
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 5日 ㈱ケイ・アール・ディ 石狩市花川南５条 本社 文書警告 点呼の記録事項義務違反ほか6件

19日 ㈲開陽総業 札幌市厚別区 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

青森 1日 二葉運送㈱ 青森市大字新城 青森 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

5日 ㈱八洲陸運 青森市大字滝沢 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

26日 青森定期自動車㈱ 八戸市大字市川町 八戸支店 文書警告 点呼の実施義務違反

秋田 5日 ㈲矢島運送 由利本荘市矢島町 本社 90日車ほか 疾病・疲労等のおそれのある乗務ほか7件

茨城 6日 ㈲寿商事 筑西市辻 本社 40日車 点呼の実施義務違反等ほか4件

13日 高田運輸㈱ 笠間市押辺 本社 100日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

27日 ㈲正和運輸 筑西市宮後 本社 70日車 乗務時間等告示の順守違反ほか6件

群馬 6日 ㈲オーケーサービス 邑楽郡明和町 明和 文書警告 運転者に対する指導監督違反

27日 エクスプレス勝運㈲ 館林市上三林町 本社 140日車 点呼の実施義務違反等ほか9件

埼玉 6日 上成運輸㈲ 川口市安行原 本社 220日車 乗務時間等告示の順守違反ほか15件

13日 ㈱関東システムサービス 八潮市木曽根 本社 120日車 点呼の実施義務違反等ほか11件

19日 環境通信輸送㈱ 行田市若小玉 埼玉物流 文書警告 点呼の記録事項違反ほか2件

27日 ㈲テクノトランスサービス 三郷市南蓮沼 本社 150日車 過積載運行ほか8件

27日 長谷川システム輸送㈱ 三郷市彦川戸 本社 40日車 定期点検整備の実施違反ほか5件

27日 あすか運送㈲ 南埼玉郡菖蒲町 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか8件

27日 ㈱山紀 久喜市北青柳 埼玉 20日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

千葉 8日 ㈱金子流通サービス 香取市佐原二 本社 90日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか11件

6日 みやび運輸㈱ 市川市福栄 本社 255日車 乗務時間等告示の順守違反ほか17件

8日 ㈱ミユキ 香取市佐原二 本社 80日車 点呼の実施義務違反等ほか6件

13日 常南通運㈱ 柏市豊四季 柏支店 20日車 点呼の記録義務違反ほか3件

東京 6日 岩本運輸㈱ 大田区東糀谷 本店 50日車 運転者に対する指導監督違反ほか4件

26日 ㈲廣井運送 三鷹市新川 本社 30日車ほか 乗務等の記録義務違反ほか7件

富山 27日 ㈱眞永 高岡市中保 本社 20日車 点呼の記録義務違反ほか1件

石川 2日 ㈱丸魚商店 金沢市西念 本店 文書警告 点呼の記録記載不備ほか2件

福井 7日 ㈲丸建商事 福井市狐橋 本社 80日車ほか 健康診断未受診ほか7件

26日 ㈱髙晋 鯖江市水落町 本社 10日車ほか 運転者に対する指導監督義務違反ほか3件

山梨 13日 ライゼスト㈱ 中央市中楯 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

長野 9日 ㈱フジサービス 東御市御牧原 長野 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

静岡 14日 新生物流㈲ 袋井市浅羽 本社 25日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか4件

19日 ㈲足立商運 袋井市中新田 本社 20日車ほか 健康診断未受診ほか5件

19日 フジセーレック㈱ 袋井市広岡字隅田 本社 10日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか4件

22日 磐田運送㈱ 掛川市富部 掛川 40日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

22日 ミナト運輸㈱ 袋井市松原 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか8件

愛知 1日 ㈱田平陸送 名古屋市港区 名古屋 30日車ほか 点呼の記録記載事項不備ほか2件

2日 ㈲春日井物流サービス 小牧市大草 本社 60日車ほか 健康診断未受診ほか6件

13日 ㈱日新社 名古屋市西区 本社 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反

14日 河野運輸㈲ 丹羽郡扶桑町 本社 10日車ほか 乗務等の記録義務違反ほか5件

14日 ㈲大橋物流 稲沢市国府宮 本社 10日車ほか 点呼の実施義務違反ほか2件

19日 丸一急配㈱ 一宮市木曽川町 本社 10日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか5件

三重 19日 ㈲アサイ商事 桑名郡木曽岬町 本社 20日車ほか 健康診断未受診ほか4件

京都 21日 ㈲ＡＫロジシステム 京都市右京区 本社 文書警告 乗務等の記録違反ほか3件

大阪 5日 大西運輸サービス㈱ 八尾市桂町 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

15日 ㈲北摂サービス 高槻市富田町 本社 315日車 事業計画変更認可違反ほか16件

鳥取 22日 ㈱トラビス 米子市河岡 本社 30日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

岡山 16日 岡南運輸㈱ 真庭市下方 真庭 90日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

広島 20日 ㈱星川産業 福山市曙町 本社 文書警告 事業計画の変更事前届出違反

山口 9日 ㈱ジェイ・ワイ・カーゴ 下関市長府扇町 本社 110日車ほか 点呼の実施義務違反ほか10件

22日 西部運輸㈱ 山口市鋳銭司 山口支店 50日車ほか 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

福岡 6日 九州東洋運輸㈱ 筑後市大字長浜 本社 文書警告 運行記録計による記録義務違反ほか2件

熊本 5日 ㈱共同 宇城市松橋町 松橋 20日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか5件

宮崎 26日 ㈲みやび運輸 西臼杵郡高千穂町 本社 60日車 過積載運行

27日 三和陸運㈱ 都城市立野町 都城 20日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか6件

鹿児島 14日 帝国倉庫運輸㈱ 鹿児島市谷山港 本社 文書警告 運転者に対する指導監督違反ほか3件

30日 ㈲輝北運輸 鹿屋市輝北町 本社 90日車ほか 点呼の記録事項義務違反ほか7件

沖縄 28日 （名）読谷運輸 読谷村字座喜味 本社 65日車ほか 日常点検の未実施ほか3件
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