後台２０２７－
３

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

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11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）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）

6 6

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年７月分）



20170711 株式会社佐藤建設工業（法人
番号1070001018117）代表者
佐藤本位田

群馬県渋川市小野子１５７
９

本社 群馬県渋川市小野子１８３９
－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3条第4項

平成27年6月1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（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）

1 1

20170711 佐藤運輸株式会社（法人番号
8030001054836）代表者佐藤
秀旺

埼玉県川越市豊田町３－
２－３

群馬 群馬県邑楽郡大泉町吉田２
３５２－１

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6項

平成27年6月16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）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）

3 3

20170711 常磐運送株式会社（法人番号
6050001001821）代表者川又
康司

茨城県水戸市平須町２３５
－３８

本社（旧：埼玉） 茨城県水戸市平須町２３５
－３８（旧：埼玉県入間郡三
芳町大字上富１４９３－１）

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7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1月21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）、（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）

7 7

20170711 有限会社城司物流（法人番号
3050002035400）代表者庄司
賀一

茨城県常陸太田市大森町
７１６－２

本社 茨城県常陸太田市大森町７
１６－２

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3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年7月10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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

20170711 日本郵便株式会社（法人番号
1010001112577）代表者横山
邦夫

東京都千代田区霞が関１
－３－２

浅草郵便局 東京都台東区西浅草１－１
－１

輸送施設の使用停止（60
日車）

道路運送車両法第58条第
１項

平成28年2月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）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）

6 6

20170711 有限会社源流通（法人番号
9050002024950）代表者唐澤
源太

茨城県古河市松並１－１
－１５

本社 茨城県古河市茶屋新田１３
９－１

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12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

20170711 株式会社エースライン（法人番
号6070001025281）代表者坂
本将基

群馬県邑楽郡大泉町坂田
２－１６－１

本社 群馬県邑楽郡大泉町坂田２
－１６－１

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3条第6項

平成27年6月18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）

1 1

20170719 増田運輸株式会社（法人番号
3040001014769）代表者増田
守一

千葉県習志野市津田沼４
－３－１１

千葉（旧：新港） 千葉県千葉市美浜区新港８
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3条第4項

平成26年6月2日、監査を実施。1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）

4 4

20170719 増田運輸株式会社（法人番号
3040001014769）代表者増田
守一

千葉県習志野市津田沼４
－３－１１

千葉 千葉県千葉市美浜区新港８
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

当該事業者の運転者が平成25年8月9日に引き起こした交通事故を端緒として平成26年4月
24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）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



20170725 平山配送有限会社（法人番号
3011802026253）代表者平山
昌明

東京都足立区扇１－５６－
１０

鹿浜 東京都足立区鹿浜３－２５
－４

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）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（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 7

20170725 株式会社三芳エキスプレス
（法人番号7011701007706）代
表者生沼芳則

東京都江戸川区西一之江
２－２５－７

市川（旧：本社） 千葉県市川市加藤新田２１
２－２（旧：東京都江戸川区
西一之江２－２５－７）

輸送施設の使用停止（150
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21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（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）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）

23 23

20170725 鈴木運輸有限会社（法人番号
8040002046591）代表者鈴木
義久

千葉県松戸市松戸新田５
７０－１８

本社 千葉県松戸市松戸新田５７
０－１８

輸送施設の使用停止（120
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6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27年6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）事故の記録義務違反（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）、（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）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）、（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 12

20170725 株式会社関越興業（法人番号
2070001006483）代表者沼賀
一徳

群馬県高崎市上豊岡町５
５４－９

本社 群馬県太田市大久保町３１
４－５

輸送施設の使用停止（120
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3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）運転者に対する指導監督違反（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）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第
18条第1項）、（10）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）、（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
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

12 12

20170725 岩田産業有限会社（法人番号
5050002014963）代表者岩田
正人

茨城県小美玉市小曽納２
１１

本社 茨城県小美玉市中台１４４
－１（旧：茨城県小美玉市小
曽納２１１）

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19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）

6 6



20170725 協和コーポレーション株式会
社（法人番号7011301001968）
代表者岡部昭人

東京都杉並区上井草３－
４－２３

神奈川 神奈川県大和市上草柳８－
３－２１

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27年4月17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）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）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）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

20170725 大洗港湾運送株式会社（法人
番号5050001007183）代表者
小吹勇

茨城県東茨城郡大洗町港
中央１

本社 茨城県東茨城郡大洗町港
中央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15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）運転者に対
する指導監督違反（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

20170725 株式会社ケーライン（法人番号
9021002013228）代表者倉田
昭英

神奈川県高座郡寒川町倉
見５４５－３

本社 神奈川県高座郡寒川町倉
見５４５－３

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

労働局からの通報を端緒として平成27年5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）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）

2 2

20170725 渡辺運輸株式会社（法人番号
5030001048493）代表者渡辺
海志郎

埼玉県志木市下宗岡３－
２２－１４

本社 埼玉県入間郡三芳町竹間
沢東１２－９

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

労働局からの通報を端緒として平成27年6月11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）乗
務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（3）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（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）

4 4

20170725 アール企画株式会社（法人番
号8011701016433）代表者國
又直人

東京都江戸川区西葛西８
－８－１６（旧：東京都江戸
川区東葛西８－２－７）

本社 東京都江戸川区西葛西８－
８－１６（旧：東京都江戸川
区東葛西８－２－７）

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

労働局からの通報を端緒として平成27年7月9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）、（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

20170725 株式会社ナンセイ（法人番号
3011701005952）代表者稲福
誠

東京都江戸川区中葛西５
－２０－７

本社 東京都江戸川区中葛西５－
２０－７

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7月1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（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）

5 5

20170725 井上運送株式会社（法人番号
2010101000400）代表者井上
昭彦

東京都八王子市北野町５
８７

本社 東京都八王子市北野町５８
７－１

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7条

労働局からの通報を端緒として平成27年6月18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）、（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）

3 3



20170725 八武崎運送株式会社（法人番
号9011701007951）代表者八
武崎秀紀

東京都江戸川区松江２－
２６－５

本社 東京都江戸川区松江２－２
６－５

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7月7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）初任運転者に対する指導監
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）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 5

20170725 株式会社山栄運輸（法人番号
3020001083907）代表者藤森
友保

神奈川県横浜市栄区金井
町３３

浦安 千葉県浦安市千鳥１０－１２ 輸送施設の使用停止（205
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29年1月16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）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）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）

21 21

20170725 石井運輸株式会社（法人番
号3021001024900）　代表
者神作彰

神奈川県大和市中央林
間１－５－６

厚木 神奈川県愛甲郡愛川町
中津４０１４

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26日に引き起こした交通事故を端緒として
平成29年4月13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）

3 3

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


