
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

20181106 有限会社　佐伯商事（法人番
号6021002048648）　代表者佐
伯　信行

神奈川県座間市ひば
りが丘３－５３－１３

本社 神奈川県座間市小松
原１－５１７０－１

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15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9月6日及び同年9
月22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）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）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

20181106 株式会社　エーシング（法人番
号3430001062142）　代表者滝
林　良幸

神奈川県相模原市中
央区下九沢６２－２

本社 神奈川県相模原市中
央区田名２１６５－２２

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9条

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30年
2月21日及び同年5月2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）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）（8）整備
管理者の選任（解任）未届出違反（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）（12）
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）（13）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第２条）

11 11

20181106 株式会社　寿宅配便（法人番
号8180002041959）　代表者木
下　卓也

愛知県名古屋市西区
丸野２－２－１

八王子 東京都八王子市石川
町２９６９－１９

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9条

適正化事業実施機関の巡回指導を拒否したことを端緒に、平成30年5月
30日及び同年6月15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）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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３０年１１月分）



20181106 株式会社　アサノ通運（法人番
号2402701000005）　代表者浅
野　浩正

岩手県大船渡市末崎
町字小細浦７２番２

大洗 茨城県東茨城郡大洗
町港中央２番地　１号
室

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30年6月26日及び同年7月
10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）（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）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

20181106 有限会社　木村運送（法人番
号6012402000810）　代表者中
村　正義

東京都府中市宮西町
４－１６－５

本社 東京都府中市宮西町
４－１６－５

輸送施設の使用停止
（190日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5月15日及び同年
6月5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（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）（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報告規則
第2条）

19 19

20181106 有限会社　金運（法人番号
1011502007778）　代表者丸島
代志子

東京都荒川区南千住
２－７－１

本社 東京都荒川区南千住
２－７－１

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13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年7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）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）（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）

12 12

20181106 株式会社　日本ジェバール（法
人番号2020001042888）　代表
者林　武彦

神奈川県横浜市緑区
長津田町４１７８

本社 神奈川県横浜市緑区
長津田町４１７８

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30年4月25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）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）（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）

5 5



20181106 有限会社　大洗貨物運送（法
人番号3050002009172）　代表
者関根　政次

茨城県東茨城郡大洗
町大貫町３２６７－１

本社 茨城県東茨城郡大洗
町磯浜町１８８２番地
の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30年7月11日、監査を
実施。8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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運
送事業報告規則第２条）

6 6

20181113 長村運輸　株式会社（法人番
号7020001021193）　代表者木
村　亮治

神奈川県横浜市都筑
区池辺町１２３６－１

本社 神奈川県横浜市港北
区新横浜３－１６－１５
ＳＫビル新横浜７Ｆ　Ｂ
－６

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30年4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）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）

3 3

20181113 有限会社　丸井商運（法人番
号9070002013175）　代表者山
田　正人

群馬県高崎市大八木
町９０－３

本社 群馬県高崎市大八木
町９０－１１

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30年1月18日及び同年
3月9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）
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）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

20181113 株式会社　中央運輸（法人番
号9021001004418）　代表者渡
部　勝則

神奈川県藤沢市亀井
野４０３－１

厚木 神奈川県厚木市下川
入字五ノ域２３７番地７

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

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5月16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）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）事故の
未報告（自動車事故報告規則第3条第1項）

3 3

20181113 有限会社　オオワダピアノ
サービス（法人番号
5050002008180）　代表者大和
田　勝則

茨城県ひたちなか市
大字東石川３５８７－
４

本社 茨城県ひたちなか市大
字東石川３５８７－４、
５

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8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30年7月
13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）乗務等の
記録義務違反等（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）

1 1



20181120 赤羽運送　株式会社（法人番
号6030001086658）　代表者赤
羽　喜美子

埼玉県行田市長野４
－２９－１４

本社 埼玉県行田市長野４
－２９－１４

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30年4月
13日及び同年5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）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 4

20181120 有限会社　弁天（法人番号
9030002034349）　代表者黒川
進

埼玉県狭山市富士見
１－２７－２４

本社 埼玉県狭山市富士見
１－２７－２４

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13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30年4月
24日及び同年5月16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）（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）

13 13

20181120 高岡エクスプレス　株式会社
（法人番号4040001087789）
代表者タカオカ・マウリシオ・タ
ケロ

千葉県木更津市東太
田４－５－１

群馬 群馬県太田市東別所
町２４７－２　ＮＩＳＨＩハ
イツＡ－１０３

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30年6月14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）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）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）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

20181120 株式会社　丸福商運（法人番
号2020001005630）　代表者髙
須　修

神奈川県横浜市旭区
矢指町１８４９

本社 神奈川県横浜市旭区
中希望ヶ丘９－２２

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

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4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（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）（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）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）
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20181120 有限会社　浅野商店（法人番
号6021002050835）　代表者浅
野　弘人

神奈川県小田原市東
町１－１３－３３

本社 神奈川県小田原市東
町１－１３－３３

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30年6月13日、監査を
実施。4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）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）（4）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

2 2

20181120 甲谷運輸　株式会社（法人番
号9013201001947）　代表者甲
谷　蒿男

東京都目黒区八雲１
－６－８

厚木 神奈川県厚木市緑ヶ
丘５－１８－１

輸送施設の使用停止
（5日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年6月19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）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）

1 1

20181120 株式会社　ケースタッフ（法人
番号5070001014855）　代表者
内田　亘次

群馬県伊勢崎市日乃
出町３１－２

本社 群馬県伊勢崎市日乃
出町３１－２

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年5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）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）（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）（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）

15 15

20181120 東都小揚　株式会社（法人番
号7010001051778）　代表者進
藤　信広

東京都江東区豊洲６
－６－２

本社 東京都江東区豊洲６
－６－２

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30年8
月30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

20181127 田中　治夫 山梨県都留市十日市
場４７３－１

本店 山梨県都留市十日市
場４７３－１

輸送施設の使用停止
（45日車）

貨物自動車運送事業
輸送安全規則第13条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成30年4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（貨物
自動車運送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）（3）事業の譲渡し、譲受け
の未無認可（貨物自動車運送事業法第30条第1項）（4）報告義務違反（貨
物自動車運送事業報告規則第2条）
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