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（自動車交通部） 

 

公示第１９号 

 

「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分 

等の基準について」の一部改正について 

 

 

「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準に

ついて」（平成２５年９月２０日付け公示第４２号）について、別添のとおり一部改正す

る。 

 なお、この公示は、平成２８年７月１日から施行する。 

 

平成２８年７月１日 

 

                    北陸信越運輸局長  江角 直樹 

 

  

○ 公   示 

 
公  示 △「一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に 

対する行政処分等の基準について」の一部改正について          ････P１ 
許認可等 △一般貨物自動車運送事業の許認可状況                  ････P 9 

 △指定自動車整備事業の指定                       ････P 9 
     △自動車分解整備事業の認証                       ････P 9 

 

北陸信越運輸局報 
http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 

平成２８年７月１１日（月曜日）  第４８３号  

国土交通省 北陸信越運輸局                              毎月３回（1 日・11 日・21 日発行） 

明日の交通・環境を創造します。 
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別紙 一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 

新 旧 

 

公示第４２号 

 

 

   一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に 

対する行政処分等の基準について     

 

 今般、「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の報告

（平成２５年４月２日）を踏まえ、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般

貸切旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法令違反につい

て、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４０

条の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように

定めたので、今後、管下の事業者に行政処分等を行う場合、この基準に従っ

て行うこととされたい。 

 なお、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て」（平成２１年９月２９日付け国自安第５８号、国自旅第１２６号、国自

整第５２号）及び「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基

準について」（平成２１年９月２９日付け国自安第５９号、国自旅第１２７

号、国自整第５３号）並びに「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について」（平成２１年９月２９日付け国自安

第６１号、国自旅第１２９号、国自整第５５号）及び「一般貸切旅客自動車

運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準について」（平成２１

年９月２９日付け国自安第６２号、国自旅第１３０号、国自整第５６号）

は、平成２５年１０月３１日限り、廃止する。 

 

平成２５年９月２０日 

            北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

１．通則 

 

公示第４２号 

 

 

   一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般貸切旅客自動車運送事業者に 

対する行政処分等の基準について     

 

 今般、「自動車運送事業者に対する監査のあり方に関する検討会」の報告

（平成２５年４月２日）を踏まえ、一般乗合旅客自動車運送事業者及び一般

貸切旅客自動車運送事業者（以下「事業者」という。）の法令違反につい

て、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号。以下「法」という。）第４０

条の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等を行う際の基準を次のように

定めたので、今後、管下の事業者に行政処分等を行う場合、この基準に従っ

て行うこととされたい。 

 なお、「一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準につい

て」（平成２１年９月２９日付け国自安第５８号、国自旅第１２６号、国自

整第５２号）及び「一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基

準について」（平成２１年９月２９日付け国自安第５９号、国自旅第１２７

号、国自整第５３号）並びに「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について」（平成２１年９月２９日付け国自安

第６１号、国自旅第１２９号、国自整第５５号）及び「一般貸切旅客自動車

運送事業者に対する違反事項ごとの行政処分等の基準について」（平成２１

年９月２９日付け国自安第６２号、国自旅第１３０号、国自整第５６号）

は、平成２５年１０月３１日限り、廃止する。 

 

平成２５年９月２０日 

            北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

１．通則 
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（１）～（６) 略 

 

（７）違反の内容又は輸送の安全確保義務違反（法第２３条第１項、第２３

条の５第２項及び第３項並びに第２７条第１項及び第２項の規定に係る違

反行為をいう。）に伴い引き起こした重大事故等（自動車事故報告規則

（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条第３号に規定する事故又は２０

人以上の軽傷者を生じた事故（当該事故の第一当事者（最初に事故に関与

した車両等の運転者のうち、当該事故における過失が最も重い者をいい、

また、過失が同程度の場合には人身損害程度が軽い者をいう。以下同

じ。）と推定されるものに限る。）をいう。以下同じ。）の内容が次に掲げ

る場合は、（５）及び（６）の基準による行政処分等を加重することがで

きる。この場合、加重は原則として（５）及び（６）の基準による基準日

車等の２倍を上回らないもの（（５）及び（６）の基準による基準日車等

が勧告である場合は警告、警告である場合は１０日車）とする。 

① 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足

りる相当の理由が認められる場合 

② 違反事実又は違反に伴い引き起こした重大事故等が社会的影響のあるも

のである場合 

 

（８） 略 

 

（９）地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）に「旅客自動車運

送事業関係行政処分審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設け、

この通達（別表を含む。）に違反行為の事項として明記されていない違反

行為があった場合、違反に対して加重又は軽減する場合、３．（６）、４．

（４）、５．（１）ただし書又は５．（２）の取扱いを行おうとする場合等

について、必要に応じて審査委員会の議に付して行政処分等を行うものと

する。 

 

（10）～（14)  略 

 

（15）違反事業者が当該違反行為に係る行政処分等を受ける前に、事業者た

（１）～（６) 略 

 

（７）違反の内容又は輸送の安全確保義務違反（法第２３条第１項、第２３

条の５第２項及び第３項並びに第２７条第１項及び第２項の規定に係る違

反行為をいう。）に伴い引き起こした重大事故等（自動車事故報告規則

（昭和２６年運輸省令第１０４号）第２条第３号に規定する事故又は２０

人以上の軽傷者を生じた事故（当該事故の第一当事者と推定されるものに

限る。）をいう。以下同じ。）の内容が次に掲げる場合は、（５）及び

（６）の基準による行政処分等を加重することができる。この場合、加重

は原則として（５）及び（６）の基準による基準日車等の２倍を上回らな

いもの（（５）及び（６）の基準による基準日車等が勧告である場合は警

告、警告である場合は１０日車）とする。 

① 違反事実若しくはこれを証するものを隠滅し、又は隠滅すると疑うに足

りる相当の理由が認められる場合 

② 違反事実又は違反に伴い引き起こした重大事故等が社会的影響のあるも

のである場合 

 

 

 

（８） 略 

 

（９）地方運輸局（沖縄総合事務局を含む。以下同じ。）に「旅客自動車運

送事業関係行政処分審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設け、

この通達（別表を含む。）に違反行為の事項として明記されていない違反

行為があった場合、違反に対して加重又は軽減する場合、３．（６）、４．

（４）又は５．（１）ただし書の取扱いを行おうとする場合等について、

必要に応じて審査委員会の議に付して行政処分等を行うものとする。 

 

 

（10）～（14)  略 

 

（15）違反事業者が当該違反行為に係る行政処分等を受ける前に、事業者た
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る法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡（譲受人の譲り受けた運

送事業が譲渡人の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認め

られるものに限る。２.(７)及び５.(３)②において同じ。）により、当該

違反事業者の違反営業所に係る運送事業の全部又は一部の承継があった場

合、当該違反行為は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人（こ

れらの者のうち、運送事業を廃止したものを除く。）の、次に掲げる営業

所に係るものとして取り扱うものとする。 

① 違反事業者については、違反営業所。この場合において、当該違反事業

者に違反営業所が残っていないときは、当該違反事業者に対しては、

（11）②の例にならって取り扱うものとする。 

② 違反事業者から分割により承継した法人又は譲受人については、違反事

業者の違反営業所に係る運送事業の全部又は一部を承継して営業する営業

所 

 

２．法令違反に係る点数制度   略 

 

３．自動車等の使用停止処分 

（１）自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所又は１．（11）

から（15）までの規定により違反行為があったものとして取り扱われる営

業所（以下「違反営業所等」という。）に所属する事業用自動車につい

て、処分日車数に基づき６月以内の期間を定めて使用の停止を行うものと

する。ただし、４．（１）①、５．（１）又は５．（２）の規定に該当する

場合は、自動車等の使用停止処分は行わず、事業の停止処分又は許可の取

消処分を行うものとする。 

 

（２）～（７)  略 

 

４．事業の停止処分 

（１）事業の停止処分は、次の①又は②のいずれかに該当（５．（１）又は

５．（２）に該当する場合を除く。）することとなった場合に、当該違反営

業所等に対して行うものとする。 

なお、①による事業の停止処分は６月以内の期間を定めて行うととも

る法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡（譲受人の譲り受けた運

送事業が譲渡人の譲り渡した運送事業と継続性及び同一性を有すると認め

られるものに限る。２.(７)及び５.(２)②において同じ。）により、当該

違反事業者の違反営業所に係る運送事業の全部又は一部の承継があった場

合、当該違反行為は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人（こ

れらの者のうち、運送事業を廃止したものを除く。）の、次に掲げる営業

所に係るものとして取り扱うものとする。 

① 違反事業者については、違反営業所。この場合において、当該違反事業

者に違反営業所が残っていないときは、当該違反事業者に対しては、

（11）②の例にならって取り扱うものとする。 

② 違反事業者から分割により承継した法人又は譲受人については、違反事

業者の違反営業所に係る運送事業の全部又は一部を承継して営業する営業

所 

 

２．法令違反に係る点数制度   略 

   

３．自動車等の使用停止処分 

（１）自動車等の使用停止処分は、原則として、違反営業所又は１．（11）

から（15）までの規定により違反行為があったものとして取り扱われる営

業所（以下「違反営業所等」という。）に所属する事業用自動車につい

て、処分日車数に基づき６月以内の期間を定めて使用の停止を行うものと

する。ただし、４．（１）①又は５．（１）の規定に該当する場合は、自動

車等の使用停止処分は行わず、事業の停止処分又は許可の取消処分を行う

ものとする。 

 

（２）～（７)  略 

 

４．事業の停止処分 

（１）事業の停止処分は、次の①又は②のいずれかに該当（５．（１）に該

当する場合を除く。）することとなった場合に、当該違反営業所等に対し

て行うものとする。 

  なお、①による事業の停止処分は６月以内の期間を定めて行うととも
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に、２回目以降の発動は、前回の発動の後に付された違反点数の累計が５

１点以上となった場合に行うものとする。 

① 違反点数の付与により、違反点数の累計が５１点以上となった場合 

② 次のいずれかに該当する場合（５．（１）③に該当する場合を除く） 

イ 法第４条第１項又は法第４３条第１項の規定に違反して、許可を受けず

に他の種別の旅客自動車運送事業を経営した場合 

ロ 法第２３条第１項の規定に違反して、運行管理者が全く不在（選任な

し）の場合 

ハ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第２１条第１項の規定に違反

して、「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１６７５号）が著しく遵守されていない場合 

ニ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第２４条第１項及び第２項の

規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合 

ホ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第４５条の規定に違反して、

営業所に配置している全ての事業用自動車について道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第４８条第１項に規定する定期点検整備を全く実

施していない場合 

ヘ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第４５条の規定に違反して、

道路運送車両法第５０条第１項に規定する整備管理者が全く不在（選任な

し）の場合 

ト 法第３３条第１項の規定に違反して、名義を他人に利用させていた場合 

チ 法第３３条第２項の規定に違反して、事業の貸し渡し等を行っていた場

合 

リ 法第９４条第４項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して虚偽の陳述を行った場合 

 

（２）～（10）  略 

 

５．許可の取消処分 

（１）許可の取消処分は、次の①から⑤までのいずれかに該当（（２）に該

当する場合を除く。）することとなった場合に行うものとする。ただし、

許可の取消処分を行うことにより、地域住民等の生活交通の確保、高齢

に、２回目以降の発動は、前回の発動の後に付された違反点数の累計が５

１点以上となった場合に行うものとする。 

① 違反点数の付与により、違反点数の累計が５１点以上となった場合 

② 次のいずれかに該当する場合（５．（１）③に該当する場合を除く） 

イ 法第４条第１項又は法第４３条第１項の規定に違反して、許可を受けず

に他の種別の旅客自動車運送事業を経営した場合 

ロ 法第２３条第１項の規定に違反して、運行管理者が全く不在（選任な

し）の場合 

ハ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第２１条第１項の規定に違反

して、「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１６７５号）が著しく遵守されていない場合 

ニ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第２４条第１項及び第２項の

規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施していない場合 

ホ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第４５条の規定に違反して、

営業所に配置している全ての事業用自動車について道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第４８条第１項に規定する定期点検整備を全く実

施していない場合 

ヘ 法第２７条第２項の規定に基づく運輸規則第４５条の規定に違反して、

道路運送車両法第５０条第１項に規定する整備管理者が全く不在（選任な

し）の場合 

ト 法第３３条第１項の規定に違反して、名義を他人に利用させていた場合 

チ 法第３３条第２項の規定に違反して、事業の貸し渡し等を行っていた場

合 

リ 法第９４条第４項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又

は質問に対して虚偽の陳述を行った場合 

 

（２）～（10）  略 

 

５．許可の取消処分 

（１）許可の取消処分は、次の①から⑤までのいずれかに該当することとな

った場合に行うものとする。ただし、許可の取消処分を行うことにより、

地域住民等の生活交通の確保、高齢者、身体障害者等移動制約者の移動手
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者、身体障害者等移動制約者の移動手段の確保その他公共の利益に著しい

障害が生じるおそれがある場合であって、事業者が改善計画を文書で提出

し、これに従って改善措置を講じることにより、輸送の安全及び利用者の

利便が確保されると認められる場合には、３．に規定する自動車等の使用

停止処分又は４．に規定する事業の停止処分を行うことができるものとす

る。 

① 違反点数の付与により、違反点数の累計が８１点以上となった場合 

② 法第４０条に規定する自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分

又は法第４１条第１項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動

車登録番号標の領置の命令に違反した場合 

③ ４．（１）②による事業の停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を

受けた日から３年以内に更に同一の違反（この場合、４（１）②リに掲げ

る行為は、いずれも同一の違反とする。）をした場合（４．（１）②ロ、

ハ、ニ、ホ及びヘの違反については、同一営業所における違反の場合に限

る。） 

④ 次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受け  

た日から３年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合 

イ 法第９条第６項（法第９条の２第２項において準用する場合を含む。）

に規定する運賃又は料金の変更の命令 

ロ 法第１６条第２項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令 

ハ 法第１９条の２に規定する協定の変更の命令 

ニ 法第２２条の２第３項に規定する安全管理規程の変更の命令 

ホ 法第２２条の２第７項に規定する安全統括管理者の解任の命令 

へ 法第２７条第３項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保

の命令 

ト 法第３０条第４項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令 

チ 法第３１条に規定する事業改善の命令 

リ 法第８４条第１項に規定する運送に関する命令 

⑤ 法第７条第１号、第３号又は第４号（事業者が当該役員の退任を求めた

勧告に従わない場合に限る。）に該当することとなった場合 

（２）一般貸切旅客自動車運送事業者が次に該当することとなった場合に

は、許可の取消処分を行うことができるものとする。なお、処分は、個別

段の確保その他公共の利益に著しい障害が生じるおそれがある場合であっ

て、事業者が改善計画を文書で提出し、これに従って改善措置を講じるこ

とにより、輸送の安全及び利用者の利便が確保されると認められる場合に

は、３．に規定する自動車等の使用停止処分又は４．に規定する事業の停

止処分を行うことができるものとする。 

① 違反点数の付与により、違反点数の累計が８１点以上となった場合 

② 法第４０条に規定する自動車等の使用停止処分若しくは事業の停止処分

又は法第４１条第１項に規定する自動車検査証の返納の命令若しくは自動

車登録番号標の領置の命令に違反した場合 

③ ４．（１）②による事業の停止処分を受けた事業者が、当該行政処分を

受けた日から３年以内に更に同一の違反（この場合、４（１）②リに掲げ

る行為は、いずれも同一の違反とする。）をした場合（４．（１）②ロ、

ハ、ニ、ホ及びヘの違反については、同一営業所における違反の場合に限

る。） 

④ 次に掲げる命令に従わず行政処分を受けた事業者が当該行政処分を受け  

た日から３年以内に同じ命令を受け、かつ、当該命令に従わなかった場合 

イ 法第９条第６項（法第９条の２第２項において準用する場合を含む。）

に規定する運賃又は料金の変更の命令 

ロ 法第１６条第２項に規定する事業計画に従い業務を行うべき命令 

ハ 法第１９条の２に規定する協定の変更の命令 

ニ 法第２２条の２第３項に規定する安全管理規程の変更の命令 

ホ 法第２２条の２第７項に規定する安全統括管理者の解任の命令 

へ 法第２７条第３項に規定する輸送の安全確保の命令又は旅客の利便確保

の命令 

ト 法第３０条第４項に規定する公衆の利便を阻害する行為等の停止の命令 

チ 法第３１条に規定する事業改善の命令 

リ 法第８４条第１項に規定する運送に関する命令 

⑤ 法第７条第１号、第３号又は第４号（事業者が当該役員の退任を求めた

勧告に従わない場合に限る。）に該当することとなった場合 

 

（新設） 
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の情状を十分かつ総合的に勘案して行う。 

  当該事業者に勤務する運転者が、事業用自動車の運行中に、第一当事者

と推定される重大事故等を引き起こしたことにより甚大な人身の被害をも

たらした場合であって、当該事業者に悪質な法令違反があると認められる

場合 

 

（３）次のいずれかに該当する場合の（１）③及び④の行政処分歴の取扱い

については、次によるものとする。 

① 事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続

人が受けた行政処分は、合併後の法人又は相続人が受けたものとして取り

扱うものとする。 

② 事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送

事業の全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人が受け

た行政処分は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人（これらの

者のうち、運送事業を廃止したものを除く。）が受けたものとして取り扱

うものとする。 

 

附 則 

１．この公示は、平成２５年１１月１日から施行する。 

２．この公示の施行の日前に確認した違反行為であって、この公示の施行

の日において未だ行政処分等が行われていないものについて行政処分等

を行う場合、この公示の規定を適用することが従前の規定を適用するよ

りも行政処分等を受ける者に不利益となるときは、従前の規定により行

政処分等を行うものとする。 

 ３．４．（１）②の規定は、平成２６年１月１日以降に違反行為があった

ものについて適用し、平成２５年１１月１日から同年１２月３１日まで

の間における違反行為については、廃止前の「一般乗合旅客自動車運送

事業者に対する行政処分等の基準について」（平成 21 年 9 月 30 日付け

北信交旅第 448 号、北信交監第 115 号、北信技保第 65 号）及び「一般

貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成

21 年 9 月 30 日付け北信交旅第 449 号、北信交監第 116 号、北信技保第

66 号）の別添に定める「基準日車等」により行政処分等を行うものと

 

 

 

 

 

 

（２）次のいずれかに該当する場合の（１）③及び④の行政処分歴の取扱い

については、次によるものとする。 

① 事業者たる法人の合併又は相続があった場合、合併前の法人又は被相続

人が受けた行政処分は、合併後の法人又は相続人が受けたものとして取り

扱うものとする。 

② 事業者たる法人の分割又は事業の全部若しくは一部の譲渡により、運送

事業の全部又は一部の承継があった場合、分割前の法人又は譲渡人が受け

た行政処分は、分割により承継した法人又は譲渡人及び譲受人（これらの

者のうち、運送事業を廃止したものを除く。）が受けたものとして取り扱

うものとする。 

 

附 則 

１．この公示は、平成２５年１１月１日から施行する。 

２．この公示の施行の日前に確認した違反行為であって、この公示の施行

の日において未だ行政処分等が行われていないものについて行政処分等

を行う場合、この公示の規定を適用することが従前の規定を適用するよ

りも行政処分等を受ける者に不利益となるときは、従前の規定により行

政処分等を行うものとする。 

 ３．４．（１）②の規定は、平成２６年１月１日以降に違反行為があった

ものについて適用し、平成２５年１１月１日から同年１２月３１日まで

の間における違反行為については、廃止前の「一般乗合旅客自動車運送

事業者に対する行政処分等の基準について」（平成 21 年 9 月 30 日付け

北信交旅第 448 号、北信交監第 115 号、北信技保第 65 号）及び「一般

貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について」（平成

21 年 9 月 30 日付け北信交旅第 449 号、北信交監第 116 号、北信技保第

66 号）の別添に定める「基準日車等」により行政処分等を行うものと
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する。 

４．この公示の施行の日前に、従前の規定に基づき付された違反点数は、

この公示により付されたものとして取り扱うものとする。 

 

附 則（平成２６年１月２７日付け公示第８２号で一部改正） 

 １．この公示は、平成２６年１月２７日から施行する。 

 ２．改正後の道路運送法第３０条第２項違反の事項２に係る公示の規定

は、平成 

  ２６年１月２７日以降の違反行為から適用する。 

 

附 則（平成２６年年４月３０日付け公示第８号で一部改正） 

  この公示は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成２６年年７月１７日付け公示第３１号で一部改正） 

 １．この公示は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 ２．平成２６年９月３０日以前の違反行為については、改正前の通達に定

める規定により行政処分等を行うものとする。 

 

附 則（平成２８年７月１日付け公示第１９号で一部改正） 

  この公示は、平成２８年７月１日から施行する。 

    

する。 

４．この公示の施行の日前に、従前の規定に基づき付された違反点数は、

この公示により付されたものとして取り扱うものとする。 

 

附 則（平成２６年１月２７日付け公示第８２号で一部改正） 

 １．この公示は、平成２６年１月２７日から施行する。 

 ２．改正後の道路運送法第３０条第２項違反の事項２に係る公示の規定

は、平成 

  ２６年１月２７日以降の違反行為から適用する。 

 

附 則（平成２６年年４月３０日付け公示第８号で一部改正） 

  この公示は、平成２６年５月１日から施行する。 

 

附 則（平成２６年年７月１７日付け公示第３１号で一部改正） 

 １．この公示は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 ２．平成２６年９月３０日以前の違反行為については、改正前の通達に定

める規定により行政処分等を行うものとする。 
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■ 一般貨物自動車運送事業の許可状況（自動車交通部） 

 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 車両数 

刀祢建設 株式会社 

(法人番号 1220001016550) 

代表取締役 

刀祢 利雄 
H28.6.23 

石川県輪島市町野町西時国鳥

毛４３番１地 
５ 

株式会社 セキテック 

(法人番号 8220001011124) 

代表取締役 

關 澄江 
H28.6.28 石川県野々市市白山町１００番地 ５ 

 

 

■ 指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第１０１９０号 

指定年月日 平成２８年７月７日 

事業者名 新潟マツダ自動車株式会社（法人番号 2110001004136） 

事業場の名称 新潟マツダ自動車株式会社 六日町店 

事業場の所在地 新潟県南魚沼市六日町９８９番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、

小型四輪自動車、小型三輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

■ 自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 石認証第３８４号 

認証年月日 平成２８年６月２７日 

事業者名 株式会社 ケーユー（法人番号 6012301006867） 

事業場の名称 ケーユー金沢野々市店 

事業場の所在地 石川県野々市市北西部土地区画整理事業施行地区４２街区１ 

自動車分解整備事業の種類 普通自動車分解整備事業、小型自動車分解整備事業 

対象とする自動車の種類 
普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、小型三

輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする装置の種類 原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

 

以上 

○ 許 認 可 等 


