
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

青森 18日 ㈲たんぽぽ運送 弘前市大字福田 本社 120日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

18日 ㈲三鉄建設 青森市浪岡大 本社 100日車ほか 点呼の記録義務違反ほか7件

福島 18日 ㈱エフジー物流 郡山市田村町 本社 130日車 運転者に対する指導監督義務違反ほか2件

栃木 2日 みちのく陸運㈱ 那須塩原市豊浦 栃木 55日車 点呼の実施義務違反ほか3件

2日 ㈲宝井運送 宇都宮市立伏町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

2日 ㈱栃木トランスネット 那須塩原市豊浦 ㈱栃木トランスネット 10日車 疾病のおそれのある乗務ほか4件

2日 花塚運輸㈱ 那須塩原市上厚崎 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか3件

17日 ㈲新星ロジテック 小山市大字向原新田 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか1件

群馬 23日 ㈱モテギ 邑楽郡大泉町 本社 130日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

埼玉 11日 ㈱ＹＳＪ 草加市長栄 本社 180日車 乗務時間等告示の順守違反ほか14件

16日 ㈲トランスポート・ジュン さいたま市岩槻区鹿室 本社 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

23日 ㈲アクティブ 坂戸市南町（旧：川越市小堤） 埼玉（旧：川越） 250日車 疾病のおそれのある乗務ほか7件

30日 ㈲新井清掃 行田市大字下忍 本社 30日車 過積載運行

30日 ㈱松栄運送 三郷市上彦名 本社 30日車 過積載運行

千葉 2日 ㈱ハーモセレ 船橋市馬込町 東京 60日車 点呼の実施義務違反ほか9件

2日 ㈲ナツトランスポート 千葉市美浜区 本社 50日車 疾病のおそれのある乗務ほか5件

16日 成田空港輸送㈱ 成田市吉岡 本社 140日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

東京 1日 黒沢ロジテック㈱ 港区南麻布 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか1件

2日 ㈱アンビシャス 江戸川区一之江 本社 90日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

17日 木村商運㈲ 葛飾区奥戸 葛飾 文書警告 運転者に対する指導監督違反

神奈川 2日 ㈱秀機産業 横浜市緑区 本社 180日車 疾病のおそれのある乗務ほか10件

2日 躍進運輸㈱ 川崎市扇町 川崎 50日車 点呼の実施義務違反等ほか3件

11日 アートバンライン㈱ 横浜市神奈川区 横浜 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

新潟 2日 ㈲越路運輸 五泉市中川新 五泉 40日車 点呼の記録記載不備ほか3件

石川 10日 ㈱デンテツ運輸 金沢市打木町東 本社 10日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

17日 ㈲新栄建設工業 金沢市東蚊爪町 本社 50日車 点呼の記録記載不備ほか6件

長野 16日 美野里運送倉庫㈱ 諏訪郡富士見町 富士見 100日車 点呼の実施義務違反ほか6件

静岡 3日 アストラックス㈱ 榛原郡吉田町 本社 20日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか4件

19日 ㈲山口組 浜松市中区上島 本社 20日車ほか 配置車両数違反ほか6件

愛知 3日 大高運輸㈱ 東海市新宝町 東海支店 40日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか6件

3日 ㈱応時物流 岩倉市八剱町 本社 30日車ほか 点呼の記録記載事項不備ほか7件

5日 スリーエス㈲ みよし市三好丘 本社 160日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか5件

19日 名古屋貨物運輸倉庫㈱ 小牧市大字多気西町 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか4件

25日 ㈱とらや 名古屋市緑区 本社 50日車 健康診断未受診ほか1件

29日 シモハナ物流㈱ 一宮市奥町 一宮第一 10日車 運行管理者に対する指導監督義務違反

三重 4日 ㈱ヴァンズネットワーク 四日市市日永西 三重 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

9日 ㈱中部シーカーゴ 三重郡菰野町 本社 100日車ほか 定期点検未実施ほか12件

12日 中日運輸㈱ 亀山市関町 本社 90日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか10件

滋賀 19日 ㈱関西物流システム 野洲市栄 滋賀 50日車 点呼の実施義務違反ほか2件

大阪 4日 ㈲ＣＷＷＳ 大東市御領 本社 65日車 点呼の実施義務違反ほか6件

9日 角建材㈱ 枚方市春日北町 本社 文書警告 通知件数（運転者に対する指導監督義務違反）3件

18日 ㈲エスケーカーゴ 八尾市沼 本社 40日車 点呼の実施義務違反ほか6件

23日 ㈲アサヒ商運 四條畷市砂 本社 100日車 健康状態の把握義務違反ほか10件

23日 ㈱岡鉄工業 富田林市南旭ヶ丘町 本社 40日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか6件

25日 日本商運㈱ 八尾市青山町 本社 文書警告 通知件数（運転者に対する指導監督義務違反）3件

26日 ㈲ＫＯ運送 東大阪市衣摺 本社 245日車 健康状態の把握義務違反ほか12件

26日 ヤマト運輸㈱ 大阪市北区 大阪天神橋支店 文書警告 通知件数（運転者に対する指導監督義務違反）3件

30日 臼杵運送㈱ 大阪市住之江区 大阪支店 文書警告 乗務時間等の告示の順守違反ほか5件

兵庫 2日 林運輸㈱ 尼崎市西難波町 本社 40日車 乗務等の記録事項義務違反ほか5件

3日 川﨑ヘビーカーゴ㈱ 神戸市西区平野町 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか3件

3日 川﨑運送㈱ 神戸市西区平野町 本社 10日車 点呼の実施義務違反ほか2件

奈良 1日 菟田野運送㈱ 宇陀市菟田野古市場 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか3件

11日 ㈲東商 大和郡山市池沢町 本社 50日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか7件

15日 ㈱上村組 香芝市旭ヶ丘 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか1件

島根 25日 （同）山陰貨物 出雲市白枝町 本社 文書警告 通知件数（運転者に対する指導監督義務違反）3件

岡山 1日 ㈱まことサービス 岡山市中区 本社 文書警告 事故の記録事項義務違反ほか5件

17日 ㈱三愛工業 総社市北溝手 本店 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

30日 ㈱関西通商 岡山市南区郡 本社 160日車ほか 点呼の記載事項義務違反ほか14件

広島 18日 広島中央運送㈱ 広島市西区 本社 70日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

24日 ㈲平野物流 呉市川尻町 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

山口 3日 ㈲大扇運輸 周南市新田 本社 50日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか10件

3日 ㈱木下運送 下関市楠乃 本社 10日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

香川 3日 四国西濃運輸㈱ 坂出市江尻町 坂出支店 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか3件

11日 南商事運輸㈲ 高松市下田井町 本社 30日車 乗務時間等の告示の順守違反ほか2件

24日 ㈲由栄建興 高松市亀水町 本店 30日車ほか 健康状態の把握義務違反ほか12件

高知 30日 川崎運送㈲ 四万十市鍋島 本社 30日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

福岡 8日 ㈱白神工業 飯塚市大日寺 本社 40日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか4件

12日 鐵伸運輸㈱ 北九州市門司区 門司 10日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか4件

23日 九州小田運輸㈱ 八女郡広川町 本社 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

25日 ㈱JETKNIGHT 糟屋郡粕屋町 本社 30日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか3件

長崎 23日 ㈱光徳運輸 大村市溝陸町 本社 70日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか8件

熊本 25日 ㈱双葉運輸 玉名市大浜町 本社 130日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

大分 1日 緑通商㈲ 佐伯市宇目大 本社 20日車 過積載運行

22日 アジャストサービス㈱ 大分市大字木上 本社 20日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

宮崎 18日 ㈲みやび運輸 西臼杵郡高千穂町 本社 368日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか15件
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