
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 8日 森山運輸㈱ 夕張郡栗山町 栗山 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか4件

8日 ㈲ミヤノ産業 札幌市白石区 本社 文書警告 運転者台帳の作成義務違反ほか1件

15日 ㈲水澤運送 天塩郡幌延町 本社 265日車ほか 乗務時間等の基準の順守義務違反ほか13件

15日 ㈲ジャパンスズキロードライン 石狩市新港西 本社 100日車ほか 疾病・疲労等のおそれのある乗務ほか10件

青森 10日 ㈲北斗商産 八戸市大字是川 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか1件

29日 ㈲野辺地運輸 上北郡野辺地町 本社 文書警告 点呼の実施義務違反ほか4件

福島 3日 大親港運㈱ いわき市小名浜島 本店 120日車ほか 点呼の記録義務違反ほか5件

栃木 21日 ㈲ロイヤルサービス 栃木市平柳町 本社 65日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

群馬 14日 ㈱ネオトラフィック 伊勢崎市南千木町 本社 80日車 疾病のおそれのある乗務ほか5件

14日 恵運輸㈲ 前橋市上大島町 本社 30日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

埼玉 8日 東世運輸㈲ 熊谷市飯塚 本社 280日車ほか 疾病のおそれのある乗務ほか16件

14日 ㈲糸川配送 白岡市蓮田 本社 185日車 点呼の実施義務違反ほか13件

14日 石川商事㈲ 吉川市大字平沼 本社 90日車 乗務等の記録義務違反ほか7件

21日 ㈱藤通商ライン さいたま市見沼区 本社 80日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

千葉 14日 ㈱サイコー 千葉市花見川区 千葉 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか2件

28日 丸一運輸㈲ 浦安市北栄 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

東京 7日 ㈱月島物流サービス 大田区東海 大井 10日車 高齢運転者に対する指導監督違反ほか1件

神奈川 7日 ㈱ラクステック 横浜市泉区 本店 130日車ほか 点呼の実施義務違反等ほか8件

7日 ㈱島清運送 平塚市下島 本社 60日車 健康状態の把握義務違反ほか7件

14日 フィール㈱ 横浜市緑区 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

14日 ㈲大川運送 横浜市神奈川区 本社 30日車 過積載運行

21日 ナライ産業㈱ 横浜市泉区 本社 140日車 疾病のおそれのある乗務ほか9件

新潟 9日 ㈲ランニング 新潟市西区 本社 20日車 乗務等の記録記載不備ほか2件

21日 ㈱協栄 見附市新幸町 本社 文書警告 特定の運転者に対する指導監督違反ほか1件

福井 16日 ㈲向川商店 越前市高木町 本社 60日車ほか 定期点検未実施ほか6件

17日 嶺北運輸㈱ 越前市大虫本町 本社 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

21日 ㈱マンナフレッシュサービス 福井市高柳 福井 40日車ほか 乗務等の記録記載事項不備ほか4件

長野 3日 ㈲栄信代行 諏訪郡原村 本社 30日車 点呼の実施義務違反ほか2件

岐阜 1日 ㈲マルタカ物流サービス 多治見市生田町 本社 10日車 運行記録計による記録義務違反

7日 ㈱中日物琉 土岐市下石町 本社 140日車ほか 乗務等の記録不実記載ほか3件

愛知 16日 小松運輸㈱ 西尾市岡島町 西尾 10日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか4件

28日 ㈱日本トランスネット 小牧市川西 小牧 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

28日 ジェイアール東海物流㈱ 名古屋市港区 名古屋 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

三重 1日 ㈱入丸 いなべ市北勢町 員弁 20日車ほか 健康診断未受診ほか3件

21日 丸上運輸㈱ 三重郡川越町 三重 10日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか3件

滋賀 7日 飛騨運輸㈱ 米原市梅ヶ原 米原支店 30日車 点呼の記録違反ほか2件

京都 29日 ㈱みやこコーポレーション 八幡市上津屋中堤 本社 110日車 点呼の記録違反ほか8件

30日 山勇運輸㈱ 京都市山科区 京都 150日車 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか9件

30日 嵯峨運輸㈱ 京都市南区 本社 40日車 点呼の実施違反ほか1件

大阪 14日 ㈲ウツミ 大阪市西成区 本社 120日車 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか9件

17日 ㈱奥野興業 泉佐野市長滝 本社 90日車 定期点検整備等の未実施ほか4件

27日 共栄工運㈱ 豊中市庄内宝町 本社 170日車 運行管理者の講習受講義務違反ほか9件

兵庫 14日 ㈱宝塚急配社 宝塚市米谷 本社 120日車 点呼の記録違反ほか11件

31日 丸進運輸㈱ 神戸市西区 神戸 20日車 乗務等の記録違反ほか5件

和歌山 31日 ㈲北村運送 日高郡由良町 本社 70日車 疾病、疲労等のおそれのある乗務ほか9件

鳥取 1日 名和運送㈲ 西伯郡大山町 名和町 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

13日 ヤマト運輸㈱ 鳥取市千代水 鳥取中央支店 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

島根 15日 ㈱ながたに 安来市伯太町 伯太 文書警告 運転者台帳の記載事項義務違反ほか2件

岡山 9日 ㈲白神商事 倉敷市中島 本社 80日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか15件

香川 3日 アムス㈱ 綾歌郡綾川町 綾南 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

16日 ㈱トムズEXPRESS 丸亀市郡家町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか4件

21日 ㈱多田物流 三豊市豊中町 本社 30日車 乗務時間等告示の順守違反ほか1件

29日 ㈱MIコーポレーション 東かがわ市伊座 本社 120日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか12件

愛媛 28日 ㈱薦田運輸 新居浜市垣生 本社 130日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか13件

高知 29日 岬陽運送㈱ 高知市仁井田 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

29日 ㈲川井木材 長岡郡本山町 本社 文書警告 点呼の記録義務違反ほか2件

福岡 1日 大豊陸運㈲ 大川市大字下林 本社 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

2日 ウイング・ロジスティックサポート㈲北九州市小倉南区 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

9日 ㈲サンポー 糟屋郡須惠町 本社 90日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか11件

16日 千里運輸㈱ 宮若市山口 福岡 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

大分 1日 ㈱キョーネン 大分市青崎 大分 10日車ほか 定期点検整備の実施違反ほか6件

7日 トヨミ運輸㈱ 大分市弁天 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか10件

14日 ㈲なかむらトランスポート 大分市豊海 大分 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

27日 トランステック九州㈲ 大分市原新町 本社 40日車ほか 乗務等の記録事項義務違反ほか7件

宮崎 6日 ㈱白川運輸 都城市都北町 都城 30日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか3件

鹿児島 29日 ㈱佐伯運送 曽於市財部町 本社 10日車 過積載運行

2020年9月　国土交通省発表

行政処分情報7月


