
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 8日 合資会社レスキュー札幌 札幌市厚別区厚別西２条 本社 許可の取消し 事業の無届出休止・廃止

8日 丸友運輸㈱ 札幌市厚別区厚別西２条 本社 許可の取消し 事業の無届出休止・廃止

28日 厚岸トラック㈱ 厚岸郡厚岸町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守義務違反ほか4件

28日 紀藤建設運輸㈱ 札幌市清田区 本社 事業停止（３０日間）名義貸し

28日 ㈲弘富通商 苫小牧市一本松町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守義務違反ほか4件

28日 清栄物流㈱ 札幌市厚別区厚別北３条 本社 10日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか２件

31日 総合運輸㈱ 函館市北浜町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

宮城 29日 ㈱笹原商店 石巻市和渕字笈入 本社 20日車ほか 疾病・疲労等のおそれのある乗務ほか2件

福島 24日 ㈲筥﨑工業 いわき市小名浜林城江越 本社 10日車ほか 営業所の位置の違反ほか1件

茨城 1日 池田運送㈲ 土浦市大字田村町 本社 210日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

8日 相馬運輸㈲ 結城郡八千代町 本社 183日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

8日 ㈱丸神運輸 神栖市知手 鹿島 180日車 運転者に対する指導監督違反等ほか7件

16日 ㈲福田運送 常陸太田市大森町 本社 150日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

16日 ㈲椎木商事 潮来市須賀南 延方 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

栃木 1日 ＳＡＳロジスティックス㈱ 小山市大字出井 小山支店 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

1日 ㈱八下田陸運 宇都宮市中島町 本社 40日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

1日 鷹栖運輸機工㈲ 大田原市下石上 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

8日 グリーン輸送サービス㈱ 佐野市関川町 本社 70日車 点呼の実施義務違反等ほか8件

群馬 1日 SS物流㈱ 太田市大原町 太田 107日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか14件

1日 バイオロジスティクス㈱ 館林市大手町 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反ほか2件

23日 プリンス㈱ 前橋市富士見町 本社 130日車 法乗務時間等告示の順守違反ほか8件

23日 ㈱唐澤商店 吾妻郡高山村大 本社 105日車 点呼の実施義務違反等ほか8件

29日 ㈲中島リース 前橋市山王町 本社 10日車 点呼の記録義務違反ほか1件

埼玉 1日 ㈱ＪＲＣコーポレーション 白岡市太田新井 埼玉 190日車 点呼の実施義務違反等ほか9件

4日 豊川興業㈱ 川口市東領家 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

8日 ㈲明和 草加市青柳 ㈲明和 160日車 乗務等の記録義務違反ほか10件

8日 Ｍ’ｓコーポレーション㈱ 草加市旭町（旧：横浜市港北区） 本社 150日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

8日 ㈱北都流通 越谷市谷中町 本社 30日車 過積載運行

16日 ㈱ミナシア さいたま市岩槻区 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

16日 ㈱志紅急便 富士見市大字東大久保 本社 100日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

16日 ㈲サンシン 越谷市七左町 本社 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

16日 ㈱スリーエス・サンキュウ 戸田市笹目北町 戸田 50日車 運転者に対する指導監督違反ほか4件

23日 関東興業㈱ 久喜市鷲宮（旧：加須市大字久下） 本社 140日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

23日 ㈲北東運輸倉庫 さいたま市見沼区 本社 40日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

23日 京和運輸㈱ 戸田市笹目 埼玉 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

23日 ㈱タイセイ・エフ・ティー関東 八潮市大曽根（旧：羽生市東） 八潮（旧：羽生） 20日車 疾病のおそれのある乗務ほか3件

29日 ㈱ランイング 草加市青柳 本社 70日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

千葉 1日 小沢運送㈲ 夷隅郡大多喜町 本社 165日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

8日 ㈱ふじよし 野田市中野台 本社 240日車ほか 運転者に対する指導監督違反等ほか17件

8日 ㈲アクトコーポレーション 東金市小野字大原 本社 125日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

15日 ㈱シンケン 市川市原木 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

16日 鈴木運輸㈲ 松戸市松戸新田 本社 260日車 疾病のおそれのある乗務ほか13件

28日 泉海商運㈱ 成田市大清水 成田 85日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

29日 ノバ・エキスプレス㈱ 市川市行徳駅前 千葉 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

東京 8日 ㈲中村運輸機工 大田区東糀谷 本社 50日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

23日 ㈲青山運送 大田区上池台 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反ほか3件

神奈川 1日 ㈱ＳＴＫ 秦野市ひばりヶ丘 本社 110日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

1日 ジャパンロジコム㈱ 川崎市川崎区 川崎 80日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

1日 東和運輸㈱ 高座郡寒川町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

新潟 29日 ㈱軽商運輸 北蒲原郡聖籠町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

富山 17日 トミレ運輸㈱ 富山市黒瀬北町 黒瀬 10日車 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか2件

石川 7日 ㈱日章 能美郡川北町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

山梨 1日 カネエ青果㈱ 南アルプス市東南湖 本社 110日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

8日 ㈱山恊商事 中央市山之神流通団地 本社 75日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

16日 北富士農業協同組合 南都留郡富士河口湖町（旧：南都留郡富士河口湖町）本社 30日車 運転者に対する指導監督違反等ほか3件

岐阜 7日 名豊興運㈱ 安八群輪之内町 岐阜 120日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

25日 飛高運送㈱ 高山市新宮町 本社 10日車 事故の報告義務違反

30日 虎己輸送㈲ 大垣市草道島町 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反

静岡 3日 杉崎運輸㈱ 磐田市下野部 浜松 文書警告 運転者に対する指導監督違反

18日 浜北トランスポート㈱ 浜松市浜北区 本社 70日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

30日 幸和運輸㈱ 焼津市飯淵 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

愛知 25日 ㈲高山ユニック興業 名古屋市守山区 名古屋 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

滋賀 8日 西日本車輌運輸㈱ 東近江市宮川町 滋賀 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか2件

京都 1日 ㈲HK運輸 宇治市槇島町 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

21日 ㈱サンキュウ・トランスポート・関西八幡市上津屋 京都 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

23日 ㈲ヤマタイ 京都市山科区 大宅 40日車 点呼の実施義務違反ほか4件

大阪 9日 ㈱スリーサークル 門真市三ツ島 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

24日 ㈱ヨシダ商会 泉南郡岬町 本社 120日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

兵庫 8日 スター物流㈱ 宝塚市山本野里 本社 80日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

30日 ㈲六甲マリンサービス 神戸市灘区 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか4件

奈良 21日 太豊陸業㈱ 橿原市忌部町 本社 70日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

21日 ㈱川由 北葛城郡上牧町 本社 20日車 運転者台帳の記載事項義務違反ほか3件

和歌山 11日 ㈱インプレス 和歌山市出島 和歌山 140日車 点呼の実施義務違反ほか5件

23日 内田運送㈱ 有田郡有田川町 本社吉備 165日車 点呼の記録義務違反ほか5件

28日 ㈱紀洋 和歌山市湊 湊 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

香川 30日 ㈱三木物流 坂出市林田町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか2件

30日 ㈱シコクセイカ高速 高松市勅使町 本社 文書警告 運行指示書の記載事項義務違反

高知 29日 ㈱マーク 南国市小籠 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか1件

福岡 1日 扶忠商事㈲ 飯塚市勢田 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか12件

2日 八女丸善運輸㈱ 八女郡広川町 本社 100日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

16日 西日本運送㈲ 久留米市田主丸町 本社 50日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか11件

31日 ㈱西興運輸 糟屋郡新宮町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

熊本 9日 ㈱宝島総合運輸 玉名市天水町 本社 100日車ほか 乗務時間等の基準なお書き違反ほか19件

16日 ㈲旭志中央運送 菊池市旭志新明 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか11件

25日 ㈲昭和運送 宇城市三角町 本店 130日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

宮崎 8日 ㈱領山 北諸県郡三股町 本社 70日車ほか 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか11件

16日 一番運輸㈱ 延岡市牧町 延岡 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

沖縄 25日 ㈲宇堅総合開発 うるま市字宇堅 本社 50日車ほか 点呼の実施違反ほか6件

28日 ㈲神谷産業 南城市玉城 本社 10日車ほか 定期点検整備等の未実施ほか1件
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