
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

20190201 株式会社日本レストランエ
ンタプライズ（法人番号
7010401039472）代表者日
野正夫

東京都台東区台東１－
３０－７秋葉原アイマー
クビル１２階

首都圏物流営
業支店

埼玉県戸田市大字美女
木字向田１２６９－１７

文書警告 貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5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11月8日、監
査を実施。3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）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

20190205 株式会社京浜スワロート
ラック（法人番号
6011701016071）代表者菊
澤翔

東京都江戸川区中葛西
３－２９－１

本社 神奈川県川崎市川崎区
南渡田町１－１

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

労働局からの通報を端緒として平成30年7月3日及び同年7月11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）

5 5

20190205 小林運輸株式会社（法人番
号4011101007094）代表者
木内一宏

東京都新宿区住吉町１
４－１８

大和 神奈川県座間市南栗原２
－３２６１－１

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7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8月28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（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）、（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）

3 1

20190205 株式会社みちのく（法人番
号5020001018902）代表者
馬場正男

神奈川県横浜市鶴見区
潮田町１－３８－１

本社 神奈川県横浜市鶴見区
潮田町１－３８－1（旧：神
奈川県横浜市鶴見区仲
通１－４－６－２Ｆ）

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7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7月18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）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）、（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（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）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報告規則第2条）

19 19

20190205 丸み運送有限会社（法人番
号1011702011068）代表者
峰島雄二

東京都江戸川区松江７
－１３－６－３０８

栃木 栃木県足利市福居町１５
０８－３

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6項

法令違反の疑いがあることを端緒として平成30年9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）疾病のおそれのある乗務（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第3条第6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）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）

20 9

貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成３１年２月分）



20190205 増山貨物自動車株式会社
（法人番号3060001004140）
代表者菊地孝行

栃木県宇都宮市清原工
業団地２１－１８

牛乳輸送 栃木県宇都宮市平出工
業団地５－３

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

死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成30年10月25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）疾病のおそれのある乗務（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）

1 1

20190213 有限会社アイゼンエンター
プライズ（法人番号
3021002070992）代表者普
川賢司

神奈川県横須賀市秋谷
４１６５－１１

戸塚 神奈川県横浜市戸塚区
前田町１２５４－７三國第
一ビル２０１

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19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）、（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）

12 12

20190213 小野運送有限会社（法人番
号3011802001652）代表者
小野隆介

東京都葛飾区高砂６－
１５－８

本社 東京都葛飾区高砂６－１
５－８

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30年9月28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

20190226 株式会社翔和商事（法人番
号8050001014838）代表者
湯口亮

茨城県坂東市岩井４１
５２－４５

本社 茨城県坂東市岩井４１５
２－４５

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30年9月14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）疾病のおそれのある乗務（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（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）、（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 11

20190226 竜沢正博 山梨県笛吹市境川町三
椚１０８

本店 山梨県笛吹市境川町石
橋字仲ノ坪８０１－１

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10月5日、監査を実施。6
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（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）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）、（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）、（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）、（6）報告
義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

8 8

20190226 株式会社協栄運輸（法人番
号3020001000606）代表者
鎌田礼子

神奈川県横浜市泉区下
和泉２－２３－１２

本社 神奈川県高座郡寒川町
岡田１０３９－１

輸送施設の使用停止
（80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旨の情報を端緒として平成30年7月31日及び同年9月5
日、監査を実施。9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）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）報告義務違反（貨物自
動車運送事業報告規則第2条）

8 8



20190226 株式会社高橋水産運輸（法
人番号4070001030572）代
表者髙橋久長

群馬県高崎市吉井町池
乙９８０

本社 群馬県前橋市飯土井町１
０６８－２

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10月30日、監査を実施。8
件の違反が認められた。（1）疾病のおそれのある乗務（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）

6 6

20190226 有限会社フレッシュサービ
ス（法人番号
2030002045641）代表者佐
藤均

埼玉県草加市青柳７－
３３－１

本社 埼玉県草加市青柳７－３
３－１

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9月25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

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。


