
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

20170905 安田運送有限会社（法人番号
1060002018488）代表者安田
政雄

栃木県芳賀郡茂木町大字
青梅３９７－１

本社 栃木県芳賀郡茂木町大字
青梅３９７－１

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

平成27年5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）、

4 4

20170905 有限会社ホクユウ（法人番号
4021002055514）代表者北村
祐志

神奈川県足柄上郡大井町
西大井５６６－４

本社 神奈川県足柄上郡大井町
上大井５６－１

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）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）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）、（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）

14 14

20170905 株式会社福田運輸（法人番号
1060001016600）代表者平尾
健二

栃木県栃木市惣社町１２８
４－４

本社 栃木県栃木市惣社町１２８４
－４

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10月20 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）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 8

20170905 株式会社花菱（法人番号
4060001021408）代表者横塚
義春

栃木県佐野市栃本町２４８
０－４

本社 栃木県佐野市栃本町２４８０
－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7条

平成27年11月25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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20170905 有限会社セヤライン流通（法
人番号5020002065225）代表
者鈴木幸子

神奈川県横浜市瀬谷区中
屋敷２－１９－５

本社 神奈川県横浜市瀬谷区中
屋敷２－１９－５

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6項

当該事業者の運転者が平成27年5月13日に引き起こした交通事故を端緒として平成27年10
月16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）事故惹起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）

1 1

20170905 横須賀急送株式会社（法人番
号5050001002374）代表者白
戸誠一

茨城県水戸市ちとせ１－１
５０８

本社 茨城県水戸市ちとせ１－１５
０７

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10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）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・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）

12 12

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年９月分）



20170905 有限会社レックス（法人番号
5012302008038）代表者加藤
文堂

東京都町田市旭町２－１２
－１

本社 東京都町田市旭町２－１２
－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6項

平成27年6月19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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）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

20170905 株式会社タイヘイ物流システ
ム（法人番号6011701008705）
代表者青木賢司

埼玉県三郷市彦野５９５－
１

松戸 千葉県松戸市稔台６－６－
１１

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

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）、

1 1

20170905 株式会社山口急配（法人番号
7040001056171）代表者山口
英機

千葉県市原市若宮４－１６
－１５

本社 千葉県市原市若宮４－１６
－１５

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

平成27年12月21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）、（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

20170905 新光運送株式会社（法人番号
9011701003752）代表者安東
日出晴

東京都江戸川区清新町２
－９－１０

本社 東京都江戸川区清新町２－
９－１０

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27年11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）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）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

20170905 ケイズ引越センター株式会社
（法人番号4012401017972）代
表者金子定雄

東京都府中市天神町４－
３－１４

本社 東京都府中市天神町４－３
－１４

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8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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20170905 株式会社キャリーアドバンス
（法人番号3010401100122）代
表者木下成美

千葉県柏市大青田７１３－
２

本社 千葉県柏市大青田７１３－２ 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27年10月28日、監査
を実施。10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）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）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）

18 18



20170905 有限会社イワムラ商事（法人
番号3060002018536）代表者
岩村幸男

栃木県芳賀郡市貝町赤羽
３７８１－７０

本社 栃木県芳賀郡市貝町赤羽３
７８１－７０

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

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7月13日、監査を
実施。15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）、（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）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）、（8）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）、（9）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）、（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）、（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）、（14）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）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、

15 15

20170905 有限会社明和輸送（法人番号
3030002023464）代表者横山
正順

埼玉県さいたま市岩槻区
東岩槻１－１０－３２

本社 埼玉県さいたま市岩槻区東
岩槻１－２－１斉藤ビル２
F(旧：埼玉県さいたま市岩槻
区東岩槻１－１０－３２)

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

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5月13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）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）、（13）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 9

20170905 エスケイ物流株式会社（法人
番号5030001037265）代表者
鈴木比呂志

埼玉県三郷市南蓮沼７０５
－１

本社 埼玉県吉川市美南４－４－
１０

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

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5月26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）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）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

11 11

20170912 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 千葉県市川市加藤新田２１
２－２

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

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18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）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）

30 22

20170912 ワタナベ自動車工業株式会社
（法人番号7011701009017）代
表者小澤昭宣

東京都江戸川区南篠崎町
４－３－３

本社 東京都江戸川区南篠崎町４
－３－３

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26年7月7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）、（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）

9 9



20170912 株式会社小林自動車ボデー
（法人番号9070001006923）代
表者小林泰徳

群馬県高崎市町屋町７０８ 本社 群馬県高崎市町屋町７０８ 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条第5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）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）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）

2 2

20170912 株式会社内田運送（法人番号
7011401017385）代表者内田
修平

東京都板橋区前野町２－
１６－１

本社 東京都板橋区前野町２－１
６－１－９２２

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11月10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）

2 2

20170912 株式会社イーエス・ライン（法
人番号5012801002714）代表
者山田伸一

東京都武蔵村山市榎３－
８９－３

栃木 栃木県真岡市鬼怒ヶ丘１８
－１３

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11月26日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違
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

20170912 太陽運輸株式会社（法人番号
5010801006413）代表者塚原
裕

東京都大田区東海３－２
－１０

本社 東京都大田区東海３－２－
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3条第4項

平成27年9月24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）

7 7

20170912 株式会社アイ・エフ（法人番号
1020001081020）代表者青柳
有広

神奈川県川崎市川崎区四
谷上町１－２３－２０５

本社 神奈川県川崎市川崎区日ノ
出１－１１ー３（旧：神奈川県
川崎市川崎区日ノ出２－９
－７－３０６－２）

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

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8月31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等（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）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第22条）、（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）

9 9

20170912 フクダ運輸倉庫株式会社（法
人番号4030001046127）代表
者福田民男

埼玉県新座市道場１－３
－７

本社 埼玉県新座市堀ノ内３－９
－３３

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

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4月21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）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

20170912 大島運輸株式会社（法人番号
8011701010452）代表者大嶋
義明

東京都江戸川区東小松川
４－３－２

本社 東京都江戸川区東小松川４
－３－２

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

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15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）、（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）

7 7

20170912 有限会社本田物流サービス
（法人番号4010902013912）代
表者伊藤達也

東京都世田谷区船橋６－
３－５－２０１

本社 東京都世田谷区船橋６－３
－５－２０１

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28年2月15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（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 5



20170912 有限会社エヌ・エス・ケイ物流
（法人番号2030002098334）代
表者阿保教生

埼玉県東松山市若松町１
丁目２０６３番４

本社 埼玉県東松山市若松町１－
２０６３－４

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

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6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）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

20170912 大川運輸株式会社（法人番号
9050001020109）代表者大川
功

茨城県鹿嶋市宮中２－４
－１３

本社 茨城県鹿嶋市宮中字中町
附４６２５－３

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

当該事業者の運転者が平成26年12月8日に引き起こした交通事故を端緒として平成27年10
月27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）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

20170919 関東丸進運輸株式会社（法人
番号7030001053533）代表者
半田静夫

埼玉県春日部市立野相野
谷５２１－１

本社 埼玉県春日部市倉常字五ヶ
村３７０－１，８（旧：埼玉県
春日部市立野相野谷５２１
－１）

事業停止（30日間）、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18条第1項

労働局からの通報を端緒として平成26年11月21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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）運行管理者の選任
違反（貨物自動車運送事業法第18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）、（6）事業計画の変更認可違反（貨物自動車
運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3
項）、（8）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（9）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

31 31

20170919 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８－１０
４

関東 埼玉県春日部市倉常字五ヶ
村３７０－１（旧：埼玉県春日
部市立野相野谷５２１－１）

車両使用停止（20日車） 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条

平成26年9月26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）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）、（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）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 2

20170919 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８－１０
４

中央 埼玉県春日部市中央１－６
５５６－１－２３

車両使用停止（60日車） 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第6項

平成26年10月2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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（5）整備管理者の選任（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）、（6）事業計画の
変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（8）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9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）

8 6

20170920 有限会社よろずや（法人番号
9012402013066）代表者大竹
寛

東京都調布市国領町３－
３－２０

本社 東京都調布市国領町３－３
－２０

車両使用停止（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10月20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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

7 7

20170920 コーワロジティクス株式会社
（法人番号4070001024797）代
表者大塚憲正

群馬県太田市熊野町２０
－７

本社 群馬県太田市熊野町２０－
７

車両使用停止（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11月11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）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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運
送事業法第9条第1項）、（7）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入
のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

5 5



20170920 株式会社伊藤商事（法人番号
3090001010631）代表者水上
月人

山梨県南都留郡富士河口
湖町小立６５０３（旧：山梨
県富士吉田市新西原２－
１１－１）

本社 山梨県南都留郡富士河口
湖町小立６５０３（旧：山梨県
富士吉田市新西原２－１１
－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

平成27年12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）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）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等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）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

20170920 株式会社ロイヤルサービス
（法人番号7011801018685）
代表者高谷仁

東京都足立区堀之内２
－１１－１

本社 東京都足立区堀之内２－
１１－１

事業停止（7日間）、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10条第1
項

無免許運転の下命・容認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2
日、監査を実施。5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）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）

10 10

20170920 新晃運輸株式会社（法人番
号3030001057777）代表者
杉田直美

埼玉県川越市大字笠幡
字千才３２８９番地１

本社 埼玉県川越市大字笠幡
字千才３２９０－６

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5月27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）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

20170920 都運輸株式会社（法人番号
1030001090061）代表者阿
部真也

埼玉県飯能市小久保７
－１

本社 埼玉県飯能市小久保７－
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

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6月10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）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（5）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第2項）、（6）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

7 7

20170920 株式会社エヌエスアール
（法人番号4040001067997）
代表者助川英之

千葉県柏市藤ヶ谷新田
６７－１

本社 千葉県白井市中４２２－
１

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

当該事業者の運転者が平成27年12月23日に引き起こした交通事故を端緒として平成28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）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）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）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（7）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）、（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）

18 18

20170921 株式会社シムスサービス
（法人番号7040001028146）
代表者上田喜孝

千葉県鎌ケ谷市初富２
３５－１７

本社 千葉県鎌ケ谷市初富２３
５－１７

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6月23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

20170921 株式会社江奈（法人番号
2120902008382）代表者貞
修次

大阪府吹田市垂水町３
丁目２９番３３号

千葉 千葉県船橋市高瀬町６２
－２A－２号

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6月16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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20170926 有限会社菖蒲運送（法人番
号4030002038940）代表者
大谷豊

埼玉県久喜市菖蒲町新
堀５０２－２

本社 埼玉県久喜市菖蒲町新
堀５０２－２

事業停止（30日間）、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13条、道
路運送車両法第50条第
1項

平成27年4月23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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）定期点検整備の実
施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1
項）、（5）整備管理者の選任違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道
路運送車両法第50条第1項）、（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）、（8）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

44 44

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


