
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

20180302 株式会社大新商運（法人番
号1020001036635）代表者
守井豊

神奈川県横浜市港北区
篠原北２－１７－２５

本社 神奈川県横浜市緑区寺
山町９１７－１０

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 有限会社桃源（法人番号
4021002058797）代表者新
井田優

神奈川県平塚市四之宮
７－１２０８－２

本社 神奈川県平塚市四之宮７
－１２０８－２

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

4 4

20180302 真田運輸有限会社（法人番
号3030002047059）代表者
真田良

埼玉県八潮市西袋１４
８０

本社 東京都葛飾区東堀切３－
３５３－６

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 株式会社グッド．com（法人
番号8020001060653）代表
者小宮誠

神奈川県横浜市旭区
鶴ヶ峰２－５０－１０

本社 神奈川県平塚市西八幡１
－１０－４

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 トーホー運輸有限会社（法
人番号8050002017105）代
表者隠塚俊一

茨城県下妻市大字下妻
丙２２０－１

本社 茨城県下妻市大字下妻
丙２２０－１

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 丸一運輸株式会社（法人番
号2050001019735）代表者
安保一範

茨城県古河市中田２２
３１－７

丸一運輸株式
会社本社

茨城県古河市高野９０５
－１

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 ジャパンスクラム株式会社
（法人番号4050001014882）
代表者栄司

茨城県下妻市高道祖１
３５３－６　吉原ビル３F

本社 茨城県下妻市高道祖１３
５３－６　吉原ビル３F

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180302 株式会社夢屋物流（法人番
号2050001019479）代表者
鈴木敏彦

茨城県古河市西牛谷１
０８８－１

本社 茨城県古河市西牛谷１０
８８－１　ハイツ長浜１０１

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止
が判明したことから、事業許可を取消したもの。

0 0

20180306 北明産業株式会社（法人番
号5011701014002）代表者
芹川博文

東京都江戸川区新堀１
－２０－１３

江戸川 東京都江戸川区新堀１－
２０－１３

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10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）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）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）

10 10

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年３月分）



20180306 WORKS株式会社（法人番
号8070001027078）代表者
千吉良薫

群馬県伊勢崎市西久保
町２－２２２－１（旧：群
馬県伊勢崎市西久保町
２－１４１－１）

本社 群馬県伊勢崎市西久保
町２－２２２－１（旧：群馬
県伊勢崎市西久保町２－
１４１－１）

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成28年8月23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）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

20180306 有限会社三豊運輸（法人番
号1011402004033）代表者
豊田三男

東京都板橋区徳丸３－
３５－９

志木 埼玉県志木市上宗岡２－
１１－３０

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11月11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）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）

3 3

20180306 株式会社住忠貿易物流（法
人番号7040001049893）代
表者太田元治

千葉県木更津市本郷１
－８－２５（旧：千葉県
木更津市岩根２－１－
２－１０５）

木更津 千葉県木更津市本郷１－
８－２５（旧：千葉県木更
津市岩根２－１－２－１０
５）

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26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）

9 9

20180306 有限会社キョートー（法人
番号4090002010729）代表
者古屋宝

山梨県山梨市万力１０
９９

本社 山梨県山梨市万力１０９
９

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

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10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）、（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
の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（7）運行管
理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1項）、
（8）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（9）事業計
画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）事業計画事後届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

9 9

20180306 株式会社ハナエ運送（法人
番号7040001045645）代表
者近藤憲之

千葉県白井市富塚７１
４－１８

本社 千葉県白井市富塚７１４
－１８

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5月18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）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

20180306 三多摩トランスポート株式
会社（法人番号
5012401023747）代表者尾
形廣二郎

東京都調布市柴崎１－
５９－６

調布 東京都調布市柴崎１－５
９－６

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年6月14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



20180306 有限会社室商店（法人番号
7011702011491）代表者室
伸久

東京都江戸川区松江７
－２４－１７

本社 東京都江戸川区松江７－
２４－１７

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23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）運転者に対する指導監督違反（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）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）、（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）

10 10

20180306 株式会社ミユキトランス
ポート（法人番号
3010601025796）代表者雁
部秀幸

東京都江東区扇橋１－
８－４

新木場 東京都江東区新木場３－
４－８

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

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19日、監査を実施。13
件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第7条）、（4）（）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（5）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）高齢運転者に対する指導監督違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）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）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）、（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）、（13）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

20 20

20180306 株式会社加悦（法人番号
4040001015270）代表者加
悦征爾

千葉県千葉市美浜区新
港８８

千葉 千葉県千葉市美浜区高
洲１－５－９

輸送施設の使用停止
（110日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

救護措置義務違反があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年7
月6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
転者に対する指導監督違反（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・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）事業計画事前届出違反（貨
物自動車運送事業法第9条第3項）、（10）事業の健全な発達を阻害する競争のう
ち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（11）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

14 11

20180306 有限会社ワールドロジテム
（法人番号4070002028962）
代表者久保田義弘

群馬県太田市大原町４
４２－６

本社 群馬県みどり市笠懸町阿
佐美２７６１－１

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

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15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）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）

4 4



20180306 株式会社トゥルートランス
（法人番号8011701011384）
代表者塩谷充啓

東京都江戸川区西葛西
１－７－９

本社 東京都江東区南砂２－１
－３

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29年6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）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）

8 8

20180306 株式会社幸運（法人番号
5012801009560）代表者野
崎慶太

東京都青梅市師岡町３
－１６－６

本社 東京都青梅市師岡町３－
１６－６

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

労働局からの通報を端緒として平成29年6月16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）乗務時間等告示なお書きの遵守違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項）、（3）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条第6項）、（4）点呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第7条）、（5）運行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）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）、（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）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）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

10 10

20180306 マルヨー運輸有限会社（法
人番号7030002117246）代
表者須永璋

埼玉県深谷市大字原郷
２１３７－５

本社 埼玉県深谷市大字原郷２
１３７－５

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

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

17 17

20180306 株式会社丸山企画（法人番
号3020001010613）代表者
横地恵

神奈川県横浜市保土ケ
谷区常盤台５０－４１－
３０３

本社 神奈川県横浜市都筑区
池辺町３９６９

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８条第1
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
29年7月14日、監査を実施。4件の違反が認められた。（1）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）、（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）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



20180306 株式会社万匠（法人番号
5050001032917）代表者大
川万里子

茨城県結城市結城８１
１－８

本社 茨城県結城市結城８１１
－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。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）、（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）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）

6 6

20180306 日の出ライン有限会社（法
人番号5070002031602）代
表者松本光浩

群馬県太田市堀口町２
７１－４

本社 群馬県太田市西新町７７
－１７

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

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
29年7月27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（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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）、（3）
事故惹起運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（4）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第15条）

23 23

20180309 有限会社エース（法人番号
7030002072425）代表者
千々岩勝史

埼玉県川越市中台南２
－１８－２５

本社 埼玉県川越市中台南２－
１８－２５

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年12月15日、監査を実施。2件の
違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6項）、（2）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）

0 0

20180313 有限会社ガレージヒット（法
人番号6090002010727）代
表者的場達矢

山梨県山梨市七日市場
１２３３－１

本社 山梨県甲府市国玉町９７
６－２（旧：山梨県笛吹市
石和町井戸２７９）

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11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）、（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）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）

23 23

20180313 株式会社銚洋陸運（法人番
号1040001062324）代表者
都築正明

千葉県銚子市清水町２
７１７－７

本社 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12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）

11 11

20180313 有限会社松本建材興業（法
人番号5060002000442）代
表者松本忠夫

栃木県宇都宮市下田原
町２８７６－１６３

本社 栃木県宇都宮市下田原
町２８７６－１６３

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12月19
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

20180313 ビコーオペレーションシステ
ム株式会社（法人番号
5030001050029）代表者牧
野哲明

埼玉県新座市野火止２
－８－３６

埼玉 埼玉県富士見市鶴瀬東２
－１６－１１－５０１

文書警告 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12月6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）

0 0



20180319 大同運送株式会社（法人番
号2050001018737）代表者
加地順子

茨城県古河市高野５２
１－１

本社 茨城県古河市高野５２１
－１

事業の停止（30日間）、
輸送施設の使用停止
（40日車）、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3条第4項

労働局からの通報を端緒として平成27年4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）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）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）

34 34

20180320 株式会社鈴木運送（旧：鈴
木正義）（法人番号
5021001058310）代表者鈴
木正紀

神奈川県三浦市三崎町
小綱代３９－１

株式会社鈴木
運送（旧：本
店）

神奈川県三浦市三崎町
小綱代３９－１

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

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13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）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

3 3

20180320 株式会社大塚運輸（法人番
号1050001028472）代表者
大塚博

茨城県牛久市栄町６－
４７－１

本社 茨城県牛久市栄町６－４
７－１

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

法令違反の疑いがあることを端緒として、平成29年2月7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）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

20180320 佐々木商運有限会社（法人
番号3090002010770）代表
者佐々木文彦

山梨県山梨市西２１１９
－１

本社 山梨県山梨市西字真渡２
１１９－１

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

酒気帯び運転があった旨の公安委員会からの通知を端緒として平成29年6月8
日、監査を実施。8件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（4）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）、（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）
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 4

20180320 株式会社倉庫サービス（法
人番号8040001059917）代
表者大矢茂

千葉県長生郡長生村七
井土１７１５－２

本社 千葉県長生郡長生村七
井土１７１５－２

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

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）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）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



20180320 株式会社ラリー運輸（法人
番号5030001020048）代表
者石井勲

埼玉県戸田市笹目６－
１９－７

本社 埼玉県戸田市笹目６－１
９－７

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5月31日、監査を実施。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）運転者に対する指導監督違反（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）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）、（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）

23 23

20180320 共立運保株式会社（法人番
号1010601001816）代表者
池田真司

東京都江東区東砂３－
１９－２０

船橋 千葉県船橋市南海神１－
９－１

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

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23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）

2 2

20180320 株式会社オーネックスライ
ン（法人番号
3021001019512）代表者大
屋和雄

神奈川県厚木市山際４
２８－４

本社 神奈川県厚木市山際４２
８－４

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8月31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）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）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

20180320 株式会社藤商事（法人番号
1040001039644）代表者藤
崎健

千葉県流山市古間木２
９０－２４

本社 千葉県流山市古間木２９
０－２４

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9月8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等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1 1

20180320 レックス株式会社（法人番
号5010001102005）代表者
塩谷光男

千葉県成田市本三里塚
２３－１０

富里 千葉県成田市本三里塚２
３－１０

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10月6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）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条）、（6）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初任運転者に対する適性診断受診義
務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（8）運行管理補助者
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）

6 6



20180320 株式会社アクセスシステム
（法人番号6090001013128）
代表者横谷多歌子

山梨県甲府市小瀬町１
３１９－１

本社 山梨県甲府市小瀬町１３
１９－１

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ことを端緒として、平成29年10月5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）、（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）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）、（9）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）、（10）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

7 7

20180320 エスケイ物流株式会社（法
人番号5030001037265）代
表者鈴木比呂志

埼玉県三郷市南蓮沼７
０５－１

本社 埼玉県吉川市美南４－４
－１０

輸送施設の使用停止
（120日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第4項

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4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）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）

23 23

20180320 有限会社清水運送（法人番
号3040002022738）代表者
豊山英一郎

神奈川県横浜市中区海
岸通４ー２０ー１

横浜 神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町７－１

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

20180322 和花荷役有限会社（法人番
号6060002030752）代表者
増山剛宏

栃木県下野市下古山５
８２－１

本社 栃木県下野市下古山３２
２２－１

事業許可取消し 貨物自動車運送事業法
第34条第１項

平成27年8月25日付け輸送施設の使用停止及び付帯命令書に基づく違反が認め
られた。（1）自動車検査証の返納及び登録番号票領置命令違反（貨物自動車運
送事業法第34条第1項）

13 13

20180326 京和運輸株式会社（法人番
号9030001020184）代表者
林良佶

埼玉県戸田市笹目４－
３１－１１

埼玉 埼玉県戸田市笹目４－３
１－１１

文書警告 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11月28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）

0 0

20180327 有限会社サンライン（法人
番号4030002027051）代表
者遠藤篤哉

埼玉県桶川市倉田６７
－５（旧：埼玉県戸田市
笹目１－１９－２２）

桶川 埼玉県桶川市倉田６７－
５

事業停止（3日間）、輸
送施設の使用停止（273
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12月15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）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）、（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）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）、（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）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）
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20180327 株式会社ネットライン（法人
番号5030001048337）代表
者山﨑智

埼玉県朝霞市溝沼２－
７－１０－２１０

志木 埼玉県志木市中宗岡２－
２－８

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

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7月11
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（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
する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（7）初
任運転者に対する指導監督違反（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

4 4

20180327 京浜運輸株式会社（法人番
号3021001026285）代表者
古屋幸子

神奈川県座間市さがみ
野２－２－３６

座間 神奈川県座間市東原２－
４－２１

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年9月29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（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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2 2

20180327 株式会社東ニュークリエイ
ト（法人番号
5040001072204）代表者飯
田武徳

千葉県野田市野田３５
５－３　アズマビル

春日部 埼玉県春日部市梅田１－
１－１７　ライオンズマン
ション春日部壱番館１０４

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10
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）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）

5 5

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。


