
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 5日 ㈲グローバル輸送 札幌市清田区 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか3件

7日 光駿トレーラー輸送㈱ 北広島市大曲工業団地 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

10日 ムカワ運輸㈱ 勇払郡むかわ町 鵡川 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

10日 札幌機工運輸㈱ 札幌市豊平区 本社 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反ほか5件

21日 ㈲南空知運送 夕張郡栗山町 本社 250日車ほか 疾病・疲労等のおそれのある乗務ほか14件

21日 藤田運輸倉庫㈱ 赤平市美園町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

21日 輝功運輸㈱ 札幌市白石区 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

青森 3日 釜渕運送㈲ 三戸郡田子町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

3日 東日本ライフ輸送㈱ 青森市大字野木 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

14日 ㈲協栄運輸 三戸郡南部町 本社 10日車 過積載運行

14日 ㈲小松運送 十和田市西十四番町 本社 10日車 過積載運行

宮城 14日 ㈱村山運送 亘理郡亘理町 仙台南 140日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか8件

14日 塩釜陸運㈱ 塩竈市新富町 新富 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

25日 岩湘ロジスティックス㈱ 仙台市泉区 仙台 55日車ほか 事業計画の変更違反ほか5件

25日 東京アンデス物流㈱ 仙台市宮城野区扇町 仙台（旧 仙台支店） 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

26日 北仙台商運㈲ 栗原市築館薬師 本社 40日車 運行管理者の選任（解任）届出違反

秋田 13日 浪速運送㈱ 秋田市川尻町 秋田 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

17日 ㈱仙北運輸 大仙市戸蒔 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

17日 ㈲ナカムラカーサービス 秋田市土崎港相染町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか5件

山形 6日 カムロ運送㈱ 最上郡金山町 本社 30日車 過積載運行

福島 5日 日新運輸㈱ いわき市小名浜島 小名浜 30日車ほか 点呼の記録義務違反ほか2件

10日 長良通運㈱ 南相馬市鹿島区 福島 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

10日 ㈱ノースエクスプレス 本宮市荒井 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

13日 トゥーホームサービス福島㈱ 福島市飯坂町 本社 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

13日 ㈱フルカワ 伊達郡川俣町 本社 30日車ほか 点呼の記録義務違反ほか2件

14日 太陽興産㈲ 西白河郡矢吹町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

14日 東北クリーン運輸㈱ 福島市瀬上町 福島 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

茨城 18日 関東西部運輸㈱ 鹿嶋市大字長栖 茨城支店 事業停止（3日間） 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

栃木 17日 ㈱久留生商事運輸 那須塩原市二区町 本社 45日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

18日 関東西部運輸㈱ 矢板市こぶし台 栃木支店 事業停止（3日間） 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

群馬 4日 ㈲阿部商運 邑楽郡千代田町 本社 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

4日 みつわ運輸㈱ 吾妻郡東吾妻町 吾妻 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

11日 ㈱ＯＡＳＩＳ 邑楽郡大泉町 本社 105日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

埼玉 4日 ㈱心流通 鴻巣市人形 本社 50日車 点呼の実施義務違反等ほか3件

7日 洗足池運輸㈱ 志木市下宗岡 埼玉 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか3件

18日 関東西部運輸㈱ 本庄市いまい台 埼玉支店 事業停止（3日間） 乗務時間等告示の遵守違反ほか5件

25日 武州運輸㈱ さいたま市岩槻区城町 本社 文書警告 健康状態の把握義務違反ほか2件

千葉 4日 ㈱新晃 八千代市大和田新田 八千代 30日車 健康状態の把握義務違反ほか1件

18日 関東西部運輸㈱ 船橋市高瀬町 船橋 事業停止（3日間） 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

東京 4日 光知石巧運輸㈱ 足立区一ツ家 本店 40日車 運転者に対する指導監督違反等ほか5件

4日 ㈲トランスワールド 稲城市押立 本社 20日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

神奈川 4日 昭栄物流㈱ 厚木市妻田北 本社 115日車 点呼の実施義務違反等ほか9件

4日 ㈱Ｍ・Ａ－Ｌｏｇｉ 横浜市鶴見区浜町 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

18日 関東西部運輸㈱ 綾瀬市小園 神奈川 事業停止（3日間） 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

新潟 17日 ㈲津南運輸商事 中魚沼郡津南町 本社 90日車 点呼の実施違反ほか5件

17日 第三貨物自動車㈱ 新潟市東区榎町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反

富山 14日 ㈲エムライン 射水市高木 本社 40日車 点呼の実施違反ほか2件

石川 3日 ㈱鹿島メンテナンス 鹿島郡中能登町 本社 10日車 定期点検整備等の未実施ほか2件

26日 ㈱ミナトドリリング 金沢市無量寺町 本社 10日車 運行管理者の講習受講義務違反

福井 11日 ㈱エバー 福井市川合鷲塚町 本社 10日車 過積載運行

14日 大橋運輸有限会社 福井市小稲津町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

27日 昭和梱包運輸倉庫㈱ 敦賀市古田刈 敦賀 文書警告 健康状態の把握義務違反

岐阜 17日 ㈱Ｌｉｆｅ　Ｌｉｎｅ 多治見市旭ケ丘 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

静岡 20日 ㈱スグル貨物運輸 静岡市清水区 本社 文書警告 運転者台帳の作成義務違反ほか1件

愛知 7日 石井運輸㈱ 名古屋市港区川間町 本社 20日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか3件

11日 ㈱ＩＴ物流サービス 豊田市宮上町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

14日 伊良湖エクスプレス㈱ 田原市古田町 本社 10日車 乗務時間等の基準の順守違反

17日 ㈲田上産業 小牧市郷中 本社 125日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか16件

17日 スリーエス㈲ みよし市三好丘 本社 120日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか12件

三重 17日 ㈱光陽 三重郡川越町 本社 130日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

21日 秦　克幸 多気郡明和町 本社 20日車ほか 点呼の記録記載不備ほか6件

滋賀 25日 松田運送㈱ 草津市大路 本店 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

26日 ㈱大洋運送 東近江市阿弥陀堂町 本社 110日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

大阪 25日 サンコー運送㈱ 大阪市城東区 本社 30日車 点呼の記録事項違反ほか6件

25日 ㈱タツミ 大阪市東淀川区 本店 10日車 点呼の記録違反ほか3件

兵庫 21日 ㈱摂津清運 尼崎市東塚口町 本社 10日車 過積載運行

岡山 19日 日生運輸㈱ 備前市伊里中 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

広島 10日 広芸運輸㈱ 広島市西区山田町 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか12件

山口 14日 ㈱グローバル 防府市大字新田 本社 40日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

17日 ㈲近棟運送 防府市大字新田 本店 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

19日 ㈲石田貨物 下関市豊浦町 本店 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

徳島 5日 ㈲池田ケイアール運輸 三好市三野町 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか３件

福岡 3日 ㈱丸都運輸福岡 古賀市青柳 福岡 10日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか8件

25日 ㈱エフシーロジ 福岡市東区 箱崎 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか12件

長崎 18日 谷川製凾㈲ 長崎市西海町 長崎 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

21日 ㈲本田産業 東彼杵郡川棚町 川棚 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

宮崎 13日 万ヶ塚運送㈱ 都城市上水流町 本社 20日車 過積載運行

26日 卓洋運輸㈲ 日向市大字日知屋 本社 60日車 過積載運行

鹿児島 26日 ㈲ハシモト 姶良郡湧水町 本社 190日車ほか 点呼の記録保存義務違反ほか19件

沖縄 18日 ㈲開成産業 糸満市真栄平 本社 25日車ほか 点呼の記録違反ほか3件
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