
別表

適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項 適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項

運送法第２７条第３項 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項 運送法第２７条第３項 輸送の安全及び旅客の利便を確保するための遵守事項
　運輸規則第３条第２項 苦情処理の記録、保存義務違反 　運輸規則第３条第２項 苦情処理の記録、保存義務違反

　１　記録なし 警告 １０日車 　１　記録なし 警告 １０日車
　２　記載事項の不備 警告 １０日車 　２　記載事項の不備 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車
　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車
　　②全て保存なし １０日車 ２０日車 　　②全て保存なし １０日車 ２０日車

　運輸規則第２１条第１項 １　「旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項の規定 　運輸規則第２１条第１項 １　「旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項の規定
　に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗 　に基づき、事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗
　務時間に係る基準 」（ 平成１３年国土交通省告示第１６ 　務時間に係る基準 」（ 平成１３年国土交通省告示第１６
　７５号。以下「乗務時間等告示」という。）に従った勤務時 　７５号。以下「乗務時間等告示」という。）に従った勤務時
　間及び乗務時間の設定違反 　間及び乗務時間の設定違反
　①設定不適切 警告 １０日車 　①設定不適切 警告 １０日車
　②未設定 １０日車 ２０日車 　②未設定 １０日車 ２０日車
２　乗務時間等告示の遵守違反（注１） ２　乗務時間等告示の遵守違反
　①各事項の未遵守計５件以下 警告 １０日車 　①各事項の未遵守計５件以下 警告 １０日車
　②各事項の未遵守計６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車 　②各事項の未遵守計６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車
　③各事項の未遵守計１６件以上（注２） ２０日車 ４０日車 　③各事項の未遵守計１６件以上（注） ２０日車 ４０日車

　①　各事項の未遵守計１件 １０日車 ２０日車
　②　各事項の未遵守計２件以上 ２０日車 ４０日車
（注２）

　運輸規則第２１条第５項 １　疾病、疲労等のおそれのある乗務（注） 　運輸規則第２１条第５項 １　疾病、疲労等のおそれのある乗務（注）
　①未受診者１名 警告 １０日車 　①未受診者５０％未満 警告 １０日車
　②未受診者２名 ２０日車 ４０日車 　②未受診者５０％以上 １０日車 ２０日車
　③未受診者３名以上 ４０日車 ８０日車
２　疾病、疲労等による乗務 ８０日車 １６０日車 ２　疾病、疲労等による乗務 ８０日車 １６０日車
３　薬物等使用乗務 １００日車 ２００日車 ３　薬物等使用乗務 １００日車 ２００日車
（注） （注）
疾病のおそれのある乗務とは、過去１年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で乗務させることをいう。 疾病のおそれのある乗務とは、過去１年以内に法定の健康診断を受診させていない状態で乗務させることをいう。

　運輸規則第２４条第５項 点呼の記録義務違反 　運輸規則第２４条第５項 点呼の記録義務違反
　１　記録 　１　記録
　　①一部記録なし 警告 １０日車 　　①一部記録なし 警告 １０日車
　　②全て記録なし ３０日車 ６０日車 　　②全て記録なし ３０日車 ６０日車
　２　記載事項の不備 警告 １０日車 　２　記載事項の不備 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車
　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車
　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車 　　②全て保存なし １０日車 ２０日車

　運輸規則第２５条第１項、 乗務等の記録義務違反 　運輸規則第２５条第１項、 乗務等の記録義務違反
　　　　　　　　　　　　　第４項 　１　記録（30乗務に対して） 　　　　　　　　　　　　　第４項 　１　記録（30乗務に対して）

　　①記録なし５件以下 警告 １０日車 　　①記録なし５件以下 警告 １０日車
　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車 　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車
　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車 　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車
　２　記録事項の不備 警告 １０日車 　２　記録事項の不備 警告 １０日車
　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車
　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車
　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車 　　②全て保存なし １０日車 ２０日車

　運輸規則第２６条第１項 運行記録計による記録義務違反 　運輸規則第２６条第１項 運行記録計による記録義務違反
　１　記録（運行記録計による記録が必要な30乗務に対して） 　１　記録（運行記録計による記録が必要な30乗務に対して）
　　①記録なし５件以下 警告 １０日車 　　①記録なし５件以下 警告 １０日車
　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車 　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。） １０日車 ２０日車
　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車 　　③全て記録なし ３０日車 ６０日車
　２　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　２　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車
　３　記録の保存 　３　記録の保存
　　①一部保存なし 警告 １０日車 　　①一部保存なし 警告 １０日車

　　②全て保存なし ３０日車 ６０日車 　　②全て保存なし １０日車 ２０日車

（注１） （注）

　　通達本文４．（１）②ハに該当するものを除く。

　　通達本文４．（１）②ハに該当するものを除く。　４週間を平均した１週間当たりの拘束時間及び休日労働の限度に関する違反が確認された場合は、上記の件数とし
て計上し処分日車数を算出するとともに、さらに別立てで次のとおり処分日車数を算出し、上記の処分日車数に合算
する。

初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

○一般乗合旅客自動車運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準　　　新旧対照表

新 旧
違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等
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適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項 適　用　条　項 事　　　　　　　　　　　項初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

新 旧
違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等

　運輸規則第３８条第１項 運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存 　運輸規則第３８条第１項 運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存

義務違反 義務違反

　１　記録 　１　記録

　　　①　一部記録なし又は記録の一部保存なし 警告 １０日車 　　　①　一部記録なし 警告 １０日車

　　　②　全て記録なし又は記録の全部保存なし ４０日車 ８０日車 　　　②　全て記録なし １０日車 ２０日車

　２　記載事項等の不備 警告 １０日車 　２　記載事項等の不備 警告 １０日車

　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車

　（削除） 　４　記録の保存義務違反 警告 １０日車

　運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反 　運輸規則第４５条 点検整備関係義務違反

　（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載義務違反等 　（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載義務違反等
　１　未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、1回に
つき

　１　未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、1回に
つき　　１枚の記録簿） 　　１枚の記録簿）

　　 ①未記載３枚以下 警告 ３日車×違反車両数 　　 ①未記載３枚以下 警告 ３日車×違反車両数

　 　②未記載４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数 　 　②未記載４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

　２　記載不適切 警告 １０日車 　２　記載不適切 警告 １０日車

　３　記録の改ざん・不実記載 ６０日車 １２０日車 　３　記録の改ざん・不実記載 ３０日車 ６０日車

　４　記録の保存（１台の１年間の定期点検等を対象とし、1
回

　４　記録の保存（１台の１年間の定期点検等を対象とし、1
回　　につき１枚の記録簿） 　　につき１枚の記録簿）

　 　①保存なし３枚以下 警告 ３日車×違反車両数 　 　①保存なし３枚以下 警告 ３日車×違反車両数

　 　②保存なし４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数 　 　②保存なし４枚 ３日車×違反車両数 ６日車×違反車両数

運送法第２９条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反 運送法第２９条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反

　１　未届出 １０日車 ２０日車 　１　未届出 １０日車 ２０日車

　２　虚偽届出 ６０日車 １２０日車 　２　虚偽届出 ４０日車 ８０日車

運送法第３０条第２項 事業の健全な発達を阻害する競争 運送法第３０条第２項 事業の健全な発達を阻害する競争

　１　営業類似違法行為を行う自家用自動車の利用 ８０日車×違反車両数 　１　営業類似違法行為を行う自家用自動車の利用 ８０日車×違反車両数

　２　健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険 　２　健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険

　　法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が 　　法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が

　　社会保険等に未加入（注１） 　　社会保険等に未加入（注１）

　　①未加入者１名 警告 １０日車 　　①一部未加入のもの １０日車 ２０日車

　　②未加入者２名 ２０日車 ４０日車 　　②全て未加入のもの ２０日車 ４０日車

　　③未加入者３名以上 ４０日車 ８０日車

運送法第８６条第１項 許可等の条件又は期限違反 運送法第８６条第１項 許可等の条件又は期限違反

　１　健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険 　１　健康保険法、厚生年金保険法、労働者災害補償保険

　　法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が 　　法及び雇用保険法に基づく社会保険等加入義務者が

　　社会保険等に未加入（注） 　　社会保険等に未加入（注）

　　①未加入者１名 警告 １０日車 　　①一部未加入のもの １０日車 ２０日車

　　②未加入者２名 ２０日車 ４０日車 　　②全て未加入のもの ２０日車 ４０日車

　　③未加入者３名以上 ４０日車 ８０日車

運送法第９４条第１項 報告義務違反 運送法第９４条第１項 報告義務違反

　１　未報告 警告 １０日車 　１　未報告 警告 １０日車

　２　虚偽の報告 ６０日車 １２０日車 　２　虚偽の報告 ４０日車 ８０日車

４０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数
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