
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 ㈲谷江興業 江別市野幌若葉町 本社 160日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

19日 ㈲抜海運送 稚内市朝日 本社 30日車ほか 事故の記録事項義務違反ほか7件

19日 ㈱エース 旭川市流通団地３条 旭川 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

青森 8日 ㈱目時運送 十和田市相坂 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

宮城 5日 ㈱丸山運送 仙台市宮城野区 本社 60日車ほか 無車検運行ほか1件

山形 26日 東北第一物流㈱ 酒田市卸町 酒田支店 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか3件

福島 8日 ㈱五大 双葉郡楢葉町 ㈱五大 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか3件

21日 髙運送㈱ 本宮市荒井 福島 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

22日 ㈱ツカダロジ東北 二本松市大平山 本社 110日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

埼玉 27日 ミズホ運輸㈱ 所沢市中新井 埼玉 240日車 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

27日 ㈲エッセ・トラスポルト 越谷市瓦曽根 本社 170日車 疾病のおそれのある乗務ほか15件

27日 浜松運輸㈲ 志木市上宗岡 本社 170日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

27日 山田運輸㈲ 春日部市増富 本社 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

千葉 27日 ㈱中山運輸 市川市大和田 本社 30日車 点呼の記録事項義務違反ほか5件

27日 ㈱アイクリーン 千葉市花見川区 本社 20日車 疾病のおそれのある乗務ほか4件

東京 27日 ㈱ケイ・アンド・ユー 葛飾区西水元 本社 100日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

27日 森ヶ崎運送㈲ 大田区大森南 本社 80日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

27日 ㈲エイ・エス・ケイ 東久留米市柳窪 東久留米 30日車 点呼の実施義務違反等ほか2件

神奈川 27日 高島運送㈲ 横浜市保土ケ谷区 本社 30日車 点呼の記録事項義務違反ほか4件

27日 ㈲田原工業 川崎市中原区 本社 20日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

新潟 9日 長田産業㈱ 上越市大字福田 新潟 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

福井 21日 ㈲大乗運輸 福井市高木中央 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

長野 7日 信州ヤマヨ運輸㈱ 長野市若穂綿内南條 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反

岐阜 28日 ㈱エーディジャパン 各務原市各務東町 岐阜（利兼） 60日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

静岡 22日 ㈲栄運送 湖西市新居町 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

28日 ㈱北星 浜松市東区笠井町 本社 60日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか5件

愛知 7日 岡崎運送㈱ 岡崎市東牧内町 本社 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか2件

21日 千代田運輸㈱ 稲沢市祖父江町 祖父江 60日車 点呼の実施義務違反ほか4件

30日 西日本運送㈲ 一宮市開明 愛知 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

滋賀 26日 ㈲伊藤運輸 高島市今津町 滋賀 90日車 点呼の実施義務違反ほか6件

京都 13日 ㈱橋本運送 亀岡市宮前町 本社 文書警告 点呼の記録保存義務違反ほか3件

27日 ㈱ジーエス 八幡市上奈良南 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか5件

大阪 20日 協栄興運㈱ 大阪市住之江区 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

21日 アートバンライン㈱ 茨木市島 本社 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

21日 ㈱フレックスビジネスキャリア 茨木市真砂 大阪支店 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

21日 ASKUL LOGIST㈱ 吹田市岸部南 関西 文書警告 通知件数（運転者の指導監督義務違反）3件

兵庫 21日 ㈱上田商事 伊丹市瑞ヶ丘 伊丹 70日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

奈良 23日 大徳運輸㈲ 宇陀市大宇陀区 本店 95日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか9件

23日 大塚運輸㈱ 御所市大字櫛羅 本社 55日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

和歌山 22日 ㈲川辺運輸 田辺市下三栖 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反

広島 26日 花咲　正志 福山市南松永町 本店 180日車ほか 点呼の実施義務違反ほか13件

28日 川村産業㈲ 福山市緑陽町 本社 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

愛媛 1日 ㈲河部物流 松山市菅沢町 本社 150日車ほか 乗務時間等の告示の順守違反ほか14件

26日 ㈱あじふく 西条市小松町 本社 80日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか7件

高知 2日 丸西運輸㈱ 土佐市市野々 本社 60日車ほか 過積載運行ほか3件

9日 ㈱県運 吾川郡いの町 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反等ほか3件

30日 ㈲三栄社 土佐市高岡町 本社 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

福岡 2日 ㈱力昇建設 糸島市板持 本社 10日車ほか 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか6件

6日 ㈱NBSロジソル 小郡市干潟 小郡 60日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

佐賀 22日 ㈲雅運輸倉庫 三養基郡北茂安町 本社 許可の取消し 事業の無届出、休止・廃止（所在不明事業者）

熊本 13日 太田運輸㈱ 宇城市豊野町 熊本支店 130日車ほか 過積載運行ほか6件

16日 ㈲堀兄弟運送 熊本市南区 熊本 40日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか8件

27日 ㈲麻貴総業 宇城市小川町 本社 140日車ほか 点呼の実施義務違反等ほか15件

宮崎 5日 宮崎ダイキュー運輸㈱ 日南市大字東弁分乙 本社 80日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか7件

13日 ㈱戸髙物流 宮崎市清武町 本社 50日車ほか 点呼の記録義務違反ほか7件

13日 ㈱岡本産業 都城市太郎坊町 都城 20日車ほか 運行記録計による記録義務違反ほか10件

鹿児島 1日 ㈱北薩輸送 阿久根市鶴川内 本社 180日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか12件

7日 ㈱吹上実総 日置市吹上町 本社 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか14件

7日 霧島運輸倉庫㈱ 霧島市溝辺町 本社 20日車ほか 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか6件
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