
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 19日 ㈲岩内海同運輸 岩内郡岩内町 本社 文書警告 運行記録計による記録義務違反

25日 ㈲丸見輸送サービス 札幌市白石区 本社 120日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか13件

25日 ㈱エムライン 札幌市清田区 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか6件

25日 ㈲葵運輸 上川郡当麻町 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

25日 ㈱グッドマン 札幌市清田区 本社 10日車 運行記録計による記録義務違反

青森 19日 ㈲小松運送 十和田市西十四番町 本社 50日車 過積載運行ほか1件

19日 ㈲大坂運送 十和田市大字三本木 本社 20日車 過積載運行

19日 ㈲畑中林業 むつ市大字関根 本社 10日車 過積載運送ほか1件

28日 ㈲佐藤商事 三戸郡階上町 本社 125日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

宮城 4日 ㈲高繁工業 岩沼市下野郷 本社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

12日 岩手雪運㈱ 柴田郡大河原町 仙南 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

19日 ㈱東北カーゴ 多賀城市町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

21日 ㈱東北酸素 塩釜市貞山通 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

26日 築館運輸㈱ 栗原市築館 本社 20日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか6件

27日 ㈲及川建材 登米市迫町 本社 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

28日 ジャパンフードライン㈱ 仙台市宮城野区 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

山形 6日 ヤマラク運輸㈱ 西置賜郡白鷹町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

福島 6日 ㈲白河東西運輸 西白河郡泉崎村 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

6日 岡田陸運㈱ 本宮市荒井 本社 90日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

6日 ㈱マルニ 双葉郡葛尾村 本社 50日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

12日 ㈲橋本興業運輸 いわき市鹿島町 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

24日 ㈱丸東 いわき市四倉町 いわき 30日車 運転者台帳の作成義務違反ほか1件

茨城 3日 ㈲小山運輸 笠間市大字大橋小松沢 本社 110日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか14件

栃木 11日 ㈲黒田運送 小山市大字粟宮 本社 160日車 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

群馬 11日 駒形運送㈲ 前橋市下大島町 本社 160日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

11日 ＴＥＡＳトランスポート㈲ 伊勢崎市宮子町 本社 30日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

埼玉 4日 ＩＮロジスティクス㈱ 深谷市永田 本社 145日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

4日 ㈱誠輪物流 鶴ヶ島市上広谷本村 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

18日 山岡運輸㈱ 川口市元郷 本社 80日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

21日 杉村総業㈱ 富士見市針ヶ谷 本社 276日車 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

25日 関東流通㈱ 蓮田市井沼 本社 195日車 点呼の実施義務違反等ほか12件

25日 大進運輸㈱ 八潮市大曽根 八潮 20日車 点呼の実施義務違反ほか1件

26日 ㈱ＫＹＯＷＡ さいたま市岩槻区 本社 124日車 点呼の記録の不実記載違反ほか4件

千葉 4日 ㈱ゼロ・プラス関東 千葉市美浜区 千葉カスタマーサービスセンター80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

東京 4日 本所倉庫運輸㈱ 江戸川区大杉 本社 20日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

11日 ㈲篠原システムサービス 葛飾区新小岩 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

25日 ㈱櫻商会 大田区京浜島 本社 60日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

神奈川 4日 丸忠運輸㈱ 横浜市鶴見区 本社 230日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

4日 ㈲紅大商事 相模原市南区 本社 200日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

4日 ㈲ＫＳｃｏｍｐａｎｙ 川崎市川崎区 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

11日 ㈱Ｔｏｐ Ｄｏｇｇ Ｅｘｐｒｅｓｓ 相模原市中央区 本社 105日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

11日 ㈱サンケン 横浜市中区 本社 50日車 疾病のおそれのある乗務ほか4件

11日 ＴＡＫＡＩＤＯクールフロー㈱ 厚木市酒井 厚木 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

新潟 25日 信越ＬＩＮＥ㈱ 新潟市北区白勢町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

富山 12日 ㈲桜井土建 中新川郡上市町 本社 50日車 整備不良車両等ほか1件

福井 3日 トラストサービス㈱ 越前市岩内町 福井 30日車ほか 休憩・睡眠施設の管理・保守違反ほか10件

25日 嶺北運輸㈱ 越前市大虫本町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

岐阜 12日 ヤマト運輸㈱ 高山市石浦町 飛騨石浦 文書警告 運転者に対する指導監督違反

24日 ㈱田中重機運輸 岐阜市東鶉 岐阜 230日車ほか 点呼の実施義務違反ほか12件

24日 サンワリスエクスプレス㈱ 各務原市鵜沼各務原町 本社 215日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか10件

静岡 14日 ㈱田中運輸 裾野市麦塚 裾野 20日車 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

24日 ㈲大富士興産 裾野市須山 本社 100日車ほか 運転者台帳の記載不備ほか4件

愛知 7日 ㈱中部日軽 岡崎市東大友町 本社 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

19日 エイワ運輸㈲ 弥富市鯏浦町 弥富 文書警告 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

24日 ㈱田中重機運輸 一宮市北方町 本社 90日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

京都 13日 ㈱ラック 京都市南区 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

大阪 10日 ㈲広進運輸 摂津市鳥飼中 本社 150日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

14日 大生運輸㈱ 大阪市生野区 本社 170日車 点呼の記録義務違反ほか5件

14日 日の丸機工㈱ 大阪市城東区 本社 170日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

19日 ㈱ZERO 堺市西区 堺 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

19日 ダイハート物流㈱ 摂津市新在家 摂津物流センター 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

27日 ㈲礒田興業 泉南郡岬町 本社 230日車 定期点検整備の実施違反ほか4件

兵庫 10日 ㈱ＫＢＳ 神戸市長田区 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

18日 ㈱シンクラン 明石市大久保町 明石 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

奈良 13日 ㈲鴨池商事 大和高田市池尻 本店 10日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

24日 ㈱タナカサービス 磯城郡三宅町 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

広島 5日 ㈱サカイ引越センター 広島市西区 広島南支社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

12日 ㈱おおはら 竹原市新庄町 本社 40日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか3件

25日 ㈱備九運輸 廿日市市木材港南 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

徳島 6日 徳島急送㈱ 吉野川市鴨島町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

香川 24日 ㈱四国物流サービス 丸亀市綾歌町 本社 文書警告 運転者台帳の記載事項等の不備ほか1件

24日 ㈱サークルライナーズ 三豊市高瀬町 高瀬 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

24日 富士運送㈱ 高松市国分寺町 本社 文書警告 運転者台帳の記載事項等の不備ほか1件

24日 ㈲西阿運送 高松市十川西町 高松 文書警告 点呼の記録義務違反

愛媛 19日 ㈲南海運送 西条市周布 本社 30日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

福岡 24日 ㈱島津運送 八女市龍ヶ原 本社 文書警告 運転者台帳の記載事項等義務違反

熊本 18日 ㈲竹谷工業 八代市鏡町 本社 170日車ほか 報告義務違反ほか15件

21日 ㈱山眞産業 玉名郡和水町 本社 180日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか15件

沖縄 21日 ㈱新光運輸 那覇市首里大名町 本社 50日車ほか 点呼の実施違反ほか7件

21日 ㈱西興 浦添市牧港 沖縄 40日車ほか 点呼の実施違反ほか4件
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