貨物自動車運送事業者行政処分状況（平成２９年１１月分）
行政処分等
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
の年月日
20171107
今井商運株式会社（法人番 埼玉県さいたま市岩槻 本社
埼玉県さいたま市岩槻区 輸送施設の使用停止

20171107

20171107

20171107

20171107

20171107

主な違反の条項

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年6

（150日車）輸送の安全 安全規則第3条第4項
確保命令

号6030001019089）代表者 区加倉５－６－１０
今井健二

加倉５－６－１０

有限会社相馬商事（法人番 栃木県那須塩原市高林 本社
号8060002022351）代表者 １１１５
相馬一男

栃木県那須塩原市高林１ 文書警告
１１５

有限会社はぐろや建材（法 栃木県宇都宮市上欠町 本社
人番号7060002007238）代 １２３１－３８２
表者石井純夫

栃木県宇都宮市上欠町１ 文書警告
２３１－３８２

有限会社山下建材（法人番 神奈川県足柄上郡松田 本社
号9021002055286）代表者 町神山１７
山下喜光

神奈川県足柄上郡松田
町神山１７

有限会社大村運輸（法人番 埼玉県草加市柿木町１ 本社
号9030002043622）代表者 ５４１－１１
大村佳毅

埼玉県草加市柿木町１５ 輸送施設の使用停止
４１－１１
（60日車）

株式会社エスペランサ（法 東京都あきる野市小峰 本社
人番号1013401007082）代 台３７－１
表者髙橋諒

東京都あきる野市小峰台 輸送施設の使用停止
３７－１（旧：東京都あき （70日車）
る野市舘谷９２－１）

違反行為の概要

事業者 営業所
点数
点数
15
15

月29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
違反（貨物自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録の改ざ
ん、不実記載違反（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
録計による記録の改ざん・不実記録違反（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）自動車に関する表示義務違反（道路運送
法第95条）、（9）事業計画に定めるところに従う義務違反（貨物自動車運送事業法
第8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）事業計画事後届出違反（貨物自動車運送事業法第9条第3項）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月20日、監査を実施。3 0
安全規則第3条第4項
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

0

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）、（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）
貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月20日、監査を実施。2 0
安全規則第7条
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

0

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）
輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年10月27日、監査を実施。2 2
安全規則第15条
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

2

事業輸送安全規則第15条）、（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）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年7月22日、監査を実施。10 6
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸

6

送安全規則第3条第6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）乗務等の記録事項義務違反（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）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15
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）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輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年10月22日、監査を実施。8 7
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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）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）、（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、道路運送車両法第48
条第1項）、（7）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）、
（8）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

20171107

20171107

20171107

20171107

20171107

有限会社小田桐運送（法人 東京都練馬区大泉学園 本社
番号4011602022286）代表 町３－６－４７
者小田桐和正

東京都練馬区大泉学園
町３－６－４７

輸送施設の使用停止
（10日車）

株式会社那須商会（法人番 東京都千代田区内幸町 本社
号8010001025236）代表者 ２丁目１番１号
那須吉宗

東京都足立区辰沼２丁目 輸送施設の使用停止
２番７号
（80日車）

株式会社榎本運輸（法人番 東京都豊島区南大塚２ 本社
号3013301002017）代表者 －１－８
榎本良和

東京都豊島区南大塚２－ 輸送施設の使用停止
１－８
（60日車）

株式会社多田自動車運輸 東京都練馬区平和台３ 本社
（法人番号9011601004207） －１－１５
代表者多田好貴

東京都練馬区平和台３－ 輸送施設の使用停止
１－１５
（60日車）

有限会社吉田運送店（法人 東京都豊島区巣鴨４－ 本社
番号7013302012829）代表 １５－４
者三上輝子

東京都豊島区巣鴨４－１ 輸送施設の使用停止
５－４
（140日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月17日、監査を実施。1
安全規則第10条第1項
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

1

1

8

8

6

6

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月12日、監査を実施。10 6
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸

6

業輸送安全規則第10条第1項）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月5日、監査を実施。9
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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）乗務等の記録事項義務違反（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）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）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15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）
貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月24日、監査を実施。8
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）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）、
（7）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）、（8）事業の
健全な発達を阻害する競争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25条第2項）

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）運行指示書による作成義務違反（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）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）事業の
健全な発達を阻害する競争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25条第2項）、（10）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輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月26日、監査を実施。11 14
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）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）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、道路運送車両法第48
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15条）、（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）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）、（11）報告義務違反（貨物自動
車運送事業法第60条第1項）

14

有限会社堀運送（法人番号 埼玉県鴻巣市屈巣３８ 本社
3030002084366）代表者堀 ８９－１
好夫

埼玉県鴻巣市屈巣３８８ 輸送施設の使用停止
９－１
（20日車）

米井運送株式会社（法人番 東京都江戸川区東小岩 北関東
号7011701008258）代表者 ５－３３－１７
米井新吾

群馬県伊勢崎市長沼町
字西河原２２２－１

株式会社マルノウチ（法人 東京都千代田区麹町４ 千葉
番号3010001029563）代表 －５
者青木信幸

千葉県千葉市美浜区新
港７４

有限会社ヤマト梱包（法人 東京都大田区南馬込４ 本社
番号3010802014986）代表 －４３－９
者佐藤美智代

神奈川県横浜市神奈川 輸送施設の使用停止
区羽沢南２－３８－１０－ （140日車）
１F（旧：東京都大田区南
馬込４－１９－２）

20171114

有限会社水口運送店（法人 東京都大田区北千束１ 本社
番号4010802013979）代表 －３６－１
者水口洋一

東京都大田区北千束１－ 輸送施設使用停止（70 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月13日、監査を実施。7 7
安全規則第3条第6項
３６－１
日車）
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第9条の3第1項）、（5）運転者に対する指導監督の記録違反（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）

7

20171114

株式会社藤本組運輸（法人 東京都江戸川区東葛西 本社
番号7011701006823）代表 ４－２３－４
者藤本哲則

東京都江戸川区東葛西４ 輸送施設使用停止（50 貨物自動車運送事業輸送 車輪脱落事故を引き起こしたことを端緒として、平成27年12月9日、監査を実施。3 5
安全規則第7条
－２３－４
日車）
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）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、道路運送車両法第48条第1項）、（3）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

20171114

株式会社東日本物流シス
テム（法人番号
5012801009131）代表者丹
野雄司

東京都西多摩郡瑞穂町 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸送
安全規則第7条
箱根ヶ崎東松原８－１３ 日車）
－４０４（旧：東京都西多
摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東
松原１６－２）

3

20171107

20171114

20171114

20171114

東京都西多摩郡瑞穂町 本社
箱根ヶ崎東松原８－１３
－４０４（旧：東京都西
多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎
東松原１６－２－１０２）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年12月14日、
安全規則第10条第1項
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（貨物

2

2

1

1

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年7月14日、監 5
安全規則第3条第4項
査を実施。1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

2

自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）、（2）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15条）

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年3月11日、監査を実施。2
安全規則第7条
件の違反が認められた。（1）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）、（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）

輸送施設の使用停止
（10日車）

車運送事業輸送安全規則第3条第4項）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月20日、監査を実施。10 14
安全規則第3条第4項
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

14

輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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）、（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）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、道路運送車両法第48条第1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15条）、（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）事業の健
全な発達を阻害する競争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25条第2項）、（10）報告義務違反（貨物自動車運送事業法第60条第1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平成28年1月21日、 3
監査を実施。2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）

株式会社エムライン（法人 東京都江戸川区東葛西 千葉
番号6011701012640）代表 ９－１－７－７０８
者上地明

千葉県袖ヶ浦市蔵波台５ 輸送施設の使用停止
－９－１－１０１
（190日車）

石原運送有限会社（法人番 群馬県前橋市天川大島 本社
号9070002000537）代表者 町２－８－７
石原晃

群馬県前橋市天川大島
町２－８－７

20171121

有限会社狩野商運（法人番 群馬県北群馬郡吉岡町 本社
号3070002026117）代表者 大字北下２７６
狩野政雄

群馬県北群馬郡吉岡町
大字北下２７６

20171021

有限会社森木重機リース 東京都杉並区宮前５－ 本社
（法人番号8011302016527） ２０－３
代表者吉田稿

千葉県船橋市習志野台２ 輸送施設の使用停止
－１６－１グランデュオ上 （50日車）
野２０２

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月30日、監査を実施。5 5
安全規則第3条第4項
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

碇運送株式会社（法人番号 東京都足立区南花畑２ 本社
6011801019453）代表者碇 －１３－１－２０５
誠吾

東京都足立区南花畑２－ 輸送施設の使用停止
１３－１－２０５
（20日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年1月13日、監 2
安全規則第3条第4項
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

20171121

20171121

20171121

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年2月20日、監査を実施。12 50
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸

19

送安全規則第3条第6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）乗務等の記録事項義務違反（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13条、道路運送車両法第48条第1項）、（6）整備管理者に対す
る権限付与義務違反（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15条）、（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）、（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）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）
輸送施設の使用停止
（100日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年1 26
安全規則第3条第6項
月15日、監査を実施。9件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨

26

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）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）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、道路
運送車両法第48条第1項）、（7）整備管理者の選任（解任）未届出違反（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52条）、（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
の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）
輸送施設使用停止（40 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月10日、監査を実施。7 4
安全規則第3条第4項
日車）
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）健康状態の把握義務違反（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）、（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）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）事業の健全な発達を阻害する競
争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25条第2項）

4

5

輸送安全規則第3条第4項）、（2）乗務時間等告示及び告示なお書き遵守違反（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）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）

車運送事業輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（3）点呼の記録事項義務違反（貨物
自動車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（4）乗務等の記録事項義務違反
（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）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

20171121

東群ネットライナー株式会 群馬県伊勢崎市三和町 本社
社（法人番号
２７３９－２
6070001014730）代表者井
田信夫

群馬県伊勢崎市三和町２ 輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月19日、監査を実施。2
安全規則第7条
７３９－２
日車）
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）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）

2

2

20171121

小林運送有限会社（法人番 東京都大田区下丸子１ 本社
号8010802005527）代表者 －５－１９
小林繁男

東京都大田区下丸子１－ 輸送施設の使用停止
５－１９
（50日車）

5

5

有限会社東和サッシ工業 東京都小平市津田町２ 本社
（法人番号7012702001292） －２２－１４
代表者青木寿弘

東京都小平市津田町２－ 輸送施設の使用停止
１５２６－３３７
（200日車）

20171121

県南陸送有限会社（法人番 群馬県佐波郡玉村町大 本社
号9070002018892）代表者 字飯倉３０５－１（旧：群
林耕治
馬県伊勢崎市美茂呂町
４１１９－１）

群馬県伊勢崎市美茂呂
町４１１９－１

20171121

株式会社コバヤシユニオン 東京都板橋区前野町３ 本社
（法人番号5011401002240） －７－４
代表者宮田美佐代

東京都板橋区前野町３－ 輸送施設の使用停止
７－４
（20日車）

20171121

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月2日、監査を実施。7
安全規則第7条
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）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）、（5）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）事
業の健全な発達を阻害する競争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25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）
貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月26日、監査を実施。10 20
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸

20

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）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、道路運送車両法第48条第1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15条）、（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）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）、（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）
輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年3月15日、監査を実施。4
安全規則第3条第4項
日車）
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）健康状態の把握義務違反（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（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第10条第1項）

2

2

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年3月11日、監 2
安全規則第3条第6項
査を実施。7件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車

2

運送事業輸送安全規則第3条第6項）、（2）点呼の記録事項義務違反（貨物自動
車運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（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
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）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）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）

20171121

株式会社エムライン（法人 東京都江戸川区東葛西 本社
番号6011701012640）代表 ９－１－７－７０８
者上地明

東京都江戸川区東葛西９ 事業の停止及び輸送施 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがあることを端緒として平成27年5月12日、監査を実施。14件の 50
－１－７－７０８
設の使用停止（事業停 安全規則第3条第4項
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
止3日間及び250日車）
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）健康状態の把握義務違反（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（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第7条）、（5）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）、（6）運行指示書による作成義務違反（貨物自動車運
送事業輸送安全規則第9条の3第1項）、（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）自動車ＮＯｘ・ＰＭ法不適合車
両使用のもの（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41
条）、（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13条、
道路運送車両法第48条第1項）、（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）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）

31

20171121

株式会社川翔プログレス 東京都港区芝浦１－４ 埼玉東(旧：芝 埼玉県越谷市大成町７－ 輸送施設使用停止（140 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年4月22日、監査を実施。10 14
安全規則第3条第6項
（法人番号9010401062159） －１芝浦ＳＦビル６階
浦）
１６４４－１－１０１（旧：東 日車）
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
代表者川嶋浩嗣
京都港区芝浦１－４－１
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
芝浦ＳＦビル６階）
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・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）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、道路運送車両法第
48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15条）、（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）

14

20171021

有限会社宮永通商（法人番 群馬県太田市高林西町 本社
号7070002031170）代表者 ５２４－２８
宮永正彦

群馬県太田市高林西町５ 輸送施設の使用停止
２４－２８
（50日車）

5

田岡運輸有限会社（法人番 千葉県千葉市美浜区浜 山武
号5040002006631）代表者 田２－３４－１
田岡宏久

千葉県山武市埴谷字内
野１５１８－５９

20171121

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月23日、監査を実施。10 5
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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（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）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、道路運送車両法第48条第1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）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）、（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）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）

輸送施設の使用停止
（30日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年7月22日、監 3
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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等（貨
物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

3

有限会社湯原運送（法人番 茨城県土浦市大字荒川 本社
号3050002012416）代表者 沖西２－１２－５
湯原宜之

茨城県土浦市大字荒川
沖西２－１２－５

株式会社新木商事（法人番 埼玉県北葛飾郡杉戸町 横浜
号3030001050773）代表者 大字本郷１９５－１
木下忠之

神奈川県横浜市金沢区
鳥浜町２－８４

20171121

栃木壬生運送有限会社（法 栃木県下都賀郡壬生町 本社
人番号8060002034470）代 元町１９－６
表者安納繁樹

栃木県下都賀郡壬生町
元町１９－６

20171121

20171121

輸送施設の使用停止
（20日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年4月26日、 2
安全規則第10条第1項
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

2

物自動車運送事業輸送安全規則第10条第1項）

0

0

輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年11月27日、監査を実施。5 2
安全規則第3条第4項
日車）
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）健康状態の把握義務違反（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）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15条）

2

ＤＣＴトランス株式会社（法 栃木県足利市山下町１ 本社
人番号6060001024961）代 ２３６－１ メゾン・ファシ
表者小島亘
ルＡ－２０３

栃木県足利市山下町１２ 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月15日、監査を実施。6 3
安全規則第3条第4項
３６－１ メゾン・ファシル 日車）
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
Ａ－２０３
輸送安全規則第3条第4項）、（2）健康状態の把握義務違反（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）、（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）事業の健全な発
達を阻害する競争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
25条第2項）

3

20171121

石原宏晃

栃木県佐野市韮川町２ 本店
７８－１

栃木県佐野市韮川町２７ 輸送施設使用停止（30 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月11日、監査を実施。5 3
安全規則第3条第4項
８－１
日車）
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）事業の健全な発達を阻害する競争の
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25条第2項）

3

20171121

有限会社鶴見建材工業（法 栃木県河内郡上三川町 本社
人番号6060002011190）代 上郷２４４１
表者鶴見富範

栃木県宇都宮市新富町４ 輸送施設使用停止（20 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月13日、監査を実施。2 2
安全規則第3条第4項
－９
日車）
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

20171121

日本機総株式会社（法人番 栃木県栃木市新井町１ 本社
号3060001025046）代表者 ０１３－１７
江田光明

栃木県栃木市新井町１０ 輸送施設使用停止（10 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月29日、監査を実施。4 1
安全規則第7条第5項
１３－１７
日車）
件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車運送事業輸
送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自動車運送事
業輸送安全規則第8条第1項）、（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）

1

20171021

文書警告

貨物自動車運送事業輸送 死亡事故を引き起こしたことを端緒として平成29年10月2日、監査を実施。5件の
安全規則第3条第4項
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）

20171121

小山聡

栃木県栃木市岩舟町下 本店
津原１１８－１４

栃木県栃木市岩舟町下
津原１１８－１４

輸送施設使用停止（50 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成27年12月10日、監査を実施。5 5
安全規則第3条第4項
日車）
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）、（5）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）

5

20171128

株式会社スタームービング 神奈川県横浜市港北区 本社
（法人番号7020001087904） 新羽町６７３－１
代表者山本恒夫

神奈川県横浜市港北区
新羽町６７３－１

輸送施設の使用停止
（20日車）

2

株式会社東京フロー（法人 東京都江戸川区南葛西 本社
番号8011701005411）代表 １－４－２２
者高木真

東京都江戸川区南葛西１ 輸送施設の使用停止
－４－２２
（35日車）

マルタケ運輸株式会社（法 埼玉県草加市柿木町１ 町田
人番号7030001035597）代 ０９７－４
表者武田功

東京都町田市大蔵町字
大蔵５５１－４

株式会社流星物流（法人番 埼玉県川口市鳩ヶ谷本 東京
号7030001073267）代表者 町４－３－１６
菅原毅

東京都大田区東矢口３－ 輸送施設の使用停止
７－４
（50日車）

有限会社ツカダ（法人番号 埼玉県比企郡鳩山町大 本社
7030002095228）代表者塚 字小用１２０８－１８
田潤之

埼玉県比企郡鳩山町大
字小用１２０８－１８

20171128

20171128

20171128

20171128

貨物自動車運送事業輸送 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平成27年12月10 2
安全規則第3条第6項
日、監査を実施。2件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）
貨物自動車運送事業輸送 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平成28年4月14日、監 4
安全規則第7条第5項
査を実施。5件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車

4

運送事業輸送安全規則第7条第5項）、（2）乗務等の記録事項義務違反（貨物自
動車運送事業輸送安全規則第8条第1項）、（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）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、道路運送車両法第48条第1項）

輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸送 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平成28年5月10日、監 1
安全規則第7条第5項
査を実施。3件の違反が認められた。（1）点呼の記録事項義務違反（貨物自動車

1

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）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）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年5月31日、監査を実施。6
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸

5

5

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）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15条）、（6）事業の健全な発達を阻
害する競争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25条第
2項）

輸送施設の使用停止
（155日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年3月15日、監査を実施。10件の 16
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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）運行記録計による記録の改ざん・不実記
録違反（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13条、
道路運送車両法第48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）

16

矢吹陸運株式会社（法人番 東京都江東区若洲１丁 本社
号9010601039353）代表者 目１番１５号
矢吹浩二

東京都江東区若洲１丁目 輸送施設の使用停止
１番１５号４号室
（20日車）

有限会社トラスト（法人番号 群馬県みどり市笠懸町 本社
7070002015917）代表者竹 久宮６３７
内三千彦

群馬県みどり市笠懸町久 輸送施設の使用停止
宮６３７
（80日車）
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20171128

20171128

20171128

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年6月14日、監査を実施。5
安全規則第3条第4項
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

2

2

8

8

有限会社平和運送（法人番 神奈川県平塚市平塚４ 本社
号4021002059556）代表者 －５－１１
鳥海美知子

神奈川県平塚市平塚４－ 輸送施設使用停止（90 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年8月2日、監査を実施。7件 9
安全規則第10条第1項
５－１１
日車）
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）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）、（3）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）、（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13条、道路運送車両法第48
条第1項）、（5）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）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）

9

株式会社サンデリバリーシ 東京都葛飾区奥戸８－ 本社
ステム（法人番号
１２－１８
3011801015546）代表者金
城康

東京都葛飾区奥戸８－１ 輸送施設の使用停止 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年7月13日、監査を実施。12 26
２－１８
（260日車）輸送の安全 安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（貨物自動車運送事業輸
確保命令
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）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、道路運送車
両法第48条第1項）、（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15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）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）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社会保
険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（12）報告義務違反
（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

26

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）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年9月29日、監査を実施。6
安全規則第3条第4項
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）健康状態の把握義務違反（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）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、道路運送車両法第48条第1項）

20171128

20171128

20171128

20171128

20171128

有限会社東日興運社（法人 神奈川県川崎市高津区 本社
番号4020002089794）代表 子母口字新田町４５４
者古田島敏衛

神奈川県川崎市高津区
子母口字新田町４５４

輸送施設の使用停止
（275日車）

有限会社関東合材運輸（法 栃木県宇都宮市針ヶ谷 本社
人番号2060002013579）代 町６８５－４
表者梁島訓子

栃木県下都賀郡壬生町
落合３－１－２６

有限会社青木陸運（法人番 栃木県那須烏山市森田 本社
号2060002013703）代表者 １０９５
青木政博

栃木県那須烏山市森田１ 輸送施設の使用停止
０９５
（50日車）

株式会社青木商事（法人番 栃木県宇都宮市台新田 本社
号9060001022764）代表者 １－１３－８セジュール
青木孝行
Ｎｏｎａｋａ２０２

栃木県宇都宮市東横田
町６２６－１６

株式会社山口商店（法人番 栃木県下野市石橋９８ 本社
号7060001015118）代表者 １－３
山口和男

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年7月11日、監査を実施。9
安全規則第7条
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

28

28

1

1

5

5

6

6

栃木県下野市石橋９８１ 輸送施設の使用停止（60 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月22日、監査を実施。8 6
日車）
安全規則第3条第6項
－３
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）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）乗務等の記録事項義務違反（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13条、道路運送車両法第48条第1
項）

6

安全規則第7条）、（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）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13条、道路運送車両法第48条
第1項）、（6）無車検運行（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58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15条）、（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）
輸送施設の使用停止
（10日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月26日、監査を実施。2
安全規則第3条第4項
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）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年1月15日、監査を実施。5
安全規則第3条第4項
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）事業の健全な発達を阻害する競争のうち社
会保険等に未加入のもの（貨物自動車運送事業法第25条第2項）、（5）報告義務
違反（貨物自動車運送事業法第60条第1項）

輸送施設の使用停止（55
日車）

貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがある旨の情報を端緒として平成28年2月16日、監査を実施。9
安全規則第3条第6項
件の違反が認められた。（1）健康状態の把握義務違反（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）乗務等の記録事項義務違反（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）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13条、道路運送車両法第48
条第1項）、（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）事業の健全な発達を阻害する競争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25条第2項）

20171128

有限会社國伸運輸（法人番 山梨県南アルプス市有 本社
号2090002007306）代表者 野３７２０－１
塩谷忠広

山梨県南アルプス市六科 輸送施設使用停止（30日 貨物自動車運送事業輸送 法令違反の疑いがあることを端緒として、平成28年7月5日、監査を実施。5件の違 3
車）
安全規則第3条第4項
８４１－１
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）

3

20171128

株式会社のぞみ（法人番号 茨城県日立市本宮町２ 本社
8050002031188）代表者吉 丁目９番２号
田康男

茨城県日立市本宮町２－ 輸送施設使用停止（20日 貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成28年7月15日、監査を実施。3件の違反が認
車）
安全規則第3条第4項
９－２
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）

2

2

20171128

株式会社カネツ（法人番号 茨城県水戸市西大野３ 本社
1050001000729）代表者荘 ２－１
司恒夫

茨城県水戸市西大野字
後田３２－１

5

5

輸送施設使用停止（50日
車）

貨物自動車運送事業輸送 労働局からの通報を端緒として平成28年6月15日、監査を実施。9件の違反が認
安全規則第3条第4項
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）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）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）事業の健全な発達を阻害する競争
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25条第2項）

注１ 事業者点数は、関東運輸局の管轄区域での累計です。
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）

