
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
20221101 有限会社　Ｔ・Ｕ・Ｓ（法人番号

8021002061582）代表者：田代
学

神奈川県足柄上郡松田町
松田庶子１２３７

本社 神奈川県足柄上郡大井町
金子１０７０－１　エバーグ
リーンシマダＣ－２０１

事業停止（30日間）、輸送
施設の使用停止（20日車）

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4年2月3日及び同年3月2日、監査を実
施。5件の違反が認められた。(1)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）、(2)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）、(3)名義貸し（貨物自動車運送事業法第27条第1項）、(4)報告
義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）、(5)自動車に関する表示義務違反（道路
運送法第95条）

32 32

20221101 株式会社　櫻商会（法人番号
8010801004554）代表者：森岡
洋一

東京都大田区京浜島２－
１４－１１

本社 東京都大田区京浜島２－１
４－１１

輸送施設の使用停止（165
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4年4月20日、同年4月26
及び同年5月11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)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送
安全規則第8条）、(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)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）、(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、道路運送車両法第48条）、(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）

17 17

20221101 株式会社　飯島企画（法人番
号2011801019457）代表者：飯
島　良之

東京都葛飾区宝町１－９
－１３

本社 東京都葛飾区宝町１－９－
１３

輸送施設の使用停止（160
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旨の情報を端緒として、令和4年4月14日及び同年4月21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)点呼記録の改ざん（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗
務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、(5)乗務等記録の
改ざん（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8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)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）

16 16

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和４年１１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４年１１月分）

20221101 群馬自工　有限会社（法人番
号8070002034288）代表者：須
永　重男

群馬県邑楽郡明和町大輪
２１１１

群馬自工有限
会社

群馬県邑楽郡明和町大輪２
１１１

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

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年6月9日、監査を実施。3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等（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）

3 3

20221101 株式会社　繁丸商事（法人番
号9012701009095）代表者：繁
田　世紀

東京都練馬区西大泉２－
１３－１４

新座 埼玉県新座市野火止２－６
－２６

輸送施設の使用停止（20
日車）

貨物自動車運送事業法第
24条の4、貨物自動車運
送事業法施行規則第14条
第2号

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4年5月19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)点呼記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第
5項）、(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)整備管理者の選任届出違反（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）、(6)運行管理者の選任届出違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第19条）、(7)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車
運送事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

2 2

20221107 株式会社　黒姫（法人番号
3011801007411）代表者：渡邉
明彦

東京都足立区入谷３－９
－１８

本社 東京都足立区入谷３－９－
１８

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4年8月10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



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４年１１月分）

20221108 有限会社　住商（法人番号
2030002089291）代表者：住安
健一

埼玉県吉川市美南２－８
－１０

本社 埼玉県吉川市美南２－８－
１０

輸送施設の使用停止（90
日車）

貨物自動車運送事業法第
24条の4、貨物自動車運
送事業法施行規則第14条
第2号

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4年4月20日及び同年4
月28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)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)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8
条）、(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)
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)事業の適確な遂行に係る遵守事項のうち社会保険等未加入（貨物自動車運送
事業法第24条の4、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第2号）

9 9

20221108 有限会社　伊藤商事（法人番
号6030002051677）代表者：伊
藤　新一

埼玉県三郷市高州２－３７
０－１

本社 埼玉県三郷市高州２－３７０
－１

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

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4年6月3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)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)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）、(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）

6 6

20221108 橋本輸送　株式会社　（法人
番号1011801033789）代表者：
橋本　和美

東京都足立区舎人５－９
－２

本社 東京都足立区舎人５－９－
２

輸送施設の使用停止（60
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月19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）

6 6



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４年１１月分）

20221108 株式会社　アスカ運送（法人
番号2011801005647）代表者：
鈴木　良一

東京都足立区鹿浜８－２２
－５

本社 東京都足立区鹿浜８－２２
－５

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

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年8月16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

20221108 株式会社　デイライン　（法人
番号7010401074726）代表者：
岩井　浩

埼玉県狭山市新狭山１－
５－１１

岩槻 埼玉県さいたま市岩槻区城
南１－１－６３

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4年8月19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

20221122 関東興業　株式会社（法人番
号4050001043774）代表者：鈴
木　義和

茨城県下妻市大木６８３－
１

本社 茨城県下妻市大木６８３－１ 輸送施設の使用停止（285
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条第5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20日、令和3年3月5日、同年3
月26日及び同年6月11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)点呼記録の不実記載（貨物自動車運送事業輸送安
全規則第7条第5項）、(5)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第8条）、(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)運転者台帳の作成義務違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第9条の5第1
項）、(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)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）、(10)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）、(11)不正改造車両（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41条）、(12)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、道路運送車両法第48条）、(13)整備管理者の変更届出違反（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）、(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)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

29 29



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４年１１月分）

20221122 永進運輸　株式会社（法人番
号7050001014376）代表者：永
井　富夫

茨城県坂東市小山１９－１ 本社 茨城県坂東市小山１９－１ 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6項

労働局からの通報を端緒として、令和4年5月18日、監査を実施。2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）

2 2

20221124 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
－３３－８

茨城 茨城県坂東市沓掛５７３８－
１

許可の取り消し 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条第5項

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4年3月15
日、同年4月25日及び同年5月20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)点呼記録の不実記載（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、(4)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車
運送事業輸送安全規則第8条）、(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)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)事業計画事前届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）、
(9)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

84 24

20221129 株式会社　義建（法人番号
1011701010079）代表者：新岡
幸紀

東京都江戸川区春江町２
－１２－６

本社 東京都江戸川区春江町２－
１２－６

輸送施設の使用停止（80
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和４年8月23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）

11 8



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４年１１月分）

20221129 泰洋トランスポート　株式会社
（法人番号6060001027345）代
表者：大塚　泰貴

栃木県日光市木和田島３
０３６－２８－１０１

本社 栃木県日光市木和田島３０
３６－２８－１０１

輸送施設の使用停止（70
日車）

貨物自動車運送事業法第
24条の4、貨物自動車運
送事業法施行規則第14条
第3号

法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として、令和4年4月12日及び同年5月13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)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)乗務等記録の記載事項違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条）、
(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)運行
記録計による記録の保存義務違反（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)日常点
検の実施違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条の2、道路運送車両法第47条の
2）、(8)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）、
(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)事業の適確な遂
行に係る遵守事項のうち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、貨物自動車運送事業法施行規則第14条第3号）、(11)報告義務違反（貨物自
動車運送事業法第60条第1項）、(12)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

7 7

20221129 三成工業　株式会社（法人番
号8011601002649）代表者：橋
本　賢一

東京都練馬区富士見台４
－２９－８

本社 東京都練馬区富士見台４－
２９－８

輸送施設の使用停止（50
日車）

貨物自動車運送事業法第
17条第3項

公安委員会からの通知を端緒として、令和4年7月11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）

5 5

20221129 第三運輸倉庫　株式会社（法
人番号8011701004677）代表
者：勝田　修

東京都江戸川区平井７－
２－２０

本社 東京都江戸川区平井７－２
－２０

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4年5月27日及び同年6
月3日、監査を実施。4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)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、道路運送車両法第48条）、(3)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）、(4)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）

2 2

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。


