
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 1日 北斗運輸㈱ 札幌市豊平区月寒東２条 本社 80日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

1日 ㈱三協トランスポート 河西郡芽室町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

1日 ㈱ミネショウ 札幌市北区新川西１条 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

1日 ㈱大一陸送 夕張郡長沼町東町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか1件

1日 ㈲本別砕石工業 中川郡本別町 本社 10日車ほか 点検整備記録簿等の記載違反ほか1件

1日 ㈲三恵運送 札幌市手稲区西宮の沢３条 本社 10日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか2件

10日 ㈱北司運輸 釧路市浜町 釧路 文書警告 自動車検査証の備付けの違反

10日 ㈲尾田運輸 目梨郡羅臼町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

16日 丸北北興運輸㈱ 斜里郡小清水町 本社 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか1件

18日 ㈲長谷川興業 美唄市東８条 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか2件

29日 北海道三八五流通㈱ 苫小牧市新明町 苫小牧 185日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

30日 ㈱ほくうん 苫小牧市字勇払 苫小牧 文書警告 運転者に対する指導監督違反

青森 9日 ㈱天照運輸 三戸郡階上町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

12日 タセイ㈱ 八戸市大字妙 本社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

17日 戸沼貨物自動車㈱ 西津軽郡鯵ケ沢町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

29日 大日運送㈱ 青森市大字野内 本社 30日車 過積載運行ほか1件

岩手 2日 ㈲エスケーライン盛岡 紫波郡矢巾町 本社 40日車ほか 事業計画変更違反ほか4件

2日 武蔵野運送㈱ 滝沢市滝沢 盛岡支店 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

宮城 17日 ㈱ＧＭトランスポート 仙台市宮城野区港 仙台 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

福島 2日 みちのく陸運㈱ 福島市北矢野目 福島トラックステーション 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

9日 川合運輸㈱ 河沼郡会津坂下町 会津 50日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

11日 ㈲的場 福島市宮代 本社 80日車ほか 点呼の記録義務違反ほか5件

18日 福島本木運送㈱ 本宮市本宮 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 1日 ジャパン通商㈱ 水戸市元吉田町 本社 140日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

1日 軽部商運㈲ 水戸市大串町 本社 160日車ほか 点呼の実施義務違反ほか13件

1日 北関東通商運輸㈱ 水戸市大串町 本社 140日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

2日 ㈱浩成 つくば市栄 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

2日 ㈱サントス 坂東市弓田 茨城 文書警告 点呼の記録義務違反ほか1件

栃木 16日 大越運送㈱ 宇都宮市雀宮町 本社 135日車 点呼の実施義務違反等ほか5件

16日 ㈲佐取運送 足利市大沼田町 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

23日 ㈱光進 小山市犬塚 小山 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

埼玉 23日 月夜野運送㈱ 東松山市松葉町 埼玉 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

神奈川 1日 ㈱成川運輸 足柄上郡中井町 本社 197日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

23日 ㈱市村総合サービス 横浜市戸塚区原宿 原宿 220日車 健康状態の把握義務違反ほか12件

新潟 3日 本橋鉄工運輸㈱ 長岡市寺泊北曽根 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

15日 ㈱新井グループ運輸 新潟市北区島見町 新潟第２ 10日車 点呼の実施違反ほか4件

31日 新盛運輸㈱ 新潟市東区卸新町 本社 20日車 乗務等の記録違反ほか3件

富山 15日 笹井産業㈱ 富山市今市 本社 20日車 点呼の実施違反ほか5件

石川 3日 浪速運送㈱ 白山市水島町 石川 30日車 点呼の記録違反ほか5件

16日 西川輸送㈱ 金沢市専光寺町 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

福井 3日 ㈱北陸ワークス 三方上中郡若狭町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の遵守違反ほか2件

岐阜 1日 栗田運送㈲ 不破郡垂井町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

19日 ㈲揖斐川合同運輸 揖斐郡揖斐川町 本社 20日車 過積載運行

愛知 3日 ギフレミ運輸㈱ 江南市曽本町 江南 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

10日 フジ建材リース㈱ 尾張旭市渋川町 本社 10日車 過積載運行

10日 高浜木材㈱ 尾張旭市渋川町 本社 10日車 過積載運行

12日 名阪運輸㈱ 弥富市楠 弥富 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

15日 ワイケーホールディングス㈱ あま市新居屋新町 名古屋 90日車ほか 事業計画変更認可違反ほか9件

16日 ㈱丸喜 弥富市桴場 十四山 30日車 点呼の実施義務違反ほか1件

18日 丸共通運㈱ 碧南市浜町 衣浦 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

19日 ㈱ベストカーゴ 稲沢市片原一色町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

三重 11日 近畿石油輸送㈱ 四日市市天ヵ須賀新町 営業部 文書警告 運転者台帳の記載不備ほか1件

滋賀 22日 大津中央運送㈱ 大津市瀬田大江町 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか2件

京都 4日 ㈱山一サービス 船井郡京丹波町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか2件

大阪 9日 眞鶴興業㈱ 門真市桑才新町 本社 70日車 点呼の実施義務違反等ほか5件

10日 ㈱嶺井運輸 茨木市横江 北大阪 60日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

10日 りんくうフレッシュ㈱ 泉南市馬場 本社 30日車 事業計画変更認可違反ほか4件

11日 ヤマトホームコンビニエンス㈱ 大阪市住之江区 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

12日 ㈲啓進産業 大阪市鶴見区 本社 100日車 事業計画変更事前届出違反ほか8件

15日 ㈱カド 池田市空港 池田 文書警告 点呼の実施義務違反ほか6件

22日 ㈲Ｔ．Ｍサービス 大阪市住之江区 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか7件

23日 大阪小山武運送㈱ 大阪市港区 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

23日 ㈲ニューテック 大阪市住之江区 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

30日 アサヒ産業㈱ 高槻市大塚町 高槻 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

31日 新大阪運輸㈱ 岸和田市岡山町 本社 145日車 運転者に対する指導監督違反ほか4件

31日 近畿運輸㈱ 羽曳野市羽曳が丘西 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

兵庫 5日 山一運輸㈱ 神戸市中央区弁天町 本社 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

5日 ㈱石田興運 加古郡稲美町 稲美 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

5日 ㈱公善社 神戸市垂水区 本社 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

5日 ㈱大阪商運社 加西市朝妻町 兵庫 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

24日 ㈱大馬重機 神戸市中央区 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 2日 ㈱エースコーポレーション 大和郡山市馬司町 奈良 30日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

11日 ㈲難波建材 天理市柳本町 本社 20日車 過積載運行

11日 ㈱山正物流 生駒市北田原町 本社 10日車 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

和歌山 17日 ㈲西富運送 有田郡有田川町 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

17日 紀の川陸運㈱ 紀の川市貴志川町 本社 20日車 点呼の実施義務違反ほか4件

岡山 3日 ㈲日栄商事 総社市駅前 本社 40日車ほか 事業計画事後変更届出違反ほか10件

広島 30日 喜多屋商事㈱ 福山市瀬戸町 本社 50日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

30日 ㈱ゼネラル・カーゴ・サービス 東広島市西条吉行東 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

31日 両備トランスポート㈱ 広島市南区 セメント広島 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

福岡 1日 ㈱エルス 古賀市小山田恵内作 福岡支店 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

2日 ㈱ケイ・ティー 古賀市青柳 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

16日 ㈱渡辺産業運輸 糟屋郡志免町 福岡 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

22日 三共倉庫㈱ 北九州市八幡西区 本社 170日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか17件

佐賀 2日 ㈲谷口運送 多久市北多久町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

熊本 31日 ㈱ケイ・エヌ運輸 菊池市大字大平 本社 50日車ほか 点呼の記録義務違反ほか9件

宮崎 5日 ㈱昭英物流 東諸県郡国富町 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

29日 ㈱九州低温流通 西都市大字荒武 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか14件

鹿児島 9日 ㈱中尾運送 南さつま市金峰町 本社 165日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか16件

18日 ㈲ＹＯＳＨＩＤＡ　ＤＲＥＡＭ 霧島市隼人町 本社 45日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

沖縄 17日 ㈱中山緑建 名護市伊差川 本社 文書警告 過労運転の防止措置義務違反ほか4件
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