
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

20171003 有限会社笹沼物産（法人番
号5050002001508）代表者
笹沼正美

茨城県水戸市平須町１
２２０－１

本社 茨城県水戸市平須町１２
２０－１

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7条第5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9月12日、監
査を実施。6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）、（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）不
正改造車両（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）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

20171003 有限会社光映運輸（法人番
号8140002056374）代表者
寺下喜昭

兵庫県西宮市西宮浜２
－１３

関東 千葉県成田市三里塚光
が丘１－３７８　石橋第２
ビル２Ｆ

事業停止（30日間）、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8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）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）

32 32

20171003 株式会社ＡＩＣ（法人番号
1070001025311）代表者塩
田勝良

群馬県館林市松原１－
２１－１５　ＡＩＣビル３Ｆ

本社 群馬県館林市松原１－２
１－１５　ＡＩＣビル３Ｆ

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9月8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）、（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）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

20171003 有限会社ユタカ運輸（法人
番号3060002031233）代表
者岩岡登

栃木県小山市城東３－
１３－１２（旧：栃木県小
山市大字犬塚１２９－
１）

本社 栃木県小山市城東３－１
３－１２（旧：栃木県小山
市大字犬塚１２９－１）

輸送施設使用停止（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17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）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20171003 篠崎運輸倉庫株式会社（法
人番号6030001036084）代
表者篠崎正昭

埼玉県八潮市大字西袋
１４６１－１

群馬 群馬県甘楽郡下仁田町
青倉２１２０－１

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

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）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）

3 3

20171003 有限会社邦商（法人番号
5021002048608）代表者熊
澤厚

神奈川県座間市座間１
－３３０２－１

本社 神奈川県座間市座間１－
３３０２－１

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10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）、
（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

20171003 日本陸運株式会社（法人番
号6012701010659）代表者
橿棒啓住

東京都東村山市多摩湖
町４－１１－１３－２０３

圏央 神奈川県相模原市緑区
長竹字沢端３０１０－１

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1５条

平成27年11月11日、監査を実施。2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）、（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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年１０月分）



20171003 有限会社豊城商事（法人番
号3070002019426）代表者
大和満衛

群馬県伊勢崎市豊城町
１４８２－１２

本社 群馬県伊勢崎市市場町２
－４５６－４

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

平成27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）

2 2

20171003 グリーンライン信州株式会
社（法人番号
7100001015963）代表者下
深迫均

長野県塩尻市大字広丘
野村１７４６－１

千葉 千葉県千葉市中央区中
央港１－９－２

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

平成28年1月15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

20171003 有限会社光企業（法人番号
4050002036629）代表者堀
越敏夫

茨城県取手市大字寺田
４８８８

本社 茨城県取手市宮和田５３
１－３５

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

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14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）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）

1 1

20171003 有限会社中部工業（法人番
号7021002022338）代表者
中谷満城

神奈川県相模原市緑区
二本松１－２－１２

本社 神奈川県相模原市緑区
二本松１－２－１２

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10月29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

20171003 株式会社桜井運輸（法人番
号2020001041031）代表者
桜井幸男

神奈川県横浜市旭区下
川井町２０２５

本社 神奈川県横浜市旭区下
川井町２０２５

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27年11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（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）、（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 8

20171003 有限会社イーズプランナー
（法人番号5021002000403）
代表者平良辰雄

神奈川県藤沢市片瀬山
１－１５－３

湘南センター
（旧：鎌倉）

神奈川県藤沢市石川５－
１０－２７（旧：神奈川県
鎌倉市梶原８０）

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11月20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
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

20171003 株式会社根本運輸（法人番
号6040001039094）代表者
勅使川原賢

千葉県松戸市上本郷２
８９８－３

松戸 千葉県松戸市上本郷字
前田２８９８－３

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12月2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）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

20171003 株式会社コグレ（法人番号
4030001045302）代表者小
暮政夫

埼玉県志木市本町３－
１５－１８

本社 埼玉県朝霞市田島２－１
４－３４

輸送施設使用停止（210
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10月23
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（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）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）

21 21



20171003 株式会社ライズ（法人番号
8011801020707）代表者加
藤悟

東京都足立区南花畑３
－１０－１４

東京 東京都足立区南花畑３－
１０－１４

輸送施設使用停止（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28年2月2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）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）

1 1

20171003 株式会社丸運トランスポー
ト東日本（法人番号
2050001021121）代表者佐
藤義明

神奈川県横浜市鶴見区
大黒町１３－１

京浜支店京浜 神奈川県横浜市鶴見区
大黒町１３－１

輸送施設使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

当該事業者の運転者が平成27年10月6日に引き起こした交通事故を端緒として平
成27年10月20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）

1 1

20171003 ＮＹライン株式会社（法人番
号3030001048264）代表者
岡田克己

東京都江東区豊洲４－
１１－２０

本社 東京都港区海岸１－１３
－１９ー４０５（旧：東京都
大田区東海３－７－１）

事業の停止（30日間）、
輸送施設の使用停止
（280日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年9月15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）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）、（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）

58 58

20171003 株式会社赤坂総業（法人番
号5060001021539）代表者
赤坂克則

埼玉県加須市下樋遣川
１２７９－７

本社 埼玉県加須市大門町１６
－２７

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

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12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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

14 14

20171003 公栄運送有限会社（法人番
号7011602003572）代表者
杉浦幸雄

東京都練馬区谷原６－
５－１

本社 東京都練馬区谷原６－５
－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

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27年10
月21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）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）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

20171003 株式会社翔神通商（法人番
号7122001017203）代表者
神田依弘也

大阪府大東市御供田３
－１－１４

千葉 千葉県千葉市花見川区
千種町１６０－２０６

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28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）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



20171003 東陸運輸有限会社（法人番
号7010802010239）代表者
金内幸一

東京都大田区大森西３
－１０－１０（旧：東京都
大田区大森北３－１－
３）

本社 東京都大田区大森北３－
１－３

輸送施設使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

平成27年11月11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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5 5

20171003 有限会社宝運輸（法人番号
8010602018943）代表者野
村茂

東京都江東区青海３－
２－１７（旧：東京都江
東区東砂７－１７－１０）

東京本社 東京都江東区東砂７－１
７－１０

輸送施設使用停止（55
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1月28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）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）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）

17 6

20171003 有限会社前田梱包運輸（法
人番号3010802013245）代
表者前田伊久子

東京都大田区東馬込１
－４６－３

本社 東京都大田区東馬込１－
４６－３

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7月3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）

17 17

20171003 土屋運輸株式会社（法人番
号7040001010418）代表者
土屋浩之

千葉県千葉市花見川区
千種町１９９－３７

本社 千葉県千葉市花見川区
千種町１９９－３７

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2月29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）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）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20171003 株式会社丸正興運（法人番
号6050001008593）代表者
山田英明

茨城県ひたちなか市高
野３５８－１

本社 茨城県ひたちなか市高野
３５８－１

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12月10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）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

20171003 株式会社石間流通（法人番
号3050001021376）代表者
石間克彦

茨城県行方市中根６８
９

本社 茨城県行方市行戸１０４
８－１（旧：茨城県行方市
中根６８９）

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28年4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

20171011 有限会社朝美運送（法人番
号1090002014022）代表者
古屋朝布

山梨県北杜市高根町上
黒澤１０８９－２

本社 山梨県北杜市高根町上
黒澤１０８９－２

事業停止（30日間）輸送
の安全確保命令

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8月3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（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）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）

30 30



20171011 有限会社大谷石川運送（法
人番号2060002002367）代
表者石川力造

栃木県宇都宮市田野町
６７８

本社 栃木県宇都宮市田野町６
７７－２

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4項

当該事業者の運転者が平成27年10月12日に引き起こした交通事故を端緒として
平成28年2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）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）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）

14 14

20171011 株式会社ロード・キャリーク
ラブ（法人番号
4040001011625）代表者松
村稔

千葉県千葉市花見川区
花見川６－８－４０３

本社 千葉県千葉市花見川区
花見川６－８－４０３

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28年2月10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）

3 3

20171011 株式会社トランスポートセ
キヤ（法人番号
2040001045443）代表者関
谷宏行

千葉県印西市大森２５
１３－１１レッツパレス２
－２０２

八街 千葉県八街市榎戸９８３
－１ヴィレッジさつきⅢ２
０１

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

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12月15
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）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）、（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）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）

8 8

20171017 船橋貿易株式会社（法人番
号1040001028317）代表者
小澤壽一

千葉県鎌ヶ谷市初富７
２７

千葉 千葉県白井市大松１－９
－２１（旧：千葉県長生郡
白子町中里字花田４６０
３－２）

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業法
第９条第１項

平成27年8月21日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）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）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）

23 2

20171017 株式会社風見商事（法人番
号7050001031017）代表者
風見正明

茨城県つくばみらい市
福岡２５００－１

本社 茨城県つくばみらい市福
岡２５００－１

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7月14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）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）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）、（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）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）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）

15 15



20171017 船橋貿易株式会社（法人番
号1040001028317）代表者
小澤壽一

千葉県鎌ヶ谷市初富７
２７

本社 東京都江戸川区南小岩７
－２６－２１ペガサス・ス
テーション・プラザ小岩４
０９

輸送施設の使用停止
（210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8月21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）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）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）、（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）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）

23 21

20171017 松島陸運株式会社（法人番
号5020001070465）代表者
矢野晶司

神奈川県川崎市中原区
宮内１－７－２０

本社 神奈川県川崎市中原区
宮内１－７－２０

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28年3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）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）

8 8

20171017 株式会社三高運輸（法人番
号7030001033337）代表者
渡部哲雄

埼玉県加須市下樋遣川
５６７１－１

本社 埼玉県加須市上三俣２０
５４－２Ｆ

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

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26
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）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）

3 3

20171024 有限会社大輝（法人番号
7011702006772）代表者佐
藤善人

東京都江戸川区上篠崎
４－１８－４

有限会社　大
輝

東京都江戸川区上篠崎４
－１８－４

事業停止（30日間）輸送
施設の使用停止（50日
車）輸送の安全確保命
令

貨物自動車運送事業法
第18条第1項及び貨物
自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項

平成26年2月26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）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）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18条第1
項）、（6）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）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）

35 35

20171024 土田運輸株式会社（法人番
号4070001002126）代表者
土田隆

群馬県前橋市西善町７
２１－１

本社 群馬県伊勢崎市宮子町３
５０３－９

輸送施設の使用停止
（190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17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）

19 19

20171024 ＳｉｎｃｅｒｅＴｒａｎｓｐｏｒｔＳｅｒｖｉｃ
ｅ株式会社（法人番号
2050001019537）代表者岡
田真嘉

茨城県古河市磯部１４
８０－２

本社 茨城県古河市磯部１４８
０－２

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6項

平成27年6月12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）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）

12 12



20171024 有限会社トラストエンタープ
ライズ（法人番号
3060002012233）代表者峰
下久司

栃木県宇都宮市西刑部
町１９６２－３５

本社 栃木県宇都宮市兵庫塚３
－４８－２１

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27年10月26日、監査を実施。2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）

0 0

20171024 有限会社秋谷商事（法人番
号7060002027772）代表者
秋谷弘

栃木県小山市大字大行
寺１０１３－８

本社 栃木県小山市大字粟宮
字東道上１３２６－１

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

平成27年11月19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

20171024 有限会社誠和商会（法人番
号6060002010119）代表者
飯島みね子

栃木県宇都宮市白沢町
２０２４－５４

本社 栃木県那須郡那珂川町
小砂９１２－１

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11月26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）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）

4 4

20171024 株式会社ひとみ総業物流
（法人番号3060001022241）
代表者柳澤宣弘

栃木県佐野市富岡町１
３５１

本社 栃木県佐野市富岡町１３
５１

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12月4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（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
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

2 2

20171024 株式会社川和トランスポー
ト（法人番号
1070001014982）代表者川
和良孝

群馬県伊勢崎市日乃出
町５７２－１

本社 群馬県伊勢崎市日乃出
町５７２－１

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12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（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

20171024 株式会社小松土木（法人番
号6010601002677）代表者
小松光二

東京都江東区北砂４－
３９－３

本社 東京都江東区新砂３－１
１－２８

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）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 6

20171024 有限会社コマツ運輸（法人
番号2021002043537）代表
者小松良二

神奈川県座間市小松原
２－１１－１５

本社 神奈川県座間市小松原２
－１１－１５

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

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12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）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）

5 5



20171024 株式会社共生物流（法人番
号4020001033563）代表者
岩間裕記

神奈川県横浜市中区か
もめ町５６

海老名 神奈川県海老名市杉久
保北２－１３－２５

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8月25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）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 8

20171024 株式会社共生物流（法人番
号4020001033563）代表者
岩間裕記

神奈川県横浜市中区か
もめ町５６

本社 神奈川県横浜市中区か
もめ町５６

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）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）、（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）

12 4

20171024 株式会社グンリック（法人
番号6030001020204）代表
者沼田彰

埼玉県戸田市美女木東
１－４－９

太田 群馬県邑楽郡大泉町坂
田６－１４－１５

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28年1月25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

20171024 株式会社ドゥイング（法人
番号5040001027042）代表
者倭教之

千葉県市川市上妙典１
６１４－３

本社 千葉県市川市上妙典１６
１４－３

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

平成28年1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）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）、（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）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

20171024 有限会社アシス（法人番号
2013102003272）代表者川
崎和子

東京都西多摩郡瑞穂町
長岡１－５８－２４

本社 東京都西多摩郡瑞穂町
長岡１－５８－２４

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

平成27年10月29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）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

20171024 有限会社エヌエス商事（法
人番号6060002038440）代
表者尾花俊一

栃木県足利市名草下町
３８６４－３

本社 栃木県足利市名草下町３
８６４－３

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28年1月29日、監査を実施。2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
導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20171024 花田運送株式会社（法人番
号4020001002361）代表者
花田幸藏

神奈川県横浜市緑区白
山１－１２－２０

本社 神奈川県横浜市都筑区
大熊町８１２

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30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）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）事業計画事後届出
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）

2 2



20171024 有限会社ぷっぷっ（法人番
号9013202008537）代表者
徳永昌之

東京都目黒区南１－５
－７

本社 東京都目黒区南１－５－
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3条第6項

平成28年2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）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

20171024 有限会社岩下産業（法人番
号4090002010068）代表者
岩下稔

山梨県都留市法能４６
５

本社 山梨県都留市法能４６５ 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

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2月26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（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（2）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）、（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）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）

2 2

20171024 株式会社藤本チェーン（法
人番号8012701009360）代
表者藤本加代子

東京都東久留米市前沢
５－２－１３

本社 東京都東久留米市前沢５
－２－１３

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

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30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）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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20171024 有限会社采努運送（法人番
号7050002011562）代表者
佐藤正

茨城県土浦市中村南１
－１０－９

本社 茨城県土浦市中村南１－
１０－９

輸送施設の使用停止
（212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22日、監査を実施。17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）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
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）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）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）、（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）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）、（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）運行管理規程の制定違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第21条）、（13）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）、（14）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）、（15）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）、
（16）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）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

22 22

20171024 共進運輸株式会社（法人番
号2030001065070）代表者
山下茂

埼玉県越谷市野島３２
８－４

本社 埼玉県さいたま市岩槻区
高曽根田向１１２５－１

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10条第1
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）

6 4



20171024 株式会社飯田運送（法人番
号8011501005421）代表者
川島安則

東京都荒川区西尾久７
－３７－６

東所沢 埼玉県所沢市東所沢５－
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8月9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）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）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

20171024 株式会社小野寺商事（法人
番号8050001014953）代表
者小野寺良司

茨城県猿島郡境町大字
浦向５８８－１

加須 埼玉県加須市栄１２９０
－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

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）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）

6 4

20171024 株式会社ケイラインロジコ
ム（法人番号
2030001066960）代表者熊
谷直紀

埼玉県越谷市登戸町７
－２６

本社 埼玉県越谷市川柳町３－
１２７－６（１Ｆ）

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28年10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）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

20171024 日章陸運株式会社（法人番
号9050001007865）代表者
福原章人

茨城県ひたちなか市大
字足崎１４７４－４４５

本社 茨城県ひたちなか市大字
足崎１４７４－４４５

輸送施設の使用停止
（55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28年1月21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）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）

6 6

20171024 株式会社富士の華（法人番
号2010001117492）代表者
野田穂積

東京都中野区野方１－
３８－１３

本社 東京都中野区野方１－３
８－１３

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8月9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

20171024 株式会社大豊物流システ
ム（法人番号
8120901014252）代表者中
条一樹

大阪府高槻市三箇牧１
－１０－２５

神奈川 神奈川県厚木市酒井２５
１１

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10月1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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

7 7

20171024 丸み運送有限会社（法人番
号1011702011068）代表者
峰島雄二

東京都江戸川区松江７
－１３－６－３０８

横浜 神奈川県横浜市瀬谷区
上瀬谷４４－１

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5月15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）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 3



20171024 有限会社時田運輸（法人番
号8040002085796）代表者
時田光

千葉県銚子市清水町３
２７０－９

本店 千葉県銚子市清水町３２
７０－９

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28年1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）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）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

20171031 株式会社ヤマショウロジ
（法人番号9060001022236）
代表者山井伸也

栃木県足利市野田町１
７８８

本社 栃木県足利市野田町１７
８８－２

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

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6
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）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）、（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）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

20171031 有限会社齋木建設（法人番
号9060002004200）代表者
齋木輝夫

栃木県宇都宮市駒生２
－８－１３

本社 栃木県宇都宮市駒生２－
８－１３

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11月24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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1 1

20171031 手塚運輸株式会社（法人番
号3030001079994）代表者
手塚嘉明

埼玉県川口市栄町２－
１２－９

栃木 栃木県下都賀郡岩舟町
大字和泉字横町西１３２
２－１

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12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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

20171031 株式会社山芳荷役（法人番
号7070001021305）代表者
山田芳民

群馬県太田市粕川町７
３－７

本社 群馬県太田市粕川町７３
－７

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3条第4項

平成28年1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）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）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）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

20171031 株式会社誠和（法人番号
5070001017123）代表者成
田英文

群馬県太田市大原町６
０－１

配送センター
（旧：本社）

群馬県桐生市広沢町６－
５５１－１（旧：群馬県太
田市大原町６０－１）

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

平成27年12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）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

20171031 松島運送有限会社（法人番
号4070002030992）代表者
松島治行

群馬県邑楽郡邑楽町大
字篠塚字坪谷６２５－１

本社 群馬県邑楽郡邑楽町大
字篠塚字坪谷６２５－１

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

平成28年2月5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）

3 3



20171031 有限会社三咲商事（法人番
号2010602024393）代表者
野条吉弘

東京都江東区辰巳１－
６－７

本社 東京都江東区辰巳１－６
－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

平成28年2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）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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

6 6

20171031 株式会社赤井輸送（法人番
号2090001011820）代表者
赤井公司

山梨県韮崎市神山町鍋
山２１８－５１

本社 山梨県韮崎市神山町鍋
山２１８－５１、２１８－５２

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28年3月11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等（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）、（6）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）

3 3

20171031 有限会社大道運輸（法人番
号3090002004665）代表者
芦澤裕二

山梨県中巨摩郡昭和町
紙漉阿原２４３８

本社 山梨県中巨摩郡昭和町
紙漉阿原５５４

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9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28年3月24日、監
査を実施。3件の違反が認められた。（1）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

1 1

20171031 株式会社小泉運輸松本（法
人番号1100001016199）代
表者小泉秀俊

長野県須坂市大字米持
５５５－３

山梨 山梨県笛吹市八代町永
井字長慶寺１４８１－１

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28年5月12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）

2 2

20171031 株式会社浅間（法人番号
9020001057079）代表者鈴
木弘美

神奈川県横浜市港北区
新羽町３７５６－１Ｃ棟

本社 神奈川県横浜市港北区
新羽町３７５６－１Ｃ棟

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12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
る指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

20171031 安達運輸株式会社（法人番
号8010801000495）代表者
山本和夫

東京都大田区東海５－
５－１

筑波 茨城県常総市坂手町字
釼崎６７０５－４

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

平成28年5月27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）

5 5

20171031 グローバルライン株式会社
（法人番号9020001091532）
代表者橋上勤

神奈川県川崎市川崎区
日ノ出１－４－８

東京 東京都大田区西糀谷３－
７－８－１０１

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

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9日、監
査を実施。4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

20171031 有限会社伊藤興業（法人番
号9040002064428）代表者
伊藤定弘

千葉県佐倉市西志津４
－２－１－５０２

本社 千葉県佐倉市西志津４－
２－１－５０２

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28年4月21日、監査を実施。2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）

1 1



20171031 真貝運輸有限会社（法人番
号5070002031643）代表者
真貝俊男

群馬県太田市世良田町
１２０３－２

世良田 群馬県太田市世良田町１
２０３－２

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28年4月28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）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）

8 8

20171031 翔栄商事株式会社（法人番
号7021001044143）代表者
高塚泰子

神奈川県横須賀市米が
浜通１－１８－１９

本社 神奈川県横須賀市米が
浜通１－１８－１９

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6項

平成28年1月27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）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）、（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 9

20171031 マルヤ運送株式会社（法人
番号2011201005223）代表
者矢ヶ崎実

東京都中野区野方１－
４４－１

本社 東京都中野区野方１－４
４－１

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3条第6項

平成28年4月28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）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）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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

11 11

20171031 株式会社ケイエスライン
（法人番号7040001024186）
代表者宇田川勝幸

千葉県船橋市上山町１
－１３０－１

本社 千葉県船橋市上山町１－
１３０－１

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

平成28年4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）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）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

20171031 株式会社紙商興産（法人番
号7030002078125）代表者
塚田功

埼玉県川越市下松原４
９２－２１

東京 東京都練馬区田柄２－５
０－７　サンハイツビュー
赤塚６０３（旧：東京都練
馬区南大泉４－３２－４６
プレインコート２階２０１）

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

平成28年6月30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）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）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）、（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）

12 12

20171031 岩野運送有限会社（法人番
号8011602001138）代表者
岩野キヨ子

東京都練馬区高松３－
１－２５

本社 東京都練馬区高松３－１
－２５

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28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（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



20171031 Ｇライン有限会社（法人番
号4070002007545）代表者
野口博明

群馬県前橋市富士見町
時沢２８５１－１

本社 群馬県前橋市富士見町
時沢２８５１－１

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28年5月17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
違反等（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・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）事故惹起・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）、（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）

24 24

20171031 株式会社大貫運送（法人番
号6050001021828）代表者
大貫勝彦

茨城県鉾田市柏熊３０
０－１１

本社 茨城県鉾田市柏熊３００
－８（旧：茨城県鉾田市柏
熊３００－１１）

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28年4月20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）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

20171031 株式会社アライブシステム
（法人番号4020001043018）
代表者笠原兼

神奈川県横浜市保土ケ
谷区仏向町９６５－３

本社 神奈川県横浜市保土ケ
谷区仏向町９６５－３

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28年6月22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）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）
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）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

25 25

20171031 有限会社三陣（法人番号
3021002031788）代表者阿
部弘明

神奈川県厚木市妻田東
３－１９－１

本社 神奈川県厚木市妻田東３
－１９－１

輸送施設の使用停止
（200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28年4月22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（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）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）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

20 20

20171031 新和実業株式会社（法人番
号7030001047279）代表者
神里貢

埼玉県和光市新倉２－
２４－５９

本社 埼玉県和光市新倉２－２
４－５９

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21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

20171031 鎗田運輸有限会社（法人番
号5013402001576）代表者
鎗田雄三

東京都日野市旭が丘６
－１２－１１

八王子支店 東京都八王子市高倉町５
－５

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5月18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

※事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


