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

20170510 有限会社 太幸運輸
広島県福山市神辺町湯野 本社営業所
法人番号（３２４０００２ 1111－7
０３８６０７）
代表者大石洋子

広島県福山市神辺町湯野 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業 死亡事故を惹起したことを端緒として、平成２６
1111－7
（３０日車）及び文書警 法第９条第１項、第１７ 年９月９日及び同年９月２２日に監査実施。１１
告
条第１項及び第４項
件の違反が認められた。（１）事業計画の変更
認可違反（車庫）（貨物自動車運送事業法施行
規則第２条第１項第４号）（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）健康
状態の把握義務違反（安全規則第３条第６項）
（４）点呼の実施義務違反（安全規則第７条第
１項及び第２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）（８）運転者に対する指導監督違反（安
全規則第１０条第１項）（９）運転者に対する指
導監督の記録違反（安全規則第１０条第１項）
（１０）特定の運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第２項）（１１）特定の運転者
に対する適性診断受診義務違反（安全規則第
１０条第２項）

20170510 有限会社 Ｆ，Ｋ ＥＸＰ 広島県福山市西新涯町２
ＲＥＳＳ
丁目２５－３５
法人番号（７２４０００２
０４６３５８）
代表者藤井和三

福山営業所

広島県福山市箕島町５８１ 輸送施設の使用停止
６－２７
（１００日車）及び文書
警告

貨物自動車運送事業 広島労働局長から平成２７年７月２日付け広労
法第９条第１項、第１７ 発基０７０２第８号で自動車運転者の労働条件
条第１項及び第４項
改善のための通報があったことを端緒として、
平成２７年１２月１０日、同年１２月１１日及び平
成２８年９月５日に監査実施。６件の違反が認
められた。（１）事業計画の変更認可違反（車
庫）（貨物自動車運送事業法施行規則第２条
第１項第４号）（２）健康状態の把握義務違反
（安全規則第３条第６項）（３）点呼の記録義務
違反（安全規則第７条第５項）（４）乗務等の記
録義務違反（安全規則第８条）（５）乗務等の記
録事項義務違反（安全規則第８条）（６）運転者
台帳の作成義務違反（安全規則第９条の５第
１項）

20170512 有限会社松光運送
広島県廿日市市宮島町９
法人番号（６２４０００２ ５０－８
０３６９０５）
代表者浴美喜生

大野営業所

広島県廿日市市梅原１－
６１３５

貨物自動車運送事業
法第９条第３項前段

文書警告

本社営業所の監査の際に大野営業所に配置
する車両の数違反が確認されたことを端緒とし
て、平成２９年５月１２日に監査実施。１件の違
反が認められた。（１）事業計画事前変更届出
違反（事業用自動車の数）（貨物自動車運送事
業法施行規則第６条第１項第１号）

事業者 営業所
点数 点数
3

3

10

10

0

0

20170516 長尾運輸 株式会社
岡山県倉敷市玉島長尾４
法人番号（４２６０００１ １７
０１４８４５）
代表者高橋孝治

本社営業所

岡山県倉敷市玉島長尾字 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
土手根４１７
（３０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

岡山労働局長から自動車運転者の労働条件
改善のための通報があったことを端緒として、
平成２８年６月２４日に監査実施。４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）点呼の記録事
項義務違反（安全規則第７条第５項）（３）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）（４）整備管理者の研修受講義務
違反（安全規則第１５条）

3

3

20170518 長和運送 株式会社
山口県岩国市本郷町本郷 大竹営業所
法人番号（５２５０００１ １７４０番１地
０１３３２７）
代表者長和峻平

広島県大竹市港町二丁目 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
７番２２号
（８０日車）及び文書警 法第９条第３項前段、
告
第１７条第１項及び第４
項

広島県公安委員会から無免許運転等をしてい
たとの道路交通法第１０８条の３４の規定によ
る通知を受けたことを端緒として、平成２８年４
月２０日及び同年６月２３日に監査実施。１３件
の違反が認められた。（１）事業計画事前変更
届出違反（事業用自動車の数）（貨物自動車運
送事業法施行規則第６条第１項第１号）（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）乗務時間等の基準なお書きの遵守違
反（安全規則第３条第４項）（４）健康状態の把
握義務違反（安全規則第３条第６項）（５）点呼
の実施義務違反（安全規則第７条第１項及び
第２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）（１０）運転者に対する指導監督違反
（安全規則第１０条第１項）（１１）運転者に対す
る指導監督の記録違反（安全規則第１０条第１
項）（１２）特定の運転者に対する指導監督違
反（安全規則第１０条第２項）（１３）特定の運転
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

8

20170519 御影建設工業 株式会 山口県周南市大字徳山２
社
７６５－３
法人番号（７２５０００１
００９２９８）
代表者八塚和弘

山口県周南市大字徳山２
７６５－３

最高速度違反行為に係る道路交通法１０８条
の３４の規定に基づく通知件数が過去１年間で
３件に達したため、平成２９年５月１９日に監査
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）

0

0

本社営業所

文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

20170523 株式会社丸運トランス 大阪府大阪市西淀川区大 倉敷営業所
ポート西日本
和田２丁目３－１８
法人番号（３２６０００１
０１４１０３）
代表者熊川和孔

岡山県倉敷市松江３丁目
２－５０

輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
（５０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

岡山労働局との合同監査対象として選定され
たことを端緒として、倉敷労働基準監督署と合
同で平成２８年１０月１３日に監査実施。６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条第１項及び第２
項）（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）整備管理者の研修受講
義務違反（安全規則第１５条）（６）運行管理者
の講習受講義務違反（安全規則第２３条第１
項）

5

5

20170523 杉本運送 株式会社
山口県山陽小野田市大字 本店営業所
法人番号（２２５０００１ 小野田４５０番地７
０１５１９３）
代表者杉本幸夫

山口県山陽小野田市大字 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
小野田４５０番地７
（２０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

運行管理状況等について情報提供があったこ
とを端緒として、平成２８年１１月１日及び同年
１１月１６日に監査実施。６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）点呼の記録義務違反
（安全規則第７条第５項）（３）点呼の記載事項
義務違反（安全規則第７条第５項）（４）乗務等
の記録事項義務違反（安全規則第８条第１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）点検整備記録簿の記
載事項義務違反（安全規則第１３条本文関
係、第２号）

2

2

20170523 山陰建設輸送 株式会 島根県安来市今津町６５７ 安来営業所
社
－１
法人番号（１２８０００１
００２４０５）
代表者藤井顕一

島根県安来市今津町６５７ 文書警告
－１

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

「その他の道路交通法の違反行為」に係る道
路交通法第１０８条の３４の規定に基づく通知
件数が過去１年間で３件に達したため、平成２
９年５月１９日に監査実施。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

20170524 山陰福山通運 株式会 島根県松江市東津田町１
社
２４７
法人番号（３２８０００１
００２８４９）
代表者八田弘明

島根県益田市高津七丁目 文書警告
２２番６号

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

平成２９年４月６日死亡事故を惹起したことを
端緒として、平成２９年５月１０日に監査実施。
１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）

0

0

広島県廿日市市宮内工業 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
団地１－１
（２０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

酒気帯び運転による単独事故を惹起したとの
報告があったことを端緒として、平成２８年１月
１４日に監査実施。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条第１項、第２項及び第３項）（３）運転
者に対する指導監督違反（安全規則第１０条
第１項）

6

2

益田営業所

20170531 西部運輸 株式会社
広島県福山市箕沖町１０５ 広島支店
法人番号（１２４０００１ －１７
０３１０６０）
代表者田口哲士

