
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

20190507 石井商事運輸株式会社（法
人番号3020001030438）代
表者石井督之

神奈川県横浜市神奈川
区羽沢町６４５－１

伊勢原 神奈川県伊勢原市歌川２
－１－１横浜冷凍伊勢原
物流センター内３階

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

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31年3
月12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の
記録違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0 0

20190510 株式会社成和（法人番号
6010701005209）代表者築
茂和明

東京都港区港南３－４
－１２

本社 東京都品川区東大井４－
７－７

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旨の情報を端緒として平成31年1月24日及び同年2月15
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）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）

0 0

20190514 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

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5日、同
年11月15日及び同年12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）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
示書による指示義務違反等（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）

3 3

20190514 有限会社ＳＫ物流（法人番
号4060002010780）代表者
佐藤直也

栃木県芳賀郡益子町大
字益子１４４０メゾン益
子２０６

本社 栃木県芳賀郡益子町大
字益子１４４０メゾン益子
２０６

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7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）

3 3

20190514 株式会社伊達物流（法人番
号4030001033397）代表者
和泉広道

埼玉県加須市三俣２－
１５－５

本社 埼玉県加須市三俣２－１
５－５

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7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9月19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等（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（2）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）、（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）

4 4

20190514 有限会社渡利商事（法人番
号8030002027840）代表者
渡利憲一

埼玉県戸田市笹目５－
２１－７

本社 埼玉県戸田市笹目５－２
１－６

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20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）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）、（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）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 11

20190514 株式会社トランスポートジャ
コ（法人番号
4020001032474）代表者坂
本康朋

神奈川県横浜市都筑区
池辺町３４３４

船橋 千葉県船橋市潮見町３７
－２

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9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）、（6）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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和元年５月分）



20190514 有限会社森田重機（法人番
号5012702003679）代表者
森田吉行

東京都東村山市富士見
町３－１１－１５

本社 東京都東村山市富士見
町３－１１－１５

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26日及び同年11月15
日、監査を実施。5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）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）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）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 4

20190521 株式会社エイチイム（法人
番号7030001049036）代表
者關宏

埼玉県入間郡三芳町上
富１８１８－１

本社 埼玉県富士見市大字下
南畑３０２－２

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10月5日及
び同年10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）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）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）、（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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

17 17

20190521 株式会社エヌ・エス・アール
（法人番号4030001073988）
代表者中澤英岐

埼玉県川口市安行北谷
６０９－１

本社 埼玉県川口市安行北谷６
０９－１

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7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10月18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）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）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）、（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）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）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）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）

8 8

20190521 有限会社夢咲（法人番号
2020002079368）代表者黒
川長一

神奈川県横浜市旭区上
白根１－１２－４

本社 神奈川県横浜市上白根１
－１２－４

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30年8月14日及び同年9月20
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）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）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）、（8）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）、（9）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）、（10）
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）、（11）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

20190521 株式会社アジェクト（法人番
号6030001022514）代表者
青木浩二

埼玉県戸田市氷川町３
－１０－２７

本社 埼玉県戸田市氷川町３－
１０－２７

輸送施設の使用停止
（220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26日及び同年11月16
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）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）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）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）

22 22

20190521 石塚運送有限会社（法人番
号9040002102154）代表者
石塚誠一

千葉県勝浦市浜勝浦８
０

本社 千葉県勝浦市浜勝浦８０ 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31年2月4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



20190521 株式会社銚子物流センター
（法人番号2040001062876）
代表者五木田健一

千葉県銚子市黒生町７
３９４－１２

本社 千葉県銚子市黒生町７３
９４－１２

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31年2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）

3 3

20190524 株式会社山新（法人番号
2030001028928）代表者本
村俊子

埼玉県所沢市下安松１
６５－９

本社 埼玉県所沢市下安松１６
５－９

許可の取消し 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6月8日、監査を実施。20
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（以下「安全規則」という。）第3条第4項）、（2）健康状態把握義務違
反（安全規則第3条第6項）、（3）点呼の実施義務違反（安全規則第7条）、（4）アル
コール検知器備え義務違反（安全規則第7条第4項）、（5）乗務等の記録義務違反
等（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（安全規則第9条）、（7）運転者に対する指導
監督違反（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（輸送
安全規則第10条第2項）、（9）初任、高齢運転者に対する適性診断受診義務違反
（輸送安全規則第10条第2項）、（10）定期点検整備の実施違反（安全規則第13
条、道路路運送車両法第48条第1項）、（11）点検整備記録簿の保存義務違反（安
全規則第13条、道路運送車両法第49条）、（12）整備管理者の研修受講義務違反
（安全規則第15条）、（13）運行管理規程の制定違反（安全規則第21条）、（14）運
行管理者に対する指導及び監督違反（安全規則第22条）、（15）運行管理者の講
習受講義務違反（安全規則第23条第1項）、（16）運行管理補助者の要件違反（安
全規則第18条第3項）、（17）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、
（18）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）、（19）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）、（20）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項）

91 91

20190528 有限会社日立南運輸（法人
番号8050002031262）代表
者友部康明

茨城県日立市大和田町
１－１－３２

本社 茨城県日立市大和田町１
－１－３２

事業停止（3日間）、輸
送施設の使用停止（274
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21日及び同年6月29
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）、（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）
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）、（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）、（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）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

34 34

20190528 株式会社スエヒロ（法人番
号9040001030397）代表者
浅木誠

千葉県市川市二俣６０
３－２

横浜 神奈川県横浜市神奈川
区山内町１１

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6項

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30年9月27日
及び平成31年3月27日、監査を実施。5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）

7 7



20190528 漆金運送株式会社（法人番
号3030001086693）代表者
漆原千鶴子

埼玉県行田市大字埼玉
３７３１－１

本社 埼玉県行田市大字埼玉３
７３１－１

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
30年11月7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）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）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）、（9）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）

24 24

20190528 株式会社常陸（法人番号
4030001010396）代表者柴
田高寛

埼玉県さいたま市桜区
大字白鍬２９６－２

本社 埼玉県さいたま市桜区大
字白鍬２９６－２

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11月16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）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）、（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

20190528 北関東陸運株式会社（法人
番号1030001086258）代表
者井田敦

埼玉県深谷市西島町３
－１－５

鴻巣 埼玉県鴻巣市加美２－５
－１４Ｂ－１０２

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

労働局からの通報を端緒として平成30年11月15日、監査を実施。2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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第
10条第1項）

1 1

20190528 株式会社ユニテックス（法
人番号5021001014305）代
表者衹園彬之介

神奈川県相模原市中央
区南橋本１－５－１

神奈川 神奈川県厚木市上依知３
０２９－２

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

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2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等（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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

20190528 東鉄運輸株式会社（法人番
号6011701005628）代表者
竹内良孝

東京都江戸川区篠崎町
３－２２－１１

栃木 栃木県芳賀郡芳賀町芳
賀台１０－１２

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30年8月24日及び同年12月13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（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

2 2

20190528 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

相模 神奈川県座間市ひばり
が丘３－２０－１８

輸送施設の使用停止
（215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8月20日及び同年9月25日
並びに平成31年2月12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）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）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）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）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）事業計画事後届出違反（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報
告規則第2条）、（12）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）

34 22



20190528 有限会社かりゆし運送（法
人番号1021002054436）代
表者平安座武明

神奈川県小田原市小竹
１８４１－６

本社 神奈川県小田原市前川６
８６－３－１０２（旧：神奈
川県小田原市小竹１８４
１－６）

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

無免許運転の疑いにより平成31年2月20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

20190530 株式会社エー・エヌサービ
ス（法人番号
7021001029425）代表者中
村晃

神奈川県座間市立野台
３－３５－３３

本社 神奈川県大和市深見４９
６－５

事業停止（7日間）、輸
送施設の使用停止（125
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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業
法第60条第1項）

37 37

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。


