
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

20230111 株式会社　日光總運　（法人
番号9140001086090）代表者：
天野　博之

兵庫県南あわじ市福良丙
７９５－９５

千葉 千葉県木更津市潮浜２－１
－４０

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5月27日及び同年6
月2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（貨物自動車運送事業輸送安全
規則第7条第1～3項）、(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第1～3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)事故惹起・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）、(7)事故惹起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、道路運送車両法第48条）、(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（車庫）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（車両数）変更認可違反
（貨物自動車運送事業法第9条第1項）

17 17

20230111 城西運輸機工　株式会社（法
人番号6220001003412）代表
者：操川　一郎

石川県金沢市湊４－７０ 千葉 千葉県長生郡長柄町山之
郷字大山７５４－５８

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、道路
運送車両法第48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4年5月19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)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、道路運送車
両法第48条）

10 10

20230111 株式会社　彩花（法人番号
4012702008646）代表者：武田
豊

東京都清瀬市松山２－６
－４５　神戸１号

東村山 東京都東村山市青葉町２－
２８－５

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2、道路
運送車両法第48条

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17日及び同年7月1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)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)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、道路運送車両法第48条）、(6)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）、(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

貨物自動車運送事業者行政処分状況（令和５年１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５年１月分）

20230111 株式会社　萩原運輸（法人番
号6040002083785）代表者：根
本　勝雄

千葉県成田市多良貝２４５
－２７８

本社 千葉県成田市多良貝２４５
－２７８

輸送施設の使用停止（60
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4年6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)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）、(7)
事故惹起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 6

20230111 株式会社　Ｋライン（法人番号
4290001031565）代表者：山田
普

滋賀県長浜市山階町６５
－８

茨城 茨城県神栖市居切１３８０－
５

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

労働局からの通報を端緒として、令和4年6月15日及び同年7月4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
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第1～3項）、(4)
運転者に対する指導監督の記録義務違反等（貨物自動車運送事業輸送安全規則第10条
第1項）

2 2

20230111 西濃エキスプレス　株式会社
（法人番号1200001014903）代
表者：坂　康教

岐阜県安八郡輪之内町楡
俣新田字中代２５３－１

入間 埼玉県入間市大字花ノ木小
字塚場３０９－２

文書警告 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8月24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）

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５年１月分）

20230111 株式会社　シーエックスカーゴ
（法人番号4030001042118）代
表者：佐藤　豊

埼玉県桶川市赤堀１－５ 関東配送セン
ター所沢事業所

埼玉県所沢市東所沢５－１
５－９

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4年9月2日、監査を実
施。2件の違反が認められた。(1)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）、(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）

0 0

20230113 有限会社　峯成（法人番号
1010802013008）代表者：五十
川　敏美

神奈川県横浜市鶴見区栄
町通２－１２－１

本店 神奈川県横浜市鶴見区栄
町通２－１２－１

事業停止（7日間）、輸送
施設の使用停止（351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条の2、道路
運送車両法第48条

行政処分を受けたにも関わらず改善が認められないことを端緒として、令和3年7月27日、
同年10月12日、同年11月12日及び令和4年3月29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条第1～3項）、(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）、(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)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）、(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、道路運送車両法第49条）、(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
習受講義務違反等（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)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1
項、貨物自動車運送事業報告規則第2条）、(15)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第
60条第1項、貨物自動車運送事業報告規則第2条の2）

40 40

20230117 有限会社　創建興業（法人番
号5060002036569）代表者：飯
島康司

栃木県足利市利保町２－
１９－１３

本社 栃木県足利市利保町２－１
９－１３

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条第4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6月17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（貨物自動車運送事業輸送安全規
則第7条第1～3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（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)事故惹起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)報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

7 7



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５年１月分）

20230117 東京富永商事　株式会社（法
人番号3040001005223）代表
者：富永　英史

千葉県千葉市稲毛区六方
町１３０－６

本社 千葉県八街市沖字西沖１５
１５

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4年6月27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（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第10条第1項）、(2)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）、(3)事故惹起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)報告義務違反（貨物自動車運送
事業法第60条第1項）

1 1

20230124 株式会社　光星運輸（法人番
号2011801001423）代表者：大
森　哲也

東京都足立区花畑４－３９
－２１－４０２

本社 東京都足立区花畑４－３９
－２１－４０２

輸送施設の使用停止（205
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3月22日及び同年3月29日、監査を
実施。13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、道路運送車両法第48
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)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）

21 21

20230124 有限会社　あさみ通商（法人
番号9070002020601）代表者：
浅見　裕幸

群馬県佐波郡玉村町大字
樋越２２６－４

本社 群馬県佐波郡玉村町大字
板井９９６－２１

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

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19日及び同年4月28日、監査を
実施。14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・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、道路運送車両法第48条）、(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)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)事業計画（車庫・休憩睡眠施設）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（車両数）の変更認可違反（貨物自
動車運送事業法第9条第1項）、(12)事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9
条第3項）、(13)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）、(14)報告義務違
反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

17 17



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５年１月分）

20230124 有限会社　丸中物流栃木（法
人番号6060002020951）代表
者：米島　英之

栃木県鹿沼市茂呂２２２－
６

本社 栃木県鹿沼市茂呂２２２－６ 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7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）、(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）

2 2

20230124 有限会社　さかもと企画サー
ビス（法人番号
6040002094519）代表者：坂本
孝二

千葉県流山市大字平方１
８２－１

袖ヶ浦 千葉県袖ヶ浦市奈良輪２５５
４－１９

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
34条第1項

令和元年9月25日付け輸送施設の使用停止及び附帯命令書により、指定した事業用自動
車2両の自動車検査証の返納及び自動車登録番号標の領置を命じたにもかかわらず、当
該命令に従わなかったもの。(1)自動車検査証の返納命令及び登録番号票領置命令違反
（貨物自動車運送事業法第34条第1項）

0 0

20230131 下村商運　株式会社（法人番
号2040001078146）代表者：下
村　ひでお

千葉県千葉市中央区出洲
港８－２

本社 千葉県千葉市中央区出洲
港８－２

輸送施設の使用停止（225
日車）

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

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4年4月19日及び同
年4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)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（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)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）、(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）

23 23



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５年１月分）

20230131 株式会社　豊永（法人番号
6190001020246）代表者：堀永
一男

三重県伊賀市猪田６２５７
－４

栃木 栃木県鹿沼市幸町２－２－
２８

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24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）

1 1

20230131 寺内　光 東京都墨田区文花３－１９
－１０

本店 東京都墨田区文花３－１９
－１０

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

20230131 川口　友貞 東京都墨田区墨田４－４１
－１８

本店 東京都墨田区墨田４－４１
－１８

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

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５年１月分）

20230131 美久羅　八郎 東京都墨田区業平橋４－
１４

本店 東京都墨田区業平橋４－１
４

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

20230131 有限会社　日帝商事（法人番
号7010602013243）代表者：橋
本　行夫

東京都墨田区横川１－２
－１

本社 東京都墨田区横川１－２－
１

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

20230131 星野運送　有限会社（法人番
号7010602005216）代表者：蓮
池　薫

東京都江東区枝川２－２７
－５

本社 東京都江戸川区篠崎町２－
１８１

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

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５年１月分）

20230131 堀越運送　有限会社（法人番
号5010602004616）代表者：堀
越　賢一

東京都江東区深川１－３
－１１

本社 東京都江東区深川１－３－
１１

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

20230131 野原運輸　株式会社（法人番
号2010601029773）代表者：野
原　誠一郎

東京都墨田区横川２－６
－２

本社 東京都江戸川区臨海町４－
２－２

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

20230131 株式会社　山形運送（法人番
号3050001025039）代表者：山
形　寛

茨城県日立市千石町２－
１６－３

本社 茨城県日立市千石町２－１
６－３

許可の取消し 貨物自動車運送事業法第
32条

所在不明であることを端緒として調査を実施したところ、事業の無届出休止・廃止が判明し
たことから、事業許可を取消したもの。(1)事業の無届出休止・廃止（貨物自動車運送事業
法第32条）

0 0

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。


