
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

20170801 有限会社木村商事（法人番
号2030002102054）代表者
木村俊之

埼玉県川口市新井町１
－９

本社 埼玉県川口市南鳩ヶ谷２
－５－７

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2月25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）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

20170801 有限会社セイコー運輸（法
人番号4040002017274）代
表者澤坂晋吾

千葉県千葉市若葉区愛
生町１５０－３

千葉北(旧：本
店)

千葉県千葉市稲毛区長
沼町１５－５

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2月27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）

5 5

20170801 日下部運輸有限会社（法人
番号5050002019822）代表
者日下部雅彦

茨城県坂東市長須１７
３－３

本社 茨城県猿島郡境町伏木５
０８－１

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）

1 1

20170801 有限会社美紀商事（法人番
号8060002014274）代表者
薄井良一

栃木県那須烏山市小白
井８１３－４

本社 栃木県那須烏山市小白
井８１３－４

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

平成27年6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）

4 4

20170801 有限会社益子建材（法人番
号2060002026440）代表者
益子信男

栃木県大田原市前田７
１０－４

本社 栃木県大田原市前田７１
０－４

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3条第4項

平成27年6月15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

20170801 有限会社ＳＳＣ（法人番号
9021002048827）代表者刀
祢裕之

神奈川県厚木市岡田３
０８８オーケービルＢ棟
１階

本社 神奈川県厚木市岡田３０
８８　オーケービルＢ棟１
階

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

当該事業者の運転者が平成27年3月20日に引き起こした交通事故を端緒として平
成27年6月17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）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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年８月分）



20170801 有限会社大山運送店（法人
番号8060002031749）代表
者大山守男

栃木県栃木市本町１７
－１０

本店 栃木県栃木市本町１７－
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3条第4項

平成27年6月23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）
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）

3 3

20170801 日本植物運輸株式会社（法
人番号5180001069442）代
表者柏村哲徳

愛知県豊明市阿野町三
本木１２１

埼玉 埼玉県鴻巣市大字鴻巣１
２０４－２

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6月24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）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

20170801 株式会社宮城運輸（法人番
号2370801000275）代表者
高田登志江

宮城県名取市高舘熊野
堂字岩口下４６－１

茨城 茨城県土浦市板谷７－６
２６－２０

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27年7月3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）

2 2

20170801 ヤマス商店株式会社（法人
番号7070001021461）代表
者須田賢司

群馬県太田市新田上江
田町８７－４

本社 群馬県太田市新田上江
田町８７－４

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7月7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）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

20170801 株式会社白井商事（法人番
号5040001073391）代表者
白井文男

千葉県柏市増尾４－５
－１

本社 千葉県柏市増尾４－５－
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10月22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
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

20170801 有限会社白銀運輸機工（法
人番号3040002062247）代
表者増田敏和

千葉県四街道市物井１
５３７－３４

本社 千葉県四街道市物井１５
３７－３４

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（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）

3 3

20170801 池田運輸機工株式会社（法
人番号4040001062627）代
表者池田喜美夫

千葉県山武郡横芝光町
横芝１０９２（旧：千葉県
山武郡横芝光町中台６
５０）

本社 千葉県山武郡横芝光町
横芝１０９２他（旧：千葉
県山武郡横芝光町中台６
５０）

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11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）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）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）

9 9



20170801 東栄梱包株式会社（法人番
号7050001018749）代表者
森田智之

茨城県古河市下大野１
９７４

運輸部 茨城県古河市下大野１９
７４

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

当該事業者の運転者が平成28年7月15日に引き起こした交通事故を端緒として平
成28年8月3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）事業計画に定
めるところに従う義務違反（貨物自動車運送事業法第8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）事業計画事後届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

11 11

20170801 株式会社首都圏ロジスティ
クス（法人番号
8030001017941）代表者駒
形徳重

埼玉県さいたま市岩槻
区浮谷７０５－１

千葉 千葉県千葉市稲毛区長
沼原町６２１

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5月12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

20170801 古屋二三夫 山梨県甲州市塩山下粟
生野７４４

本店 山梨県山梨市万力８１１
－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

平成29年5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）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）

0 0

20170801 株式会社陸王運輸（法人番
号8040001028797）代表者
三浦亮

千葉県浦安市富士見３
－１２－３１

本社 千葉県浦安市富士見３－
１２－３１

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

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29年5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

20170801 有限会社武田運送（法人番
号7090002001931）代表者
武田元彦

山梨県甲府市幸町９－
３０

本社 山梨県甲府市幸町９－３
０

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成29年5月24日、監査を実施。2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）

0 0

20170801 ナトリ・トラスポ株式会社
（法人番号9090001006640）
代表者名取千恵

山梨県甲州市勝沼町菱
山３１２９－７

本社 山梨県山梨市上栗原７４
１－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

平成29年5月26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）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）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）

0 0

20170801 株式会社ジットセレモニー
（法人番号3090001004922）
代表者石坂正人

山梨県南アルプス市戸
田３７１－７

三郡 山梨県南アルプス市和泉
９８４－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

平成29年6月15日、監査を実施。5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）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）運転者台帳の記
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5第1項）、（4）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）事業者の氏名、名
称、住所の変更未届出（貨物自動車運送事業法施行規則第44条第1項第5号）

0 0

20170801 関東運輸株式会社（法人番
号7010401117955）代表者
髙瀨雅企

群馬県前橋市下佐鳥町
４６８－１

共配群馬事業
所

群馬県佐波郡玉村町上
福島３４７－２

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25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（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）

5 0



20170808 株式会社プロロ（法人番号
7430001032711）代表者菊
地正輝

北海道札幌市東区北十
条東１６－１－２０

神奈川（旧東
京）

神奈川県横浜市港北区
新吉田東７－２４－１
（旧：東京都府中市四谷４
－５３－３８）

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26年7月16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）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）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

20170808 北斗運輸株式会社（法人番
号2012401004270）代表者
長尾哲也

東京都府中市南町６－
５１－４

本社 東京都府中市南町６－５
１－４

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6項

平成26年9月5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）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）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）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14 14

20170808 有限会社加藤興運（法人番
号3060002016481）代表者
加藤昌次

栃木県日光市町谷１０
３１

本社 栃木県日光市町谷１０３
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27年1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）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）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

20170808 ケイアイ物流有限会社（法
人番号3050002015195）代
表者君山高志

茨城県小美玉市羽鳥２
９７２－２

本社 茨城県小美玉市羽鳥２９
７２－２（旧：茨城県石岡
市南台４－１５－１５）

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）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等（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）、（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）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）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）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）

20 12

20170808 報徳流通システム株式会
社（法人番号
7060001001803）代表者石
川秋十

栃木県宇都宮市南大通
り４－１－２

本社 栃木県宇都宮市屋板町３
３６－２

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4項

平成27年5月14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）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）、（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）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



20170808 フレイト商事有限会社（法
人番号6030002032578）代
表者松川光吉

埼玉県所沢市けやき台
１－２７－１

本社 埼玉県所沢市けやき台１
－２７－１－１０９

輸送施設使用停止（165
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

平成27年5月18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（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）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）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）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

17 17

20170808 コスモ・ロジコム株式会社
（法人番号1021001006768）
代表者秋津光則

神奈川県茅ヶ崎市赤羽
根４２８５－３

本社 神奈川県厚木市岡田３－
３－２３

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）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）

6 6

20170808 有限会社田澤運輸（法人番
号2050002002095）代表者
田澤秋野

茨城県水戸市八幡町１
１－５９

本社 茨城県水戸市八幡町１１
－５９

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10条第1
項

平成27年5月20日、監査を実施。7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）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20170808 重機運輸機工有限会社（法
人番号3040002041011）代
表者中川孝則

千葉県浦安市猫実２－
３－９

佐倉 千葉県佐倉市坂戸字草
刈堀米１６２１－１(旧：千
葉県八街市八街い１８３
－２４－１０１）

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27年6月5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）過積載運送
（貨物自動車運送事業法第17条第3項）、（4）限度超過車両の通行、条件等違反
の防止に係る指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第5条の2）、（5）
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）、（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）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

20170808 福島空港運輸株式会社（法
人番号8380001011372）代
表者草野正美

福島県岩瀬郡鏡石町蒲
ノ沢町４０２

小山 栃木県小山市城東２－２
２－１５

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

平成27年6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）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）
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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4



20170808 チェリージャパン株式会社
（法人番号4070001027692）
代表者新藤浩一

群馬県桐生市広沢町２
－３０３１－８（旧：群馬
県桐生市広沢町２－３
０９５－３）

本社 群馬県桐生市広沢町２－
２９８１－３

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7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）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

20170808 伊東倉庫運輸有限会社（法
人番号5010602004186）代
表者水野圭

東京都江東区常盤１－
１８－８

本社 東京都江東区常盤１－１
８－８

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7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）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）、（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）

7 7

20170808 北三運輸株式会社（法人番
号3030001007633）代表者
三浦一晃

埼玉県さいたま市浦和
区瀬ヶ崎４－３１－２０

群馬 群馬県太田市新田木崎
町１３８６－１０

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7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（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）

2 2

20170808 株式会社エービーシー・
コーポレーション（法人番号
7011301000986）代表者中
村孝行

東京都杉並区上井草２
－４５－１

本社 東京都杉並区上井草２－
４５－１

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

平成27年7月23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）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）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）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）

8 8

20170808 山一運送株式会社（法人番
号9011801015326）代表者
山崎和弘

東京都葛飾区奥戸１－
２７－１２

本社 東京都葛飾区奥戸１－２
７－１２

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7月24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）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）

3 3



20170808 漆金運送株式会社（法人番
号3030001086693）代表者
漆原千鶴子

埼玉県行田市大字埼玉
３７３１－１（旧：埼玉県
行田市大字埼玉字片原
通３５５０－１）

本社 埼玉県行田市大字埼玉３
７３１－１

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4項

労働局からの通報を端緒として平成27年7月28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）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）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）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）、（11）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

20170808 有限会社木村商事（法人番
号2030002102054）代表者
木村俊之

埼玉県川口市新井町１
－９

本社 埼玉県川口市南鳩ヶ谷２
－５－７

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10月23
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）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）

12 12

20170808 引間運輸株式会社（法人番
号5030001091246）代表者
引間勲

埼玉県秩父市下吉田３
８４８

本社 埼玉県秩父市みどりが丘
２４

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）

2 2

20170808 福運有限会社（法人番号
8030002008592）代表者佐
原健一

埼玉県さいたま市西区
佐知川１５９４－６

本社 埼玉県さいたま市西区植
田谷本４９９－１

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4項

平成27年11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（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）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）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）

10 10

20170808 川崎運輸株式会社（法人番
号4011601001654）代表者
三津橋洋行

東京都練馬区高松３－
２２－１８

本社 東京都練馬区高松３－２
２－１８

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

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11
月2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）、（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）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）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）

10 10



20170824 有限会社金陣運送（法人番
号9030002039331）代表者
金田晴夫

埼玉県加須市杓子木字
堤外７７４－１

本社 埼玉県加須市杓子木字
堤外７７４－１

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

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）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

20170824 有限会社日本丸運輸（法人
番号1090002004345）代表
者樋口孝雄

山梨県中央市山之神３
６２７－３

本社 山梨県中央市山之神３６
２７－３

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

当該事業者の運転者が平成26年11月16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。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）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

20170824 株式会社アクティブライン
（法人番号1010801013735）
代表者南政弘

東京都大田区平和島６
－１－１

本社 東京都大田区平和島２－
１－１

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5月19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）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）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

20170824 有限会社宋江サービス（法
人番号5060002016133）代
表者福田昇

栃木県日光市鬼怒川温
泉大原５３６－３（旧：栃
木県日光市鬼怒川温泉
大原５２９）

本社 栃木県日光市鬼怒川温
泉大原５３６－３（旧：栃
木県日光市鬼怒川温泉
大原５２９）

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5月28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

20170824 株式会社日東トランスポー
ト（法人番号
5011301005566）代表者小
林節郎

東京都杉並区上高井戸
３－１０－６－７０１

神奈川 神奈川県川崎市高津区
千年２－１　鳥海千年ビ
ル２０２

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

労働局からの通報を端緒として平成27年5月28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）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

20170824 猪野商事株式会社（法人番
号5020001034651）代表者
猪野信夫

神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１４－１７

本社 神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町１４－１７

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

労働局からの通報を端緒として平成27年7月23日、監査を実施。10件の違反が認
められた。（1）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）、（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
（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）、（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



20170824 有限会社渡良瀬運輸（法人
番号9070002025179）代表
者亀井邦彦

群馬県桐生市広沢町４
－２４５３

本社 群馬県伊勢崎市間野谷
町１－１７

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8月5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）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）

6 6

20170824 株式会社論渡物流（法人番
号8011701008439）代表者
向野祐司

東京都江戸川区春江町
３－４９－１２

本社 東京都江戸川区春江町２
－１９－８

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4項

労働局からの通報を端緒として平成27年8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）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）

3 3

20170824 有限会社永偲舎（法人番号
9040002088253）代表者久
保田智博

千葉県香取市佐原イ４
４０

本社 千葉県香取市佐原イ４４
０

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9月3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）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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

1 1

20170824 株式会社新星運輸（法人番
号8070001010389）代表者
瀧野直樹

群馬県高崎市箕郷町柏
木沢１９７１－１２

本社 群馬県高崎市箕郷町柏
木沢１９７１－１２

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9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）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）、

8 8

20170824 株式会社東洋陸送社（法人
番号5020001023935）代表
者別所仁

神奈川県横浜市神奈川
区神奈川２－１４－１６

平塚 神奈川県平塚市入野３０
４－４－２０１

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

当該事業者の運転者が平成27年4月18日に引き起こした交通事故を端緒として平
成27年10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）

2 2

20170824 有限会社加藤商事（法人番
号2030002020834）代表者
加藤誠一

埼玉県さいたま市岩槻
区大字笹久保７５０－９

本社 埼玉県川口市東内野５１
８－４

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12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）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）

7 7



20170824 株式会社立川運輸（法人番
号5070001002042）代表者
立川一則

群馬県前橋市西善町６
１７

前橋北 群馬県前橋市五代町９３
９－１

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

当該事業者の運転者が平成29年2月17日に引き起こした交通事故を端緒として平
成29年3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）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）、（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）、（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）

6 6

20170829 株式会社藤商（法人番号
1030001065724）代表者加
藤陽寿

埼玉県吉川市高富１－
９－２

本社 埼玉県吉川市高富１－９
－２

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

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19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）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義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第9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）、（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

20170829 有限会社野口急送便（法人
番号2050002020452）代表
者野口喜久

茨城県坂東市桐木６４
７－１５６

本社 茨城県坂東市辺田３４７
－５

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7条

平成27年5月14日、監査を実施。11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）、（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）

10 10

20170829 有限会社桜川興業（法人番
号2050002044096）代表者
外山初江

茨城県桜川市上城９７
８－４

本社 茨城県桜川市上城９８６
－２（旧：茨城県笠間市稲
田３０７９－６）

輸送施設の使用停止
（145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22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（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）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）

15 15



20170829 株式会社相互梱包運送（法
人番号7011601003714）代
表者木原陸也

東京都練馬区西大泉５
－２３－１２

栃木 栃木県矢板市片岡字大
谷津２０９５－８

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7月8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）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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）

19 9

20170829 株式会社ＤＥＬＩC（法人番
号6040001016044）代表者
遠藤博

埼玉県三郷市番匠免１
－３４　ソフィアコートＡ
－１（旧：埼玉県三郷市
戸ヶ崎３１９７）

八街 千葉県八街市富山１３１
４－１０６２

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

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）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

20170829 有限会社神都輸送（法人番
号1012802004515）代表者
阿久津圭吾

東京都武蔵村山市中原
４－１１－５

本社 東京都武蔵村山市中原４
－１１－５

輸送施設の使用停止
（125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6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）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）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）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）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）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）

13 13

20170829 有限会社石川商事陸運（法
人番号4060002001144）代
表者石川三七男

栃木県宇都宮市上欠町
１０９４－７

本社 栃木県宇都宮市上欠町１
０９４－７

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27年8月26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）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）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）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）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



20170829 有限会社広瀬運送（法人番
号5060002033070）代表者
広瀬義明

栃木県栃木市大平町富
田１５９１

本社 栃木県栃木市大平町富
田３３０－６

輸送室の使用停止（55
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年10月15日、監査を実施。8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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

20170829 川菱産業株式会社（法人番
号8020001069067）代表者
小野修司

神奈川県川崎市中原区
木月４－５２－１

本社 神奈川県川崎市中原区
大倉町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3条第4項

平成27年10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）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

20170829 株式会社ＳＹエージェン
シー（法人番号
2070001014627）代表者櫻
井公隆

群馬県伊勢崎市富塚町
２８０－２

本社 群馬県伊勢崎市富塚町２
８０－２

輸送施設の使用停止
（65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10月23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（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）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 7

20170829 株式会社太鵬便（旧：太鵬
運輸有限会社）（法人番号
5040002073993）代表者鈴
木篤

千葉県市原市五井海岸
１９３０－１８９

本社 千葉県市原市五井海岸１
９３０－１８９

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

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10月23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等（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）

1 1

20170829 太田磨 群馬県高崎市新町１５
５２－６

本店 群馬県高崎市新町１５５
２－６

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10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（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 5

20170829 みどりの運輸機工株式会
社（法人番号
8070001012575）代表者五
十嵐一基

群馬県藤岡市鮎川４２
８－１

本社 群馬県藤岡市鮎川４２８
－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

平成27年10月30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

20170829 有限会社新やしま（法人番
号7060002004870）代表者
木村實

栃木県宇都宮市福岡町
１１６７－１６

本社 栃木県宇都宮市福岡町１
１６７－１６

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11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）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）
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



20170829 壱岐興業株式会社（法人番
号1011701000451）代表者
鬼塚清功

東京都江戸川区船堀１
－１－１－１１０６

本社 千葉県船橋市潮見町３５
－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

平成27年11月16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）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）、（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）

4 4

20170829 有限会社中商（法人番号
4070002033731）代表者中
村操

群馬県館林市堀工町３
６８－５

本社 群馬県館林市堀工町３６
８－５

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

平成27年11月18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）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

20170829 有限会社土門商事（法人番
号7040002035587）代表者
土門憲一

千葉県市川市新井２－
１８－１９

本社 千葉県市川市新井２－１
８－１９

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11月24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）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 7

20170829 有限会社ヤマダイ物産（法
人番号4070002035414）代
表者見城昌之

群馬県沼田市利根町多
那１３９９

本社 群馬県沼田市利根町多
那１３９９－２２

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11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）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）

3 3

20170829 三共物流有限会社（法人番
号1030002026931）代表者
坪隆則

埼玉県戸田市大字新曽
２１５８

本社 埼玉県戸田市大字新曽２
１５８

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1月27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等（貨物
自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）

2 2

20170829 野口弘吉 埼玉県児玉郡神川町大
字下阿久原３１７

本店 埼玉県児玉郡神川町大
字下阿久原３１７

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

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28年2月17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

20170829 有限会社島田企業（法人番
号7030002121446）代表者
島田博幸

埼玉県秩父市大字田村
２２３－１

本社 埼玉県秩父市大字田村２
２３－１

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

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3月16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（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）

1 1

20170829 株式会社エムケイ（法人番
号5030001070737）代表者
八木橋進

埼玉県東松山市若松町
２－３－３５

本社 埼玉県東松山市若松町２
－３－３５

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

無免許・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4月13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）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60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。


