
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 6日 ㈱佐野重機 札幌市西区発寒５条 札幌 文書警告 運転者に対する指導監督違反

13日 ㈲太正商運 北見市川東 北見 文書警告 特定運転者に対する適性診断受診義務違反

21日 ㈲マルミ産業 釧路郡釧路町 本社 230日車ほか 点呼の実施義務違反ほか13件

21日 北海道物流㈱ 石狩市新港南 石狩 135日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

21日 ㈱稚内急行 石狩市親船東１条 札幌 110日車ほか 事故の記録事項義務違反ほか6件

21日 ドリームインターナショナル㈱ 石狩市新港南 札幌 60日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか9件

21日 ㈱Ａｖａｎｔｙ 帯広市西２０条北 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

21日 ㈲北天 北見市端野町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

青森 8日 八戸鮮魚輸送企業組合 八戸市大字鮫町 本社 文書警告 点呼の記録事項義務違反

宮城 28日 ㈱和香商事 名取市美田園 仙台 110日車ほか 運転者に対する指導監督義務違反ほか7件

山形 19日 村山運輸㈱ 村山市大字本飯田 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

福島 5日 杉内運輸㈱ 郡山市日和田町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反ほか3件

18日 ㈲萱森運輸 須賀川市矢沢 本社 10日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

19日 ㈱ヤナイ 西白河郡矢吹町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

21日 磐栄運送㈱ いわき市泉町 本社 30日車ほか 運転者に対する指導監督義務違反ほか1件

茨城 26日 ㈱翔和商事 坂東市岩井 本社 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

栃木 5日 丸み運送㈲ 足利市福居町 栃木 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

5日 増山貨物自動車㈱ 宇都宮市平出工業団地 牛乳輸送 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

群馬 26日 ㈱高橋水産運輸 前橋市飯土井町 本社 60日車 点呼の実施義務違反ほか7件

埼玉 1日 ㈱日本レストランエンタプライズ 戸田市大字美女木 首都圏物流営業支店 文書警告 点呼の記録義務違反ほか2件

26日 ㈲フレッシュサービス 草加市青柳 本社 30日車 過積載運行

東京 13日 小野運送㈲ 葛飾区高砂 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

神奈川 5日 ㈱みちのく 横浜市鶴見区（旧：横浜市鶴見区） 本社 190日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

5日 ㈱京浜スワロートラック 川崎市川崎区 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

5日 小林運輸㈱ 座間市南栗原 大和 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

13日 ㈲アイゼンエンタープライズ 横浜市戸塚区 戸塚 120日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

26日 ㈱協栄運輸 高座郡寒川町 本社 80日車 点呼の実施義務違反等ほか8件

新潟 18日 伸和運輸㈱ 三条市一ツ屋敷新田 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

18日 ㈱英 新潟市江南区曙町 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

石川 8日 すぎ急送㈱ 白山市橋爪町 本社 許可の取り消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

8日 ㈲金沢みなと運送 金沢市湊 本社 許可の取り消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

8日 ㈱和 金沢市東蚊爪町ラ２３－１ 本社 許可の取り消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

8日 ㈲和 金沢市駅西本町 本社 許可の取り消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

山梨 26日 竜沢正博 山梨県笛吹市 本店 75日車 疾病のおそれのある乗務ほか5件

岐阜 6日 ㈲孫六運送 羽島郡笠松町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

18日 ㈱フェイス 安八郡安八町 東海 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

静岡 12日 ㈲浜松流通 浜松市南区本郷町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

13日 向栄物流㈱ 島田市湯日 本社 120日車ほか 点呼の記録記載不備ほか5件

27日 清進運輸㈱ 浜松市南区大柳町 本社 100日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

愛知 12日 ㈲豊清運輸 豊橋市神野新田町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

12日 ㈲ナカハラ輸送 豊橋市中原町 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

15日 第一物流㈱ 海部郡蟹江町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

15日 名古屋第一物流㈱ 岡崎市鴨田町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

18日 丸喜運輸㈱ 名古屋市中川区 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

27日 ㈲長友商事 小牧市大字岩崎 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか9件

28日 共栄運輸㈱ あま市本郷花の木 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

三重 21日  Ｔ・テクノサービス㈱ 亀山市和田町 本社 100日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

大阪 12日 吉野友治 寝屋川市国松町 本店 20日車 過積載運行

19日 大西運輸サービス㈱ 八尾市桂町 本社 20日車 運転者の指導監督義務違反ほか5件

19日 ㈱サカイ引越センター 松原市上田 松原支社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

21日 ㈱廣野建設 門真市舟田町 本社 30日車 過積載運行ほか1件

21日 ㈲由基興業 東大阪市上四条町 本社 20日車 過積載運行

21日 南港物流㈱ 大阪市住之江区 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

21日 ㈱北大阪車体運輸 豊能郡能勢町 本社 10日車 過積載運行

25日 下農運送㈱ 大阪市鶴見区 本社 20日車 点呼の記録事項違反ほか6件

兵庫 5日 港北ロジテック㈱ 神戸市中央区港島 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか8件

8日 阪神デーリー運輸㈱ 西宮市上甲子園 本社 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反

25日 星和建設㈱ 伊丹市池尻 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

26日 ㈱福富運送 伊丹市北河原 本社 文書警告 点呼の実施義務違反

岡山 12日 高梁運輸㈱ 真庭市宮地 真庭 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

広島 1日 ㈲一力コーポレーション 広島市西区田方 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）

7日 ㈱邦友 三次市東酒屋町 東酒屋 10日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

13日 ㈲山幸運輸 福山市御幸町 本社 60日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

山口 1日 ㈲田邉建材 下関市小月駅前 小月 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

1日 ㈲山王輸送 山口市大字下小鯖 本店 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

1日 合同会社川崎商会 下関市大和町 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）

1日 ㈲秋芳共栄自工 山陽小野田市津布田 本店 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

徳島 14日 ミツワ運送㈱ 徳島市春日 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

愛媛 1日 田中運輸㈲ 宇和島市祝森甲 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

高知 8日 システムトランスポート㈲ 高知市桟橋通 本社 50日車ほか 点呼の記録事項違反ほか6件

12日 ㈲弘田鉄建 高知市朝倉南町 本社 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

福岡 4日 大牟田丸善運輸㈱ 大牟田市四山町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

14日 ＴＳネットワーク㈱ 筑紫野市上古賀 福岡支店 10日車 整備管理者の研修受講義務違反

28日 ㈱玄洋 北九州市若松区 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）

28日 森脇産業㈱ 北九州市門司区 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）

長崎 20日 ㈲南高運輸 雲仙市瑞穂町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

大分 1日 ㈱千歳運送 豊後大野市千歳町 本社 70日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか12件

4日 ㈲荻急配運送 竹田市荻町 本社 70日車ほか 報告義務違反ほか10件

7日 ㈲宗像運輸 豊後大野市犬飼町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか16件

20日 東九総合運輸㈱ 大分市大字駄原 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

宮崎 4日 ㈲前田産業 日向市東郷町 本社 30日車 過積載運行

12日 ㈱山勇商事 小林市細野 本社 30日車 過積載運行

鹿児島 4日 ㈲トラフィック・ワダ 鹿児島市宮之浦町 本社 70日車 乗務等の記録事項義務違反ほか9件

25日 ㈲川尻運送 霧島市隼人町 本社 40日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか10件

沖縄 4日 ㈲マキシエクスプレス 石垣市字真栄里 本社 60日車ほか 点呼の実施違反ほか7件

21日 宮城一夫 沖縄県浦添市 本社 90日車ほか 点呼の記録違反ほか4件
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