
「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

株式会社原産業運輸倉庫
（法人番号6310001006273）
代表者原隆

本社営業所

長崎県東彼杵郡川棚町三
越郷51-2

長崎県東彼杵郡川棚町三
越郷51-2

直入運送有限会社（法人番
号7320002017978）　代表者
髙木忠規

本社営業所

大分県竹田市直入町大字
長湯8244-4

大分県竹田市直入町大字
長湯8244-4

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

輸送施設の使用停止
（50日車）、文書警告

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項、法第17
条第4項、道路運送
法第95条

令和1年10月3日、監査実施。13件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)､(3)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8
条)､(4)事故の記録事項義務違反(安全規則第9条
の2)､(5)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)､(6)運転者台帳の保存義務違
反(安全規則第9条の5第2項)､(7)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)､(8)運転者
に対する指導監督の記録事項義務違反(安全規
則第10条第1項)､(9)特定運転者に対する特別な
指導監督違反(安全規則第10条第2項)､(10)特定
運転者に対する適性診断受診義務違反(安全規
則第10条第2項)､(11)整備管理者の研修受講義務
違反(安全規則第15条)､(12)運行管理者の講習受
講義務違反(安全規則第23条第1項)､(13)自動車
に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

5点

令和2年3月2日
輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警告

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第4
項

令和元年9月18日、監査実施。7件の違反が認め
られた。(1)事業計画(配置車両数)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)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則
第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(6)運転者
に対する指導監督の記録又は指導監督の記録保
存違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転者に
対する特別な指導監督違反(安全規則第10条第2
項)

2点 2点

令和2年3月2日 5点



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

有限会社猶興運輸産業（法
人番号3310002011985）　代
表者井手達彦

本社営業所

長崎県佐世保市崎岡町
2585-1

長崎県佐世保市崎岡町
2569-1

株式会社阿蘇交通運輸（法
人番号3330001012529）　代
表者飛田康博

本社営業所

熊本県阿蘇市一の宮町大
字宮地字東油町4530-2

熊本県阿蘇市一の宮町大
字宮地字東油町4530-2

令和1年11月14日、監査実施。14件の違反が認め
られた。(1)事業計画(休憩睡眠施設)に定めるとこ
ろに従う義務違反(貨物自動車運送事業法（以下
「法」）第8条第1項)､(2)乗務時間等の基準の遵守
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第3条第4項)､(3)疾病、疲労等のおそ
れのある乗務(安全規則第3条第6項)､(4)点呼の記
録義務違反(安全規則第7条第5項)､(5)点呼の記
録事項義務違反(安全規則第7条第5項)､(6)乗務
等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､(7)運行
記録計による記録義務違反(安全規則第9条)､(8)
運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の5
第1項)､(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全
規則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監
督違反(安全規則第10条第1項)､(11)運転者に対
する指導監督の記録事項義務違反(安全規則第
10条第1項)､(12)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)､(13)特定運転
者に対する適性診断受診義務違反(安全規則第
10条第2項)､(14)報告義務違反(法第60条第1項)

1点

令和2年3月5日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和1年8月21日、監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(3)点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条
第5項)、(4)運行記録計による記録義務違反(安全
規則第9条)、(5)運行指示書に係る（作成、指示、
携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(6)運
転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の
5第1項)

1点 1点

1点令和2年3月5日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項､法第17条
第1項､法第17条第4
項､法第60条第1項

輸送施設の使用停止
（１0日車）、文書警告

輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

福岡食品サービス株式会社
（法人番号2290001087015）
代表者林田健一

本社営業所

福岡県春日市白水ヶ丘5-
150

福岡県大野城市旭ヶ丘1-
7-1

株式会社九州建物管理サー
ビス（法人番号
6340001001445）　代表者高
橋昭壽

本社営業所

鹿児島県鹿児島市武岡1-
14-3

鹿児島県鹿児島市武岡1-
14-3

有限会社天本興業（法人番
号1320002019757）　代表者
松尾太一

本社営業所

大分県日田市十二町134-1
大分県日田市大字川下
723-3

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和1年10月25日、監査実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)､(3)特定運転者に対す
る適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

令和2年3月6日
貨物自動車運送事
業法第17条第4項

令和2年2月26日、監査実施。2件の違反が認めら
れた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
9条の5第1項)､(2)運転者に対する指導監督違反
(安全規則第10条第1項)

0点 0点

3点

令和2年3月9日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第4項、法第60
条第1項

令和1年7月24日、監査実施。10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（以下「安全規則」）第7条)､(2)
点呼の記録義務違反(安全規則第7条第5項)､(3)
点呼の記録事項義務違反(安全規則第7条第5
項)､(4)乗務等の記録義務違反(安全規則第8条)､
(5)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)､
(6)運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)､(7)運転者台帳の記載事項義務違反(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(安全規則第10条第1項)､(9)運転者に対する
指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10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)

4点 4点

3点令和2年3月10日

文書警告

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警告

輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警告



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社中組（法人番号
5290801002715）　代表者田
中数人

本社営業所

福岡県北九州市小倉北区
大字富野字隠岩1717-1-5

福岡県北九州市小倉北区
大字富野字隠岩1717-19

ライト運輸株式会社（法人番
号5290001041290）　代表者
岸本征春

本社営業所

福岡県太宰府市大字北谷
949-1

福岡県太宰府市大字北谷
字地獄谷1363-8､949-1､4

0点文書警告令和2年3月12日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項

令和2年2月6日、監査実施。7件の違反が認めら
れた。(1)運転者台帳の記載事項義務違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第
9条の5第1項)､(2)点呼の実施義務違反(安全規則
第7条)､(3)点呼の記録義務違反(安全規則第7条
第5項)､(4)点呼の記録事項義務違反(安全規則第
7条第5項)､(5)乗務時間等の基準の遵守違反(安
全規則第3条第4項)､(6)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)､(7)運転者に対する
指導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条
第1項)

0点

令和2年3月17日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和1年10月23日、監査実施。6件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規
則第7条第5項)､(3)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)､(4)事故の記録事項義務違反(安
全規則第9条の2)､(5)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10条第1項)

1点 1点
輸送施設の使用停止
（10日車）､文書警告
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当該(営)
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一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社レッカーズ（法人番
号2330001019285）　代表者
中西恵美

本社営業所

熊本県熊本市東区小山4-
8-140

熊本県熊本市北区清水新
地1-1-32

有限会社北部運送（法人番
号9330002009527）　代表者
山口哲生

本社営業所

熊本県熊本市北区硯川町
字犬場777-1

熊本県熊本市北区硯川町
字犬場777-1

令和1年11月18日、監査実施。15件の違反が認め
られた。(1)～(3)事業計画(営業所・休憩睡眠施設・
主たる事務所)に定めるところに従う義務違反(貨
物自動車運送事業法（以下「法」）第8条第1項)､(4)
運送約款の掲示違反(法第11条)､(5)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(貨物自動車運送事業輸送安
全規則(以下「安全規則」)第3条第6項)､(6)点呼の
実施義務違反(安全規則第7条)､(7)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)､(8)運行記録計によ
る記録義務違反(安全規則第9条)､(9)運転者台帳
の記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､
(10)運転者に対する指導監督違反(安全規則第10
条第1項)､(11)運転者に対する指導監督の記録又
は指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項)､(12)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反(安全規則第10条第1項)､(13)定期点検整
備の実施違反(安全規則第13条、道路運送車両法
第48条)､(14)報告義務違反(法第60条第1項)､(15)
自動車に関する表示義務違反（道路運送法第95
条）

12点 12点

令和2年3月24日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項

令和1年12月10日、監査実施。3件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)点呼の記録事項義務違反(安全規
則第7条第5項)､(3)事故の記録事項義務違反(安
全規則第9条の2)

13点 6点

輸送施設の使用停止
（120日車）､文書警告

輸送施設の使用停止
（60日車）

令和2年3月19日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第11
条、法第17条第1
項、法第17条第4項､
法第60条第1項､道
路運送法第95条､道
路運送車両法第48
条
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一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

第一物流株式会社（法人番
号6290001036620）　代表者
木村憲司

小郡営業所

福岡県糟屋郡新宮町大字
立花口2271-3

福岡県小郡市干潟1605-1

株式会社大八運輸（法人番
号1340001015029）　代表者
加藤久義

本社営業所

鹿児島県志布志市志布志
町帖3930

鹿児島県志布志市志布志
町帖3748

16点

輸送施設の使用停止
（70日車）､文書警告

輸送施設の使用停止
（160日車）､文書警告

令和2年3月24日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項、法第17
条第4項

令和1年11月7日、監査実施。10件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(安全規則第3条第6項)､(3)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安
全規則第7条第5項)､(5)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)､(6)運行指示書に係る（作成、
指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)､
(7)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9条の
5第1項)､(8)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)､(9)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)､(10)運転者に
対する指導監督の記録又は指導監督の記録保存
違反(安全規則第10条第1項)

7点 7点

令和2年3月24日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第2号､法
第17条第4項､法第
24条の4､道路運送
車両法第48条

令和1年11月26日、監査実施。9件の違反が認め
られた。(1)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（以下「安全規則」）第3条
の2、道路運送車両法第48条)､(2)整備管理者の
研修受講義務違反(安全規則第3条の4)､(3)運転
者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9条の5
第1項)､(4)運転者に対する指導監督違反(安全規
則第10条第1項)､(5)運転者に対する指導監督の
記録又は指導監督の記録保存違反(安全規則第
10条第1項)､(6)特定運転者に対する特別な指導
監督違反(安全規則第10条第2項)､(7)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)､(8)運行管理者の講習受講義務違反(安
全規則第23条第1項)､(9)損害賠償の支払能力確
保義務違反(貨物自動車運送事業法施行規則第
14条第3号)

16点



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

聖徳貨物有限会社（法人番
号2330002020804）　代表者
吉井正裕

本社営業所

 熊本県上益城郡甲佐町麻
生原756

 熊本県上益城郡甲佐町麻
生原756

丸亀運送株式会社（法人番
号7320001010117）　代表者
宮崎和夫

本社営業所

大分県日田市大字友田78-
5

大分県日田市大字友田78-
5

輸送施設の使用停止
（50日車）､文書警告

令和2年3月25日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号､法
第17条第4項､法第
60条第1項、道路運
送法第95条

令和1年12月5日、監査実施。8件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)､(3)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)､(4)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)､(5)運転者台帳の記載事項義務
違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者に対す
る指導監督違反(安全規則第10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)､
(8)自動車に関する表示義務違反（道路運送法第
95条）

4点 4点

令和2年3月26日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第1項第2号､
法第17条第4項､法
第60条第1項、道路
運送車両法第52条

令和1年12月24日、監査実施。13件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)､(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(安全規則第3条第6項)､(3)整備管理者の選任(変
更)未届出違反(安全規則第13条、道路運送車両
法第52条)､(4)整備管理者の研修受講義務違反
(安全規則第3条の4)､(5)点呼の実施義務違反(安
全規則第7条)､(6)点呼の記録事項義務違反(安全
規則第7条第5項)､(7)乗務等の記録事項義務違反
(安全規則第8条)､(8)運転者台帳の作成義務違反
(安全規則第9条の5第1項)､(9)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(10)特
定運転者に対する特別な指導監督違反(安全規則
第10条第2項)､(11)特定運転者に対する適性診断
受診義務違反(安全規則第10条第2項)､(12)運行
管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)､(13)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)

5点 5点

輸送施設の使用停止
（40日車）､文書警告



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

森商運輸株式会社（法人番
号1290001041617）　代表者
森﨑公夫

宮崎営業所

福岡県春日市白水池3-96
宮崎県児湯郡川南町大字
川南13677-5

日本貨物株式会社（法人番
号5340001003392）　代表者
本坊吉幸

加治木営業所

鹿児島県鹿児島市南栄4-
11-1

鹿児島県姶良市加治木町
小山田字下中原5502-4･5･
7･8･9、5508-1･3、5516-
2、5517-8･12･13、5499-2

令和2年3月27日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第8
条第1項、法第17条
第1項、法第17条第4
項、法第18条第1
項、道路運送車両法
第48条

令和1年10月16日、監査実施。8件の違反が認め
られた。(1)事業計画(自動車車庫)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)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)点呼の実施義務違反(安全規則第7
条)、(4)運転者台帳の作成義務違反(安全規則第9
条の5第1項)、(5)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(6)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(7)定期点検整備の実施違反(安全規則第13
条、道路運送車両法第48条)、(8)運行管理者の補
助者の要件違反（安全規則第18条第3項）

15点 7点

令和2年3月27日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項、道路運送車
両法第48条

令和1年11月6日、監査実施。12件の違反が認め
られた。(1)疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨
物自動車運送事業輸送安全規則(以下「安全規
則」第3条第6項)、(2)点呼の実施義務違反(安全規
則第7条)、(3)乗務等の記録義務違反(安全規則第
8条)、(4)乗務等の記録事項義務違反(安全規則第
8条)、(5)運行記録計による記録義務違反(安全規
則第9条)、(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安
全規則第9条の5第1項)、(7)運転者に対する指導
監督違反(安全規則第10条第1項)、(8)運転者に対
する指導監督の記録又は指導監督の記録保存違
反(安全規則第10条第1項) 、(9)特定運転者に対
する適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2
項)、(10)定期点検整備の実施違反(安全規則第13
条、道路運送車両法第48条)、(11)整備管理者の
研修受講義務違反(安全規則第15条)、(12)運行管
理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)

9点 9点

輸送施設の使用停止
（65日車）、文書警告

輸送施設の使用停止
（90日車）、文書警告



「令和2年3月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般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

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社ジーティーライン
（法人番号8020001117577）
代表者山﨑紗央里

鹿児島営業所

神奈川県川崎市中原区田
尻町29-1

鹿児島県いちき串木野市
湊町1-271

令和2年3月27日

貨物自動車運送事
業法(以下「法」)第17
条第1項、法第17条
第4項

令和1年11月1日、監査実施。8件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「運輸規則」)第3
条第4項)､(2)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)､(3)点呼の記録事項義務違反
(安全規則第7条第5項)､(4)乗務等の記録事項義
務違反(安全規則第8条)､(5)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(6)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)､
(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務違反
(安全規則第10条第1項)､(8)特定運転者に対する
適性診断受診義務違反(安全規則第10条第2項)

3点 3点
輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警告


