
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 6日 ㈲富士運輸 小樽市朝里川温泉 本社 文書警告 乗務時間等の基準の順守義務違反ほか1件

30日 セイコウロジックス㈱ 札幌市北区拓北２条 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

30日 佐藤運送㈲ 厚岸郡厚岸町 本社 20日車ほか 事故の記録事項義務違反ほか4件

宮城 9日 三新輸送㈱ 仙台市宮城野区 仙台 50日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

12日 三光運輸㈱ 岩沼市押分 岩沼 100日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

17日 ㈱パートナー 仙台市若林区 本社 150日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

福島 10日 丸喜重量運輸青森㈱ 白河市白坂勝田石 福島 140日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

11日 ㈱ほくうん 西白河郡矢吹町 福島 100日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

茨城 18日 ㈱タカノ 坂東市沓掛 本社 150日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

18日 ㈲野口興業 つくば市房内 本社 20日車 点呼の実施義務違反等ほか3件

埼玉 3日 ㈲けいあい 鴻巣市下忍 本社 182日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか11件

25日 ㈲時田産業 北足立郡伊奈町 本社 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか11件

千葉 18日 よつば流通㈱ 船橋市上山町 本社 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

25日 ㈲さかもと企画サービス 袖ケ浦市奈良輪 袖ケ浦 190日車 疾病のおそれのある乗務ほか14件

25日 ㈱アルファサービス 野田市尾崎 本社 170日車 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

東京 18日 ㈱ライフ 調布市佐須町 本社 220日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

神奈川 18日 ㈱三松 横浜市港北区 本社 110日車 点呼の記録事項義務違反ほか6件

18日 横浜運送㈱ 横浜市鶴見区 本社 10日車 運転者に対する指導監督違反等ほか2件

長野 12日 高津急送㈲ 中野市大字西条 長野 60日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

滋賀 20日 ダイワ運輸㈱ 栗東市蜂屋 栗東 100日車 点呼の記録事項義務違反ほか5件

30日 ㈲田邊運送 大津市瀬田大江町 本社 130日車 自動車車庫の確保違反ほか12件

京都 5日 ウインズトランスポート㈱ 八幡市下奈良今里 八幡 90日車 健康状態の把握義務違反ほか8件

大阪 6日 シンセイエキスプレス㈲ 東大阪市中野 本社 10日車 過積載運行

10日 ㈱西健実業 東大阪市水走 本社 20日車 過積載運行

12日 友栄運輸㈱ 大阪市大正区 鶴町 195日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

18日 福島重量㈱ 大阪市福島区 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか12件

18日 ㈱大阪輸送センター 吹田市青葉丘南 本社 50日車 乗務時間等の告示の遵守違反ほか9件

25日 ㈲阪神物流 大阪市港区 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

26日 INOUE TRANSPORT㈱ 寝屋川市葛原新町 本社 30日車 点呼の記録事項義務違反ほか3件

兵庫 18日 福島物流㈲ 神戸市西区 本社 50日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

20日 川﨑コンテナ運輸㈱ 神戸市東灘区 本社 40日車 健康状態の把握義務違反ほか5件

25日 神戸冷凍運輸㈱ 神戸市東灘区 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか7件

26日 ㈲グレイスキャリー 姫路市夢前町 本社 70日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

27日 ㈲HOPE LINE 神戸市兵庫区 神戸 60日車 乗務等の記録事項義務違反ほか8件

和歌山 4日 共進運輸㈱ 紀の川市神通 神通 90日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

4日 グリーン特急㈲ 紀の川市中津川 本社 80日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか11件

山口 5日  ヒラヌマ運輸㈱ 山陽小野田市 本社 80日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

香川 9日 ㈱ＯＴＬ 高松市香南町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか3件

福岡 11日 ㈱ダイトー 宮若市本城 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか8件

11日 西日本ふそう陸送㈱ 北九州市門司区 本社 70日車ほか 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか7件

11日 東福運送㈱ 糟屋郡粕屋町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

24日 ㈲Ｓ．Ｔ．Ｒ 田川市伊加利 本社 10日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

30日 山口運送㈲ 八女市黒木町 黒木 60日車ほか 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか5件

佐賀 17日 ㈲堀兄弟運送 唐津市佐志浜町 唐津 10日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

宮崎 18日 ㈲酒井木材 延岡市貝の畑町 本社 130日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか16件

鹿児島 24日 ㈲南隅物産 肝属郡南大隅町 本社 260日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか23件
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