
「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

マルサンフレッシュ株式会社
(法人番号9290001037954)

本社営業所

福岡県福岡市南区屋形原
4-17-2

福岡県筑紫郡那珂川町大
字不入道中ノ原280-3

株式会社リョウエイ物流(法
人番号6011401006884)

熊本営業所

東京都板橋区徳丸6-7-8
熊本県上益城郡益城町大
字寺迫字榎町1209-3

3点

平成28年7月4日 8点
輸送施設の使用停止
(80日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成27年12月1日、監査実施。11件の違反が認め
られた。(1)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(以下「安全規則」)
第9条の5第1項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)、(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7
条第5項)、(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違反(安
全規則第8条)、(6)運行記録計による記録義務違
反(安全規則第9条)、(7)運行指示書に係る(作成、
指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(8)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(9)乗務時間等の基準の遵守違反
(安全規則第3条第4項)、(10)乗務時間等の基準な
お書き違反(安全規則第3条第4項)、(11)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)

8点

平成28年7月4日
輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年2月22日、監査実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反
(安全規則第3条第4項)、(3)運行指示書の記載事
項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

3点

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況



「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

ヤマシタ送業株式会社(法人
番号1350001010516)

本社営業所

宮崎県都城市山田町山田
2085-3

宮崎県都城市山田町山田
2085-3

株式会社恵比寿(法人番号
7290801013925)

本社営業所

福岡県北九州市若松区高
須北1-2-21

福岡県北九州市若松区南
二島1-9-23

輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

6点平成28年7月8日
貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年3月7日、監査実施。10件の違反が認め
られた。(1)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(以下「安全規則」)
第9条の5第1項)、(2)(3)点呼の実施義務違反等(安
全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全規則
第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)、(6)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)、(7)運行指示書に係る(作成、
指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(8)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条
第4項)、(9)乗務時間等の基準なお書き違反(安全
規則第3条第4項)、(10)特定運転者に対する適性
診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

6点

平成28年7月7日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第9
条第3項、法第17条
第1項及び第3項

平成27年12月4日、監査実施。10件の違反が認め
られた。(1)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)、(2)乗務時間等の基準の
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」)第3条第4項)、(3)点呼の実施義務
違反(安全規則第7条)、(4)運転者台帳の記載事項
義務違反(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(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義務違反(安全
規則第10条第1項)、(7)運転者に対する指導監督
の記録保存義務違反(安全規則第10条第1項)、(8)
特定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規
則第10条第2項)、(9)特定運転者に対する適性診
断受診義務違反(安全規則第10条第2項)、(10)健
康状態の把握義務違反(安全規則第3条第6項)

9点 7点



「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社フクシマ(法人番号
2290801008310)

本社営業所

福岡県北九州市小倉南区
大字母原34-1-101

福岡県北九州市小倉南区
大字母原34-1-101

龍南運送株式会社(法人番
号8320201000271)

津久見営業所

大分県津久見市大字下青
江3891

大分県津久見市大字下青
江3891

輸送施設の使用停止
(60日車)及び文書警
告

輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警
告

平成28年7月13日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項及び第3項

平成28年1月7日、監査実施。5件の違反が認めら
れた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところに
従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1
項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)、(5)運転者に対する指導監督違反(安全規則
第10条第1項)

1点 1点

平成28年7月13日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項及び第3項

平成28年3月8日、監査実施。9件の違反が認めら
れた。(1)事業計画(休憩・睡眠施設)に定めるとこ
ろに従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条
第1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(以下「安全規則」)第7条)、(3)
乗務時間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第
4項)、(4)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規
則第3条第4項)、(5)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録保存義務違
反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(8)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(9)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)

6点 6点



「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社クローバー物流(法
人番号5310001010516)

本社営業所

長崎県松浦市御厨町米ノ
山免49-1

長崎県松浦市御厨町米の
山免49-1,50,53-1

第一運送株式会社(法人番
号5290801011212)

若松営業所

福岡県遠賀郡遠賀町大字
老良365-1

福岡県北九州市若松区南
二島1-11-15

輸送施設の使用停止
(20日車)及び文書警
告

平成28年7月14日

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年2月24日、監査実施。14件の違反が認め
られた。(1)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(以下「安全規則」)第9
条の5第1項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(3)(4)点呼の実施義
務違反等(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違
反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義
務違反(安全規則第7条第5項)、(7)乗務等の記録
義務違反(安全規則第8条)、(8)乗務等の記録事項
義務違反(安全規則第8条)、(9)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(10)運行指示書
に係る(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(11)運行指示書の記載事項義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(12)乗務時間等の
基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、(13)特定
運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則第
10条第2項)、(14)特定運転者に対する適性診断受
診義務違反(安全規則第10条第2項)

7点 7点
輸送施設の使用停止
(70日車)及び文書警
告

2点 2点平成28年7月13日

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年2月18日、監査実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
3条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)



「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社春日陸送(法人番
号7350001007457)

本社営業所

宮崎県延岡市春日町3-4-5 宮崎県延岡市春日町3-4-5

株式会社南日本引越セン
ター(法人番号
5340001004283)

本社営業所

鹿児島県鹿児島市玉里町
14-45

鹿児島県鹿児島市玉里町
14-45

0点

平成28年7月15日
貨物自動車運送事
業法第17条第3項

平成28年6月28日、監査実施。3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(以下「安全規則」)第7条)、(2)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(3)
運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)

0点 0点

文書警告

文書警告

平成28年7月15日

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年7月7日、監査実施。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(以下「安全規則」)第3条第6
項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(3)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(4)点呼の実施義務
違反(安全規則第7条)

0点



「平成28年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

前原ダイキュー運輸株式会
社(法人番号
5290001033131)

本社営業所

福岡県糸島市神在1330-1 福岡県糸島市神在1330-1

松田産業株式会社(法人番
号7290801003513)

本社営業所

福岡県北九州市戸畑区大
字中原46-111

福岡県北九州市戸畑区大
字中原字先ノ浜46-
110,111

3点

平成28年7月26日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項及び第3項

平成28年2月18日、監査実施。14件の違反が認め
られた。(1)(2)(3)事業計画(営業所・自動車車庫・休
憩睡眠施設)に定めるところに従う義務違反(貨物
自動車運送事業法第8条第1項)、(4)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(以下「安全規則」)第3条第6項)、(5)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、
(6)(7)点呼の実施義務違反等(安全規則第7条)、
(8)点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)、
(9)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)、(10)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第
8条)、(11)運行指示書の記載事項義務違反(安全
規則第9条の3第1項)、(12)運行指示書の保存義
務違反(安全規則法第9条の3第4項)、(13)乗務時
間等の基準の遵守違反(安全規則第3条第4項)、
(14)乗務時間等の基準なお書き違反(安全規則第
3条第4項)

5点 5点

輸送施設の使用停止
(30日車)及び文書警
告

輸送施設の使用停止
(50日車)及び文書警
告

平成28年7月20日

貨物自動車運送事
業法第17条第1項及
び第3項

平成28年2月12日、監査実施。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(以下「安全規則」)第3条
第6項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)、(3)(4)点呼の実施義務違反
等(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務違反(安
全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)、(7)運行指示書に係る
(作成、指示、携行)義務違反(安全規則第9条の3
第1項)、(8)乗務時間等の基準の遵守違反(安全規
則第3条第4項)、(9)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)、(10)特定運転者に対す
る特別な指導監督違反(安全規則第10条第2項)、
(11)特定運転者に対する適性診断受診義務違反
(安全規則第10条第2項)

3点


