
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

20180206 鎌田産業運輸株式会社（法
人番号2070001018082）代
表者鎌田隆

群馬県北群馬郡榛東村
大字新井１５０６－３

本社 群馬県北群馬郡榛東村
大字新井１５０６－３

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28年5月19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）運転者に対する指導監督違反（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）事業計画事前届出違反（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）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

3 3

20180206 田丸運輸株式会社（法人番
号6011601004234）代表者
田丸正一

東京都練馬区早宮３－
４１－３１

本社 東京都練馬区早宮３－４
１－３１

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

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。10
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）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）整備管理者の選
任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車
両法第52条）、（7）運行管理補助者の要件違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第18条第3項）、（8）運行管理者の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第19条）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

20180206 福山運送株式会社（法人番
号6010901010545）代表者
阿部盛儀

東京都世田谷区北烏山
３－５－３

本社 東京都世田谷区北烏山３
－５－３

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6月28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）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）、（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）

3 3

20180206 株式会社五幸総業（法人番
号8011801007654）代表者
竹渕修

東京都足立区花畑３－
２５－８

本社 東京都足立区花畑３－２
５－８

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

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）健康状態の把握義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）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）

5 5

20180206 エスケイユニオン株式会社
（法人番号5021001016672）
代表者齋藤真一郎

神奈川県相模原市緑区
又野８７０－３

本社 神奈川県愛甲郡愛川町
中津６６－１

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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26日、監査を実施。
10件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）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）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）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条
第1項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、
（10）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物
自動車運送事業法第25条第2項）

10 10

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年２月分）



20180206 万栄建設株式会社（法人番
号5020001002435）代表者
平川紀洋

神奈川県横浜市緑区寺
山町５６４－２

本社 神奈川県横浜市緑区寺
山町５６４－２

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10月25日、監査を実施。4
件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（3）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）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）

4 4

20180206 株式会社石井運輸（法人番
号7070001022831）代表者
石井勇二

群馬県沼田市横塚町１
４０１－５

本社 群馬県沼田市横塚町１４
０１－５

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年2月20日、監査を実施。9
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）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）、（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）、（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）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）

7 7

20180206 株式会社廻船問屋（法人番
号6090001004663）代表者
飯島輝真

山梨県甲府市寿町５－
３

株式会社　廻
船問屋

山梨県甲府市寿町５－３ 輸送施設の使用停止
（90日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年9月30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）運転者台帳の作成義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（7）運転者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）、（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）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

20180206 株式会社都市貨物輸送（法
人番号8021001013353）代
表者柴崎利喜

神奈川県相模原市中央
区田名５９７１－１

本社 神奈川県相模原市中央
区田名５９７１－１

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

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）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）

7 7

20180206 大島運輸有限会社（法人番
号7040002056047）代表者
大島憲一

千葉県富里市十倉２１
２－１３６

本社 千葉県富里市十倉２１２
－１３６

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11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

20180214 株式会社金城商会（法人番
号9070001012384）代表者
浜名喬

群馬県藤岡市中１８８
－４

本社 群馬県藤岡市中１８８－
４

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

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20日、監査を実施。
11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）運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）、（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）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）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）、（10）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第23条第1項）、（11）事業計画の変更認可違反（貨物自動
車運送事業法第9条第1項）

9 9



20180214 有限会社東京ポートエキス
プレス（法人番号
9010602004430）代表者鈴
木雅康

東京都江東区有明４－
７－９

本社 東京都港区芝浦３－７－
１３

輸送施設の使用停止
（165日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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25日、監査を実施。
11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送
事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任・高齢運転者に対す
る適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、
（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路
運送車両法第48条第1項）、（9）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業
法第9条第1項）、（10）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未
加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（11）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

17 17

20180214 株式会社日原運輸（法人番
号1030001085771）代表者
日原裕之

埼玉県深谷市黒田７７
７

本社 埼玉県深谷市大字折之
口１８３６－１

輸送施設の使用停止
（80日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成28年10月25日、監査を実施。10件の違反が
認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第8条第1項）、（4）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）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）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）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8 8

20180214 有限会社新高運送（法人番
号3040002046209）代表者
髙橋邦男

千葉県松戸市稔台２－
６０－３

本社 千葉県八千代市大和田
新田１３８－７６

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成28年11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）初任運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

6 6

20180214 渡邉信夫 栃木県真岡市西高間木
２３７－１

本社 栃木県真岡市亀山４１７
－１

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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。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）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

6 6

20180214 栃南通運株式会社（法人番
号6060001014517）代表者
柴田尚武

栃木県小山市城山町３
－４－３栃南ビル１号館

小山支店 栃木県小山市大字横倉
字遠上１２４５－６

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29年3月9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（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、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）事故惹起、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）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）

2 2



20180214 昭和運輸倉庫株式会社（法
人番号6021001032743）代
表者石井敦子

神奈川県小田原市栢山
３９８

本社 神奈川県小田原市栢山３
９８

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年2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）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）

4 4

20180214 有限会社田部井自動車運
輸（法人番号
2030002008367）代表者田
部井治夫

埼玉県さいたま市緑区
道祖土４－１８－１４

茨城 茨城県古河市谷貝５６６
－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29年1月27日、監
査を実施。5件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運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）、（5）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

4 4

20180214 有限会社沢宝物流（法人番
号3012402011686）代表者
澤海元也

東京都調布市上石原２
－４４－１７

本社 埼玉県狭山市入間川２－
２７－１８

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

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12日、監査を実施。7
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）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）、（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）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）

10 10

20180214 有限会社八山商事（法人番
号5070002030562）代表者
八山勝美

群馬県太田市高林南町
６７５－３４

千代田 群馬県邑楽郡千代田町
大字福島４１２－２

輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年5月19日、監
査を実施。11件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）乗務等の記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（6）高齢運転者に対する指導監督違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）初任、高齢運転者に
対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2
項）、（8）定期点検整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、
道路運送車両法第48条第1項）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物
自動車運送事業法第9条第1項）、（11）事業の健全な発達を阻害する競争のうち
社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

10 10

20180214 株式会社オネスティー（法
人番号3040001065036）代
表者西村香

千葉県千葉市稲毛区小
深町１３８－２４

本社 千葉県千葉市稲毛区小
深町１３８－２４

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年4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）乗務時間等告示なお書きの遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（3）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（4）点呼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7条第5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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10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）

6 6



20180214 有限会社五晃商運（法人番
号7011702004198）代表者
小川晃

東京都江戸川区北小岩
５－１７－２

本社 東京都江戸川区北小岩５
－１７－２

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6項

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21日、監査を実施。10
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）定期点検整備の実施違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、
（6）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15
条）、（7）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第23条第1項）、（8）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14 14

20180214 高栄運輸株式会社（法人番
号1012801000457）代表者
松山晃

東京都立川市西砂町３
－２８－１

本社 東京都立川市西砂町３－
２８－１

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

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）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）事業計画事後届出違反（貨物
自動車運送事業法第9条第3項）

1 1

20180214 アイリスセレモニー株式会
社（法人番号
3020001092230）代表者松
野智哉

神奈川県横浜市旭区さ
ちが丘１１９－４

アイリスセレモ
ニー株式会社

神奈川県横浜市旭区さち
が丘１１９－４

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

法令違反の疑いがあることを端緒として平成29年8月28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）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

20180214 株式会社山立水産運輸（法
人番号7021002071888）代
表者立川明彦

神奈川県三浦市南下浦
町松輪６２３－１

本社 神奈川県三浦市初声町
下宮田１５１番地５

輸送施設の使用停止
（20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11月17
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）

2 2

20180214 株式会社アベ（法人番号
6010601041023）代表者吉
野龍也

東京都江東区辰巳３－
１９－１４

浦安 千葉県浦安市港７９ 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

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10
月19日、監査を実施。1件の違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違
反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20180220 株式会社ブライト（法人番
号8020001055307）代表者
片野悟

神奈川県横浜市瀬谷区
本郷２－２８－１７

本社 神奈川県横浜市瀬谷区
本郷１－４６－１４

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成26年10月22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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60
条第1項）

2 2

20180220 株式会社興進（法人番号
2011701002827）代表者矢
島きゆき

東京都江戸川区北葛西
１－１３－１９

本社 東京都江戸川区北葛西１
－１３－１９

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ことを端緒として、平成29年7月11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

20180220 有限会社平尾運輸（法人番
号9013402003817）代表者
伊藤雅行

東京都稲城市平尾２－
７－３

本社 東京都稲城市平尾２－７
－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ことを端緒として、平成29年7月20日、監査を実施。3件の
違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

3 3

20180220 本多工業有限会社（法人番
号3021002029188）代表者
本多勝幸

神奈川県相模原市緑区
青山２８４

本社 神奈川県相模原市緑区
長竹１７４８－１

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年1月16日、監査を実施。1件の
違反が認められた。（1）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

0 0



20180220 有限会社根本商店（法人番
号5040002018817）代表者
佐藤紀子

千葉県習志野市実籾本
郷２－１９

有限会社根本
商店

千葉県習志野市実籾本
郷２－１９

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1
項

死亡事故があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年12月1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

20180227 株式会社下田運輸（法人番
号6070001021074）代表者
下田貴明

群馬県太田市新田村田
町５４８－２

本社 群馬県太田市大原町２１
９０－１

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

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14日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（4）初任運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）運行管理補助者の要件
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第18条第3項）

3 3

20180227 有限会社望運送（法人番号
3070002006044）代表者加
藤貴幸

群馬県前橋市公田町３
９３－１０

本社 群馬県前橋市公田町３９
３－１０

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28年10月13日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（4）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）、（5）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）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

20180227 有限会社甲斐陸運輸（法人
番号9090002008256）代表
者秋山真一

山梨県笛吹市御坂町井
之上字下木戸１２７６－
１２

本社 山梨県笛吹市御坂町井
之上字下木戸１２７６－１
２

輸送施設の使用停止
（60日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

法令違反の疑いがあることを端緒として平成29年2月9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）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）、（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 6

20180227 荒井建材運輸有限会社（法
人番号7070002032986）代
表者松沢茂行

群馬県館林市美園町１
７－２０

本社 群馬県館林市美園町１７
－２０

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

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6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（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）

3 3

20180227 有限会社サンコーライン
（法人番号4090002013649）
代表者清水明子

山梨県北杜市白州町上
教来石１４２３－１

本社 山梨県北杜市白州町上
教来石１４２３－１

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29年5月11日、監査を実施。8件の違反が認
められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条）、（4）運行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）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）高齢運転者に対する適
性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、

3 3

20180227 末広陸運株式会社（法人番
号2070001022464）代表者
小野田寛

群馬県太田市末広町５
４９－２８

本社 群馬県太田市末広町１２
２６－１（旧：群馬県太田
市末広町５４９－２８）

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29年4月21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）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）

2 2



20180227 株式会社印南陸運（法人番
号9060001012749）代表者
印南博文

栃木県大田原市薄葉２
７０８－７

本社 栃木県大田原市薄葉２７
０８－７

輸送施設の使用停止
（40日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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11日、監査を実施。5
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（3）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）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

20180227 中村運輸株式会社（法人番
号7021001007232）代表者
中村努

神奈川県茅ヶ崎市下町
屋３－４－３０

本社 神奈川県茅ヶ崎市下町
屋３－４－３０

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29年6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）点呼の記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）運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）

3 3

20180227 みのり運輸株式会社（法人
番号4011701007667）代表
者坂本京子

東京都江戸川区西葛西
２－１－２

横浜 神奈川県横浜市瀬谷区
北町１３－１８（旧：東京
都町田市鶴間１７１８－４
－１０５）

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29年7月13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）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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

4 4

20180227 美山運輸有限会社（法人番
号6070002036889）代表者
一場光士

群馬県吾妻郡東吾妻町
大字萩生２２１８－２

本社 群馬県吾妻郡東吾妻町
大字萩生９６５－４

輸送施設の使用停止
（70日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

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22日、監査を実施。7
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）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）運行管理者の講習受講義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、（5）事業計画の変更
認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（6）事業計画事後届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（7）報告義務違反（貨物自動車運送事業法
第60条第1項）

7 7

20180227 株式会社アベエキスプレス
（法人番号3010001109233）
代表者阿部健司

東京都中央区日本橋３
－８－９日本橋ホリビル
３階

横浜 神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町１７９８

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29年8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）

3 1

20180227 株式会社トラスト・エキスプ
レス（法人番号
5013401002014）代表者鈴
木逸美

東京都稲城市坂浜３３
２１－２

大田 東京都大田区東馬込２－
１５－２

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年9月22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）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（3）整備管理者の選任（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）、（4）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）

0 0

20180227 茨城県貨物自動車運送株
式会社（法人番号
8050001000202）代表者松
井務

茨城県水戸市河和田町
３９３４－８

竜ヶ崎 茨城県竜ヶ崎市川原代
町６０３４－６

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

法令違反の疑いがあることを端緒として平成30年1月18日、監査を実施。3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）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）、（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）

0 0

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）

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。


