
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 10日 ㈲古谷石油運送 札幌市北区篠路４条 札幌北 170日車ほか 点呼の実施義務違反ほか15件

10日 高梨重機工業㈱ 虻田郡洞爺湖町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか14件

10日 ホクサン㈱ 紋別市落石町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

10日 ㈱東部運輸 札幌市清田区里塚緑ケ丘 本社 10日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか2件

29日 ㈲旭東建材 旭川市東７条 本社 40日車ほか 過積載運行ほか9件

29日 藤栄運輸㈱ 旭川市東旭川町 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか1件

29日 湯浅工業㈱ 網走市字潮見 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

29日 ㈱江運 江別市工栄町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

青森 9日 三協運輸㈱ 青森市大字細越 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

9日 ㈲アオモリ・サンド企画 むつ市奥内大室平 本社 10日車 過積載運行

28日 八戸輸送サービス㈱ 八戸市大字鮫町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

宮城 9日 東日本ウェブ㈲ 加美郡加美町 本社 20日車ほか 定期点検整備の実施違反ほか3件

秋田 30日 ㈱ビー・エス・エー 秋田市河辺戸島 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

福島 8日 常磐ニット㈱ いわき市常磐水野谷町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

8日 トランスパック㈱ 福島市瀬上町 福島東 70日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか6件

8日 鈴木興業運輸㈱ いわき市泉町 本社 30日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

9日 ㈱東和電気 二本松市下川崎 本社 105日車ほか 運転者に対する指導監督義務違反ほか5件

9日 ㈱隆弘運輸 西白河郡泉崎村大 福島 110日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

新潟 7日 ㈲鉄鋼運輸 長岡市宝 本社 30日車 事業計画変更認可違反ほか1件

富山 17日 ㈲アシスト 中新川郡立山町 本社 30日車 点呼の実施違反ほか4件

福井 17日 真沙斗急送㈲ 勝山市北郷町 本社 160日車ほか 点呼の記録記載不備ほか17件

岐阜 13日 大征運輸㈱ 瑞穂市野白新田 本社 20日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか2件

14日 ㈲杉山産業 山県市東深瀬 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

静岡 7日 ㈲ナカックス 焼津市石津向町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか4件

9日 信栄運輸㈲ 富士市依田橋 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

10日 ㈲湘南エスライン 榛原郡吉田町 静岡 20日車 点呼の実施違反

20日 ㈱エイトサービス 榛原郡吉田町 本社 20日車ほか 健康状態の把握違反ほか4件

24日 ㈲丸朝配送 静岡市葵区内牧 本社 20日車ほか 点呼の記録記載不備ほか5件

愛知 7日 ㈱ウエスト 小牧市小木東 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

13日 中部糧穀運輸㈱ 名古屋市南区七条町 本社 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

15日 ㈲ワンプラスワン 小牧市大字入鹿出新田 小牧 50日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

17日 ㈱マルセイカンパニー 名古屋市港区品川町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

20日 ㈲トランスタッフ 稲沢市高御堂 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

20日 浪岡運送㈲ 知多郡美浜町 本社 20日車 乗務時間等の基準の順守違反

22日 カネ政運輸㈲ 小牧市大字上末 小牧 60日車ほか 健康状態の把握違ほか4件

30日 ㈲セントラル古澤 みよし市打越町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

三重 8日 ㈲岩元商運 鈴鹿市山辺町 本社 190日車ほか 健康状態の把握違反ほか17件

13日 河原田運送㈱ 四日市市楠町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

17日 ㈲鈴鹿物流サービス 三重郡川越町 川越 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

17日 ㈱Ｔ・Ｉサービス 亀山市山下町 本社 90日車ほか 点呼の記録記載不備ほか11件

19日 イーストン㈱ 亀山市菅内町 本社 160日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか13件

20日 ㈱中間ＴＲＣ 津市一志町 本社 20日車ほか 点呼の記録記載不備ほか7件

滋賀 16日 ㈲宇参商事 甲賀市甲賀町 滋賀 165日車 点呼の実施義務違反ほか9件

大阪 8日 ㈱イナノ物流 箕面市小野原西 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか9件

9日 ㈱大城物流 泉佐野市日根野 本社 70日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

9日 ㈲誠弘運輸 吹田市川岸町 本社 10日車 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

21日 新北大阪運送㈱ 大阪市北区大淀中 本社 50日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

兵庫 7日 岡山西部運輸㈱ たつの市龍野町 兵庫 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

7日 ㈲神戸一光海運 神戸市中央区港島 本社 30日車 運転者に対する指導監督違反ほか3件

8日 ㈱中藤 尼崎市田能 園田 10日車 点呼の実施義務違反

和歌山 8日 ㈲日高物流 有田郡有田川町 本社 185日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか11件

広島 23日 佐川急便㈱ 広島市南区出島 広島 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

愛媛 17日 ㈱薦田運輸 新居浜市垣生 本社 10日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか7件

24日 四国運輪㈲ 伊予市宮下 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

27日 ㈱入本物流 伊予市中山町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

福岡 27日 ㈲ハヤト運輸 飯塚市相田 本社 30日車ほか 運転者台帳の記載事項義務違反ほか6件

30日 飯盛運輸㈱ 福岡市西区大字羽根戸太田 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

31日 ヤマト運輸㈱ 柳川市西浜武 柳川支店 60日車ほか 無車検運行違反ほか2件

31日 ㈲恵成運輸 糟屋郡志免町 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

長崎 31日 ヤマト運輸㈱ 大村市今津町 長崎主管支店 60日車ほか 無車検運行違反ほか1件

熊本 14日 ㈱山一商事 球磨郡多良木町 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか13件

宮崎 8日 ㈲門川運輸 東臼杵郡門川町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか18件

鹿児島 21日 ㈲鹿児島マルトウ 県鹿児島市中山町 本社 10日車 過積載運行

22日 安全産業㈱ 鹿児島市谷山港 JDセンター 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反ほか3件

31日 ㈱鹿児島急送 県鹿児島市東佐多町 南九州 40日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか3件

31日 ㈲飛鳥運輸 県薩摩郡さつま町 本社 10日車 過積載運行
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