
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 3日 ㈱インフィニティ 釧路市星が浦北 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

5日 ㈱北日本重量 旭川市永山北２条 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか2件

25日 幸和運輸㈱ 釧路市西港 釧路 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

青森 27日 ㈱ほくうん 八戸市大字河原木字 八戸 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反

岩手 18日 ㈱ワイティ・クリエイション 花巻市石鳥谷町 北東北支店 30日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

宮城 13日 ㈲藤島建材 大崎市古川桜ノ目字 本社 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

秋田 25日 ㈲鶴谷建材 大仙市四ツ屋字 本社 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか2件

山形 28日 宮内建運㈱ 南陽市宮内 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

18日 吉田重機運輸㈱ 東置賜郡高畠町 置賜 20日車 過積載運行

福島 18日 ㈱高野商運 郡山市田村町 郡山 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

18日 ㈲ゑび屋 伊達郡桑折町 本社 30日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

18日 ㈲本田重機興運 郡山市西田町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか1件

20日 福島陸運㈱ 伊達市保原町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

茨城 11日 ㈲川澄商事 水戸市若宮 水戸 165日車 点呼の記録事項義務違反ほか10件

26日 吉成商事運輸㈲ 水戸市高田町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

栃木 4日 斎藤運輸㈱ 矢板市こぶし台 矢板 125日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

4日 宇賀神興業㈱ 鹿沼市西茂呂 本社 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

群馬 4日 ㈲館林運輸 邑楽郡邑楽町大字 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

4日 東群運送㈱ 佐波郡玉村町 前橋南インター 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

26日 月夜野運送㈱ 沼田市白沢町 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

埼玉 11日 ㈲豊仲 深谷市大谷 深谷 269日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか13件

19日 ㈱ナンバーワンサービス 入間郡三芳町 本社 80日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 ヤマト運輸㈱ 川口市北原台 川口北 文書警告 運転者に対する指導監督違反

千葉 11日 交神運輸㈱ 市川市千鳥町 市川 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

11日 南総安房運輸㈱ 鴨川市花房 鴨川 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか2件

26日 ㈱ＴＯＭｓＬＩＮＥ 八街市沖 本社 30日車 過積載運行

東京 26日 ワンツーランド㈱ 足立区南花畑 東京足立 130日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

神奈川 11日 ㈲湘栄サービス 伊勢原市下平間 伊勢原 205日車 健康状態の把握義務違反ほか15件

26日 躍進運輸㈱ 川崎市川崎区扇町 川崎 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

富山 12日 ㈲アルプス 射水市小島 本社 40日車 健康状態の把握違反ほか7件

長野 26日 ㈲ミハラ運輸 東御市滋野乙 本社 事業停止（３０日間） 名義貸し

京都 5日 日本通運㈱ 京都市右京区 京都自動車事務所 文書警告 事業計画変更事前届出違反ほか2件

18日 ㈲楠田機設運輸 八幡市男山長沢 京都 文書警告 点呼の実施不適切ほか2件

大阪 13日 日本商運㈱ 八尾市青山町 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

13日 ㈱奥山商店 大阪市住之江区 南港 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

13日 ㈱トランスポート・ヒカリ 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

21日 ㈱ジーエヌオー運送 大阪市西淀川区 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか6件

28日 ㈱浪花商事 茨木市野々宮 本社 40日車 点呼の実施義務違反ほか5件

兵庫 3日 ㈱プラウド 伊丹市鴻池 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

3日 ㈲MTS 神戸市東灘区御影塚町 東灘 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

18日 ㈱北神戸運輸 神戸市北区 神戸 20日車 点呼の記録事項違反ほか6件

岡山 4日 カミシマ運輸㈱ 笠岡市港町 本社 20日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

広島 4日 ㈱ティーウエスト 広島市西区草津港 広島西 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか9件

山口 25日 ㈲都北運送 周南市秋月 徳山 50日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

香川 10日 ㈱大地 丸亀市西平山町 本社 50日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか11件

愛媛 18日 ㈱ロジネット愛媛 松山市堀江町 松山 85日車ほか 点呼の実施義務違反ほか14件

20日 伊豫運送㈱ 今治市東鳥生町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導及び監督違反ほか2件

福岡 11日 ㈲誠美紙商運輸 北九州市小倉北区 本社 120日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか16件

21日 ㈱九州渡辺産業運輸 糟屋郡粕屋町 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

25日 ㈲ワイズトランスポート 北九州市門司区新門司 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

佐賀 25日 ㈲チクホーロジコム 鳥栖市姫方町 本社 40日車ほか 報告義務違反ほか8件

熊本 21日 ㈱エルティ熊本 熊本市南区流通団地 本社 170日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか22件

大分 4日 安心院運輸㈱ 大分市向原西 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか13件

宮崎 3日 ㈲土公運送 児湯郡新富町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

25日 徳丸運送㈱ 都城市高崎町 本店 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

鹿児島 11日 ㈲ドリーム 鹿屋市串良町 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

19日 ㈲第一物流 鹿児島市新栄町 本社 90日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか13件

沖縄 6日 中野武志 西原町字小那覇 本社 20日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか3件

25日 企業組合太陽 西原町上原 本社 30日車ほか 過労運転の防止措置義務違反ほか8件
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