違法指摘27件の会社も、中部･車両停止処分38社
Edited By LogisticsToday On 2019/04/22
中部運輸局がこのほど発表した3月のトラック運送会社に対する行政処分状況によると、38社が車両の使用停止処
分を受けた。なかには27件もの違反を指摘された会社もあった。

事業所名

所在地

処分内容

違反概要

エクストライン（敦賀）

福井県敦賀 車両停止（80日 死亡事故

11件（1）事業計画変更事前届出 8/8

市

（2）乗務時間基準（3）健康状態

車）+文書警告

違反点数※

把握義務（4）点呼実施義務（5）
点呼記録記載不備（6）乗務記録
記載不備（7）乗務記録義務（8）
運行記録計記録義務（9）運転者
指導監督（10）特定運転者指導監
督（11）特定の運転者に対する適
性診断受診義務
興塚運輸（大垣）

岐阜県大垣 車両停止（80日 通常監査

11件（1）乗務時間基準（2）点呼 8/8

市

実施義務（3）点呼記録義務（4）

車）+文書警告

乗務記録記載不備（5）運転者台
帳作成義務（6）運転者台帳記載
不備（7）特定運転者指導監督（8
）特定運転者への適性診断受診義
務（9）運行管理者講習受講義務
（10）整備管理者研修受講義務（
11）輸送安全情報公表
大栄産業（本社）

愛知県豊川 車両停止（40日 通常監査

4件（1）健康状態把握義務（2） 4/4

市

点呼実施義務（3）点呼記録記載

車）+文書警告

不備（4）運転者台帳記載不備
マーベラスロジ（富士）

静岡県富士 車両停止（40日 通常監査

5件（1）乗務時間基準（2）健康 7/4

市

状態把握義務（3）点呼実施義務

車）+文書警告

（4）点呼記録義務（5）点呼記録
記載不備
マルア興運（本社）

静岡県掛川 車両停止（90日 関係機関からの 5件（1）乗務時間基準（2）健康 9/9
市

車）+文書警告

情報

状態把握義務（3）点呼実施義務
（4）定期点検整備記録未記載（5
）社会保険加入義務者一部未加入

津田運送（本社）

ビッグバン（犬山本社）

愛知県蟹江 車両停止（50日 通常監査

3件（1）乗務時間基準（2）点呼 5/5

町

実施義務（3）点呼記録記載不備

車）+文書警告

愛知県犬山 車両停止（30日 通常監査

2件（1）乗務時間基準（2）点呼 3/3
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市
ITY（本社）

車）+文書警告

実施義務

愛知県一宮 車両停止（40日 通常監査

4件（1）事業計画変更認可（2） 4/4

市

乗務時間基準（3）健康状態把握

車）+文書警告

義務（4）特定運転者への適性診
断受診義務
昴商事（本社）

岐阜県瑞穂 車両停止（20日 通常監査

6件（1）事業計画変更認可［車庫 2/2

市

］（2）事業計画変更認可［休憩

車）+文書警告

・睡眠施設］（3）事業計画変更
事後届出（4）点呼記録義務（5）
事故記録義務（6）定期点検整備
記録未記載
ヒナセ（本社）

愛知県美浜 車両停止（50日 通常監査

5件（1）事業計画変更認可（2） 5/5

町

乗務時間基準（3）点呼実施義務

車）+文書警告

（4）点呼記録記載不備（5）運行
指示書作成・指示・携行義務
作手運輸（本社）

愛知県新城 車両停止（30日 通常監査

3件（1）事業計画変更事前届出（ 3/3

市

2）健康状態把握義務（3）点呼記

車）+文書警告

録義務
愛協運輸（本社）

愛知県豊明 車両停止（50日 通常監査

4件（1）健康状態把握義務（2） 5/5

市

特定運転者指導監督（3）特定運

車）

転者への適性診断受診義務（4）
運行管理者講習受講義務
ブルージャンボ（本社）

愛知県西尾 車両停止（40日 通常監査

9件（1）乗務時間基準（2）健康 4/4

市

状態把握義務（3）点呼実施義務

車）+文書警告

（4）点呼記録記載不備（5）乗務
記録記載不備（6）事故記録記載
不備（7）運転者台帳記載不備（8
）特定運転者への適性診断受診義
務（9）報告義務
中村運送（本社）

愛知県美浜 車両停止（20日 通常監査
町

丸橋運送（本社）

乗務時間基準

2/2

車）

静岡県焼津 車両停止（10日 死亡事故

3件（1）運転者台帳作成義務（2 5/5

市

）運転者指導監督（3）特定運転

車）+文書警告

者への適性診断受診義務
成和運送（本社）

三重県四日 車両停止（20日 重傷事故

12件（1）乗務時間基準（2）健康 2/2

市市

状態把握義務（3）点呼記録記載

車）+文書警告

不備（4）乗務記録記載不備（5）
運行記録計記録義務（6）運転者
台帳作成義務（7）運転者台帳記
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載不備（8）運転者指導監督（9）
運転者への指導監督記録記載不備
（10）特定運転者指導監督（11）
特定運転者への適性診断受診義務
（12）報告義務
ヤマキエクスプレス（本社 静岡県沼津 車両停止（90日 関係機関からの 5件（1）健康状態把握義務（2） 9/9
）

市

車）+文書警告

情報

点呼実施義務（3）特定運転者へ
の適性診断受診義務（4）定期点
検整備（5）報告義務

鈴江陸運（四日市事業所） 三重県四日 車両停止（10日 通常監査
市市

車）+文書警告

5件（1）乗務時間基準（2）点呼 1/1
実施義務（3）点呼記録記載不備
（4）運転者台帳作成義務（5）運
転者台帳記載不備

黒潮運輸（本社）

三重県尾鷲 車両停止（10日 通常監査

（1）事業計画変更認可［車庫］ 1/1

市

（2）事業計画変更認可［休憩・

車）+文書警告

睡眠施設］（3）点呼記録記載不
備（4）乗務記録記載不備（5）運
転者台帳記載不備（6）輸送安全
情報公表
丸正運輸（本社）

愛知県豊田 車両停止（60日 死亡事故

9件（1）乗務時間基準（2）健康 6/6

市

状態把握義務（3）点呼実施義務

車）+文書警告

（4）点呼記録記載不備（5）運行
指示書作成・指示・携行義務（6
）運転者指導監督（7）運転者へ
の指導監督記録（8）特定運転者
指導監督（9）特定運転者への適
性診断受診義務
アーイカーゴ（本社）

浜松市東区 車両停止（35日 通常監査
車）

ツチヤ商運（本社）

3件（1）事業計画変更認可（2） 4/4
乗務時間基準（3）定期点検整備

名古屋市西 車両停止（80日 通常監査

6件（1）乗務時間基準（2）健康 8/8

区

状態把握義務、（3）点呼実施義

車）+文書警告

務（4）点呼記録記載不備（5）特
定運転者指導監督（6）特定運転
者への適性診断受診義務
浅野運輸（本社）

岐阜市

車両停止（20日 関係機関からの 乗務時間基準
車）

東海運送（本社）

2/2

情報

愛知県美浜 車両停止（10日 通常監査

5件（1）乗務時間基準（2）点呼 1/1

町

実施義務違反（3）点呼記録記載

車）+文書警告

不備（4）乗務記録記載不備（5）
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運行記録計記録義務
ティー・ワイ・エム（本社 愛知県豊橋 車両停止（30日 重傷事故

7件（1）事業計画変更認可（2） 3/3

）

健康状態把握義務（3）点呼実施

市

車）+文書警告

義務（4）点呼記録記載不備（5）
運行指示書作成・指示・携行義務
（6）運転者指導監督（7）特定運
転者指導監督
静岡サンワ（本社）

サツキ物流（本社）

静岡県御殿 車両停止（30日 重傷事故

3件（1）乗務時間基準（2）点呼 3/3

場市

実施義務（3）運転者指導監督

車）+文書警告

静岡県牧之 車両停止（70日 関係機関からの 6件（1）乗務時間基準（2）健康 7/7
原市

車）+文書警告

情報

状態把握義務（3）点呼実施義務
（4）点呼記録記載不備（5）定期
点検整備（6）報告義務

村中運輸（本社）

愛知県小牧 車両停止（10日 関係機関からの 2件（1）乗務時間基準（2）運転 1/1
市

車）+文書警告

通知

トラストライナー（本社） 岐阜県多治 車両停止（90日 通常監査
見市

車）+文書警告

者指導監督
7件（1）乗務時間基準（2）点呼 9/9
実施義務（3）点呼実施不適切（4
）アルコール検知器常時有効保持
義務（5）点呼記録不実記載（6）
乗務記録記載不備（7）運行記録
計記録義務

ティーケイ物流（本社）

愛知県犬山 車両停止（150日 関係機関からの 10件（1）事業計画変更認可（2） 15/15
市

車）+文書警告

通知

乗務時間基準（3）乗務時間告示
なお書き（4）健康状態把握義務
（5）点呼実施義務（6）点呼記録
記載不備（7）運行記録計記録義
務（8）運転者指導監督（9）運行
管理者への指導監督違反（10）社
会保険加入義務者一部未加入

高岡運送（本社）

愛知県弥富 車両停止（30日 通常監査
市

泰平運送（本社）

乗務時間基準

3/3

車）

愛知県犬山 車両停止（50日 通常監査

5件（1）乗務時間基準（2）健康 5/5

市

状態把握義務（3）点呼記録義務

車）+文書警告

（4）点呼記録記載不備（5）定期
点検整備
オーバルネットワーク（本 三重県四日 車両停止（100日 通常監査

14件（1）事業計画変更認可（2） 10/10

社）

乗務時間基準（3）健康状態把握

市市

車）+文書警告

義務（4）点呼実施義務（5）点呼
記録記載不備（6）乗務記録記載
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不備（7）運行記録計記録義務（8
）事故記録記載不備（9）運行指
示書作成・指示・携行義務（10）
運転者台帳記載不備（11）特定運
転者指導監督（12）特定運転者へ
の適性診断受診義務（13）定期点
検整備記録記載不備（14）輸送安
全情報公表
オーエムクリエーション（ 静岡県島田 車両停止（10日 関係機関からの 5件（1）健康状態把握義務（2） 1/1
本社）

市

車）+文書警告

情報

点呼実施義務（3）運転者台帳作
成義務違反（4）社会保険加入義
務者一部未加入（5）報告義務

ティーエス・キャリー（本 三重県鈴鹿 車両停止（155日 関係機関からの 20件（1）事業計画変更認可（2） 16/16
社）

市

車）+文書警告

情報、関係機関 乗務時間基準（3）健康状態把握
からの通知

義務（4）点呼実施義務（5）点呼
記録義務（6）点呼の記録記載不
備（7）乗務記録記載不備（8）運
行記録計記録義務（9）運転者台
帳記載不備（10）運転者指導監督
（11）運転者への指導監督記録記
載不備（12）特定運転者指導監督
（13）特定運転者への適性診断受
診義務（14）運行管理者への指導
監督違反（15）整備管理者研修受
講義務（16）定期点検整備（17）
運行管理者補助者の要件違反（18
）輸送安全情報公表（19）社会保
険加入義務者一部未加入

佐藤商事（亀山）

三重県亀山 車両停止（85日 関係機関からの 9件（1）乗務時間基準（2）健康 9/9
市

車）+文書警告

情報

状態把握義務（3）点呼記録記載
不備（4）乗務記録記載不備（5）
運行記録計記録義務（6）運転者
台帳記載不備（7）特定運転者指
導監督（8）特定運転者への適性
診断受診義務（9）定期点検整備

青山商店荷役（本社）

三重県津市 車両停止（110日 通常監査
車）+文書警告

11件（1）事業計画変更認可（2） 11/11
事業計画変更事前届出（3）乗務
時間基準（4）健康状態把握義務
（5）点呼実施義務（6）点呼記録
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記載不備（7）乗務記録記載不備
（8）運行指示書作成・指示・携
行義務（9）運転者台帳記載不備
（10）特定運転者指導監督（11）
特定運転者への適性診断受診義務
ライフサポートカンパニー 三重県鈴鹿 車両停止（190日 重傷事故

27件（1）事業計画変更認可［車 19/19

（本社）

庫］（2）事業計画変更認可［休

市

車）+文書警告

憩・睡眠施設］（3）事業計画変
更事前届出［車両数］（4）事業
計画変更事前届出［主たる事務所
］（5）事業計画変更事前届出［
営業所］（6）乗務時間基準（7）
健康状態把握義務（8）点呼実施
義務（9）点呼記録義務（10）点
呼記録記載不備（11）乗務記録記
載不備（12）運行記録計記録義務
（13）事故記録記載不備（14）運
行指示書作成・指示・携行義務（
15）運転者台帳の作成義務違反（
16）運転者台帳記載不備（17）運
転者指導監督（18）特定運転者へ
の適性診断受診義務（19）運行管
理者講習受講義務（20）整備管理
者研修受講義務（21）定期点検整
備記録保存義務（22）運行管理者
選任（23）運行管理者補助者要件
（24）事故報告義務（25）社会保
険加入義務者一部未加入（26）報
告義務（27）車体表示義務
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