
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 20日 樫野商事㈱ 苫小牧市沼ノ端中央 本社 70日車ほか 乗務時間等の基準の順守義務違反ほか9件

岩手 24日 ㈱ヤマガタ 北上市相去町 北上 文書警告 運転者に対する指導監督義務違反ほか2件

福島 26日 ㈱小室商事 石川郡浅川町 本社 150日車ほか 点呼の実施義務違反ほか9件

茨城 11日 ㈱ＡＵＴＯ・Ｍ２ つくばみらい市小絹 本社 50日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

18日 ㈲エム・ティー・ジー足利 古河市東諸川 茨城 50日車 点呼の実施義務違反ほか7件

栃木 11日 ㈱下館環境 小山市駅東通り 本社 20日車 乗務時間等告示の順守違反ほか7件

18日 ㈲鴫原商事 宇都宮市鶴田町 鶴田 115日車 疾病のおそれのある乗務ほか10件

18日 報徳流通システム㈱ 宇都宮市屋板町 本社 40日車 運転者に対する指導監督違反ほか2件

18日 丸勝運輸㈲ 下野市薬師寺 本社 20日車 運転者に対する指導監督違反ほか1件

21日 日酸運輸㈱ 小山市大字横倉新田 小山 文書警告 定期点検整備の実施違反ほか1件

群馬 11日 須田運輸㈲ 伊勢崎市境伊与久 本社 120日車 点呼の実施義務違反等ほか10件

埼玉 11日 成増運輸㈱ 和光市白子 本社 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか5件

18日 上尾流通㈲ 上尾市本町 本社 70日車 乗務等の記録事項違反ほか11件

25日 マルヨー運輸㈲ 深谷市大字原郷 本社 210日車 疾病のおそれのある乗務ほか12件

25日 ＩＮロジスティクス㈱ 深谷市普済寺 本社 120日車 点呼の実施義務違反等ほか5件

25日 ㈲籠原産業 行田市桜町 本社 85日車 乗務時間等告示の順守違反ほか9件

千葉 18日 ㈱長谷川サービス 市川市南大野 本社 100日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

18日 ㈱エシックス 八街市四木 本社 文書警告 報告義務違反ほか2件

25日 ㈲コーワーカーズ 富里市七栄 成田 160日車 点呼の実施義務違反等ほか13件

25日 ㈱エムラインズ 流山市東深井 流山 40日車 乗務時間等告示の順守違反ほか4件

神奈川 18日 湘南建設㈱ 横浜市金沢区 本社 50日車 点呼の実施義務違反等ほか7件

福井 6日 藤商運輸㈱ あわら市下番 本社 25日車ほか 点呼の記録義務違反ほか6件

岐阜 7日 ㈱友喜輸送 加茂郡坂祝町 本社 70日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか11件

7日 ㈲大福梱包 加茂郡富加町 本社 70日車ほか 点呼の実施義務違反ほか7件

26日 ㈱成和物流 岐阜市今嶺 本社 50日車ほか 事業実績報告書未提出ほか4件

静岡 6日 ㈲サンフジ 伊豆市修善寺 本社 90日車ほか 点呼の記録記載事項不備ほか6件

10日 ㈲富岳輸送 富士市富士岡 本社 20日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか8件

10日 ㈲リバップ 焼津市吉永 静岡 20日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか4件

20日 ㈲イムラ運送 静岡市清水区 本社 240日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか12件

20日 関東重機運送㈲ 裾野市石脇 本社 140日車ほか 点呼の記録不実記載ほか15件

愛知 6日 ＵＮＩ－ｃａｓｔ㈱ 常滑市セントレア 中部 50日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

7日 ㈲ツバサロジスティック 西春日井郡豊山町 本社 40日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか7件

7日 ㈱新栄重機 小牧市郷西町 郷西事務センター 20日車ほか 点呼の実施義務違反ほか5件

26日 オーエム運送㈱ 名古屋市北区新沼町 本社 30日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか1件

三重 7日 磯部興業㈱ いなべ市大安町 いなべ 30日車ほか 配置車両数違反ほか4件

京都 21日 ㈱トーカイロジテック 福知山市長田野町 福知山 100日車 点呼の記録違反ほか10件

大阪 18日 ㈱ネットワークコーポレーション 豊中市名神口 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 ㈱サカイ引越センター 大阪市西区 港支社 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 アートコーポレーション㈱ 岸和田市土生町 南大阪支店 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

24日 兵神組運送㈱ 大阪市北区 本店 120日車 点呼の実施違反ほか8件

26日 ㈱フレックス 東大阪市菱屋西 本社 10日車 点呼の実施違反ほか5件

27日 ㈱下元運送店 大阪市城東区 本店 70日車 乗務等の記録違反ほか11件

28日 関空運輸㈱ 泉佐野市中庄 りんくう 80日車 運行管理者に対する指導監督違反ほか10件

奈良 10日 大和中央陸運㈱ 大和高田市三和町 本社 20日車 点呼の実施違反ほか3件

岡山 28日 ㈱TKS 岡山市北区 ㈱TKS 50日車ほか 点呼の記載事項義務違反ほか9件

広島 18日 ㈱やまひろ運輸 安芸高田市八千代町 本社 文書警告 乗務時間等告示の順守違反ほか3件

31日 新生倉庫運輸㈱ 岡山市南区 岡山 80日車ほか 点呼の実施義務違反ほか6件

香川 20日 大川陸運㈱ 高松市国分寺町 国分寺 40日車ほか 乗務時間等基準告示の順守違反ほか5件

佐賀 18日 ㈱ユニットロード田島 神埼郡吉野ヶ里町 佐賀 100日車ほか 運転者に対する指導監督違反ほか11件

熊本 25日 原田元博 熊本市東区戸島 本店 105日車ほか 点呼の記録義務違反ほか13件

大分 10日 日本郵便㈱ 臼杵市大字臼杵 臼杵郵便局 60日車 無車検運行違反

25日 ㈲雄翔 豊後大野市三重町 本社 10日車ほか 乗務時間等の基準の順守違反ほか5件

28日 ベツダイ運輸㈱ 大分市西新地 本社 10日車ほか 定期点検整備等の未実施ほか14件

鹿児島 25日 ㈲今村運輸 霧島市国分広瀬 本社 130日車ほか 点呼の実施義務違反ほか11件
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