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情　　報

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
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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

20210706 有限会社　キョートー（法人番
号4090002010729）代表者：古
屋　宝

山梨県山梨市万力１０９９ 甲府 山梨県甲府市東下条町２８
８

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9条

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、令和2年10月
20日、監査を実施。7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）、（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）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）、（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）
報告義務違反（貨物自動車運送事業報告規則第2条）（７）自動車に関する表示義務違反
（道路運送法第95条）

6 6

20210706 磐双サービス物流　有限会社
（法人番号6030002067137）代
表者：高木　松善

埼玉県加須市平永４７０ 本社 埼玉県新座市大和田１－２
２－８

輸送施設の使用停止（285
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9月28日及び同年10月19日、監査
を実施。17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）アルコール検知器備え義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条
第4項）、（５）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）、
（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
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）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）、（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3条の2）、（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）事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１４）事業計画事後
届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、（１５）事業の適確な遂行に係る遵守事項
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24条の4）、（１６）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、（１７）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）

29 29

20210706 ゴールド　有限会社（法人番号
9030002027848）代表者：佐々
木　正勝

埼玉県戸田市笹目５－９
－２４

本社 埼玉県戸田市笹目５－１０
－５

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3条第6項

労働局からの通報を端緒として、令和2年10月30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）事業の適確な遂行に係る
遵守事項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24条の4）

8 8

20210706 ピアノ運送　株式会社（法人番
号3010401025030）代表者：花
井　宏眞

東京都港区芝公園１－２
－９

埼玉 埼玉県戸田市新曽字柳原３
６９

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9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、令和2年11月17日及び同年
12月22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）、（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）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）

1 1

20210706 ベストエクスプレス　株式会社
（法人番号9040001044769）代
表者：野尻　孝二

千葉県成田市本三里塚１
００１－１２７２

本社 千葉県成田市本三里塚１０
０１－１２７２

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

酒酔い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12月9日及び同年
12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）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等（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）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）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年７月分）
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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３年７月分）

20210706 有限会社　湯浅商会（法人番
号7011802019996）代表者：湯
浅　一志

東京都足立区加平２－４
－７

茨城 茨城県那珂郡東海村東海２
－１－１８

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、令和元年12月10日及び令和2年1月22日、
監査を実施。14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）運行指示書の記載事項義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の
3）、（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）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）整備管理者の選任（変更）未届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第3条の2、道路運送車両法第52条）、（１１）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）、（１２）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第19条）、（１３）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）、（１４）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

20210712 株式会社　埼玉磐根（法人番
号8030001074909）代表者：荒
木　由紀子

東京都練馬区中村北４－
２０－１４ＭＭビル６Ｆ（旧：
埼玉県川口市領家３－７
－２）

本社 埼玉県川口市緑町８－２４ 事業停止（3日間）、輸送
施設の使用停止（213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11月21日及び同年12月24日、監
査を実施。15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）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3条の2）、（１０）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）、（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）、（１
２）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）、（１３）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）、（１４）報告義務違反（貨物自動車運送事業
報告規則第2条）、（１５）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）

32 32

20210713 有限会社　桑商（法人番号
4050002004569）代表者：桑名
正人

茨城県水戸市鯉淵町１６６
６－５

本社 茨城県水戸市鯉淵町１６６６
－５

輸送施設の使用停止（200
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

労働局からの通報を端緒として、令和2年7月9日、同年7月17日及び同年7月27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）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）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）乗務等の記録の改ざん・不実記載（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）、（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）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）

20 20

20210713 株式会社　梅里物流サービス
（法人番号3050001014743）代
表者：中田　剛

茨城県坂東市沓掛２０００
－１

本社 茨城県つくば市真瀬字西原
１５１２－３

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、令和2年9月17日及び同年10
月15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）乗務等の記録の改ざん・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等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10
条第1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）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 12
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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３年７月分）

20210713 株式会社　新星運輸（法人番
号8070001010389）代表者：瀧
野　直樹

群馬県高崎市箕郷町柏木
沢１９７１－１２

本社 群馬県高崎市箕郷町柏木
沢１９７１－１２

輸送施設の使用停止（230
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

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、令和元年9月
13日及び令和2年7月9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）乗務等の記録の改ざん・不実記載（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）、（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）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）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）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）

23 23

20210713 山坂梱包　株式会社（法人番
号9090001003209）代表者：山
坂　昭二

山梨県中巨摩郡昭和町築
地新居１５９０－１

本社 山梨県中巨摩郡昭和町築
地新居字大神１５９０－１

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7条

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和2年10月16日及び同年10月26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）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）
乗務等の記録の改ざん・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）運行管
理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19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）

17 17

20210713 有限会社　積善山（法人番号
9040002069443）代表者：原
秀光

千葉県袖ケ浦市長浦駅前
２－２－９

本社 千葉県袖ケ浦市長浦駅前２
－２－９

輸送施設の使用停止（200
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

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9月28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）乗務等の記録の改ざん・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）損害賠償
の支払い能力確保義務違反（貨物自動車運送事業法第24条の4）

20 20

20210713 有限会社　トモエ商事（法人番
号1013102002977）代表者：阿
南　哲也

東京都西多摩郡瑞穂町長
岡３－１０－３

本社 東京都西多摩郡瑞穂町長
岡３－１０－３

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

救護措置義務違反・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10月29日及び同年11月25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）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）、（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）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）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）、（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）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）

26 26

20210713 ＯＴＡＢＥ商事　株式会社（法人
番号6011801033446）代表者：
小田部　博

東京都足立区梅島１－３１
－１１

本社 東京都足立区梅島１－３１
－１１

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6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11月5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）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）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）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）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）報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

6 6
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20210713 有限会社　北斗運輸（法人番
号2030002094688）代表者：鄙
里　晃

埼玉県坂戸市北大塚８６６
－５

本社 埼玉県坂戸市北大塚字中
里前８６６－５

輸送施設の使用停止（190
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第9条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和2年8月17日及び同年9月25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）乗務等の記録の改ざん・不実記載（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）、（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）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）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）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 19

20210713 株式会社　サントス（法人番号
2013401006488）代表者：山本
秋彦

東京都多摩市関戸６－４
－１２

岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区大
字浮谷字石神６７６－４

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3年5月28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

20210713 株式会社　ホームエネルギー
首都圏（法人番号
3030001007690）代表者：釜田
真吾

埼玉県さいたま市中央区
下落合１０７１－２

川越センター 埼玉県川越市的場字東下
川原１７３５－１

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、令和3年5月14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

20210720 株式会社　大地（法人番号
2050001022557）代表者：根本
綾子

茨城県潮来市日の出７－
３－１５

本社 茨城県潮来市日の出７－３
－１５

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条第5項

酒気帯び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7月22日、同年8
月24日、及び同年9月14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）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）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）、（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等（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第10条第1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）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
業の適確な遂行に係る遵守事項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24条の4）

12 12

20210720 田村運送　有限会社（法人番
号5030002104873）代表者：田
村　幸三

埼玉県川口市元郷２－１５
－２－４０５　エルザタワー
３２

本社 東京都板橋区小茂根５－７
－２

輸送施設の使用停止（160
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3条第6項

酒気帯び運転・救護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
10月2日及び同年10月26日、監査を実施。10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・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）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）、（８）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）、（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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項）

16 16

20210720 大山輸倉　株式会社（法人番
号8040001059108）代表者：髙
地　俊之

千葉県茂原市長尾２２２７ 本社 千葉県茂原市長尾２２３２ 輸送施設の使用停止（10
日車）

貨物自動車運送事業法第
9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9月3日、監査を実
施。7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）、（３）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）、（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）、（７）報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

1 1
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20210720 諸田重機　株式会社（法人番
号1020001001093）代表者：諸
田　孝治

神奈川県横浜市泉区弥生
台１７－１０

本社 神奈川県横浜市泉区弥生
台１７－１０

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12月11日及び令和3年1月5日、監
査を実施。7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）、（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）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）、（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）

4 4

20210720 常陽運送　株式会社（法人番
号6050001009179）代表者：鶴
田　賢司

茨城県かすみがうら市下
稲吉字向原１６７６－１

本社 茨城県かすみがうら市下稲
吉字向原１６７６－１

輸送施設の使用停止（90
日車）

貨物自動車運送事業輸送
安全規則第3条第4項

酒気帯び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10月21日、同年
10月30日、及び令和3年2月8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3条の2）、（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3条の4）、（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）
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20210720 株式会社　田中ベンディング
（法人番号7011701009966）代
表者：田中　喜三郎

東京都江戸川区北小岩４
－７－６

本社 東京都江戸川区北小岩４－
７－６

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12月17日及び令和3年3月22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）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）、（６）運行管理者の選任（解任）届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第19条）
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20210720 株式会社　エンドレス（法人番
号1020001053184）代表者：田
山　雄一

神奈川県横浜市鶴見区上
末吉５－１３－１７

本社 神奈川県横浜市鶴見区上
末吉５－１３－１７

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、令和3年5月27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

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。
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