
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 20日 ㈱鈴木工業 札幌市手稲区 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

21日 ㈱大運 中川郡幕別町 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか5件

28日 北海総合物流㈱ 札幌市手稲区 本社 65日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

28日 ㈱共新 紋別郡遠軽町 丸瀬布 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

28日 ㈱Ｊ・Ｂ・ロジスティクス 札幌市北区 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか8件

28日 モス物流プランニング㈱ 札幌市豊平区 本社 10日車 特定運転者に対する適性診断受診義務違反

青森 1日 三栄急送㈱ 黒石市大字浅瀬石 本社 20日車 過積載運行

13日 ㈲丸善運送 北津軽郡中泊町 本社 20日車 過積載運行

13日 ㈲橋野物流 平川市碇ヶ関諏訪平 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

岩手 13日 嶋本運輸㈱ 紫波郡矢巾町 岩手支店 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

宮城 13日 ㈱リンカイ物流 仙台市宮城野区 本社 10日車 過積載運行

29日 ㈱ＨＹＳＹＳＴＥＭ 仙台市宮城野区 仙台 10日車ほか 点呼の記録義務違反ほか2件

秋田 1日 ㈲北國急行 湯沢市高松 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

13日 秋田宇部輸送㈱ 秋田市土崎港相染町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

21日 秋田運送㈱ 秋田市土崎港西 秋田港 10日車ほか 点呼の記録義務違反ほか5件

28日 東北新開㈱ 秋田市河辺松渕 秋田 90日車ほか 事業計画変更違反ほか6件

福島 1日 ㈲セントラルエキスプレス 郡山市田村町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

12日 ㈱新開トランスポートシステムズ伊達郡国見町 北福島 文書警告 点呼の記録義務違反ほか2件

15日 ㈲エフワンオートサービス 二本松市東裏 本社 文書警告 運転者に対する指導監督の記録義務違反

19日 ㈲山八運送 いわき市泉町 本社 20日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

21日 ㈱大善 会津若松市真宮新町 北会津 20日車 運転者に対する指導監督義務違反ほか1件

茨城 6日 ㈲大洗貨物運送 東茨城郡大洗町 本社 60日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

6日 ㈱アサノ通運 東茨城郡大洗町 大洗 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

13日 ㈲オオワダピアノサービス ひたちなか市大字東石川 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

群馬 13日 ㈲丸井商運 高崎市大八木町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

20日 ㈱ケースタッフ 伊勢崎市日乃出町 本社 150日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

20日 高岡エクスプレス㈱ 太田市東別所町 群馬 40日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

埼玉 13日 赤羽運送㈱ 行田市長野 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

20日 ㈲弁天 狭山市富士見 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

東京 6日 ㈲木村運送 府中市宮西町 本社 190日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

6日 ㈲金運 荒川区南千住 本社 120日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

6日 ㈱寿宅配便 八王子市石川町 八王子 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

20日 東都小揚㈱ 江東区豊洲 本社 30日車 過積載運行

神奈川 6日 ㈱エーシング 相模原市中央区 本社 110日車 健康状態の把握義務違反ほか12件

6日 ㈱日本ジェバール 横浜市緑区長津田 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

6日 ㈲佐伯商事 座間市小松原 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

13日 長村運輸㈱ 横浜市港北区 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

13日 ㈱中央運輸 厚木市下川入 厚木 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

20日 ㈱丸福商運 横浜市旭区 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

20日 ㈲浅野商店 小田原市東町 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか3件

20日 甲谷運輸㈱ 厚木市緑ヶ丘 厚木 5日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

新潟 13日 山富自動車㈲ 新潟市江南区曙町 新潟 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

27日 ドリーム・エクスプレス㈱ 三条市山王 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

山梨 27日 田中　治夫 都留市十日市場 本店 45日車 運転者に対する指導監督違反ほか3件

岐阜 16日 ㈲岳舳興業 海津市平田町 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

静岡 7日 末広エクスプレス㈲ 磐田市福田中島 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

16日 ㈱タケダ産業 富士市依田橋 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

愛知 16日 呉産業㈲ 名古屋市港区 本社 10日車ほか 定期点検整備の実施違反ほか1件

19日 ㈱丸福 丹羽郡大口町 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

21日 ㈱ロジテック箱美屋 犬山市大字犬山 本社 20日車 点呼の実施義務違反

三重 14日 楠町運送㈲ 四日市市楠町 本社 50日車ほか 事業計画変更認可違反ほか8件

26日 ㈱共栄ロジックサービス 員弁郡東員町 東員 文書警告 乗務等の記録記載不備ほか2件

滋賀 12日 小林運送㈱ 近江八幡市長福寺町 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

15日 泰星運送㈲ 犬上郡豊郷町 安食 95日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

京都 5日 ㈲右京商運 京都市北区大宮南山ノ前町 本社 10日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

7日 宏和運輸倉庫㈱ 久世郡久御山町 久御山 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

9日 ㈲白石産業 綴喜郡井手町 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

大阪 7日 日本通運㈱ 岸和田市地蔵浜町 泉州ロジスティクスンター 10日車 乗務等の記録事項違反ほか1件

14日 北大阪輸送㈱ 守口市菊水通 本社 60日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

15日 丸敏急配㈲ 大阪市福島区 本社 120日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか11件

16日 山陽自動車運送㈱ 大阪市港区 大阪港 30日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

21日 ㈱コダマ 南河内郡太子町 太子 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

21日 ㈱モリシタ 泉大津市宇多 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

兵庫 6日 ㈱兵神 神戸市灘区 本社 40日車 事業計画変更認可違反ほか7件

27日 ㈱山栄運輸 神戸市西区 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 6日 ㈲八仙興業 橿原市中曽司町 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

19日 松本運送㈱ 磯城郡田原本町 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか4件

30日 ㈲杉正商運 葛城市葛木 本社 80日車 点呼の記録事項違反ほか6件

和歌山 9日 ㈱大野商事運輸 有田郡広川町 本社 50日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

岡山 16日 ㈱依里運輸 備前市伊里中 本社 30日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

27日 ㈱おだか実業 赤磐市仁堀中 本社 100日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

山口 27日 新十和運輸㈱ 岩国市周東町 玖珂 20日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

愛媛 7日 ミヤケン㈲ 伊予郡砥部町 本社 許可の取消 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

7日 第一建工㈱ 西条市高田 本社 許可の取消 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

7日 アキラ産業㈲ 今治市松本町 本社 許可の取消 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

8日 宇和島自動車運送㈱ 新居浜市黒島 新居浜 文書警告 点呼の記録事項違反ほか2件

高知 26日 ㈲中西運送店 香美市土佐山田町 本社 文書警告 点呼の記録事項違反ほか2件

福岡 2日 博多井住㈱ 福岡市博多区沖浜町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

7日 ㈱ヤクシン運輸 筑紫野市山家 福岡 20日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか5件

19日 ㈲内本開発 北九州市小倉北区 本社 70日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか7件

28日 ㈱博運社 八女郡広川町 広川 10日車ほか )運行管理者の講習受講義務違反ほか3件

佐賀 13日 有田陸運㈱ 武雄市山内町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

長崎 6日 南高貨物自動車㈱ 島原市北門町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

熊本 27日 ㈱アップライン 宇城市豊野町 本社 290日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか14件

大分 16日 ㈲幸建企画 大分市大字迫 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか14件

26日 ㈲辻田運輸 宇佐市大字猿渡 本社 130日車ほか 点呼の記録義務違反ほか9件

28日 吉浦運送㈱ 中津市大字植野 中津 20日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか9件

宮崎 6日 上坂　洋一 都城市都北町 本社 110日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

鹿児島 6日 ㈱長島陸運 阿久根市多田 本社 110日車ほか 点呼の実施義務違反ほか14件

19日 ㈱伊藤運送 志布志市志布志町 志布志 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

20日 西南運送㈱ 南九州市知覧町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか2件

26日 ㈲浩栄商事 鹿児島市本名町 本社 140日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか22件

26日 ㈲マエハタ 鹿児島市喜入瀬々串町 本社 130日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか13件

26日 出水ダイキュー運輸㈱ 出水市野田町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

沖縄 6日 ㈱沖縄総合産業 那覇市港町 本社 165日車ほか 健康状態の把握違反ほか14件

16日 ㈲ピアノサービスセンター那覇 那覇市古島 本社 30日車ほか 過労運転の防止措置義務違反ほか5件

19日 幸地良也 糸満市糸満 本社 25日車ほか 点呼の実施違反ほか8件
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