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の年月日
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事業者
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政処分の
点数

20211005 株式会社　群馬ドリーム（法人
番号3070001014196）代表者：
石川　伸二

群馬県佐波郡玉村町箱石
３５８－１

本社 群馬県佐波郡玉村町大字
箱石３５８－１４

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11月12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）
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）運行指
示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（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）

4 4

20211005 横嶋建材　株式会社（法人番
号1060001009091）代表者：横
嶋　憲男

栃木県日光市土沢５５１－
３１

本社 栃木県日光市土沢５５１－３
１

輸送施設の使用停止（95
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3年1月8日及び同年2月16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）

10 10

20211005 有限会社　岩瀬衛生社（法人
番号2050002044055）代表者：
平沢　勝美

茨城県桜川市犬田１０３５
－１

本社 茨城県桜川市犬田１２９２－
１

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9条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月17日、監査を実施。7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）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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7

20211005 株式会社　ＭＲサービス（法人
番号9070001033042）代表者：
石原　良一

群馬県太田市藪塚町２１７
５－２１２

本社 群馬県太田市藪塚町２１７５
－２１２

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7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月5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（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）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）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）報告義務違反（貨物自動車運送事
業法第60条第1項）

6 6

20211005 代々城運送　株式会社（法人
番号4050001021986）代表者：
代々城　正

茨城県鉾田市串挽３１７－
７

本社 茨城県鉾田市串挽３１７－７ 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7条

死亡事故を引き起こしたことを端緒として、令和3年2月16日、監査を実施。8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）事故惹起運転者
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）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）

3 3

20211005 Gライン　有限会社　（法人番
号4070002007545）代表者：森
下　さと子

群馬県前橋市富士見町時
沢２８５１－１

本社 群馬県前橋市富士見町時
沢２８５１－１

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7条

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和3年2月18日、監査を実施。4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）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）、（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）

2 2

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３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
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貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年１０月分）

20211005 株式会社　盛商（法人番号
8060001006124）代表者：碓氷
重光

栃木県さくら市金枝９７０
－３

本社 栃木県さくら市金枝９７０－
４

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3年3月5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）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）、（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）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）、（９）
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）報告義務違反（貨物
自動車運送事業法第60条第1項）

9 9

20211005 株式会社　エフ・ケー・ティーラ
イン（法人番号
9010801016813）代表者：千葉
和博

神奈川県大和市上草柳１
９６－８

相模 神奈川県大和市上草柳１９
６－８

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3条第4項

労働局からの通報を端緒として、令和2年12月16日及び令和3年4月12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）

3 3

20211005 石原運送　有限会社（法人番
号9070002020072）代表者：石
原　博幸

群馬県伊勢崎市香林町２
－１０１３－２

本社 群馬県伊勢崎市香林町２－
１０１３－２

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

救護措置義務違反を伴う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2月9日、同年3月24日及び同年4月9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）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 5

20211012 株式会社　アサクラ（法人番号
1030001080599）代表者：東海
林　茂

埼玉県川口市西川口６－
１４－３０

本店 埼玉県川口市西川口６－１
４－３０

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7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3年3月24日及び同年3
月26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）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）

2 2

20211012 株式会社　スワロー輸送（法
人番号5011701004333）代表
者：藤川　守

東京都江戸川区中葛西３
－２９－１

千葉 千葉県船橋市高瀬町４１－
３

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条第4項

法令違反の疑いがあることを端緒として、令和3年4月12日及び同年4月19日、監査を実
施。5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）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）

7 7

20211012 株式会社　広大（法人番号
8050001008526）代表者：菅谷
弘幸

茨城県水戸市東前１－２０
２

本社 茨城県水戸市東前１－２０２ 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

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4月14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）運行指
示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（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）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）、（９）自動車に関する表示義
務違反（道路運送法第95条）

5 5



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
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貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和３年１０月分）

20211019 松本産業輸送　株式会社（法
人番号2020001008063）代表
者：松本　厚

神奈川県横浜市戸塚区名
瀬町１９８０

本社 神奈川県横浜市戸塚区名
瀬町１８０２－３

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

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1日、監査を実施。5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）、
（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）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）、
（５）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 2

20211019 大栄物流サービス　有限会社
（法人番号8070002031871）代
表者：坂上　薫

群馬県邑楽郡大泉町城之
内五丁目１５番８号

本社 群馬県邑楽郡大泉町城之
内五丁目１５番８号

輸送施設の使用停止（240
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3年4月8日、監査を実施。11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
指示書の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の3）、（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）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）無車検運
行（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58条第1項）、（９）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）、（１０）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）、（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）

24 24

20211025 トランコムＤＳ　株式会社（法人
番号6180001059161）代表者：
松葉　純也

愛知県名古屋市東区葵１
丁目１９番３０号

海老名センター 神奈川県海老名市上今泉５
－２７－４５

事業停止（7日間）、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22条

無免許運転の下命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年11日、
監査を実施。2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）、（２）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）

1 1

20211025 株式会社　セブンピースロジス
ティック（法人番号
5021001031738）代表者：林
誠

東京都品川区勝島１－３
－４９加瀬ビル１１６　７Ｆ

埼玉 埼玉県さいたま市岩槻区上
野６丁目１１－２２

事業停止（60日間）、輸送
施設の使用停止（20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21日、同年11月5日及び同年12月
11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（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）、（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）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1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）

62 62

20211029 株式会社　永友（法人番号
9010601039205）代表者：福田
正己

東京都江戸川区南葛西６
丁目３３－８

茨城 茨城県坂東市沓掛５７３８－
１

事業停止（茨城営業所33
日間、東京本社営業所3
日間）、輸送施設の使用
停止274日車（茨城営業
所）、輸送の安全確保命
令

貨物自動車運送事業法第
27条第1項

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和元年10月2日、同年12月16日、令和2
年1月17日、同年2月7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）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）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）、（４）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）、（５）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）、（６）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）、（７）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）、（８）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）、（９）運行指示書の記載事項違反（貨物自動車運送事業
輸送安全規則第9条の3）、（１０）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）、（１１）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）、（１２）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）、（１３）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）、（１４）名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、（１５）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）、（１６）報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）

60 60

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。


