
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 22日 北方運輸建設㈱ 北広島市大曲工業団地 北広島 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

26日 ㈱苫翔 苫小牧市沼ノ端 本社 70日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか8件

26日 ㈱共栄産業 紋別郡湧別町 本社 20日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか3件

26日 ㈱絆 札幌市北区南あいの里 本社 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

26日 ㈱北海大運 帯広市西２４条北 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

26日 下重建設興業㈱ 中川郡幕別町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

30日 大丸運輸㈱ 釧路市星が浦大通 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

31日 日立物流ダイレックス㈱ 旭川市緑が丘南五条 旭川 文書警告 運転者に対する指導監督違反

宮城 15日 ㈱中田物流 登米市中田町 本社 110日車 運転者に対する指導監督違反ほか5件

17日 ㈲赤澤運送 石巻市鹿又 河南 40日車ほか 高齢運転者に対する指導監督違反ほか5件

24日 ㈲サンワ物流 仙台市宮城野区 本社 175日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

26日 ㈱セイワサービス 遠田郡涌谷町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

秋田 12日 アイビーデリバリー㈱ 横手市前郷 横手 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか2件

12日 本荘運輸倉庫㈱ 由利本荘市花畑町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

福島 15日 ㈲四国急行 石川郡玉川村大字竜崎 福島 文書警告 事業計画（営業所配置車両数）変更届出違反

19日 伊達貨物運送㈱ 伊達市箱崎字沖前 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか1件

茨城 10日 新洋ケミカル㈲ 神栖市奥野谷 鹿島 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

10日 三共貨物自動車㈱ 桜川市上城 岩瀬 30日車 労乗務時間等告示の順守違反ほか4件

16日 輪島屋鮮冷㈱ 笠間市押辺 関東支店 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

16日 ㈲粕田商事 結城郡八千代町 本社 115日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

16日 湖南通運㈱ 稲敷市高田 江戸崎 70日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

16日 ㈱ユーカリ物流 坂東市小泉 茨城 40日車 乗務時間等告示の遵守違反ほか5件

23日 ㈱彦新 鹿嶋市宮中 鹿島 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

30日 ㈲神保総業 稲敷市幸田 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

30日 三徳運輸㈱ 神栖市田畑 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

栃木 10日 ㈲水谷運輸 宇都宮市上野町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

10日 ㈲ムーブ物流 宇都宮市野沢町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか2件

10日 ＴＭ日光運輸倉庫㈱ 日光市轟（旧：日光市轟） 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

16日 ㈲丸井 那須郡那珂川町 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

16日 ㈱エムズコーポレーション 宇都宮市中岡本町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

16日 ㈱三河運輸 宇都宮市中里町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

16日 ㈱マルタカ 栃木市大宮町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

23日 ㈱エスアンドエー 栃木市岩舟町 小山 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

23日 ㈱サランウイングサービス 栃木市藤岡町 本社 120日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

23日 ㈱ディ・エス物流 宇都宮市上横田町 宇都宮 20日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

30日 ㈲関塚商事運輸 佐野市戸奈良町 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

群馬 10日 上信トラック㈱ 甘楽郡下仁田町 下仁田 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

10日 ㈲金井運送 高崎市福島町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

10日 ㈱鈴木商事 伊勢崎市西久保町（旧：伊勢崎市曲沢町） 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

16日 ㈲若葉運輸 佐波郡玉村町 本社 50日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

16日 ㈱大久保運輸 太田市大原町 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

16日 ㈱ツカハラ 伊勢崎市八斗島町 本社 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか5件

23日 ㈱TｏｐＷｏｒｋｓ 伊勢崎市東小保方町（旧：伊勢崎市三室町） 本社 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

23日 川野辺運輸㈱ 邑楽郡板倉町 流通団地倉庫 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

23日 ㈱TransValue 邑楽郡千代田町 北関東 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

23日 広田ユニオン㈱ 前橋市平和町 前橋 20日車 点呼の実施義務違反等ほか2件

30日 小林製工運送㈱ 渋川市北橘町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

30日 遠藤運送㈲ 館林市成島町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

埼玉 10日 ㈲後藤運送 川口市大字安行領根岸字 ㈲後藤運送本社 190日車 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

10日 全埼物流㈱ 久喜市樋ノ口 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

10日 福地運輸㈲ 深谷市町田 本社 20日車 乗務等の記録事項義務違反ほか4件

16日 ㈲マタイ運輸倉庫 加須市上高柳 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

16日 ㈱パルプ運輸 八潮市中央 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

30日 ㈱アシスト 所沢市上山口 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

千葉 16日 ㈱中村産業 千葉市花見川区大日町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

16日 ㈱三共運輸 浦安市鉄鋼通り 浦安 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

16日 ㈲渡辺運送 山武市白幡 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか2件

23日 重機運輸機工㈲ 佐倉市坂戸 佐倉 120日車 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

23日 ㈲鈴木運輸 勝浦市宿戸 本店 125日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

23日 ㈲高藤 印旛郡栄町 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

23日 ㈱マスダ運輸 野田市中野台 野田 30日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

30日 ㈱銚洋陸運 山武市井之内 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

30日 萱田運送㈲ 香取郡神崎町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

30日 ㈱Ｂurg 四街道市物井 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

東京 10日 ライスフィールド㈱ 大田区大森東 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

10日 東新運輸㈱ 大田区平和島 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

10日 丸武運輸㈱ 世田谷区瀬田 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

10日 ㈱寿櫻運輸 江東区扇橋 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

16日 東都輸送㈱ 杉並区高円寺南 本社 115日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

16日 ㈲大樹運輸 大田区東海 大井 10日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

16日 ㈱ワイライン 多摩市和田 多摩 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

16日 ㈱レイティング物流ネットワーク 江東区亀戸 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

23日 ㈱井田商店 西多摩郡瑞穂町 本社 60日車 点呼の実施義務違反等ほか5件

23日 サンルート㈱ 江戸川区中葛西 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

23日 清水運送㈱ 西多摩郡瑞穂町 西東京支店 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

23日 マルニ運輸㈲ 江戸川区東小松川 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

30日 信和運送㈲ 板橋区中台 本社 205日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

30日 丸武運輸㈱ 江東区新木場（旧：江東区東雲） 新木場配車センター（旧有明物流センター及び旧新木場物流センター）80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

30日 ㈲山正運輸 江戸川区臨海町 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

30日 ㈱エヌトランス 荒川区東日暮里 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

30日 本木総業㈱ 足立区本木北町 本社 30日車 過積載運行

30日 茂呂運送㈱ 練馬区田柄 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

神奈川 10日 湘南ひまわり運送㈱ 平塚市新町 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

10日 ナライ産業㈱ 横浜市泉区和泉町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

10日 ㈱ア・レギュレーション 川崎市麻生区岡上 株式会社ア・レギュレーション本社20日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

10日 ㈱シィ・ティ・ライン 相模原市緑区根小屋 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

16日 ㈲大樹運輸 横浜市中区錦町 錦町 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

16日 西之宮陸運㈱ 横浜市中区 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

16日 ㈱相模ロジテック 厚木市愛甲東 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

16日 ㈲アロートランスポート 横須賀市武 本社 10日車 点検整備記録簿の保存義務違反ほか3件

23日 横浜堀田産業㈲ 横浜市港北区鳥山町 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

23日 ㈲協進サービス 横浜市港北区大豆戸町 本社 40日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

23日 中尾運輸㈱ 横浜市青葉区しらとり台 横浜 30日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

23日 ㈲沖野商事 厚木市三田 本社 30日車 点呼の実施義務違反等ほか2件

30日 ㈲フェアリーランド 横浜市中区松影町 横浜 30日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

30日 ㈱JLL 相模原市中央区東淵野辺 相模原 30日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

30日 ㈱南海サービス 厚木市船子 神奈川 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

富山 26日 ㈱伸栄 富山市東老田 本社 10日車 乗務等の記録違反ほか2件

石川 9日 椛山建設㈱ 吉田郡永平寺町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

10日 沖津運輸㈱ あわら市次郎丸 福井 45日車 点呼の記録義務違反ほか1件

17日 ㈱ニヤクコーポレーション 金沢市大野町 金沢 60日車 事業計画変更事前届け出違反ほか1件

山梨 10日 ㈱清水建材 南アルプス市和泉 本社 110日車 点呼の記録事項義務違反ほか4件
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30日 ㈲岩崎運送 甲州市勝沼町 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

長野 5日 ㈲樋口商事 長野市下駒沢 本社 175日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

22日 信濃陸送㈱ 千曲市大字雨宮 本社 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

22日 信濃陸送㈱ 長野市真島町 長野 50日車 事業計画変更認可違反ほか6件

29日 ㈲井出興業 上田市芳田 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

静岡 9日 島津急送㈱ 御殿場市竈 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

愛知 9日 ㈱大野加工流通 名古屋市緑区大高町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

11日 ㈲まゆみ輸送 丹羽郡大口町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反

15日 ㈲大橋運輸 丹羽郡大口町 小牧 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

18日 ㈱みついフードサービス 一宮市三ツ井 本社 文書警告 点呼の実施義務違反

31日 ㈲大橋運輸 一宮市篭屋 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

三重 12日 明野運輸㈲ 伊勢市小俣町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

滋賀 10日 ㈱DTC 高島市新旭町 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

京都 15日 栄組運輸㈱ 久世郡久御山町 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

22日 ㈱山田運輸 京都市南区上鳥羽勧進橋町 山田運輸 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

22日 ㈲らくよう建工 城陽市寺田東ノ口 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

29日 ㈲松見運輸 八幡市川口萩原 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか9件

17日 ㈱武一興産 羽曳野市羽曳が丘 本店 文書警告 事業計画変更事前届け出違反

大阪 29日 光亜運送㈱ 和泉市山荘町 本社 文書警告 乗務時間等の告示の遵守違反ほか4件

兵庫 16日 ㈲坂本商事 姫路市安富町 安富 70日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

26日 ㈲渡辺建設 神戸市垂水区青山台 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

和歌山 19日 高出運輸㈲ 和歌山市西浜 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか2件

鳥取 16日 倉吉運送㈱ 東伯郡北栄町 北栄 文書警告 運転者に対する指導監督違反

広島 9日 ㈱ティーユーロジネット 広島市安佐南区 西風新都物流センター 162日車 過積載運行

16日 仁方運輸㈱ 呉市広白石 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

山口 17日 ㈱備九山口 周南市西松原 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

30日 ㈱エンデバー 下関市長府扇町 下関 120日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

徳島 16日 木村運送㈲ 徳島市南矢三町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

愛媛 18日 四国名鉄運輸㈱ 今治市天保山町 今治 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

19日 森実タウンサービス㈲ 新居浜市惣開町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

高知 15日 丸大運輸㈱ 宿毛市藻津 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

福岡 15日 くろがね運輸機工㈱ 北九州市八幡西区夕原町 本社 120日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか16件

30日 小林流通㈱ 糟屋郡久山町 福岡 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

長崎 4日 ㈱ムロオ 諫早市貝津町 長崎 文書警告 点呼の実施義務違反ほか2件

16日 長崎丸善運輸㈱ 諫早市高来町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

熊本 15日 ㈱トランスライナー 熊本市東区石原 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

19日 ㈲村中産業運輸 玉名市下 本社 10日車 過積載運行

大分 30日 みどり運送㈱ 大分市廻栖野 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

宮崎 9日 合資会社清友開発 日南市平山 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか15件

10日 ㈱日南水急 日南市平山 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

16日 松田義則 宮崎県宮崎市 本社 90日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか15件

23日 ㈲日向商運 日向市日知屋 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

鹿児島 10日 ㈱湯浅運送 鹿児島市南栄 鹿児島 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

10日 ㈲尾嶋運送 出水市高尾野町 本社 90日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか18件

22日 ㈲輝北運輸 鹿屋市輝北町 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

30日 ㈱春田建設 出水市荘 本社 20日車ほか 運転者台帳の作成義務違反ほか7件

沖縄 25日 ㈲がなは運送 名護市伊差川 本社 50日車ほか 健康状態の把握違反ほか7件
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