
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

20171205 株式会社インターナショナ
ルカンパニー（法人番号
3021001024561）代表者菊
村和久

神奈川県伊勢原市高森
２－１８－３８－２

湘南 神奈川県伊勢原市高森２
－１８－３８－２

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1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（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）

2 2

20171205 株式会社山吹商事（法人番
号3060001017423）代表者
吹沢義之

栃木県栃木市藤岡町大
字甲１７６８－１

本社 栃木県栃木市藤岡町大
前６５０－１（旧：栃木県
栃木市藤岡町大字藤岡３
２３－６）

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月21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）

5 5

20171205 有限会社小畑運送店（法人
番号3040002082419）代表
者小畑一啓

千葉県長生郡一宮町東
浪見８６９６

本社 千葉県長生郡一宮町東
浪見８６９６

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月21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（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

20171205 有限会社長谷川運輸（法人
番号1011302007284）代表
者速水則子

東京都杉並区天沼１－
５－１

本社 東京都杉並区今川２－４
－１０

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7条第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月4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）

4 4

20171205 株式会社緑伸（法人番号
1012401010666）代表者西
牟田浩一

東京都調布市下石原２
－８－１

本社 東京都調布市下石原２－
８－１

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月5日、監査を実施。16
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）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）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）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）、（12）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）、（13）事
業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（14）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）、（15）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）、（16）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14 14

20171205 株式会社静岡サンワ（法人
番号2080101004444）代表
者竹内裕恭

静岡県御殿場市神場字
上の原６８０－５

群馬 群馬県伊勢崎市平井町１
２６３－１

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年3月23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）

1 1

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年１２月分）



20171205 有限会社江原運輸産業（法
人番号3070002031637）代
表者江原豊治

群馬県太田市新田中江
田町９３６

本社 群馬県太田市新田中江
田町９３６

輸送施設使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年4月26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）

3 3

20171205 亀田運送有限会社（法人番
号7010602001751）代表者
亀田好正

東京都江東区住吉２－
１０－１１

本社 東京都江東区住吉２－１
０－１１

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10条第1
項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年7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（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）

4 4

20171205 群馬運輸有限会社（法人番
号4070002018807）代表者
竹内元樹

群馬県伊勢崎市茂呂南
町４５９１

本社 群馬県伊勢崎市長沼町１
５１４－１

輸送施設使用停止（130
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年7月21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（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）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）

13 13

20171205 株式会社マツヨシ運輸倉庫
（法人番号5050001032982）
代表者松本良夫

栃木県真岡市長田５８
６－４（旧：茨城県結城
市大字大谷瀬５２４－
６）

本社 栃木県真岡市長田５８６
－４（旧：栃木県小山市大
字中久喜１３１２－８３）

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年8月1日、監査を実施。12
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反（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）、（5）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）、（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）、（9）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）、（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）、（12）自動
車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

14 14

20171205 株式会社アイシン運輸（法
人番号8030001073043）代
表者海上輝和

埼玉県川口市南鳩ヶ谷
７－７－１

本社 埼玉県川口市南鳩ヶ谷７
－７－１

輸送施設使用停止（140
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、平成
28年9月2日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（5）運転者に対する指導
監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第2項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（9）事業の健全な発達を阻害する競
争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

22 22

20171205 古郡運送株式会社（法人番
号6010501012702）代表者
古郡義之

東京都台東区三筋２－
１０－１６

本社 東京都台東区三筋２－１
０－１６

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年7月26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）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）、（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



20171205 関東コンテナ輸送株式会社
（法人番号2070001026531）
代表者田中政博

群馬県太田市新田市野
井町２７５３

由良町 群馬県太田市由良町１６
１９－３

輸送施設使用停止（135
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年8月9日、監査を実施。9件
の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反（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）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）事業計画事後届出違反
（貨物自動車運送事業法第9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）

14 14

20171205 有限会社サンテック（法人
番号1040002064229）代表
者永田陽一郎

千葉県四街道市大日２
５７－８

千葉 千葉県四街道市大日２５
７－８

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

無車検運行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23
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）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

20171205 株式会社丸正環境センター
（法人番号9040001036980）
代表者湯浅正士

千葉県松戸市小金原５
－１９－３１

本社 千葉県松戸市小金原５－
１９－３１

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

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10月12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）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

20171205 丸徳興業株式会社（法人番
号9040001007180）代表者
徳山東見

千葉県千葉市稲毛区轟
町５－３－１１

花見川 千葉県千葉市花見川区
天戸町１３２３－１７

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年10月19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）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

20171205 山翔キャリー株式会社（法
人番号8010601036599）代
表者平山正

東京都江東区東陽１－
２７－５

本社 東京都江東区東陽１－２
７－５山長ハイム３０２

輸送施設の使用停止
（230日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年9月13日、監査を実施。4
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）、（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）

23 23

20171205 有限会社スカイ物流（法人
番号1012702006272）代表
者千葉利義

東京都東村山市恩多町
３－３１－４

本社 東京都東村山市恩多町３
－３１－４

輸送施設使用停止（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10月18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）報告義
務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

20171205 株式会社利恵（法人番号
7070002010777）代表者浅
川康幸

群馬県藤岡市中大塚９
５０－１

本社 群馬県藤岡市中大塚９５
０－１

輸送施設使用停止（65
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年9月27日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）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）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）

7 7



20171205 株式会社彩光商運（法人番
号3050001021244）代表者
松本均

茨城県神栖市息栖２８
８５－２６０

本社 茨城県神栖市神栖４－３
－１８

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

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成27年1月16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）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）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 7

20171205 有限会社共配（法人番号
1030002091224）代表者川
﨑依邦

埼玉県越谷市野島３２
８－４

本社 埼玉県越谷市野島１７８
－１（旧：埼玉県越谷市野
島字川端１５１－４）

輸送施設使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

労働局からの通報を端緒として平成28年9月21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）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）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）事業計画事後届出
違反（貨物自動車運送事業法第9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）

6 6

20171205 有限会社本多運輸商事（法
人番号9020002028087）代
表者岩本由紀子

神奈川県横浜市神奈川
区神奈川１－１－４９

本社 神奈川県横浜市神奈川
区山内１－３１１

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9月14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

20171205 有限会社住商（法人番号
2030002089291）代表者住
安健一

埼玉県吉川市美南２－
８－１０

本社 埼玉県吉川市美南２－８
－１０

輸送施設使用停止（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7月20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

20171212 加藤運輸有限会社（法人番
号4040002045036）代表者
加藤善信

千葉県松戸市小金字東
１２７

本社 千葉県松戸市小金字東１
２７

輸送施設使用停止（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29年3
月15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）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）乗務等の記録事
項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（6）運転者に対す
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）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）、（10）運行管理
者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）、（11）
事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（12）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）、（13）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）、（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）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

10 10



20171212 株式会社タマ・ミルキーウェ
イ（法人番号
6012801003505）代表者横
澤由明

東京都東大和市向原６
－１２０１－２９

本社 東京都東大和市向原６－
１２０１－２９

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年8月10日、監査を実施。7件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（3）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）、（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
事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3

20171212 有限会社明鶴流通（法人番
号8021002042624）代表者
豊田雄二

神奈川県大和市西鶴間
５－２２－１２エンゼル
ハイム鶴間１０２

本社 神奈川県大和市西鶴間５
－２２－１２－１０２

輸送施設使用停止（40
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12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）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 4

20171212 ハイエスサービス株式会社
（法人番号6030001064606）
代表者串晃宣

埼玉県越谷市蒲生東町
６－９

群馬 群馬県佐波郡玉村町大
字川井５６

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

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年3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）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）

2 2

20171212 有限会社山本商事（法人番
号8021002012354）代表者
山本重明

神奈川県茅ヶ崎市元町
３－２４

本社 神奈川県茅ヶ崎市本村４
－１３５１－１

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3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月20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）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（4）事業計画の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、（5）事業計画事後届出違反（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）

5 5

20171212 有限会社芝山物流商事（法
人番号7021002029044）代
表者芝山利安

神奈川県厚木市上依知
５２９－１

本社 神奈川県厚木市上依知５
２９－１

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3条第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月13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）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）

1 1

20171212 八起運送株式会社（法人番
号7020001026671）代表者
高橋義幸

神奈川県横浜市中区か
もめ町２３－１

本社 神奈川県横浜市金沢区
幸浦１－７－１８

輸送施設使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年3月11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）

3 3

20171212 株式会社和幸流通サービ
ス（法人番号
6030001035730）代表者引
田まさ子

埼玉県草加市柿木町１
２１－１

本社 埼玉県八潮市大字八條２
８０５－２２

輸送施設使用停止（30
日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年11月10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 7



20171212 丸佐運送株式会社（法人番
号7040001059934）代表者
佐瀬幸夫

千葉県長生郡長生村岩
沼字南野中１７８８－２

本社 千葉県長生郡長生村岩
沼字南野中１７８８－２

輸送施設使用停止（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公安委員会からの通知を端緒として平成28年9月5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）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）、（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）

6 6

20171212 株式会社和幸流通サービ
ス（法人番号
6030001035730）代表者引
田まさ子

埼玉県草加市柿木町１
２１－１

さいたま 埼玉県白岡市小久喜１２
５－１

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10条第1
項

労働局からの通報を端緒として平成28年11月18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 2

20171212 有限会社小関商事（法人番
号4012802007457）代表者
小関藤一

東京都立川市一番町１
－２５－１６

本社 東京都立川市西砂町３－
６６－３

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年11月16日、監査を実施。4
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（4）事業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

20171212 株式会社エムラインズ（法
人番号7010401073439）代
表者小河禎冶

東京都港区芝浦４－１
６－２３

多摩 東京都八王子市滝山町１
－５９０・５９１

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

法令違反の疑いがあることを端緒として平成28年11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）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）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

20171212 株式会社岡崎荷役（法人番
号5050001012613）代表者
岡崎義郎

茨城県小美玉市栗又四
ケ２２６９－６

本社 茨城県小美玉市堅倉１７
５２番地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

労働局からの通報を端緒として平成28年7月21日、監査を実施。9件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第7条第5項）、（4）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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

20171212 健翔運輸株式会社（法人番
号3030001034900）代表者
川嶋健次

埼玉県三郷市上彦名６
４８－１

本社 埼玉県三郷市彦川戸１－
３３６－３

輸送施設使用停止（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29年2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）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）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）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）事業計画事後届出違
反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3 3



20171219 有限会社ケーシー企画（法
人番号1050002025155）代
表者鈴木幸市

茨城県古河市磯部７２
－２

本社 茨城県古河市磯部７２－
２、７２－４

事業停止（30日間）輸送
施設の使用停止（70日
間）

貨物自動車運送事業法
第２７条第１項

車輪脱落事故を引き起こしたことを端緒として、平成28年9月30日、監査を実施。
12件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録保存義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（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）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27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）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

37 37

20171219 有限会社エイワ（法人番号
7070002026006）　代表者
並木政栄

群馬県渋川市半田５６
３ー３

本社 群馬県高崎市箕郷町柏
木沢１９５３－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

救護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7月14
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

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。

注２ 違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について３．（４）但し書き参照）


