貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年１月分）
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

20180110

ＴＭ日光運輸倉庫株式会 栃木県日光市轟字北川 本社
社（旧：日光運輸倉庫株式 １２３７（旧：栃木県日光
会社）（法人番号
市轟字梅ヶ沢２０－１）
1060001009083）代表者齋
藤憲一

栃木県日光市轟字北川１ 輸送施設の使用停止
２３７（旧：栃木県日光市 （10日車）
轟字梅ヶ沢２０－１）

20180110

有限会社シィ・ティ・ライン 神奈川県相模原市緑区 本社
（法人番号8021002029010） 根小屋２７３９－１５８
代表者秋好眞由美

神奈川県相模原市緑区
根小屋２７３９－１５８

20180110

有限会社水谷運輸（法人番 栃木県宇都宮市上野町 本社
号1060002008695）代表者 ６０７６－１３
水谷任和

栃木県宇都宮市上野町６ 輸送施設の使用停止
０７６－１３
（30日車）

20180110

有限会社ムーブ物流（法人 栃木県宇都宮市野沢町 本社
番号6060002011703）代表 ３１８－１２
者片山正夫

栃木県宇都宮市野沢町３ 輸送施設の使用停止
１８－１２
（20日車）

20180110

株式会社ア・レギュレーショ 神奈川県川崎市麻生区 株式会社ア・ 神奈川県川崎市麻生区
ン（法人番号
岡上１４４１－７６
レギュレーショ 岡上１４４１－７６
5020001078269）代表者鈴
ン本社
木貴治

20180110

20180110

事業者 営業所
点数
点数
貨物自動車運送事業輸 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14日、監査を実施。2
1
1
送安全規則第3条第4項 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）
主な違反の条項

違反行為の概要

輸送施設使用停止（10 貨物自動車運送事業輸 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22日、監査を実施。5
日車）
送安全規則第3条第6項 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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

1

1

貨物自動車運送事業輸 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19日、監査を実施。7
送安全規則第3条第4項 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）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）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

3

3

貨物自動車運送事業輸 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16日、監査を実施。3
送安全規則第3条第6項 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

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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。4
送安全規則第3条第6項 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）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）

2

2

丸武運輸株式会社（法人番 東京都世田谷区瀬田１ 本社
号8010901011517）代表者 －２２－２１
斉藤惠三

東京都世田谷区瀬田１－ 輸送施設の使用停止
２２－２１
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 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17日、監査を実施。8
送安全規則第3条第4項 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）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）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

東新運輸株式会社（法人番 東京都大田区大森本町 本社
号8010401019192）代表者 ２－４－９ ビバハイム
柳長生
B－００９(旧：東京都大
田区西糀谷２－１２－
７）

東京都大田区平和島２－ 輸送施設使用停止（70 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月25日、監査を実施。7
１－１
日車）
送安全規則第3条第6項 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）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）

7

7

20180110

上信トラック株式会社（法人 群馬県高崎市吉井町池 下仁田
番号3070001007101）代表 ７７９－１０
者山下隆志

群馬県甘楽郡下仁田町
大字下仁田４６６－４

輸送施設の使用停止
(40日車)

貨物自動車運送事業輸 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7日、監査を実施。5件
送安全規則第3条第4項 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）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）

4

4

20180110

ライスフィールド株式会社 東京都大田区大森東２ 本社
（法人番号5010801023706） －８－１－１０２
代表者米田亮二

東京都大田区大森東２－ 輸送施設使用停止（80 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月12日、監査を実施。8
８－１－１０２
日車）
送安全規則第3条第4項 件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）初任運転者に対する適性診断受診義務違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）事業の健全な発達を
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）

8

8

20180110

有限会社寿櫻運輸（法人番 東京都江東区扇橋２－ 本社
号2010602026324）代表者 ５－４
岡本正一

東京都江東区扇橋２－５ 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸 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23日、監査を実施。9
－４
日車）
送安全規則第3条第6項 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）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）

3

3

20180110

株式会社鈴木商事（法人番 群馬県伊勢崎市曲沢町 本社
号3070001013909）代表者 ６７７－３
鈴木光男

群馬県伊勢崎市西久保 輸送施設の使用停止
町２－２４５－３（旧：群馬 (20日車)
県伊勢崎市曲沢町６７７
－３）

貨物自動車運送事業輸 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27
送安全規則第3条第6項 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）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）

2

2

20180110

有限会社後藤運送（法人番 埼玉県川口市安行領根 有限会社後藤 埼玉県川口市大字安行
号7030002111414）代表者 岸９０７－３
運送本社
領根岸字鹿島９０７－２
田中義則

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月23日、監査を実施。14
送安全規則第3条第4項 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）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）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）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）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）、（12）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）、（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）

19

19

輸送施設の使用停止
（190日車）

20180110

株式会社清水建材（法人番 山梨県南アルプス市和 本社
号2090001004915）代表者 泉９２９
清水幸男

山梨県南アルプス市和泉 輸送施設の使用停止
９２９
（110日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として平成28年10月14日、監査を実施。5件の
送安全規則第7条第5項 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）、（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）

11

11

20180110

新洋ケミカル有限会社（法 神奈川県川崎市川崎区 鹿島
人番号3020002102541）代 大島３－９－１２
表者大道寺巖

茨城県神栖市奥野谷８１ 輸送施設の使用停止
６８ 豊成ビル３階
(140日車)

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年6月29日、監査を実施。8件の
送安全規則第3条第4項 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（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）

14

14

20180110

湘南ひまわり運送株式会 神奈川県平塚市新町４ 本社
社（法人番号
－２４
2021001038513）代表者花
園俊幸

神奈川県平塚市新町４－ 輸送施設の使用停止
２４
（70日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年8月26日、監査を実施。8件の
送安全規則第3条第4項 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）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）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）

7

7

20180110

福地運輸有限会社（法人番 埼玉県深谷市町田字東 本社
号9030002117137）代表者 ５３８－２
福地克之

埼玉県深谷市町田字東５ 輸送施設の使用停止
３８－２
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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
送安全規則第8条第1項 月11日、監査を実施。5件の違反が認められた。（1）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）、（2）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）、（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）

2

2

20180110

全埼物流株式会社（法人番 埼玉県久喜市樋ノ口１ 本社
号8030001034078）代表者 ５－1
川村譲司

埼玉県久喜市樋ノ口１５ 輸送施設の使用停止
－１
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年1月13日、監査を実施。4件の
送安全規則第3条第4項 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）

3

3

20180110

三共貨物自動車株式会社 茨城県筑西市横塚１３ 岩瀬
（法人番号8050001031825） ５７－６
代表者小倉重則

茨城県桜川市上城６８２ 輸送施設の使用停止
－７
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成28年10月27日、監査を実施。5件の違反が認
送安全規則第3条第4項 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）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

20180110

有限会社金井運送（法人番 群馬県高崎市箕郷町西 本社
号9070002014090）代表者 明屋５３７－１
加藤典哉

群馬県高崎市福島町７２ 輸送施設の使用停止
６－５
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月10日、監査を実施。5
送安全規則第3条第6項 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）

2

2

20180110

ナライ産業株式会社（法人 神奈川県横浜市泉区和 本社
番号5020001034098）代表 泉町７５９２
者奈良井祚一

神奈川県横浜市泉区和
泉町７５９２－４

輸送施設使用停止（40 貨物自動車運送事業輸 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20日、監査を実施。6
日車）
送安全規則第3条第4項 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）

4

4

20180116

湖南通運株式会社（法人番 茨城県稲敷郡阿見町大 江戸崎
号5050001009089）代表者 字阿見字阿見原４６６６
飯泉博
－３２５０

茨城県稲敷市高田５６８ 輸送施設の使用停止
－５
（70日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成27年5月26日、監査を実施。8件の
送安全規則第3条第6項 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）事故惹起、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）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）
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）事故の未報告（貨物自動車運送事業法第24
条、自動車事故報告規則第3条第1項）

11

11

20180116

株式会社マルタカ（法人番 栃木県栃木市大宮町２ 本社事務所
号1060001017061）代表者 ２９０－２４
髙梨智久

栃木県栃木市大宮町２２ 文書警告
９０－２４

貨物自動車運送事業輸 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14日、監査を実施。1
送安全規則第10条第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
項
業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20180116

有限会社アロートランス
東京都大田区南馬込５ 本社
ポート（法人番号
－２７－４
3010802000846）代表者小
知和憲二

神奈川県横須賀市武２－ 輸送施設の使用停止
６－５
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 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22日、監査を実施。4
送安全規則第13条、道 件の違反が認められた。（1）点検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送
路運送車両法第49条 事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（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）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）報告義務違反（貨物自動車運
送事業法第60条第1項）

1

1

20180116

西之宮陸運株式会社（法人 神奈川県横浜市中区本 本社
番号3020001000333）代表 牧ふ頭１－１ 臨海鉄
者西川賢二郎
道本牧埠頭第２ビル

神奈川県横浜市中区本
牧ふ頭１－１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成27年10月8日、監査を実施。5件の
送安全規則第3条第4項 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）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

20180116

株式会社エムズコーポレー 栃木県宇都宮市中岡本 本社
ション（法人番号
町４１２５
3060001024601）代表者清
水実

栃木県宇都宮市中岡本
町４１２５

輸送施設使用停止（40 貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成28年5月18日、監査を実施。9件の違反が認
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

4

4

20180116

株式会社三共運輸（法人番 千葉県浦安市鉄鋼通り 浦安
号7040001030911）代表者 １－３－２
北野勝常

千葉県浦安市鉄鋼通り１ 輸送施設の使用停止
－３－２
（40日車）

4

4

貨物自動車運送事業輸 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11日、監
送安全規則第3条第4項 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
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）

20180116

東都輸送株式会社（法人番 東京都杉並区高円寺南 本社
号6011301005086）代表者 ４－８－２
増子傳次

東京都杉並区高円寺南４ 輸送施設の使用停止
－８－２
（115日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月2日、監査を実施。9件
送安全規則第3条第6項 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）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）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

20180116

株式会社中村産業（法人番 千葉県千葉市花見川区 本社
号7040001009476）代表者 大日町１３４１－５
中村彰将

千葉県千葉市花見川区
大日町１３４１－５

貨物自動車運送事業輸 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2月22
送安全規則第3条第4項 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（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）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

20180116

株式会社三河運輸（法人番 栃木県宇都宮市中里町 本社
号3060001000081）代表者 １２８０
三沼孝久

栃木県宇都宮市中里町１ 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸 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8月4
２８０－１
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）自動車に関する表示義務違反（道
路運送法第95条）

3

3

20180116

株式会社レイティング物流 東京都江東区亀戸２－ 本社
ネットワーク（法人番号
３－１３山下ビル
7010601023094）代表者土
持克浩

東京都江東区亀戸２－３ 輸送施設の使用停止
－１３
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月22日、監査を実施。5
送安全規則第3条第6項 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
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20180116

株式会社ツカハラ（法人番 群馬県伊勢崎市八斗島 本社
号3070001012869）代表者 町８３２
塚原和臣

群馬県伊勢崎市八斗島
町８３２

輸送施設使用停止（10 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月21日、監査を実施。6
日車）
送安全規則第7条第5項 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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

1

1

20180116

有限会社若葉運輸（法人番 群馬県佐波郡玉村町大 本社
号2070002020987）代表者 字樋越６８９
南雲宏正

群馬県佐波郡玉村町大
字樋越６８９

輸送施設使用停止（50 貨物自動車運送事業輸 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13日、監査を実施。5
日車）
送安全規則第3条第6項 件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）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

5

20180116

株式会社大久保運輸（法人 群馬県太田市大原町２ 本社
番号1070001021260）代表 １７６－７
者木島直哉

群馬県太田市大原町２１ 輸送施設使用停止（10 貨物自動車運送事業輸 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28日、監査を実施。3
７６－７
日車）
送安全規則第3条第4項 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

輸送施設の使用停止
（40日車）

20180116

近物レックス株式会社（法 静岡県駿東郡清水町伏 高崎支店
人番号8080101005494）代 見字向田３５１
表者堀内悟

群馬県高崎市上滝町６８ 輸送施設の使用停止
１他６筆
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 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22日、監査を実施。7
送安全規則第3条第4項 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）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）

6
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20180116

有限会社丸井（法人番号 栃木県那須郡那珂川町 本社
4060002014245）代表者薄 小川４４
井淳一

栃木県那須郡那珂川町
小川４４－３

貨物自動車運送事業輸 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6
送安全規則第3条第4項 月8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）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）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

5

5

20180116

株式会社相模ロジテック
東京都八王子市西寺方 本社
（法人番号2021001047051） 町５３－１（旧：神奈川
代表者足立一男
県厚木市恩名４－１２
－７－４）

神奈川県厚木市愛甲東２ 輸送施設の使用停止
－１４－５
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月12日、監査を実施。4
送安全規則第3条第6項 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）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）

2

2

20180116

有限会社渡辺運送（法人番 千葉県山武市白幡１６ 本社
号3040002079927）代表者 ０４－７
渡辺茂

千葉県山武市白幡１６０ 輸送施設の使用停止
４－１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 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1月13
送安全規則第3条第6項 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）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

20180116

有限会社粕田商事（法人番 茨城県古河市下大野８ 本社
号5050002026075）代表者 ６９－１１
粕田健一

茨城県結城郡八千代町
佐野２７５－１

貨物自動車運送事業輸 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。
送安全規則第3条第6項 11件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（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）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）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）、（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）

12
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20180116

有限会社マタイ運輸倉庫 埼玉県加須市上高柳２ 本社
（法人番号3030002042225） １３
代表者柴崎洋子

埼玉県加須市上高柳４６ 輸送施設使用停止（70 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年5月24日、監査を実施。10
６
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送
事業法第9条第3項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7

7

輸送施設の使用停止
（50日車）

輸送施設の使用停止
（115日車）

20180116

株式会社パルプ運輸（法人 埼玉県八潮市中央２－ 本社
番号7030001037288）代表 １９－１４
者小澤隆

埼玉県八潮市中央２－１ 輸送施設使用停止（50 貨物自動車運送事業輸 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6月20日、監
９－１４
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）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

20180116

株式会社ユーカリ物流（法 千葉県松戸市小金原４ 茨城
人番号2040001037168）代 －４－５
表者伊藤裕康

茨城県坂東市小泉９７３ 輸送施設の使用停止
－９
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 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29年2月15日、
送安全規則第3条第4項 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）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）

4

4

20180116

輪島屋鮮冷株式会社（法人 石川県金沢市神田１－ 関東支店
番号1220001007616）代表 １８－１０
者山形久之

茨城県笠間市押辺２７２ 輸送施設の使用停止
０－９０
（140日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成28年10月13日、監査を実施。12件の違反が
送安全規則第3条第4項 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）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）、（8）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）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）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）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）

14

14

20180116

株式会社ヨコタエンタープラ 愛知県名古屋市西区山 市原
イズ（法人番号
木１－１６５（ヨコタビル・
9180001043526）代表者横 リアル）
田成人

千葉県市原市青柳３－１ 輸送施設の使用停止
０－７
（70日車）

貨物自動車運送事業輸 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5
送安全規則第3条第4項 月24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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

7

7

20180116

株式会社ワイライン（法人 東京都三鷹市北野４－ 多摩
番号3012401016851）代表 １５－４７
者原美幸

東京都多摩市和田９８９ 輸送施設の使用停止
－１
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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7日、監
送安全規則第3条第4項 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）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

5

20180116

有限会社大樹運輸（法人番 神奈川県横浜市金沢区 錦町
号8020002008370）代表者 幸浦２－１３－６
鈴木忠郎

神奈川県横浜市中区錦
町１７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 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8日、監
送安全規則第3条第4項 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）

10

4

20180116

有限会社大樹運輸（法人番 神奈川県横浜市金沢区 大井
号8020002008370）代表者 幸浦２－１３－６
鈴木忠郎

東京都大田区東海５－５ 輸送施設の使用停止
－１
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として平成28年7月15日、監査を実施。5件の違
送安全規則第7条
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）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

1

20180123

有限会社沖野商事（法人番 神奈川県厚木市三田７ 本社
号6021002031133）代表者 ７９－１ダイアパレス本
沖野雅春
厚木第２－５１４

神奈川県厚木市三田７７ 輸送施設の使用停止
９－１－５１４
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月27日、監査を実施。3
送安全規則第7条
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）

3

3

20180123

有限会社髙藤（法人番号 千葉県印旛郡栄町布太 本社
3040002056769）代表者髙 １３８
藤大権

千葉県印旛郡栄町安食１ 輸送施設の使用停止
－２１－１５
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 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7月11日、監
送安全規則第3条第6項 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）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

20180123

川野辺運輸株式会社（法人 群馬県邑楽郡板倉町大 流通団地倉庫 群馬県邑楽郡板倉町岩
番号6070001021652）代表 字岩田１３０４
田１６２６－１
者川野辺達也

輸送施設使用停止（50 貨物自動車運送事業輸 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15日、監査を実施。5
日車）
送安全規則第3条第4項 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）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（5）運行管理補助者の
要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

5

5

20180123

株式会社ディ・エス物流（法 東京都中央区築地３－ 宇都宮
人番号7010001144094）代 １３－５ 丸促築地ビル
表者塚田英紀
７階（旧：東京都中央区
勝どき４－５－１２）

栃木県宇都宮市上横田
町１３２９－１

輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年9月21日、監査を実施。4件の
日車）
送安全規則第3条第6項 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）

2

2

20180123

株式会社エスアンドエー
栃木県鹿沼市上石川字 小山
（法人番号1060001023150） 大野屋原１８６５－２
代表者池田隆喜

栃木県栃木市岩舟町静１ 輸送施設使用停止（140 貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年9月27日、監査を実施。8件の
４４０－４－１０１
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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）、（4）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）、（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）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）、（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）

14

14

20180123

マルニ運輸有限会社（法人 東京都江戸川区東小松 本社
番号3011702011025）代表 川４－３９－４
者大塚淳一

東京都江戸川区東小松
川４－３９－４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 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12月7日、監
送安全規則第7条
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（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）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）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）

1

1

20180123

中尾運輸株式会社（法人番 大阪府大阪市住之江区 横浜
号8120001031330）代表者 平林北２－７－９９
東宏樹

神奈川県横浜市青葉区
しらとり台５７－８

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月17日、監査を実施。6
送安全規則第3条第6項 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）

3

3

20180123

横浜堀田産業有限会社（法 神奈川県横浜市港北区 本社
人番号3020002036450）代 鳥山町４５６－１－３０２
表者金子光明

神奈川県横浜市港北区
鳥山町４５６－１－３０２

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月31日、監査を実施。6
送安全規則第3条第4項 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）、（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）

5

5

20180123

株式会社彦新（旧：彦新運 東京都江戸川区一之江 鹿島
輸株式会社）（法人番号
８－１９－６
3011701006604）代表者彦
田昌昭

茨城県鹿嶋市宮中６－８ 輸送施設の使用停止
－２８
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 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2月9日、監
送安全規則第3条第4項 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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

3

3

20180123

有限会社鈴木運輸（法人番 千葉県勝浦市宿戸２６ 本店
号5040002102876）代表者 ０－１
鈴木康夫

千葉県勝浦市宿戸２６０ 輸送施設の使用停止
－１
（125日車）

貨物自動車運送事業輸 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7月28日、監
送安全規則第3条第4項 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）、
（9）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）、（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）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）、（12）
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）

13

13

20180123

有限会社協進サービス（法 神奈川県横浜市港北区 本社
人番号5020002033231）代 大豆戸町８０３－２大倉
表者望月紀子
山ハイム７－４０１

神奈川県横浜市港北区
大豆戸町８０３－２大倉
山ハイム７－４０１

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年5月26日、監査を実施。5件の
送安全規則第7条
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）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）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

20180123

株式会社井田商店（法人番 東京都西多摩郡瑞穂町 本社
号2013101001252）代表者 大字二本木７４０－３
井田明代士

東京都西多摩郡瑞穂町
大字二本木７４０－３

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸 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12月13日、
送安全規則第7条
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）、（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）

6

6

20180123

株式会社マスダ運輸（法人 東京都葛飾区小菅１－ 野田
番号6011801013638）代表 ３０－１６
者増田充

千葉県野田市中野台７２ 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸 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11月28日、
７－４
日車）
送安全規則第3条第6項 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

20180123

株式会社TransValue（法人 大阪府和泉市幸２－６ 北関東
番号2120101045905）代表 －１３
者中原敦史

群馬県邑楽郡千代田町 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年2月21日、監査を実施。8
大字下中森六反畑４７６ 日車）
送安全規則第3条第4項 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
－１
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）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）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

20180123

広田ユニオン株式会社（法 大阪府大阪市城東区関 前橋
人番号1120001016049）代 目４－３－１４
表者廣田慎吾

群馬県前橋市平和町１－ 輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸 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27日、監査を実施。3
１４－６ 松村マンション１ 日車）
送安全規則第7条
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
０１
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）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

20180123

株式会社TｏｐＷｏｒｋｓ（法人 群馬県伊勢崎市東小保 本社
番号4070001025556）代表 方町３４４７－１３－B１
者芳野竜彦
０２（旧：群馬県伊勢崎
市三室町４６２５－１－
１０２）

群馬県伊勢崎市東小保 輸送施設使用停止（90 貨物自動車運送事業輸 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。6件の違反が認
方町３４４７－１３－B１０ 日車）
送安全規則第3条第4項 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
２（旧：群馬県伊勢崎市三
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
室町４６２５－１－１０２）
則第7条第5項）、（3）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）、（4）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）、（5）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）、（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）

9

9

20180123

清水運送株式会社（法人番 東京都練馬区土支田１ 西東京支店
号6011601003120）代表者 －１－５
清水幸雄

東京都西多摩郡瑞穂町
大字二本木４７４－４

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年4月13日、監査を実施。8
送安全規則第3条第4項 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）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

5

5

20180123

サンルート株式会社（法人 東京都江戸川区中葛西 本社
番号1011701003586）代表 ３－１４－５
者安井利之

東京都江戸川区中葛西２ 輸送施設の使用停止
－２０－１１
（60日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年6月2日、監査を実施。6件
送安全規則第3条第6項 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）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

20180123

重機運輸機工有限会社（法 千葉県浦安市猫実２－ 佐倉
人番号3040002041011）代 ３－９
表者中川孝則

千葉県佐倉市坂戸字草
刈堀米１６２１－１

貨物自動車運送事業輸 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6月23
送安全規則第3条第4項 日、監査を実施。14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）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）運行記
録計による記録保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（8）
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）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）、（10）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）、（11）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）、（12）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）、（13）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）、（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）

19

19

輸送施設の使用停止
（120日車）

20180123

株式会社サランウイング
栃木県栃木市藤岡町都 本社
サービス（法人番号
賀２４７８－１
5060001023683）代表者櫻
井強志

栃木県栃木市藤岡町都
賀２４７８－１

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業輸 労働局からの通報を端緒として平成28年12月7日、監査を実施。9件の違反が認
送安全規則第3条第4項 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）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）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）、（7）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）、（8）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）、（9）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）

12

12

20180130

株式会社JLL（法人番号
神奈川県相模原市中央 相模原
5021001018561）代表者飯 区東淵野辺２－９－４５
塚隆
－１０５

神奈川県相模原市中央
区東淵野辺２－９－４５

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月27日、監査を実施。4
送安全規則第3条第6項 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）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

20180130

信和運送有限会社（法人番 東京都板橋区中台２－ 本社
号9011402004752）代表者 ２５－５
別府朋美

東京都板橋区中台２－２ 輸送施設の使用停止
５－５
（205日車）

貨物自動車運送事業輸 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20日、監査を実施。10
送安全規則第3条第4項 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（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）、（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）

21

21

20180130

株式会社南海サービス（法 静岡県磐田市堀之内１ 神奈川
人番号5080401016401）代 ３６７－１
表者石川義和

神奈川県厚木市船子１５ 輸送施設の使用停止
６１－２
（10日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年10月4日、監査を実施。2件の
送安全規則第3条第4項 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）

1

1

20180130

小林製工運送株式会社（法 群馬県渋川市北橘町真 本社
人番号6070001018236）代 壁３２８－１
表者小林政貴

群馬県渋川市北橘町真
壁３２８－１

輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年12月9日、監査を実施。5件の
日車）
送安全規則第3条第4項 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）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

20180130

萱田運送有限会社（法人番 千葉県香取郡神崎町神 本社
号2040002087468）代表者 崎本宿２１１３
萱田忠男

千葉県香取郡神崎町神
崎本宿２１１３

輸送施設の使用停止
（20日車）

2

2

貨物自動車運送事業輸 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13日、
送安全規則第3条第4項 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）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）

20180130

有限会社関塚商事運輸（法 栃木県佐野市戸奈良町 本社
人番号7060002039165）代 ２５０１－２
表者関塚明夫

栃木県佐野市戸奈良町２ 輸送施設の使用停止
５０１－２
（60日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年2月15日、監査を実施。8
送安全規則第3条第4項 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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6

6

20180130

有限会社フェアリーランド 神奈川県横浜市中区千 横浜
（法人番号5020002044897） 代崎町２－３１
代表者秀島修志

神奈川県横浜市中区松 輸送施設の使用停止
影町２－７－２０ 福地ビ （30日車）
ル３０１

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月18日、監査を実施。5
送安全規則第7条
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）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）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

3

3

20180130

三徳運輸株式会社（法人番 茨城県神栖市田畑６３ 本社
号4050001022142）代表者 ３－５３
岡野豊司

茨城県神栖市田畑６３３ 輸送施設の使用停止
－５３
（20日車）

貨物自動車運送事業輸 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20日、
送安全規則第3条第4項 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）

2

2

20180130

丸武運輸株式会社（法人番 東京都江東区佐賀１－ 新木場配車セ 東京都江東区新木場３－ 輸送施設の使用停止
号7010601027946）代表者 １１－８
ンター（旧有明 ５－６ 新木場ロジスティ （80日車）
土屋信之
物流センター クスセンター２F（旧東京
及び旧新木場 都江東区東雲２－１４－
物流センター） ３８、旧東京都江東区新
木場１－１６－５）

貨物自動車運送事業輸 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2月16日、監
送安全規則第3条第4項 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）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）、（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）

8

8

20180130

有限会社神保総業（法人番 茨城県稲敷市駒塚５５ 本社
号6050002033970）代表者 ６
神保正美

茨城県稲敷市幸田３０４ 輸送施設の使用停止
８－１
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 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19日、
送安全規則第3条第4項 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）、（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）

5

5

20180130

株式会社Ｂurg（法人番号 千葉県四街道市亀崎１ 本社
3040001049591）代表者上 ２６９－４
神田千秋

千葉県四街道市物井１４ 輸送施設の使用停止
０５－１第七成和ハイツ２ （20日車）
０３

貨物自動車運送事業輸 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1月20日、監
送安全規則第3条第4項 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）

2

2

20180130

有限会社岩崎運送（法人番 山梨県甲州市勝沼町上 本社
号3090002011364）代表者 岩崎４２０
木下聖明

山梨県甲州市勝沼町上
岩崎４２０－１

輸送施設の使用停止
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年3月15日、監査を実施。4
送安全規則第3条第4項 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）

5

5

20180130

株式会社エヌトランス（法人 東京都荒川区東日暮里 本社
番号6011501012196）代表 ５－１０－１３
者中島敦彦

東京都荒川区東日暮里５ 輸送施設の使用停止
－１０－１３ １F
（40日車）

貨物自動車運送事業輸 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年5月30日、監査を実施。6件の
送安全規則第3条第4項 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）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

20180130

株式会社アシスト（法人番 埼玉県所沢市上山口１ 本社
号7030001063334）代表者 ８００－１１
穐山尚也

埼玉県所沢市上山口１８ 輸送施設使用停止（10 貨物自動車運送事業輸 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
００－１１
日車）
送安全規則第3条第4項 月27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）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）

1

1

20180130

株式会社銚洋陸運（法人番 千葉県銚子市清水町２ 本社
号1040001062324）代表者 ７１７－７
都築正明

千葉県山武市井之内字
若宮３９６６，３９６７

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 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5日、監
送安全規則第3条第4項 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）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

8

20180130

本木総業株式会社（法人番 東京都足立区本木北町 本社
号4011801025569）代表者 ４－９
篠田和博

東京都足立区本木北町４ 輸送施設の使用停止
－９
（30日車）

貨物自動車運送事業法 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10月12
第17条第3項
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

20180130

有限会社山正運輸（法人番 東京都江戸川区臨海町 本社
号5011702011972）代表者 ６－３－８
堀江清

東京都江戸川区臨海町６ 輸送施設の使用停止
－３－８
（50日車）

貨物自動車運送事業輸 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16日、監査を実施。6
送安全規則第3条第4項 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）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

20180130

茂呂運送株式会社（法人番 東京都練馬区田柄１－ 本社
号7011601006931）代表者 １４－１９
吉田亜紀

東京都練馬区田柄１－８ 文書警告
－２７

貨物自動車運送事業輸 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12日、監査を実施。2
送安全規則第3条第6項 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）

0

0

20180130

遠藤運送有限会社（法人番 群馬県館林市成島町９ 本社
号2070002033106）代表者 ２７
遠藤友紀

群馬県館林市成島町９２ 輸送施設の使用停止
７
（30日車）

貨物自動車運送事業輸 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31日、監査を実施。5
送安全規則第3条第4項 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）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

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）

