
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

20180508 有限会社　茂木物流（法人番
号3050002028569）　代表者茂
木　栄一

茨城県潮来市島須４
６６

本社 茨城県潮来市島須４６
６－１

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4月14
日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態の把握
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）運転者に
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）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）、（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）

4 4

20180508 吉川運送　株式会社（法人番
号7010601006900）　代表者吉
川　新太郎

東京都江東区東陽５
－９－１

本社 東京都江東区東陽５－
９－１

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29年10月27日及び同年
11月8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）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）、（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

20180508 日建輸送　株式会社（法人番
号6020001009099）　代表者幸
内　誠

神奈川県横浜市都筑
区佐江戸町２００２－
１

本社 神奈川県横浜市都筑
区川和町５９

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10月18日及び同年
11月6日、監査を実施。6件の違反が認められた。（１）健康状態の把握義務
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（２）点呼の実施義
務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運転者に対す
る指導監督違反等（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）、（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

20180508 株式会社　県央運輸（法人番
号9021001026271）　代表者今
井　富夫

神奈川県座間市立野
台２－２４－６

本社 神奈川県綾瀬市寺尾
中１－４－７

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年11月14日及び同年11月
17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）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）事故惹起・初任・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）

2 2

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年５月分）



20180508 株式会社　アクセス（法人番号
2011801005589）　代表者佐賀
肇

東京都足立区佐野２
－２０－１２

本社 東京都足立区佐野２－
４３－２１

輸送施設の使用停止
（130日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第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9月20日、監査を実
施。12件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の実施義務違反
等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）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）事業計画事
後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１２）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

13 13

20180508 株式会社　新井自工（法人番
号8030001091326）　代表者新
井　力男

埼玉県秩父郡皆野町
三沢６０６－３

本社 埼玉県秩父郡皆野町
三沢６０６－３

輸送施設の使用停止
（75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）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）、（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）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）、（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）

8 8

20180508 エスエスティー　有限会社（法
人番号1070002028263）　代表
者新井　安治

群馬県邑楽郡大泉町
仙石４－３４－２０

本社 群馬県邑楽郡大泉町
仙石４－３４－２０

輸送施設の使用停止
（270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5日、監査を実
施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点呼の記録義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（４）運行記録計による
記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（５）運転者に
対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、
（６）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第10条第2項）、（７）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（８）定期点検整備の実施違
反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第
1項）、（９）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入
のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）

27 27

20180508 関東トナミ運輸　株式会社（法
人番号5030001010940）　代表
者高島　正人

東京都中央区日本橋
横山町４－５

浦和支店 埼玉県さいたま市岩槻
区笹久保新田８０６、８
０７

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30年1月25
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（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）

2 2

20180508 株式会社　まるだい運輸倉庫
（法人番号4021001032233）
代表者奥山　恵子

神奈川県小田原市成
田４８０－５

足柄事業所 神奈川県南足柄市中
沼字筏場５２１－１

文書警告 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30年3月6日、監査を実施。1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）

0 0



20180515 安田運輸　株式会社（法人番
号4020001024661）　代表者小
泉　眞吾

神奈川県横浜市神奈
川区守屋町３－９－３
０

厚木 神奈川県伊勢原市下
糟屋１３１４

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ことを端緒として、平成29年6月15日、同年6月23日
及び同年9月27日、監査を実施。4件の違反が認められた。（１）乗務時間等
告示の遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（３）運
転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）、（４）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 6

20180515 株式会社　青柳運輸（法人番
号3020001111972）　代表者廣
瀬　久江

神奈川県川崎市川崎
区日ノ出１－１１－３

本社 神奈川県川崎市川崎
区日ノ出１－１１－３

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9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）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）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）

7 7

20180515 大和輸送　株式会社（法人番
号3030001086941）　代表者坂
本　和雄

埼玉県行田市真名板
１３１－２

栃木 栃木県佐野市吉水町１
１４２－１

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

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21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）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）

2 2

20180515 富士見物流　株式会社（法人
番号9030001031982）　代表者
山岸　明

埼玉県白岡市下大崎
１３６８

本社 埼玉県白岡市下大崎１
３６８

輸送施設の使用停止
（235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10月3日、同年10月
19日及び同年12月4日、監査を実施。13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）、（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）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）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）、（１０）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）、（１１）事業計画の変更認可
違反（貨物自動車運送事業法第9条第1項）、（１２）事業計画事前届出違反
（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１３）報告義務違反（貨物自動車
運送事業法第60条第1項）

24 24

20180515 株式会社　ケーライン（法人番
号8020001075057）　代表者倉
爪　泰夫

神奈川県川崎市高津
区明津４１－２０

西東京 東京都青梅市新町４丁
目７番地８

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ことを端緒として平成29年10月26日、監査を実施。1
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）

0 0



20180515 フィールドスター　株式会社
（法人番号7011802008982）
代表者江口　千秋

東京都足立区南花畑
４－１７－８

本社 東京都足立区南花畑５
－２４－３９

輸送施設の使用停止
（115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9月5日及び同年9
月27日、監査を実施。13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）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・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）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）、（１２）報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、（１３）自動車に関する表
示義務違反（道路運送法第95条）

12 12

20180515 博大運送　有限会社（法人番
号7050002015803）　代表者小
松﨑　博

茨城県石岡市大砂１
０３８３番地３３

本社 茨城県石岡市大砂１０
３８３番地３３

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4月11
日及び同年9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）
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）

4 4

20180515 山村ロジスティクス　株式会社
（法人番号3140001100047）
代表者阪口　明

兵庫県尼崎市西向島
町１５－１

愛川運輸 神奈川県厚木市上依
知上の原３０２２

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

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13日、同年10月26
日及び同年11月15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）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）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）事業計画事前
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

13 13

20180515 有限会社　常見運輸（法人番
号8070002019371）　代表者常
見　史樹

群馬県伊勢崎市下蓮
町７２６－１

本社 群馬県伊勢崎市下蓮
町７２６－１

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11月22日、監査を実
施。6件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の遵守違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態の把握義務違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）運転者に対する指導
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）定期点検整備の実施違反（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）

4 4



20180515 株式会社　刀屋（法人番号
5060001018023）　代表者大森
浩二

栃木県栃木市惣社町
２２３４

株式会社　刀
屋

栃木県栃木市惣社町２
２３４－２

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4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19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）

2 2

20180515 株式会社　ジェイ・ディ・ライン
（法人番号6030001053690）
代表者早河　亮太

埼玉県さいたま市岩
槻区大口４０３－１

本社事務所 埼玉県春日部市中央２
－２－１２　（１Ｆ）

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

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10月
20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
指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

8 8

20180515 株式会社　麻妃ライン（法人番
号8030001044457）　代表者渡
辺　勝

埼玉県八潮市大曽根
１５６３－１１

本社 埼玉県三郷市早稲田６
－３１－３

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

労働局からの通報を端緒として平成29年11月17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）運行記録計による記録
義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条）、（６）運行指示書に
よる作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3第1項）、
（７）運転者に対する指導監督違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則
第10条第1項）、（８）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）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）

14 14

20180515 株式会社　アーバンエクスプレ
ス（法人番号7011801025913）
代表者新井　淳一

東京都足立区弘道２
－８－８

足立 東京都足立区弘道２－
８－８

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6項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年1月10日及び同年1
月29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）運転
者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1
項）、（５）高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第10条第2項）、（６）高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（７）整備管理者の研
修受講義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第15条）、（８）事業の
健全な発達を阻害する競争のうち社会保険等に未加入のもの（貨物自動車
運送事業法第25条第2項）、（９）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

8 8

20180517 株式会社　藤和陸運（法人番
号5050001032603）　代表者伊
藤　利夫

茨城県結城市大字東
茂呂１２３９

本社 茨城県下妻市下妻乙１
０６４－１

事業停止（3日間）　輸
送施設の使用停止
（318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12月17日及び平成
27年2月12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）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）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）、（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）

33 33



20180522 株式会社　テラダコーポレー
ション（法人番号
1050001014613）　代表者寺田
和良

茨城県坂東市岩井３
４４２番地３

板東 茨城県坂東市岩井３４
４２番３　２Ｆ

輸送施設の使用停止
（160日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

行政処分等を受けたにもかかわらず改善が認められないことを端緒として、
平成29年9月4日及び平成30年2月22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）、（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）

36 28

20180522 有限会社　ショウコーポレー
ション（法人番号
5021002021192）　代表者香川
正

神奈川県相模原市中
央区清新５－１２－１
３

本社 神奈川県相模原市中
央区田名３８５８－３

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10月3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）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）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）

4 4

20180522 株式会社　若葉ネットワーク
（法人番号1020001044720）
代表者加藤　剛

神奈川県横浜市金沢
区鳥浜町３－５若葉
ビル２Ｆ

本社 神奈川県横浜市金沢
区鳥浜町３－５若葉ビ
ル２Ｆ

輸送施設の使用停止
（75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12月5日、監査を実
施。13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）運転者に対する指導監督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）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）事業計画事
前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１３）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

8 8

20180522 株式会社　ケイビーエス（法人
番号5030001002574）　代表者
三原　宏治

埼玉県さいたま市北
区日進町１－１９０

本社 埼玉県さいたま市北区
日進町１－１７３－１

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7条

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）
高齢運転者に対する指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第2項）、（４）初任・高齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）

3 3



20180522 鈴木　義昭 群馬県桐生市広沢町
６－５６７－１２

本社 群馬県桐生市広沢町４
－２３４５－１２

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29年12月6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）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）定期点検整備の実施違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第13条、道路運送車両法第48条第1項）、（９）事
業の無認可譲渡・譲受（貨物自動車運送事業法第3０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）

7 7

20180522 有限会社　杉之間サービス
（法人番号7020002061684）
代表者原山　晃一

神奈川県横浜市栄区
公田町１０４２－７

本社 神奈川県横浜市栄区
公田町１０４２－３

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業
法第9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11月14日、監査を実施。2
件の違反が認められた。（１）事業計画の変更認可違反（貨物自動車運送
事業法第9条第1項）、（２）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第
1項）

1 1

20180522 株式会社　マルソー（法人番号
9011801023254）　代表者春山
信人

千葉県八街市八街ろ
１８４－６

八街 千葉県八街市八街ほ６
６７－３８

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第3条
第4項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成29年10月4日及び同年
12月15日、監査を実施。9件の違反が認められた。（１）乗務時間等告示の
遵守違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（２）健康状態
の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（３）点
呼の実施義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条）、（４）運
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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

14 14

20180529 南雲商事　株式会社（法人番
号1010801008743）　代表者南
雲　正行

東京都大田区久が原
３－１２－１７

藤沢 神奈川県藤沢市遠藤
字松原２６３５－１

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

労働局からの通報を端緒として平成29年12月8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）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）

4 4

20180529 有限会社　髙橋運輸（法人番
号8060002036649）　代表者髙
橋　勇

栃木県足利市借宿町
３２８

本社 栃木県足利市借宿町３
２９－１

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年1月25日及び同年2
月14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）運行記録計による記録義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第9条）、（６）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3第1項）、（７）運転者に対する指導監督違反等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（８）高齢運転者に対する
指導監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第2項）、（９）高
齢運転者に対する適性診断受診義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第2項）、（１０）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）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

12 12



20180529 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
（80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
30年2月27日及び同年3月2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（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）

14 14


