
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

左記の行
政処分の
点数

20201006 上成運輸　有限会社（法人
番号5030002100708）　代
表者上村　昭成

埼玉県川口市安行原１
９０３－２

本社 埼玉県川口市安行原１９
０３－２

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条の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月28日、監査を実施。16
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）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3条の2）,（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3条の4）,（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）事業計画（営
業所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）,（14）事業計画
（主たる事務所の位置）事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）,（15）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）,（16）運賃及び料金の未届
出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

22 22

20201006 有限会社　寿商事（法人番
号8050002043712）　代表
者織井　正寿

茨城県筑西市藤ヶ谷１
３４６－９

本社 茨城県筑西市辻１５１４ 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、令和2年1月21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）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）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）,（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）

4 4

20201006 みやび運輸　株式会社（法
人番号6040001030301）
代表者東本　利秋

千葉県市川市福栄３－
１９－１

本社 千葉県市川市福栄３－１
９－１－１０６

輸送施設の使用停止
（255日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条の2

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年12月12日及び令和2年1
月21日、監査を実施。18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（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3条の2）,（9）点
検整備記録簿の保存義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2）,
（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3条
の4）,（11）運行管理者に対する指導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第22条）,（12）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）,（13）運行管理者の解任届出違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第19条）,（14）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）,（15）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）,（16）報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）,（17）運賃及び料
金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）,（18）自動車に関する表示
義務違反（道路運送法第95条）

26 26

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１０月分）



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

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１０月分）

20201006 岩本運輸　株式会社（法人
番号2010801001169）　代
表者岩本　和男

東京都大田区東糀谷５
－４－１５

本店 東京都大田区東糀谷５－
４－１５

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年8月14日及び令和2年3
月25日、監査を実施。5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）,（2）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）,（3）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）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）,（5）報告義務違反（貨物自動車
運送事業報告規則第2条）

5 5

20201006 有限会社　オーケーサービ
ス（法人番号
2070002034203）　代表者
小川　正浩

群馬県館林市上三林町
２４２６番地３

明和 群馬県邑楽郡明和町南
大島１５１６

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、令和2年8月25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

20201008 株式会社　金子流通サービ
ス（法人番号
2040001064138）　代表者
一鍬田　裕実

千葉県香取市佐原二６
２７４

本社 千葉県香取市佐原二６２
７４

事業停止（60日間）、輸
送施設の使用停止（90
日車）

貨物自動車運送事業法
第18条第1項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月5日、9月6日、9月11日、12
月16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）乗務等の記録事項違反（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）
整備管理者の選任違反（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50条第1項）,（9）運行管理者の選任違反（貨物自動車運送事業法第18
条第1項）,（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）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）,（12）自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

69 69

20201008 株式会社　金子運輸流通
倉庫（法人番号
7040001063507）　代表者
一鍬田　裕美

千葉県香取市佐原二６
２７４

本社 千葉県香取市佐原二６２
７４

事業停止（６0日間）、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

　法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査
を実施。本社営業所について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）乗務等の記録事項違反（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）整備管理者の選任違反
（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50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）
　法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16日、監査
を実施。旧茨城営業所について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）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）整備管理者の選任
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50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）

65 65



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

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１０月分）

20201008 株式会社　ミユキ（法人番
号3040001063691）　代表
者金子　壽子

千葉県香取市佐原二１
３８０

本社 千葉県香取市佐原二６２
７３

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条第5項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和元年9月11日及び12月16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）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）点呼の記録の改ざん・不実記載（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条第5項）,（4）乗務等の記録事項違反（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）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）,（7）自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

8 8

20201013 株式会社　関東システム
サービス（法人番号
9030001038078）　代表者
柴田　康夫

埼玉県八潮市木曽根５
５９番５

本社 埼玉県八潮市木曽根５５
９－５

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7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和2年1月23日、監査を実施。12
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（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1項）,（5）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）,（6）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）,（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3条の2）,（8）運行管理者に対する指
導及び監督違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第22条）,（9）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）,（10）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）,（11）
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）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）

12 12

20201013 常南通運　株式会社（法人
番号6040001065768）　代
表者岡野　哲也

千葉県柏市豊四季２５
０番地６

柏支店 千葉県柏市豊四季２５０
番地６

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10条第2
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、令和2年1月29日、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
事業輸送安全規則第7条第5項）,（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）（3）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）

2 2

20201013 高田運輸　株式会社（法人
番号2050001035047）　代
表者白岩　幸一

茨城県笠間市押辺字皿
久保２２６８－１

本社 茨城県笠間市押辺字皿
久保２２６８－１

輸送施設の使用停止
（100日車）

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、令和元年8月8日及
び同年9月17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）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）点呼の記録の改ざん・不実
記載（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）,（4）乗務等の記録事項違
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）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）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）

10 10

20201013 ライゼスト　株式会社（法人
番号7090001013184）　代
表者石和　嘉幸

山梨県中央市中楯１２
３５

本社 山梨県中央市中楯１２３
５

文書警告 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、令和2年8月27日、監査を実施。4
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）点呼の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項）,（3）乗務等の記録事項違反（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第8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3条の2）

0 0



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

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１０月分）

20201019 環境通信輸送　株式会社
（法人番号3010801021694）
代表者清水　健一郎

埼玉県さいたま市大宮
区下町２－６１

埼玉物流 埼玉県行田市若小玉１２
０６－１

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、令和2年8月7日、監
査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項違反（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）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3条の2）

0 0

20201026 有限会社　廣井運送（法人
番号8012402020583）　代
表者廣井　満里奈

東京都三鷹市新川２－
１４－３３

本社 東京都三鷹市新川２－１
４－３３

事業停止（30日間）、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18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10月18日及び令和元年
6月25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）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）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）運行管理者の選任違反（貨
物自動車運送事業法第18条第1項）,（8）運行管理者の解任届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）

33 33

20201027 有限会社　正和運輸（法人
番号5050002043541）　代
表者小島　勝利

茨城県筑西市宮後２１
５８－１３

本社 茨城県筑西市宮後２１５
８－１３

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条の4

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年1月23日及び同年2月18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）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）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）事業計画事後届出違反（貨物自動車
運送事業法第9条第3項）

7 7

20201027 株式会社　テクノトランス
サービス（法人番号
9030001096596）　代表者
髙橋　洋平

埼玉県三郷市南蓮沼５
８９－１

本社 埼玉県三郷市南蓮沼５８
９－１

輸送施設の使用停止
（150日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第9条

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、令和元年9月13
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）過積載運送（貨物自動車運送事
業法第17条第3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の改ざん・不実記録（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）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）運賃及び料金の未届出（貨物自動車運送事業報告規則第2
条の2）

15 15

20201027 株式会社　山紀（法人番号
4021001015741）　代表者
佐藤　勝利

神奈川県相模原市中央
区上溝４３番地

埼玉 埼玉県久喜市北青柳１４
３３－１

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

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、令和2年1
月10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



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

左記の行
政処分の
点数

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和２年１０月分）

20201027 長谷川システム輸送　株式
会社（法人番号
7030001037156）　代表者
長谷川　三男

埼玉県三郷市彦川戸１
－１６３

本社 埼玉県三郷市彦川戸１－
１６３

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、令和2年1月17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等（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）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3条の2）,（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）

4 4

20201027 あすか運送　有限会社（法
人番号5030002040458）
代表者細田　昭久

埼玉県南埼玉郡菖蒲町
三箇２２９９－２

本社 埼玉県南埼玉郡菖蒲町
三箇２２９９－２

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、令和2年1月15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）乗務等の記録事項違反（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）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）運賃及び料金の未届出（貨物自動
車運送事業報告規則第2条の2）

4 4

20201027 エクスプレス勝運　有限会
社（法人番号
2070002033114）　代表者
鈴木　誠

群馬県館林市上三林町
４４－１

本社 群馬県館林市上三林町
字谷中４４－１

輸送施設の使用停止
（140日車）

貨物自動車運送事業輸
送安全規則第3条第6項

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年2月14日及び同年5月28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）乗務等の記録事項違反（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）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）事業計画事前届出
違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

14 14

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。


