
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 3日 ㈱道東トランス 北見市相内町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか1件

26日 照輝五道陸運㈱ 登別市新栄町 北海道 260日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか21件

26日 ㈱旭盛 旭川市神楽岡八条 本社 145日車ほか 疾病・疲労等のおそれのある乗務ほか11件

26日 ㈲開陽総業 石狩市新港西 石狩 120日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか3件

26日 星和運輸㈲ 寿都郡寿都町 本社 30日車ほか 過積載運行ほか4件

茨城 9日 清広運輸㈲ 那珂市後台 本社 110日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

17日 ㈲タカノ 東茨城郡茨城町 本社 20日車 運転者に対する指導監督違反等ほか3件

30日 ㈱出久根運送 鉾田市下冨田 本社 190日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

30日 ㈱原田運送 下妻市大字半谷三九郎 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

栃木 9日 ㈲ミタカ 宇都宮市白沢町 本社 200日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

群馬 17日 優彩運輸㈱ 伊勢崎市境伊与久 本社 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

23日 ㈱モテギ 邑楽郡大泉町 本社 200日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

23日 ㈱ＴｏｐＧｅａｒ 伊勢崎市宮子町 群馬 130日車 疾病のおそれのある乗務ほか10件

埼玉 2日 ㈱オザキ運送 富士見市東みずほ台 富士見 70日車 点呼の記録事項義務違反ほか7件

9日 相原誠司 深谷市岡 本店 190日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

9日 仲商運輸㈱ さいたま市岩槻区 本社 130日車 点呼の実施義務違反ほか12件

17日 ㈲平成運輸 秩父市大字寺尾字上ノ台 本社 110日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

17日 ㈱イーグルコーポレーション 北葛飾郡杉戸町 本社 120日車 疾病のおそれのある乗務ほか10件

30日 ㈱カインドテクニカルサービス 八潮市八條 八潮 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

千葉 2日 ㈱バックライン 千葉市稲毛区長沼町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

2日 大浦興業㈱ 千葉市花見川区三角町 本社 100日車 疾病のおそれのある乗務ほか6件

23日 ㈲金時運輸 成田市多良貝 本社 180日車 乗務等の記録義務違反ほか14件

23日 ㈱ブルーライン 野田市野田（旧：相模原市中央区） 本社（旧：相模原） 90日車 点呼の記録保存義務違反ほか4件

30日 東和輸送㈱ 市川市二俣 本社 80日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

東京 2日 ㈱ＳＳＴ 八王子市元横山町 東京 95日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

17日 ㈱ジェイ・サポート 足立区東綾瀬 本社 120日車 健康状態の把握義務違反ほか11件

17日 山﨑貨物輸送㈲ 西多摩郡日の出町 本社 100日車 点呼の実施義務違反ほか5件

17日 中央梱包運輸㈱ 葛飾区西新小岩 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

23日 ㈱フレッシュ 国立市泉 本社 30日車 過積載運行

26日 東澤運送㈲ 葛飾区東四つ木 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

30日 相良昭一郎 品川区荏原 本店 40日車 疾病のおそれのある乗務ほか5件

神奈川 17日 ㈱アズシステム 相模原市中央区 本社 170日車 乗務時間等告示の順守違反ほか10件

17日 ㈱ファインエナジー 横浜市都筑区東方町 横浜 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

22日 佐川急便㈱ 横浜市戸塚区上矢部町 戸塚 文書警告 疾病のおそれのある乗務ほか1件

23日 ㈲アカシヤ商事 横浜市金沢区 本社 180日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

30日 大翔トランスポート㈱ 川崎市川崎区 関東主管支店 170日車 疾病のおそれのある乗務ほか13件

30日 ㈲ノザキ 平塚市四之宮 本社 60日車 点呼の実施義務違反等ほか2件

30日 ㈱ランクス 伊勢原市歌川 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反等ほか1件

新潟 11日 ㈲杉本運送 燕市五千石 本社 文書警告 点呼の記録違反

富山 4日 ㈲生活環境サービス 射水市七美中野 本社 20日車 健康状態の把握違反ほか5件

9日 ㈲山城陸送 射水市小杉白石 本社 145日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

福井 12日 文珠運送㈱ 福井市岩倉町 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

15日 伊奈洸通商㈱ 鯖江市神中町 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか11件

山梨 2日 ㈱玄黒屋 富士吉田市上吉田 ㈱玄黒屋 文書警告 疾病のおそれのある乗務

30日 ㈱平山運送 甲州市大和町 本社 90日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

長野 1日 ㈱ＮＢＳロジソル 長野市青木島町 長野 150日車 休憩・睡眠施設の整備違反ほか9件

23日 長門運輸㈱ 下伊那郡松川町 南信 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

静岡 16日 東和運輸倉庫㈱ 浜松市南区新橋町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

愛知 23日 ㈲川口運輸 小牧市多気南町 本社 文書警告 乗務等の記録保存義務違反ほか4件

24日 ㈱久津運送店 犬山市中道 犬山 文書警告 運転者に対する指導監督違反

滋賀 16日 ㈱関西物流システム 草津市平井 滋賀 140日車 点呼の記録義務違反ほか10件

京都 1日 田中龍秀 京都市南区 本店 10日車 過積載運行

9日 ㈲沢井建設 亀岡市千代川町 本社 40日車 過積載運行

9日 ㈱TKコーポレーション 京都市山科区 本社 10日車 過積載運行

大阪 11日 ㈱東伸 摂津市鳥飼上 本社 135日車 健康状態の把握義務違反ほか15件

16日 ㈲原田運輸 堺市堺区少林寺町 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

17日 ㈱ディスウェイ 東大阪市水走 本社 90日車 点呼の実施義務違反ほか10件

17日 松昇㈱ 門真市島頭 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか8件

22日 吉野興業㈱ 豊能郡能勢町 本社 85日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

兵庫 3日 ㈱トランスポート千税 たつの市龍野町 本社 30日車 健康状態の把握義務違反ほか9件

5日 ㈱安藝運送 姫路市広畑区長町 本社 70日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

9日 岡井重機㈱ 丹波市氷上町 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか4件

22日 ㈲御立輸送 姫路市上手野 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

22日 ㈲ウエストジャパン・カーゴ 姫路市上手野 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

31日 ㈱合田運輸 神戸市兵庫区築地町 本社 30日車 過積載運行

奈良 1日 セントロジテム㈱ 生駒郡斑鳩町 河合 文書警告 点呼の記録義務違反ほか1件

9日 上脇勝也 奈良市恋の窪 本店 55日車 健康状態の把握義務違反ほか6件

17日 東亜商事㈱ 奈良市今市町 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

29日 ㈲南幸 大和郡山市馬司町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

和歌山 4日 木下建設㈱ 新宮市あけぼの 本社 130日車 報告義務違反ほか13件

17日 河西運輸㈱ 和歌山市梶取 本社 20日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

岡山 5日 ㈱ＯＮＯ　ｃｏｍｐａｎｙ 岡山市南区箕島 本店 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

広島 1日 ㈲ティ・ワイ 広島市安佐南区伴西 広島支店 40日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

山口 9日 ㈲セイカ運輸 周南市鼓海 本社 30日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

25日 ナカガワシステム㈱ 周南市三笹町 周南 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

徳島 8日 ㈲古川運送 阿南市福井町 本社 70日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

香川 10日 ㈲好川商運 観音寺市柞田町 本社 90日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか10件

愛媛 24日 ㈱三瀬 今治市拝志 本社 60日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

高知 8日 中村生コンクリート㈱ 四万十市古津賀 本社 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

31日 ㈲黒石建材 高知市朝倉丙 本社 20日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

佐賀 29日 吉原運送㈱ 佐賀市高木瀬西 本社 30日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

熊本 29日 ㈱宇土運輸 宇土市水町 本社 50日車ほか 点呼の記録義務違反ほか9件

大分 2日 興国運輸㈱ 別府市汐見町 大分 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

22日 ㈱挾間物流サービス 由布市庄内町 庄内 文書警告 運行管理規程の制定違反ほか8件

宮崎 9日 ㈱サカイ引越センター 宮崎市花ヶ島町 宮崎支社 文書警告 運行管理者の選任(解任)未届出違反

鹿児島 10日 富士運送㈱ 姶良市平松 姶良 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

18日 ㈱山川物流 霧島市隼人町 霧島 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件
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