
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 4日 ㈱巨都運輸 北斗市追分 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反

22日 新得協同運輸㈲ 上川郡新得町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

22日 ㈱金澤運送 函館市昭和 本社 30日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか10件

22日 ㈱丸秀道和興業 網走市二見ケ岡 本社 30日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか8件

22日 ㈱ニヤクコーポレーション 苫小牧市あけぼの町 苫小牧事業所 10日車ほか 事業計画変更の変更認可違反ほか3件

29日 ㈱北広島輸送 恵庭市下島松 本社 文書警告 乗務等の記録事項義務違反ほか4件

青森 4日 ㈲長峰商事 三戸郡五戸町 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか4件

13日 三八五トランスポート㈱ 青森市浪岡大字大釈迦 青森 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

岩手 21日 ㈲ヤマゼン物流 紫波郡矢巾町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

宮城 6日 ㈲石陸運輸 石巻市大森 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順違反ほか3件

20日 ㈱三浦興業 気仙沼市本吉町 本社 40日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

21日 カトーレック㈱ 大崎市古川稲葉 仙台北 60日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

秋田 6日 ㈱太平陸送運輸 秋田市外旭川三千刈 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

26日 上野輸送㈱ 秋田市寺内 秋田 文書警告 運転者に対する指導監督違反

福島 8日 ㈱伊藤運輸 郡山市喜久田町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

19日 ㈲アイ・ダブル・アイ 岩瀬郡鏡石町深内町 本社 20日車 運行記録計による記録義務違反ほか1件

26日 郡山物流㈲ 郡山市富久山町 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか2件

茨城 12日 ㈱中央流通サービス 守谷市久保ヶ丘 つくば 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

19日 茨一運輸㈱ 筑西市猫島 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

19日 ㈱茨城荷役運輸 東茨城郡茨城町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

栃木 5日 ㈲さとう運輸 栃木市新井町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反等

群馬 5日 ㈱ＳＰＩＲＩＴ 伊勢崎市香林町 本社 280日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか15件

12日 シングン物流㈱ 藤岡市下栗須 本社 65日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

埼玉 8日 ㈱蓮見運輸 八潮市八潮 足立 110日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

東京 12日 東京運輸㈱ 足立区関原 本社 180日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

12日 ㈱三恵運送 江東区永代 本社 150日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

19日 ｎｉｓｓａ　ｌｉｎｅ㈱ 江戸川区鹿骨 東京 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

神奈川 5日 ㈱ソル 横浜市保土ヶ谷区 本社 30日車 過積載運行

新潟 5日 ㈱魚沼運輸 長岡市新産 長岡 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

福井 13日 遊亀クレーン工業㈱ 越前市上太田町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか14件

15日 堀川重建㈱ 坂井市三国町 本社 50日車ほか 事業計画変更認可違反ほか6件

山梨 8日 北杜㈲ 北杜市小淵沢町 本社 180日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

静岡 4日 ㈱中村物流 浜松市北区引佐町 本社 110日車ほか 事業計画変更認可違反ほか8件

20日 石垣運輸㈱ 静岡市駿河区 本社 85日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

20日 鯨陽陸運㈲ 静岡市葵区 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか5件

20日 ㈱ゼロ・プラス中部 沼津市大岡 沼津 文書警告 運転者に対する指導監督違反

愛知 1日 ㈱名城運輸機工 名古屋市北区萩野通 本社 10日車 点呼の実施義務違反

5日 日本空輸㈱ 名古屋市中川区 名古屋中央 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

6日 潮見輸送㈱ 豊橋市二川町 豊橋 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

11日 ㈲サツマ興運 名古屋市西区 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

11日 エーデン流通㈱ 長久手市岩作琵琶ヶ池 長久手 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

11日 名古屋運送㈱ 小牧市新小木 小牧 40日車ほか 事業計画変更事前届出違反ほか4件

13日 ㈱ランナー便 名古屋市中村区 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

15日 美光商運㈱ 弥富市東末広 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

大阪 5日 久保運送㈱ 岸和田市地蔵浜町 本社 40日車 乗務等の記録事項違反ほか2件

14日 ㈱北越 藤井寺市大井 本社 許可の取消し 事業計画変更認可違反ほか14件

18日 ㈲林清商店 大阪市淀川区 本社 20日車 点呼の実施義務違反ほか4件

20日 衣笠運送㈱ 大阪市港区 大阪物流センター 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

22日 摂友㈱ 大東市新田中町 大東 30日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

兵庫 1日 ㈲円心運輸 赤穂郡上郡町 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

22日 マンナ運輸㈱ 神戸市須磨区 神戸 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

29日 ㈱ミヨシサービス 尼崎市大庄西町 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか1件

奈良 8日 ㈲前川運輸 生駒郡安堵町 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

和歌山 14日 清水建材㈱ 和歌山市新中島 本社 130日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか15件

島根 25日 仲谷　浩一 隠岐郡海士町 菱浦 120日車ほか 事業計画変更の事後届出違反ほか13件

岡山 6日 ㈲ダイアサービス 岡山市北区 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

山口 11日 ㈱ニヤクコーポレーション 下松市潮音町 下松事業所 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

福岡 15日 ㈱白神工業 飯塚市大日寺 本社 80日車ほか 報告義務違反ほか14件

22日 ㈱那珂川運送 糟屋郡宇美町 本社 90日車ほか 運転者台帳の作成義務違反ほか12件

26日 博多運輸㈱ 福岡市東区 香椎浜支店 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

長崎 19日 草野　辰彦 雲仙市 小浜葬儀社町民斎場 80日車ほか 報告義務違反ほか8件

熊本 5日 ㈱Ｉ．Ｓ物流 熊本市東区 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

宮崎 15日 ㈱ＬＣトランス 都城市豊満町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか13件

鹿児島 28日 ㈲星光ライン 鹿児島市谷山港 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件
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