
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

茨城 16日 阿久津運送㈲ 結城郡八千代町 本社 170日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

16日 會澤運送㈱ 常陸大宮市上大賀 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

23日 ㈲石崎輸送システム 東茨城郡城里町 本社 130日車 疾病のおそれのある乗務ほか11件

23日 練馬運送㈱ つくばみらい市陽光台 茨城 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

群馬 9日 ㈱新井グループ運輸 伊勢崎市曲沢町 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

16日 ㈱イワタレッカー 藤岡市中 群馬 10日車 事業の無届出休止・廃止

24日 テラテクニカル㈱ 高崎市鶴見町 本社 185日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

埼玉 9日 ㈱サカモト 川口市芝下 本社 235日車 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

16日 ㈲三晃運輸 行田市大字上池守 本社 285日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

16日 ㈱三英運輸 川口市上青木 埼玉 160日車 疾病のおそれのある乗務ほか11件

16日 関東シティフレイト㈱ 東松山市大字石橋 本社 55日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

16日 ㈱オアシス さいたま市岩槻区 さいたま 文書警告 運転者に対する指導監督違反

23日 山繁陸運㈱ さいたま市北区東大成町 本社 100日車 点呼の実施義務違反等ほか9件

23日 ㈱エスディーケー さいたま市岩槻区加倉 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

23日 ㈱北関東陸送 上尾市大字上野 本社 40日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

東京 2日 ㈱Ｈ＆Ｒ 江戸川区宇喜田町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反等

9日 ㈱リアル 武蔵村山市伊奈平 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

16日 ㈱佐戸レッカー 青梅市新町（旧：あきる野市雨間） 本社 210日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

16日 篠崎運送㈲ 三鷹市新川 本社 60日車 点呼の実施義務違反ほか5件

16日 セイナン運輸㈱ 江戸川区東瑞江 本社 55日車 定期点検整備の実施違反ほか9件

23日 ㈲コマツサポートサービス 日野市日野台 本社 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

23日 ㈲ホシナ運送 八王子市大谷町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

23日 本木総業㈱ 足立区扇 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

神奈川 9日 ㈱島清運送 平塚市下島 本社 140日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

16日 横浜ネットワーク㈱ 横浜市都筑区南山田町 本社 70日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

16日 ㈱湘南運輸サービス 秦野市堀山下 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

新潟 5日 四ツ橋運輸興業㈱ 新潟市東区大形本町 本社 60日車 点呼の実施違反ほか8件

9日 ㈱テスコ商運 新潟市北区太郎代 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

19日 陵北運輸㈱ 新潟市東区古湊町 新潟 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

富山 8日 ㈱長岡運送 射水市今井 本社 40日車 健康状態の把握違反ほか8件

石川 11日 甲信越福山通運㈱ 白山市源兵島町 金沢支店 10日車 運行管理者の講習受講義務違反

長野 17日 ㈱開道 上田市藤原田 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

17日 共和運送㈱ 安曇野市穂高 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

25日 芙蓉運送㈱ 千曲市大字森 千曲 170日車 乗務等の記録違反ほか11件

岐阜 12日 安金運輸㈲ 不破郡垂井町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか3件

三重 4日 ㈱アスリート 松坂市曽原町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

滋賀 9日 ㈱淡海通商 東近江市沖野 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

17日 ㈱平安運輸倉庫 高島市マキノ町 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか3件

京都 11日 合同会社シルエ・サービス 綾部市味方町 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか8件

11日 金商㈱ 亀岡市曽我部町 本社 10日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

16日 ㈲沢井建設 亀岡市千代川町 本社 20日車 過積載運行

17日 ㈲太秦運輸 向日市寺戸町 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか12件

大阪 8日 ㈲ヒラマツ 岸和田市木材町 本社 150日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか10件

12日 ㈱大光トランスポート 大阪市生野区巽中 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

15日 寺口運送㈱ 堺市南区 本社 60日車 乗務等の記録義務違反ほか1件

17日 大日産業㈱ 堺市美原区 本社 155日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

19日 山本貴之 寝屋川市楠根南町 山本総業 20日車 過積載運行

19日 幸起運輸㈱ 東大阪市川田 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

19日 ㈲武東 寝屋川市御幸東町 本社 20日車 過積載運行

22日 丸平運輸倉庫㈱ 貝塚市脇浜 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

23日 ㈱幸徳運輸 高槻市唐崎西 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか6件

25日 大阪牧迫運輸㈱ 大阪市住之江区平 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか13件

25日 コンテナ阪神㈱ 大東市新田西町 本社 50日車 点呼の実施義務違反ほか6件

26日 吉田運輸商事㈱ 堺市美原区 本社 210日車 点呼の記録義務違反ほか14件

26日 ㈱ココ 大阪市港区海岸通 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

兵庫 9日 ㈱エスケイ物流 加東市喜田 本社 50日車 点呼の実施義務違反ほか8件

16日 八家運送㈲ 姫路市木場前七反町 本社 10日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

奈良 19日 上野運輸㈱ 生駒郡平群町 本社 25日車 点呼の記録事項義務違反ほか5件

和歌山 10日 ㈱内田商店 和歌山市湊 本社 55日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

16日 ㈱有田中央運送 有田郡有田川町 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

島根 10日 ㈱大南 雲南市大東町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

16日 ㈲山平運送 浜田市宇野町 浜田 30日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

岡山 22日 ㈱トータル運輸 倉敷市連島町 岡山 20日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか3件

24日 ㈲津下建材 岡山市北区 本社 20日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか5件

山口 8日 ㈱アイ・エム・シー 宇部市大字善和 山口 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

香川 5日 ㈲浅野運送 高松市香川町 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反

愛媛 22日 ㈲明浜運送 西予市明浜町 本社 20日車 過積載運行

高知 17日 今野急送㈲ 四万十市生ノ川 本店 20日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか2件

福岡 1日 ㈲下河物流 みやま市瀬高町 本社 30日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

9日 ㈲月俣産業 飯塚市津原 本社 20日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか8件

23日 森商運輸㈱ 糟屋郡志免町 本社 80日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

佐賀 1日 佐賀ダイキュー運輸㈱ 武雄市北方町 武雄北方 50日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか3件

熊本 17日 ㈲青和 熊本市北区植木町 本社 130日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか17件

12日 ㈲八代陸運 八代市平山新町 本社 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

大分 1日 ㈱共同運輸 国東市国東町 本社 50日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか14件

宮崎 4日 ㈲みやび運輸 西臼杵郡高千穂町 本社 80日車ほか 過積載運行ほか10件

11日 ㈱エンデバー 北諸県郡三股町 宮崎 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

鹿児島 1日 システム物流㈱ 鹿児島市谷山港 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか9件

9日 ㈲外園運輸 鹿児島市平川町 本社 120日車ほか 点呼の実施義務違反ほか13件

15日 ㈲河崎運送 鹿屋市名貫町 本社 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

15日 ㈲仙美青果 鹿児島市東開町 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

24日 ㈱丸五運送 鹿児島市谷山港 本社 10日車 過積載運行
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