
地域 処分日 事業者名 所在地 営業所名 処分内容 違反行為の概要

北海道 19日 星㈱ 千歳市白樺 本社 60日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

19日 ㈱中栄 札幌市北区新琴似町 本社 20日車ほか 運行記録計による記録義務違反ほか3件

19日 ㈱カネイチサトウ 北広島市大曲中央 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

21日 ㈲大智 札幌市白石区北郷９条 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか2件

岩手 13日 ㈱丸善配送 盛岡市羽場 盛岡 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

宮城 22日 ㈲センバ流通 仙台市宮城野区 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

22日 ㈱ユニ・メディア 仙台市泉区 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

秋田 19日 北海道東北名鉄運輸㈱ 大館市川口 大館支店 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

福島 13日 ㈱菊地輸送システム 福島市北矢野目 本社 120日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

21日 ㈲秋山商事 白河市表郷内松 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

茨城 5日 ㈱彩光商運 神栖市神栖 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

5日 関東鉄道㈱ 土浦市川口 土浦 10日車 乗務時間等告示の順守違反

12日 ㈱岡崎荷役 小美玉市堅倉 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

19日 ㈲ケーシー企画 古河市磯部 本社 70日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

栃木 5日 ㈱マツヨシ運輸倉庫 真岡市長田（旧：小山市大） 本社 140日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

5日 ㈱山吹商事 栃木市藤岡町（旧：栃木市藤岡町） 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

群馬 5日 関東コンテナ輸送㈱ 太田市由良町 由良町 135日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

5日 群馬運輸㈲ 伊勢崎市長沼町 本社 130日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

5日 ㈱利恵 藤岡市中大塚 本社 65日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

5日 ㈲江原運輸産業 太田市新田中江田町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

5日 朝日自動車㈱ 太田市下浜田町 太田 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

12日 ハイエスサービス㈱ 佐波郡玉村町 群馬 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

19日 ㈲エイワ 高崎市箕郷町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

埼玉 5日 ㈱アイシン運輸 川口市南鳩ヶ谷 本社 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

5日 ㈲共配 越谷市野島（旧：越谷市野島） 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

5日 ㈲住商 吉川市美南 本社 30日車 過積載運行

12日 ㈱和幸流通サービス 白岡市小久喜１ さいたま 20日車 事業計画の変更認可違反ほか1件

12日 ㈱和幸流通サービス 八潮市大字八條 本社 30日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

12日 健翔運輸㈱ 三郷市彦川戸 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

千葉 5日 ㈲サンテック 四街道市大日 千葉 60日車 点呼の記録義務違反ほか1件

5日 ㈱丸正環境センター 松戸市小金原 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか2件

5日 ㈲小畑運送店 長生郡一宮町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

5日 丸徳興業㈱ 千葉市花見川区天戸町 花見川 10日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

12日 丸佐運送㈱ 長生郡長生村岩沼 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

東京 5日 山翔キャリー㈱ 江東区東陽 本社 230日車 点呼の実施義務違反等ほか3件

5日 ㈱緑伸 調布市下石原 本社 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか15件

5日 古郡運送㈱ 台東区三筋 本社 65日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

5日 亀田運送㈲ 江東区住吉 本社 40日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

5日 ㈲長谷川運輸 杉並区今川 本社 40日車 点呼の記録義務違反ほか3件

5日 ㈲スカイ物流 東村山市恩多町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

12日 ㈱エムラインズ 八王子市滝山町 多摩 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

12日 ㈱タマ・ミルキーウェイ 東大和市向原 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

12日 ㈲小関商事 立川市西砂町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

神奈川 5日 ㈲本多運輸商事 横浜市神奈川区 本社 30日車 過積載運行

5日 ㈱インターナショナルカンパニー 伊勢原市高森 湘南 20日車 健康状態の把握義務違反ほか2件

12日 ㈲山本商事 茅ヶ崎市本村 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

12日 ㈲明鶴流通 大和市西鶴間 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

12日 八起運送㈱ 横浜市金沢区 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

12日 ㈲芝山物流商事 厚木市上依知 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

富山 22日 呉西運送㈱ 高岡市江尻 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

22日 山森運輸㈲ 射水市高木 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

26日 西村物流㈱ 富山市布瀬町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

石川 22日 ㈱アータイ 金沢市湊 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

27日 ㈱イサム 敦賀市木崎 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

長野 4日 ㈱アップル運輸 長野市真島町 長野 110日車 事業計画変更認可違反ほか7件

4日 ㈱アップル運輸 松本市城西 松本 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

岐阜 15日 羽島エキスプレス㈱ 揖斐郡揖斐川町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

静岡 15日 ㈲丸修木材 静岡市葵区安倍口新田 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

22日 ㈱笠原産業運輸 富士市八代町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

愛知 25日 赤羽貴久 一宮市浅井町 本社事務所 許可の取消し 相当の期間事業を行っていないことが認められた。

27日 ヤマタツ商事㈱ 愛知郡東郷町 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

三重 4日 ㈲コープ運輸 松阪市上川町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

15日 エービー産業㈱ 四日市波木町 本社 60日車ほか 事業計画変更認可違反ほか7件

18日 鈴定運輸㈱ 松阪市大口町 本社 文書警告 点呼の記録記載不備ほか4件

25日 四日市水産運輸㈲ 員弁郡東員町 本社 許可の取消し 相当の期間事業を行っていないことが認められた。

滋賀 12日 飛騨運輸㈱ 米原市梅ヶ原 米原支店 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

京都 5日 ㈱夏山 京都市右京区梅津尻溝町 本店 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

12日 ㈱キング物流 京都市下京区朱雀分木町 本社 50日車 点呼の記録義務違反ほか4件

大阪 4日 ㈱エコトラック 門真市ひえ島 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

4日 ㈱サカイ引越センター 堺市堺区石津北町 なにわ支社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

4日 ヤマト運輸㈱ 豊中市原田元町 豊中曽根センター 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

4日 ㈱かんさいウイング 羽曳野市野 羽曳野 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

4日 辰巳運輸㈱ 東大阪市水走 東大阪 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

12日 ㈱平商 堺市東区中茶屋 本社 30日車 点呼の記録事項義務違反ほか11件

12日 尾形電設㈱ 松原市松ケ丘 本店 文書警告 乗務等の記録事項義務違反

13日 兼成運輸工業㈱ 大阪市大正区小林東 本社 20日車 点呼の記録事項義務違反ほか3件

兵庫 20日 ㈱早喜 尼崎市南初島町 尼崎 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

20日 ㈱ＴＩＥＳ 加古郡稲美町 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

奈良 13日 ㈲芳和運輸 天理市岸田町 本社 80日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

島根 21日 ニビシ運輸㈱ 松江市富士見町 松江 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

岡山 11日 ㈱岡山スチールライン 岡山市南区福富西 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

20日 サンナイト㈱ 岡山市南区大福 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の遵守違反ほか6件

広島 18日 ヤマト運輸㈱ 広島市中区白島中町 広島中北支店 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

徳島 25日 企業組合ライフ・ワーク 阿南市長生町 阿南 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

愛媛 13日 四國陸運㈱ 今治市国分 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

25日 広進運輸㈱ 新居浜市船木甲 本社 60日車ほか 過積載運行ほか8件

25日 商起運輸㈱ 東温市北方 本社 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか6件

福岡 13日 青葉運送㈱ 糟屋郡粕屋町 本社 40日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

14日 毎通運輸㈱ 糟屋郡粕屋町 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 太宰府エキスプレス㈱ 太宰府市北谷 本社 70日車ほか 運転者台帳の作成義務違反ほか7件

佐賀 14日 有田陸運㈱ 武雄市山内町 本社 20日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか6件

20日 ㈲井上重機 唐津市竹木場 本社 40日車ほか 報告義務違反ほか9件

熊本 18日 ㈱清水陸運 下益城郡美里町 本社 160日車ほか 運行指示書の記載事項義務違反ほか11件

20日 ㈲アムロ・コーポレーション 熊本市西区上熊本 本社 100日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか16件

宮崎 11日 宮崎ダイキュー運輸㈱ 日南市東弁分 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

11日 宮崎ダイキュー運輸㈱ 日向市日知屋 日向 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

鹿児島 12日 三州陸送㈲ 鹿児島市東開町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件
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