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

事業者 営業所
点数 点数

20171003 有限会社はなまるライ 岡山県岡山市南区藤田５
ン
６４－１５７
法人番号（７２６０００２
０１４３１３）
代表者永田善英

本社営業所

岡山県岡山市南区藤田５
６４－１５７

輸送施設の使用停止
（１１０日車）及び文書
警告

情報提供を端緒として、平成２９年３月９日に
監査を実施。１０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の遵
守違反（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条第１項、第２項及
び第３項）（４）点呼の記録事項義務違反（安全
規則第７条第５項）（５）点呼の記録の不実記
載（安全規則第７条第５項）（６）乗務等の記載
事項義務違反（安全規則第８条）（７）運行指示
書の作成義務違反（安全規則第９条の３）（８）
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）（９）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）（１０）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）

11

11

20171003 株式会社エーディジャ 広島県福山市曙町４丁目
パン
４－８
法人番号（６２４０００２
０３９５８５）
代表者佐藤奉隆

本社営業所

広島県福山市曙町４丁目
４－８

輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業 情報提供を端緒として、平成２７年１２月１７日
（８０日車）及び文書警 法第９条第１項、第１７ に監査を実施。９件の違反が認められた。（１）
告
条第１項及び第４項
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）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、第２項及び第３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
記載事項義務違反（安全規則第８条第１項）
（８）運転者台帳の作成義務違反（安全規則第
９条の５第１項）（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）

8

8

0

0

20171004 宝持運輸株式会社
島根県松江市東出雲町出 本社営業所
法人番号（８２８０００１ 雲郷１４０７－１
００２２１７）
代表者三島康功

島根県松江市東出雲町出 文書警告
雲郷１４０７－１

貨物自動車運送事業
法第１７条第１項及び
第４項

違反行為の概要

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

道路交通法違反（その他）に係る道路交通法１
０８条の３４の規定に基づく通知が１年間で３件
に達したことを端緒として、平成２９年１０月４
日に監査を実施。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）

20171006 株式会社丸安
鳥取県鳥取市安長８８番
法人番号（３２７０００１ 地
００３０３０）
代表者安養寺政則

鳥取営業所

鳥取県鳥取市安長８８番
地

文書警告

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

道路交通法違反（座席ベルト装着義務違反）
に係る道路交通法１０８条の３４の規定に基づ
く通知が１年間で３件に達したことを端緒とし
て、平成２９年１０月６日に監査を実施。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

20171016 コーヨー産業株式会社 山口県下関市彦島西山町 宇部支店
法人番号（９２５０００１ ５丁目４－２４
００５４１１）
代表者吉村雅浩

山口県宇部市西万倉沖田 事業停止（３０日間）、 貨物自動車運送事業
１６４３－１
輸送施設の使用停止 法第１７条第１項及び
（３０日車）及び文書警 第４項
告

情報提供を端緒として、平成２７年９月９日及
び同年１０月２１日に監査を実施。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
基準なお書きの遵守違反（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
条第１項、第２項及び第３項）

33

33

20171017 株式会社樹運輸
広島県広島市安芸区矢野 海田営業所
法人番号（５２４０００１ 西３丁目８１番２号
０１９１８４）
代表者髙原芳樹

広島県安芸郡海田町明神 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
町２－１１８
（２０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

酒気帯び運転で衝突事故を惹起したことを端
緒として、平成２９年１月１８日及び同年２月２
０日に監査を実施。１０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）健康状態の把握義務違
反（安全規則第３条第６項）（３）点呼の実施義
務違反（安全規則第７条第１項、第２項及び第
３項）（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）乗務等の記録の記載
事項義務違反（安全規則第８条第１項）（７）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、第２項及び第３項）（８）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）（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）運転者に対す
る指導監督の記載事項義務違反（安全規則第
１０条第１項）

2

2

20171019 フナキ運輸株式会社
岡山県真庭市五名１７８８ 岡山営業所
法人番号（２２６０００１ －１
０２２９４９）
代表者船木英治

岡山県岡山市南区築港栄 文書警告
町１０－１

道路交通法違反（最高速度違反）に係る道路
交通法１０８条の３４の規定に基づく通知が１
年間で３件に達したことを端緒として、平成２９
年１０月１７日に監査を実施。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）

1

1

貨物自動車運送事業
法第１７条第４項

20171026 三原運送有限会社
岡山県笠岡市有田２７０７ 本社営業所
法人番号（７２６０００２ －１
０２５４５０）
代表者熊谷久郎

岡山県笠岡市有田２７０７ 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
－１
（７０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成２９
年３月１７日に監査を実施。７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）健康状態の把握義
務違反（安全規則第３条第６項）（３）点呼の実
施義務違反（安全規則第７条第１項及び第２
項）（４）点呼の記録事項義務違反（安全規則
第７条第５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）運転
者に対する指導監督違反（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
義務違反（安全規則第１０条第１項）

13

7

20171026 岡山県貨物運送株式 岡山県岡山市北区清心町 福山支店
会社
４－３１
法人番号（４２６０００１
００１００１）
代表者遠藤俊夫

広島県福山市明神町１－
１４－４０

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成２９
年８月３日及び同年９月２０日に監査を実施。
４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
（以下安全規則）第７条第５項）（２）点呼の記
載事項義務違反（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）運転者に対する指導監督
違反（安全規則第１０条第１項）

3

0

20171027 株式会社維新運輸
山口県下関市菊川町吉賀 菊川営業所
法人番号（３２５０００１ １３７７－３
０１３２４６）
代表者江畑剛

山口県下関市菊川町吉賀 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業 情報提供を端緒として、平成２９年２月１６日及
１３７７－３
（７０日車）及び文書警 法第９条第１項及び第 び同年２月２０日に監査を実施。４件の違反が
告
１７条第４項
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）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条第１項及び第２項）（３）点呼の記録
の不実記載（安全規則第７条第５項）（４）乗務
等の記録の記載事項義務違反（安全規則第８
条第１項）

7

7

20171031 有限会社大前運輸
岡山県美作市豊野３９６
法人番号（５２６０００２
０３０３６１）
代表者大前英幸

岡山県美作市川北字下丸 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業
尾１２０８番地７
（２０日車）及び文書警 法第１７条第１項及び
告
第４項

2

2

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

死亡事故を惹起したことを端緒として、平成２９
年１月１３日に監査を実施。７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）点呼の記録事項義務違反（安全規則第７
条第５項）（４）乗務等の記録の記載事項義務
違反（安全規則第８条第１項）（５）運行記録計
による記録保存義務違反（安全規則第９条）
（６）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）（７）運転者に対する指導
監督の記載事項義務違反（安全規則第１０条
第１項）

