
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 東昭興業㈱ 釧路市大楽毛 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

22日 ㈱ワイズプランニング 北広島市輪厚中央 ㈱ワイズプランニング 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

30日 ㈲丸富通商 北見市留辺蘂町温根湯温泉 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

青森 23日 大日運送㈱ 青森市大字野内 本社 20日車 過積載運行

岩手 28日 ㈲興進運輸 一関市厳美町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

宮城 6日 ㈱祥和ロジスティックス 仙台市泉区長命ヶ丘 仙台 140日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

10日 ㈱鈴木産業 多賀城市山王 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

山形 27日 ㈲海東運送 米沢市大字花沢 本社 105日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

茨城 7日 ㈲ケンキ 土浦市富士崎 本社 20日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

7日 日立運送㈲ 日立市田尻町 本社 10日車 点呼の記録事項義務違反ほか4件

7日 ㈲松本商事 日立市平和町 日立 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

21日 ㈱キャリアネット 猿島郡五霞町 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

28日 ㈱Ｋ・Ｓロジテム 取手市毛有 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

埼玉 7日 ㈱アイディ・ラム 越谷市流通団地 本社 125日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

7日 ㈲Ｆエイト 川越市南大塚 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

21日 ㈱千曲運輸 八潮市大字鶴ヶ曽根 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

千葉 7日 ㈱ファーストカーゴ千葉 八街市吉倉 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

神奈川 6日 ㈱飯田重機 横浜市中区南仲通 本社 250日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか17件

7日 ㈲トランスポートシズカ 横浜市青葉区田奈町 本社 180日車 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

7日 若月運輸株式会社 相模原市中央区東淵野辺 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

7日 ㈱まるだい運輸倉庫 小田原市西大友 運輸事業所 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

新潟 1日 ㈱後藤運輸 新潟市北区笠柳 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

10日 関越物流㈱ 新発田市日渡 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反

10日 ㈲新潟信濃運輸 新潟市南区上塩俵 白根 10日車 乗務時間等告示の順守違反

長野 6日 安曇野商事㈱ 安曇野市豊科高家 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

岐阜 8日 ㈲高木建材 瑞浪市日吉町 本社 10日車 過積載運行

15日 ㈱ＩＴＭ 各務原市蘇原東栄町 岐阜 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

静岡 1日 ㈱渡産業 沼津市足高 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

6日 清和トラック輸送㈱ 静岡市清水区興津清見寺町 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反

愛知 15日 大石梱包㈱ 小牧市大字東田中 小牧 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

24日 ㈱小川産業 豊川市大崎町 豊川 110日車ほか 点呼の実施不適切ほか4件

24日 ㈱小川産業 豊田市緑ケ丘 豊田 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか1件

24日 ㈱鴻巣植物運輸 田原市高松町 本社 50日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

24日 ㈱ハヤカワ運送 豊田市大畑町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

30日 ㈱ムソー 小牧市大草南 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか2件

31日 ㈱MATSUI EXPRESS MS 清須市朝日貝塚 名古屋西 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

31日 協和㈱ 愛西市森川町 愛西 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

三重 24日 ㈱伸栄冷蔵 三重郡川越町大字亀崎新田 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

滋賀 7日 大阪日電運輸㈱ 大津市瀬田大江町 大津 10日車 点呼の記録事項違反ほか2件

京都 6日 ㈲ワークス 京都市右京区嵯峨野内田町 京都 20日車 事業計画変更認可違反ほか2件

31日 ㈲北斗 京都市山科区勧修寺柴山 本社 10日車 過積載運行

大阪 3日 ㈱プロティオ 東大阪市吉原 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

6日 まるか重量㈱ 東大阪市加納 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

8日 ㈲タキグチ 高槻市幸町 本社 60日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか12件

9日 ㈲将賢通商 南河内郡千早赤阪村 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

16日 福山通運㈱ 大阪市福島区大開 大阪支店 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

16日 丸協運輸㈱ 門真市ひえ島 大阪 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

16日 ㈱山里物流サービス 八尾市福万寺町南 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

16日 ㈱サカイ引越センター 豊中市服部寿町 豊中支社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

奈良 24日 三木　守 御所市南十三 本店 文書警告 定期点検整備の実施違反

和歌山 22日 橋谷運送㈱ 田辺市東山 本社 55日車 乗務等の記録義務違反ほか6件

岡山 1日 三之丸通商㈱ 津山市福田 岡山 70日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

29日 岡山スイキュウ㈱ 瀬戸内市長船町 瀬戸内物流センター 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

広島 7日 西部運輸㈱ 廿日市市宮内工業団地 広島支店 10日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

8日 日光陸運㈱ 広島市安佐北区可部町 勝木 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

28日 ㈲フォーユー 三次市青河町 三次 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

徳島 13日 ㈲スイム 小松島市金磯町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

28日 カトーレック㈱ 板野郡北島町江尻 徳島 20日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか9件

高知 14日 ㈲アツミ物流 高知市横浜 横浜 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか3件

福岡 6日 幸運トラック㈱ 北九州市若松区南二島 若松 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

8日 りくだい㈱ 八女郡広川町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか13件

29日 平和運輸産業㈱ 北九州市若松区響町 本社 50日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

佐賀 3日 ㈲イーグルライン 佐賀市川副町 本社 90日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

30日 日の丸運輸㈱ 鳥栖市曽根崎町 本社 30日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか5件

長崎 1日 協業組合諫早輸送センター 諫早市粟面町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか19件

熊本 3日 ㈱水上畜産運輸 菊池市旭志弁利 本店 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか15件

大分 24日 トーショー九州㈱ 大分市大分流通業務団地 本社 50日車ほか 運転者台帳の作成義務違反ほか4件

宮崎 6日 ㈲輝北運輸 児湯郡高鍋町 宮崎 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

20日 エース総合運輸㈱ 宮崎市清武町 宮崎 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

鹿児島 9日 田代運送㈱ 薩摩川内市中郷町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか14件

17日 ㈲山下運送 指宿市山川大山 本社 130日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか16件

21日 弘竜家畜輸送㈱ 鹿屋市串良町 本社 45日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

沖縄 13日 高吉雅也 浦添市西原 本社 80日車ほか 点呼の記録違反ほか9件

23日 丸三建設㈱ 浦添市西原 本社 50日車ほか 運転者に対する指導及び監督違反ほか9件
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