貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年４月分）
行政処分等
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
の年月日
20180410
月夜野運送株式会社（法人 群馬県沼田市薄根町３ 栃木
栃木県小山市城北３－１ 輸送施設の使用停止（90
日車）
番号8070001022979）代表 ３５９
１－２－３０２

者黒田久夫

主な違反の条項

違反行為の概要

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1月25日、監査を実施。6件の違反が認
送安全規則第3条第6項 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）、（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）運転者に対する指導監督違反等（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）事業計画事前届出違反（貨物自
動車運送事業法第9条第3項）、（6）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事
業法第9条第3項）

事業者 営業所
点数
点数
9
9

20180410

有限会社村松商事（法人番 山梨県笛吹市一宮町金 本社
号1090002008825）代表者 沢３１７
村松盛美

山梨県笛吹市御坂町下
黒駒６２７－１

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11月25日、監査を実施。2
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等（貨物自動車運送
項
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）

2

2

20180410

青伸産業運輸株式会社（法 東京都青梅市新町８－ 上野原
人番号9013101003399）代 ２４－９
表者梅田純一

山梨県上野原市上野原９ 輸送施設の使用停止（90 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29年2月24日、監査を実施。9件の
１７５－１（旧：山梨県上 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
野原市上野原１９９２）
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）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

9

20180410

有限会社川﨑運送（法人番 栃木県真岡市台町２８ 本社
号6060002018954）代表者 ５５
川﨑常吉

栃木県真岡市台町２８５ 輸送施設の使用停止（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29年6月15日、監
日車）
５
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）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

3

20180410

株式会社岡建（法人番号 山梨県南巨摩郡南部町 本社
2090001012975）代表者岡 本郷７０６－１２
田恵実

山梨県南巨摩郡南部町
南部７４５２

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29年7月11日、監査を実施。6
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）運転者台帳の記載事項義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の5第1項）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（4）点検整備記録簿の記載違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（5）運
行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第23条第1
項）、（6）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

2

2

20180410

大関運輸有限会社（法人番 埼玉県本庄市若泉３－ 群馬
号5030002080512）代表者 ９－２
南嘉徳

群馬県高崎市吉井町馬
庭７３８－１

輸送施設の使用停止（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29年5月24日、監査を実施。7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）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）

1

1

輸送施設の使用停止（20
日車）

20180410

有限会社アオキ商事（法人 群馬県前橋市橳島町５ 本社
番号8070002000059）代表 ８－１
者青木一也

群馬県前橋市橳島町５７ 輸送施設の使用停止（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29年5月26日、監
日車）
－２
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）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）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

3

20180410

有限会社ユーズドカーマル 埼玉県さいたま市西区 本店
キ（法人番号
西遊馬４２６－１２
1030002018235）代表者松
村直哉

埼玉県さいたま市西区西 輸送施設の使用停止（100 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21日、監査を実施。12
日車）
遊馬４２６－１２
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指導監督違反（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）整備管理者
の選任（解任）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運
送車両法第52条）、（9）運行管理者の講習受講義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第23条第1項）、（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）、（12）報告義務違反（貨
物自動車運送事業法第60条第1項）

10

10

20180410

丸信運輸株式会社（法人番 東京都足立区大谷田４ 本社
号1011801012157）代表者 －２０－１７
田山裕一

東京都足立区大谷田４－ 輸送施設の使用停止（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29年9月12日、監査を実施。4
日車）
２０－１７
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

5

20180410

茅北運輸株式会社（法人番 神奈川県茅ヶ崎市堤８ 本社
号3021001007137）代表者 ４１
白岩貞司

神奈川県茅ヶ崎市堤８４ 輸送施設の使用停止（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8月29日、監
日車）
１
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）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）運転者に対する指導監督違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）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）

5

5

20180410

株式会社三裕商事（法人番 千葉県富里市七栄４７ 本社
号4040002056198）代表者 ６－６
相田貞雄

千葉県富里市七栄４７６ 輸送施設の使用停止（70 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10月26日、監査を実施。7件の
日車）
－６
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（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）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送事
業法第9条第1項）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第
3項）

7

7

20180410

株式会社新晃（法人番号 千葉県船橋市前原西２ 千葉中央
3040001018935）代表者関 －１２－７
浩

千葉県千葉市若葉区若 輸送施設の使用停止（20 貨物自動車運送事業輸
松町４３９－１２０（旧：千 日車）
送安全規則第7条
葉県千葉市中央区中央
港２－９－４）

5

2

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11
月27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
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（5）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

20180410

ワークサービス株式会社 神奈川県横浜市磯子区 本社
（法人番号7020001041679） 東町１８－８
代表者小澤和子

神奈川県横浜市磯子区
東町１８－８

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9月26日、監査を実施。8
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）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）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）、（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

20180410

那珂湊通運株式会社（法人 茨城県ひたちなか市釈 本社（旧：那珂 茨城県ひたちなか市釈迦 輸送施設の使用停止（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29年4月26日、監査を実施。4
日車）
番号3050001006971）代表 迦町２２－４
湊）
町２２－４
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
者関口芳徳
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）

6

6

20180410

株式会社津久芳運送（法人 茨城県神栖市波崎２０ 本店
番号2050001020998）代表 ７
者津久浦隆

茨城県神栖市波崎２０７ 文書警告
－６

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30年2月1日、監
送安全規則第3条第4項 査を実施。3件の違反が認められた。（1）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）点呼の実施義務違反等（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

20180410

ナカジマトーケン株式会社 東京都江東区東砂６－ 千葉
（法人番号8010601009687） １１－７
代表者中島俊一

千葉県佐倉市馬渡字通
目木４４０－１

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9月29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（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）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

0

0

20180410

株式会社康誠（法人番号 埼玉県春日部市南５－ 本社
6030001093134）代表者櫻 ４－８－４
井康文

埼玉県春日部市南５－４ 輸送施設の使用停止（60 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30年2月6日、監査を実施。5件の違
日車）
－８－４
送安全規則第7条第5項 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）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

20180417

ダイヤ流通株式会社（法人 埼玉県北足立郡伊奈町 本社
番号7030001042825）代表 小室１４１１
者袖山勝

埼玉県北足立郡伊奈町
小室１４１１

8

8

輸送施設の使用停止（55
日車）

文書警告

輸送施設の使用停止（80
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6月2日、監
送安全規則第3条第6項 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（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）、（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）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

20180417

有限会社福一企画（法人番 栃木県宇都宮市竹林町 本社
号8060002007765）代表者 １０９－１０
村田光男

栃木県宇都宮市竹林町１ 輸送施設の使用停止（10 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8月23日、
日車）
０９－１０
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）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）

1

1

20180417

太宰府エキスプレス株式会 福岡県太宰府市大字北 埼玉
社（法人番号
谷８６８－１７１
9290001048142）代表者椋
本貴美

埼玉県さいたま市岩槻区 事業停止（30日間）輸送施 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29年7月6日に監査を実施。7件の
設の使用停止（30日車）輸 送安全規則第18条第1 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
大字馬込３５１－１
送の安全確保命令
項
則第7条）、（2）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）、（3）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）、（4）整備管理者の解任未届出違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第13条、道路運送車両法第52条）、（5）運行管理者の選任違反（貨物
自動車運送事業法第18条第1項）、（6）運行管理者の解任未届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）、（7）事業計画事前届出違反（貨物自動車運
送事業法第9条第3項）

33

33

20180417

シン・ワート・ジャパン株式 東京都江戸川区鹿骨１ 本社
会社（法人番号
－５９－１２
5011701004119）代表者木
戸正浩

東京都江戸川区鹿骨１－ 輸送施設の使用停止（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8月18日、監査を実施。6
日車）
５９－１２
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（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条）、（3）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、（4）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（5）初任・高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）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

20180417

株式会社ロードワーク（法 東京都目黒区自由が丘 八王子
人番号2010101007750）代 １－３－２（旧：東京都
表者藤本功一
八王子市滝山町２－６
１１－１）

東京都八王子市滝山町２ 輸送施設の使用停止（20 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成29年10月18日、監査を実施。2件の
日車）
－６１１－１
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）運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第10条第1項）

2

2

20180417

株式会社栃昭運送（法人番 栃木県栃木市平柳町１ 本社
号3060001016516）代表者 －３２－１３
三浦尚彦

栃木県栃木市平柳町１－ 輸送施設の使用停止（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29年11月16日、監査を実施。5
日車）
３２－１３
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）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

20180417

有限会社相馬運輸（法人番 栃木県大田原市浅香２ 本社
号1060002025427）代表者 －３５７１－４
相馬清

栃木県那須塩原市一区
町１０４－８９

13

13

輸送施設の使用停止（130 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20日、監査を実施。13
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）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）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）、（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）

20180417

協新運輸株式会社（法人番 千葉県野田市船形２８ 坂東
号3040001072057）代表者 ８－３
高見健二

茨城県坂東市莚打９５０ 輸送施設の使用停止（70 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7月28
日車）
－６２
送安全規則第3条第4項 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）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）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）

7

7

20180417

東販自動車株式会社（法人 東京都新宿区東五軒町 国立
番号6011101014262）代表 ６－２４
者正能康成

東京都国立市泉２－１２ 輸送施設の使用停止（10 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8月25日、監査を実施。2件の
日車）
－１３
送安全規則第10条第1 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
項
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）

1

1

20180417

日立東映運輸株式会社（法 茨城県日立市東金沢町 本社
人番号8050001023483）代 ４－１６－１３
表者神山敦亘

茨城県日立市東金沢町４ 輸送施設の使用停止（85 貨物自動車運送事業輸 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
日車）
－１６－１３
送安全規則第3条第4項 29年5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）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）事故の記録事項義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の2）、（4）運行指示書の記載事
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）
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

9

20180417

赤城山運輸株式会社（法人 群馬県伊勢崎市五目牛 本社
番号4070001032206）代表 町８７１
者浅野涼美

群馬県伊勢崎市五目牛
町８７１

貨物自動車運送事業輸 行政処分前に事業用自動車を移動させたことを端緒として、平成29年9月20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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

3

3

20180417

有限会社星川土木興業（法 東京都江戸川区興宮町 本社
人番号7011702010411）代 ２９－２
表者星川昭男

東京都江戸川区興宮町２ 輸送施設の使用停止（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11月15日、監査を実施。
日車）
９－２
送安全規則第3条第4項 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）、
（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）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（30
日車）

20180424

丸十小型運送有限会社（法 山梨県上野原市鶴川１ 本社
人番号6090002009760）代 １５
表者平井常夫

山梨県上野原市鶴川１１ 輸送施設の使用停止（10 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として平成29年10月4日、監査を実施。4件の違
５（旧：山梨県上野原市鶴 日車）
送安全規則第3条第4項 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
川２０１８－１０）
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）運転者に対する指導監督違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

1

1

20180424

株式会社川金運輸（法人番 埼玉県川口市西川口５ 本社
号7030001074422）代表者 －１５－３９
斉藤友也

埼玉県川口市西川口５－ 輸送施設の使用停止（50 貨物自動車運送事業輸 法令違反の疑いがあることを端緒として平成29年7月27日、監査を実施。9件の違
日車）
１５－３９
送安全規則第3条第4項 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等（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）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）

5

5

20180424

丸善運送有限会社（法人番 東京都葛飾区奥戸３－ 本社
号7011802007324）代表者 ８－１１
髙木義晴

東京都葛飾区奥戸３－８ 輸送施設の使用停止（240 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8月25日、監査を実施。7
日車）
－１１
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）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）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）

24

24

20180424

有限会社協同システム（法 東京都江戸川区篠崎町 本社
人番号2011702003386）代 ５－７
表者笠原崇

東京都江戸川区篠崎町５ 輸送施設の使用停止（140 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8月2日、監査を実施。8件
日車）
－７－８
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）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）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
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）

14

14

20180424

株式会社光進（法人番号 栃木県小山市犬塚１－ 埼玉
3060001016103）代表者石 １０－９
峰幸二郎

埼玉県さいたま市見沼区 輸送施設の使用停止（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8月10日、監
日車）
島町２－８－２
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）自動車に関する表示義
務違反（道路運送法第95条）

5

5

有限会社龍己商事（法人番 神奈川県横浜市旭区万 本社
号2020002051475）代表者 騎が原１０５
清水一夫

神奈川県横浜市旭区万
騎が原１０５－５

20180424

シンワロジスティクス株式 神奈川県相模原市緑区 本社
会社（法人番号
青山８５０－１
5021001017687）代表者高
橋洋

神奈川県相模原市緑区
青山８５０－１

20180424

20180424

20180424

輸送施設の使用停止（170 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7月19日、監査を実施。12
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

17

17

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11月16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）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）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

1

1

有限会社イシダ商運（法人 東京都江戸川区西瑞江 本社
番号5011702000975）代表 ５－１９－３６
者石田健治

東京都江戸川区西瑞江５ 輸送施設の使用停止（150 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12月15日、監査を実施。
日車）
－１９－３６
送安全規則第7条
10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）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（6）高齢運転者に対する適性診断
受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（7）定期点検
整備の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法
第48条第1項）、（8）整備管理者の研修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第15条）、（9）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）

15

15

株式会社渡邉物流（法人番 神奈川県藤沢市桐原町 本社
号1021001045667）代表者 １１
藤森友保

神奈川県藤沢市桐原町１ 文書警告
１

0

0

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）事故の記録義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条の2）、（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）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）

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30年3月20日、監
送安全規則第10条第1 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
項
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

