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（自動車交通部） 

■ 公示第９０号 

 

「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２８年１１月１８

日付け公示第５６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２９年３月２１日から施行する。 

 

平成２９年３月１５日 

 

                 北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

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

 
 

平成２９年 ４月 ４日（火曜日）  第５０７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） 
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○ 公   示 

明日の交通・環境を創造します。 
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別 添 

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（新旧対照表）  

新 旧 

 

公  示 

 

公示第５６号 

  

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、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の総合的な対策（平成

２８年６月３日）を踏まえ、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１８

３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、公示する。 

 

平成２８年１１月１８日 

 

 

                北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

 

１．～３． （略） 

 

４．事業の停止処分 

（１）事業の停止処分は、次の①、②又は③のいずれかに該当することと

なった場合（５．（１）又は５．（２）に該当する場合を除く。）

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５１点以上となった場合に行うものとする。 

  ① （略） 

  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

 

公   示 

 

公示第５６号 

  

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、「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の総合的な対策（平成

２８年６月３日）を踏まえ、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１８

３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、公示する。 

 

平成２８年１１月１８日 

 

 

                北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

 

１．～３． （略） 

 

４．事業の停止処分 

（１）事業の停止処分は、次の①、②又は③のいずれかに該当することと

なった場合（５．（１）又は５．（２）に該当する場合を除く。）

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５１点以上となった場合に行うものとする。 

  ① （略） 

  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
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く。） 

   イ～ニ（略） 

   ホ 法第２７条第３項の規定に基づく運輸規則第２４条第１項から

第３項までの規定に違反して、全運転者に対して点呼を全く実施

していない場合 

   へ～ル（略） 

  ③（略） 

（２）～（１１） （略） 

 

５．許可の取消処分 

（１）許可の取消処分は、次の①から⑦までのいずれかに該当することと

なった場合（（２）に該当する場合を除く。）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。 

  ①～⑥ （略） 

  ⑦ 法第４３条の１５第９項に規定する負担金及び延滞金の納付命令

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 

（２）・（３） （略） 

 

附 則 

 １．この公示は、平成２８年１２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については、改正前の

「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）に定める基準により行政処分等を行うものとする。 

 ３．この公示の施行の日前に、改正前の「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。 

く。） 

   イ～ニ（略） 

   ホ 法第２７条第３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、全運転者に対して乗務前及び乗務後の

点呼を全く実施していない場合 

   へ～ル（略） 

  ③（略） 

（２）～（１１） （略） 

 

５．許可の取消処分 

（１）許可の取消処分は、次の①から⑥までのいずれかに該当することと

なった場合（（２）に該当する場合を除く。）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。 

  ①～⑥ （略） 

  （新設） 

 

 

（２）・（３） （略） 

 

附 則 

 １．この公示は、平成２８年１２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については、改正前の

「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）に定める基準により行政処分等を行うものとする。 

 ３．この公示の施行の日前に、改正前の「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。 
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附 則（平成２９年１月１６日付け公示第７５号で一部改正） 

 この公示は、平成２９年１月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２９年３月１５日付け公示第９０号で一部改正） 

 この公示は、平成２９年３月２１日から施行する。 

    

 

附 則（平成２９年１月１６日付け公示第７５号で一部改正） 

 この公示は、平成２９年１月１６日から施行する。 

 

 

 

 

別表

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

運送法第２３条第２項 運送法第２３条第２項
　（略） 　（略）

　運輸規則第４７条の９第３項 補助者の要件違反 ２０日車 ４０日車

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違反 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違反

　（略） 　（略）
　運輸規則第２４条 点呼の実施義務違反（注１） 　運輸規則第２４条 点呼の実施義務違反（注１）

　第１項、第２項、第３項 　１　未実施（注２）（注３） ４０日車 ８０日車 　第１項、第２項 　１　未実施（注２）（注３） ４０日車 ８０日車

　２　不適切（注４） ２０日車 ４０日車 　２　不適切（注４） ２０日車 ４０日車

　３　軽微な違反（「１」「２」以外の違反） 警告 １０日車 　３　軽微な違反（「１」「２」以外の違反） 警告 １０日車

（注１） （注１）

　・未実施、不適切及び軽微な違反が混在する場合、基準日車等の大きい方により算定する。

（注２） （注２）

　通達本文４．（１）②ホに該当するものを除く。

（注３） （注３）

　・補助者の要件を満たしていない者が実施した点呼

　・運行管理者、補助者の自己による点呼

　・対面によらず電話その他の方法で実施（運行上やむ得ない場合を除く。）した点呼

　・乗務の開始前に点呼を行わず、乗務の開始後に行った点呼

　・乗務の終了後に点呼を行わず、乗務の終了前に行った点呼

（注４） （注４）

　・アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認をしていない点呼

　・疾病・疲労の有無について、報告及び確認をしていない点呼

　運輸規則第４７条の９第３項 補助者の要件違反 ２０日車 ４０日車

　運輸規則第６８条 運行管理補助者の選任解任届出違反 　（新設）

　１　選任又は解任の届出に係るもの 警告 １０日車

　２　虚偽の届出に係るもの ６０日車 １２０日車

　運輸規則第６９条 書類の適切管理義務違反 　（新設）

　①一種類の管理不適切 警告 １０日車

　②複数種類の管理不適切 ２０日車 ４０日車

　運輸規則第４７条の７第１項 輸送の安全にかかわる公表情報の報告義務違反 　（新設）

　１　未報告 警告 １０日車

　２　虚偽の報告 ６０日車 １２０日車

運送法第４３条の１５第９項 負担金等納付命令違反 ６０日車 通達本文５．（１）⑦による 　（新設）

　通達本文４．（１）②ホに該当するものを除く。

　・補助者の要件を満たしていない者が実施した点呼

○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　　　新旧対照表（案）

新 旧

違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等 違　　　　反　　　　行　　　　為 基準日車等
初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

　・未実施、不適切及び軽微な違反が混在する場合、基準日車等の大きい方により算定する。

　・疾病・疲労の有無について、報告及び確認をしていない点呼

　・運行管理者、補助者の自己による点呼

　・対面によらず電話その他の方法で実施（運行上やむ得ない場合を除く。）した点呼

　・乗務の開始前に点呼を行わず、乗務の開始後に行った点呼

　・乗務の終了後に点呼を行わず、乗務の終了前に行った点呼

　・アルコール検知器による酒気帯びの有無の確認をしていない点呼
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■ 公示第９１号 

 

「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」 

の一部改正について 

 

 

「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２９年３月２１日から施行する。 

 

平成２９年３月１５日 

 

                          北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

 

 

別 添 

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 （新旧対照表） 

新 旧 

 

公   示 

 

公示第４２号 

 

 

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 

 

 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（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する。 

 

公  示 

 

公示第４２号 

 

 

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 

 

 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（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する。 
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 なお、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等については、

「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の総合的な対策（平成２８年６月

３日）を踏まえ、「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２８年１１月１８日付け公示第５５号）に従って行うこ

ととする。 

 

平成２５年９月２０日 

 

                 北陸信越運輸局長 和 迩 健 二 

 

１．通則（略） 

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（略） 

４．事業の停止処分（略） 

５．許可の取消処分（略） 

６．特定旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準（略） 

 

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。 

 

 なお、一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等については、

「軽井沢スキーバス事故対策検討委員会」の総合的な対策（平成２８年６月

３日）を踏まえ、「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２８年１１月１８日付け公示第５５号）に従って行うこ

ととする。 

 

平成２５年９月２０日 

 

           北陸信越運輸局長 和 迩 健 二 

 

１．通則（略） 

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（略） 

４．事業の停止処分（略） 

５．許可の取消処分（略） 

６．特定旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準（略） 

 

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。 
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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。 

  

附 則（平成２８年１１月１８日付け公示第５５号で一部改正） 

１．この公示は、平成２８年１２月１日から施行する。 

２．「特定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２３年１月２１日付け公示第７７号）は、平成２８年１１月３０日限

り、廃止する。   

 

附 則（平成２９年１月１６日付け公示第７４号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年１月１６日から施行する。 

 

附 則（平成２９年３月１５日付け公示第９１号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年３月２１日から施行する。 

 

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。 

  

附 則（平成２８年１１月１８日付け公示第５５号で一部改正） 

１．この公示は、平成２８年１２月１日から施行する。 

２．「特定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２３年１月２１日付け公示第７７号）は、平成２８年１１月３０日限

り、廃止する。   

 

附 則（平成２９年１月１６日付け公示第７４号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年１月１６日から施行する。 
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■ 公示第９２号 

 

「一般乗用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 

 

 

「一般乗用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日付け公示第５４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２９年３月２１日から施行する。 

 

平成２９年３月１５日 

 

                          北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

 

 

 

別 添 

一般乗用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 （新旧対照表） 

新 旧 

別表

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

運送法第２３条第２項 運送法第２３条第２項

　（略） 　（略）
　運輸規則第４７条の９第３項 補助者の要件違反 警告 １０日車

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

違反 違反
　（略） 　（略）

　運輸規則第４７条の９第３項 補助者の要件違反 警告 １０日車

　運輸規則第６９条 書類の適切管理義務違反
　①一種類の管理不適切 警告 １０日車

　②複数種類の管理不適切 ２０日車 ４０日車

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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公  示 

 

公示第５４号 

 

 

一般乗用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 

 

 

 一般乗用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、タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号。以下

「タク特法」という。）第５２条第１項及び特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「タクシー適正化・活性化法」という。）第１

７条の３第１項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する。 

 なお、「一般乗用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１４年１月１７日付け国自総第４１４号、国自旅第１３９号、国

自整第１３７号。以下「１４年通達」という。）は、廃止する。 

 

平成２１年９月３０日 

 

                 北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子 

 

１．通則（略） 

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（略） 

４．事業の停止処分（略） 

５．営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令（略） 

６．許可の取消処分（略） 

 

附 則 

 １．この公示は、平成２１年１０月１日から施行する。 

 

公  示 

 

公示第５４号 

 

 

一般乗用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 

 

 

 一般乗用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、タクシー業務適正化特別措置法（昭和４５年法律第７５号。以下

「タク特法」という。）第５２条第１項及び特定地域及び準特定地域におけ

る一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法（平

成２１年法律第６４号。以下「タクシー適正化・活性化法」という。）第１

７条の３第１項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する。 

 なお、「一般乗用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１４年１月１７日付け国自総第４１４号、国自旅第１３９号、国

自整第１３７号。以下「１４年通達」という。）は、廃止する。 

 

平成２１年９月３０日 

 

                 北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子 

 

１．通則（略） 

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（略） 

４．事業の停止処分（略） 

５．営業区域の廃止に係る事業計画の変更命令（略） 

６．許可の取消処分（略） 

 

附 則 

 １．この公示は、平成２１年１０月１日から施行する。 
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 ２．１．(８)、３．(６)、４．(５)、(７)及び(10)並びに別表の規定は、

この公示の施行後に違反行為があったものについて適用し、この公示の

施行前の違反行為については、これらの規定に相当する従前の平成１４

年通達の規定により行政処分等を行うものとする。 

 ３．この公示の施行前の違反行為については、廃止前の平成１４年通達

１．(８)の規定はなおその効力を有するものとする。 

 

附 則 （平成２１年１１月２０日付け公示第９０号で一部改正） 

   この公示は、平成２１年１２月１日から施行する。 

                   

附 則 （平成２２年１月２９日付け公示第１１６号で一部改正） 

      この公示は、平成２２年１月２９日から施行する。 

 

附 則 （平成２２年４月５日付け公示第３号で一部改正） 

   この公示は、平成２２年４月５日から施行する。 

 

附 則 （平成２４年４月９日付け公示第３号で一部改正） 

   この公示は、平成２４年４月１６日から施行する。 

 

附 則 （平成２５年９月２０日付け公示第４３号で一部改正） 

 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）④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「一般乗用旅客自動車運送

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６３号、国自旅第１３１号、国自整第５７

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す

る。 

 

附 則 （平成２６年１月２７日付け公示第８３号で一部改正） 

 ２．１．(８)、３．(６)、４．(５)、(７)及び(10)並びに別表の規定は、

この公示の施行後に違反行為があったものについて適用し、この公示の

施行前の違反行為については、これらの規定に相当する従前の平成１４

年通達の規定により行政処分等を行うものとする。 

 ３．この公示の施行前の違反行為については、廃止前の平成１４年通達

１．(８)の規定はなおその効力を有するものとする。 

 

附 則 （平成２１年１１月２０日付け公示第９０号で一部改正） 

   この公示は、平成２１年１２月１日から施行する。 

                   

附 則 （平成２２年１月２９日付け公示第１１６号で一部改正） 

      この公示は、平成２２年１月２９日から施行する。 

 

附 則 （平成２２年４月５日付け公示第３号で一部改正） 

   この公示は、平成２２年４月５日から施行する。 

 

附 則 （平成２４年４月９日付け公示第３号で一部改正） 

   この公示は、平成２４年４月１６日から施行する。 

 

附 則 （平成２５年９月２０日付け公示第４３号で一部改正） 

 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）④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「一般乗用旅客自動車運送

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６３号、国自旅第１３１号、国自整第５７

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す

る。 

 

附 則 （平成２６年１月２７日付け公示第８３号で一部改正） 
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 １．この公示は、平成２６年１月２７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。 

 

附 則 （平成２６年４月３０日付け公示第９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２９年１月１６日付け公示第７６号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年１月１６から施行する。 

 

附 則 （平成２９年３月１５日付け公示第９２号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年３月２１から施行する。 

 

 １．この公示は、平成２６年１月２７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。 

 

附 則 （平成２６年４月３０日付け公示第９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２９年１月１６日付け公示第７６号で一部改正） 

   この公示は、平成２９年１月１６から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

別表第１

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

運送法第２３条第２項 運送法第２３条第２項

　（略） 　（略）

　運輸規則第４７条の９第３項 補助者の要件違反 警告 １０日車

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

違反 違反

　（略） 　（略）

　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　健康状態の把握義務違反

　①未受診者５０％未満 警告 １０日車 　①把握不適切５０％未満 警告 １０日車

　②未受診者５０％以上 １０日車 ２０日車 　②把握不適切５０％以上 １０日車 ２０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）

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４７条の９第３項 補助者の要件違反 警告 １０日車

　運輸規則第６９条 書類の適切管理義務違反

　①一種類の管理不適切 警告 １０日車

　②複数種類の管理不適切 ２０日車 ４０日車

初違反 再　違　反 初違反 再　違　反

○一般乗用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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公示第９４号 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する審査基準について」の一部改正について 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の申請に対する審査基準について」（平成１４年７月１日付け公示第１１号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

平成２９年３月１７日 

 

                        北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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公示第９５号 

 

 

「一般旅客自動車運送事業の許可等に係る標準処理期間について」の一部改正について 

 

「一般旅客自動車運送事業の許可等に係る標準処理期間について」（平成１４年７月１日付け公示第１号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

平成２９年３月１７日 

 

                        北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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公示第９６号 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請等に係る法令試験の実施要領について」の 

一部改正について 

 

「一般貸切旅客自動車運送事業の許可申請等に係る法令試験の実施要領について」（平成２５年１０月３１日付け公示第６０号）を別紙のとおり一部改正

する。 

 

平成２９年３月１７日 

 

                        北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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公示第９７号 

 

一般貸切旅客自動車運送事業者の初回許可更新期限について 

 

 

道路運送法の一部を改正する法律（平成２８年法律第１００号）附則第３条第２項及び道路運送法施行規則の一部を改正する省令（平成２９年２月２８日

付け国土交通省令第８号）附則第２条の規定による一般貸切旅客自動車運送事業者の初回許可更新期限を下記のとおり公示する。 

 

平成２９年３月１７日 

 

 

                        北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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公示第９８号 
 
 

一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の 
許可等に係る事前試験の合格者について 

 
平成２９年３月２３日 

 
 

北陸信越運輸局長 江角 直樹 
 
 
「一般乗用旅客自動車運送事業（１人１車制個人タクシーに限る。）の許可等に係る法令及び地理の

試験について」（平成１４年７月１日付け公示第２３号）に基づき、平成２９年３月１５日に実施した

事前試験合格者を下記のとおり発表する。 
 

記 
 

 【法令のみ】 
営業区域 合格者受験番号 

新潟交通圏 201703 新潟 01 
新潟交通圏 201703 新潟 02 
新潟交通圏 201703 新潟 03 
金沢交通圏 201703 金沢 01 
金沢交通圏 201703 金沢 02 

 
 

公示第９９号 

 

 

「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて」の一部改正に

ついて 

 

 

「特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化

に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いについて」（平成２６年１

月２７日付け公示第７６号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

 

     平成２９年３月２７日 

 

 

                         北陸信越運輸局長  江角 直樹 
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別紙 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に関する取扱いに

ついて 

新 旧 

 

公    示 

 

公示第７６号 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の 

適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に 

関する取扱いについて 

 

 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別

措置法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 83 号）の施行に伴い、「特定地域

及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法（平成 21 年法律第 64 号。以下「法」という。）に基づく営業方法の制限

に関する取扱いについて」を下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 平成２６年１月２７日 

 

 

              北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

 

記 

 

第１ 営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定

する一般乗用旅客自動車運送事業。以下「タクシー事業」という。）の供給輸送力の

削減の算定方法については、基本的には協議会の合意の下でその方法が取り決めら

れるものであるが、当該算定方法の目安として、次の取扱いを設定することとす

る。 

 

１．タクシー事業の供給輸送力の削減は、タクシー事業による減車によるもののほ

か、営業方法の制限により行われることとなる。 

そのため、供給輸送力の削減率は、次のとおり減車率に営業方法制限率を加える

 

公    示 

 

公示第７６号 

 

特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の 

適正化及び活性化に関する特別措置法に基づく営業方法の制限に 

関する取扱いについて 

 

 特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別

措置法等の一部を改正する法律（平成 25 年法律第 83 号）の施行に伴い、「特定地域

及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する

特別措置法（平成 21 年法律第 64 号。以下「法」という。）に基づく営業方法の制限

に関する取扱いについて」を下記のとおり定めたので、公示する。 

 

 平成２６年１月２７日 

 

 

              北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

 

記 

 

第１ 営業方法の制限による一般乗用旅客自動車運送事業（法第２条第１項に規定

する一般乗用旅客自動車運送事業。以下「タクシー事業」という。）の供給輸送力の

削減の算定方法については、基本的には協議会の合意の下でその方法が取り決めら

れるものであるが、当該算定方法の目安として、次の取扱いを設定することとす

る。 

 

１．タクシー事業の供給輸送力の削減は、タクシー事業による減車によるもののほ

か、営業方法の制限により行われることとなる。 

そのため、供給輸送力の削減率は、次のとおり減車率に営業方法制限率を加える
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ことにより算定されることとなる。 

 

 

 

供給輸送力削減率 ＝ 減車率 ＋ 営業方法制限率 

供給輸送力削減率：減車及び営業方法の制限による供給輸送力の削減率 

減車率：減車による供給輸送力の削減率 

営業方法制限率：営業方法の制限による供給輸送力の削減率 

 

２．営業方法制限率の算定にあたっては、各々一般乗用旅客自動車運送事業者（法

第２条第２項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者）ごとに、営業方法の制限

の方法が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。 

（ア）全日（週７日）とも保有する全車両の 20％を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 20％ 

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 日曜日収入率 

（ウ）火曜日に保有する全車両の 30％を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 火曜日収入率×0.3 

（エ）水曜日に保有する全車両の 20％を、木曜日に保有する全車両の 40％を使用停

止する場合 

営業方法制限率 ＝ 水曜日収入率×0.2 ＋ 木曜日収入率×0.4 

 

曜日収入率：特定の曜日の収入額 ／ １週間の収入額 

曜日収入額は、各営業区域の営業実績等を踏まえて、協議会が 

北陸信越運輸局長の助言を受けて各営業区域内で統一した割合を 

設定する。 

 

 

３．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、２．以外の方法によ

り実施することもできることとする。 

 

 

第２ 特定地域において、地域指定解除までの間の全日、同一の車両について営業

方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。 

 

１．当該車両については、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「車両

法」という。）に規定する抹消登録等（事業用自動車としての使用権原を消滅させる

登録をいう。以下同じ。）を行うことができる。 

２．１．による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後

ことにより算定されることとなる。 

 

 

 

供給輸送力削減率 ＝ 減車率 ＋ 営業方法制限率 

供給輸送力削減率：減車及び営業方法の制限による供給輸送力の削減率 

減車率：減車による供給輸送力の削減率 

営業方法制限率：営業方法の制限による供給輸送力の削減率 

 

２．営業方法制限率の算定にあたっては、各々一般乗用旅客自動車運送事業者（法

第２条第２項に規定する一般乗用旅客自動車運送事業者）ごとに、営業方法の制限

の方法が異なる場合があり得ることから、次の方法により算定することとする。 

（ア）全日（週７日）とも保有する全車両の 20％を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 20％ 

（イ）日曜日に保有する全車両を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 日曜日収入率 

（ウ）火曜日に保有する全車両の 30％を使用停止する場合 

営業方法制限率 ＝ 火曜日収入率×0.3 

（エ）水曜日に保有する全車両の 20％を、木曜日に保有する全車両の 40％を使用停

止する場合 

営業方法制限率 ＝ 水曜日収入率×0.2 ＋ 木曜日収入率×0.4 

 

曜日収入率：特定の曜日の収入額 ／ １週間の収入額 

曜日収入額は、各営業区域の営業実績等を踏まえて、協議会が 

北陸信越運輸局長の助言を受けて各営業区域内で統一した割合を 

設定する。 

 

 

３．営業方法制限率の算定にあたっては、協議会の合意の下、２．以外の方法によ

り実施することもできることとする。 

 

 

第２ 特定地域において、地域指定解除までの間の全日、同一の車両について営業

方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりとする。 

 

１．当該車両については、道路運送車両法（昭和 26 年法律第 185 号。以下「車両

法」という。）に規定する抹消登録等（事業用自動車としての使用権原を消滅させる

登録をいう。以下同じ。）を行うことができる。 

２．１．による抹消登録等を行った車両数を限度として、特定地域指定の解除後



-38- 
 

６ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等（使用権原を発生させる

登録をいう。以下同じ。）を行うことができる。 

３．２．による新規登録等は、以下の①～④のいずれかの車両（以下「ＵＤ車両

等」という。）に限り行うことができる。 

① ユニバーサルデザインタクシー（標準仕様ユニバーサルデザインタクシー認

定要領（平成 24 年 3月 28日付け国自旅第 192号）に基づき国土交通大臣の認定を受

けたものをいう。） 

② 電気自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を外部から充電す

る機能を備えている自動車をいう。）のタクシー 

③ 燃料電池自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を水素と酸素

を化学反応させて作る自動車をいう。）のタクシー 

④ 事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支

援）における補助対象機器（ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置又は車線維

持支援制御装置。）を搭載している初度登録車両（車両法第７条に規定する新規登録

を受けるものであって、その登録が初度のもの。）のタクシー 

ただし、特定地域指定期間中に保有車両の一部をＵＤ車両等以外の車両からＵＤ

車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度としてＵＤ車両等以外の車両とする

ことができる。 

４．１．による抹消登録等を行う場合は、法第８条の７に規定する事業者計画

に、２．による新規登録等を行う場合又は、第３による営業方法の制限を行う場合

を除き、道路運送法第１５条第３項に規定する事業計画（事業用自動車の数）変更

の事前届出（減車）（以下「減車届出」という。）がなされたものとして取り扱われ

る旨を記載しなければならない。 

 

 

第３ 準特定地域において、営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりと

する。 

 

 １．営業方法の制限を行う車両については、車両法に規定する抹消登録等を行う

ことができる。 

 ２．１．の対象事業者及び対象車両数は以下のとおりとする。 

 ① 「特定特別監視地域等において試行的に実施する増車抑制対策等の措置につ

いて（平成 19 年 11 月 20 日付け国自旅第 208 号通達）」に基づく特定特別監視地域

（以下、単に「特定特別監視地域」という。）から改正前の法に基づく特定地域（以

下、「旧特定地域」という。）及び準特定地域に継続して指定されている場合（途中

で特定地域に指定された場合を含む。） 

対象事業者は、特定特別監視地域指定日（地域の実情を勘案し、地方運輸局長が

別に定めた場合はその日。以下同じ。）からの減休車率が、特定特別監視地域指定日

から最初の準特定地域指定日までの当該地域において実施された減休車として地方

６ヶ月を経過するまでの間、車両法に規定する新規登録等（使用権原を発生させる

登録をいう。以下同じ。）を行うことができる。 

３．２．による新規登録等は、ユニバーサルデザインタクシー（標準仕様ユニバ

ーサルデザインタクシー認定要領（平成 24年 3月 28日付け国自旅第 192号）に基づ

き国土交通大臣の認定を受けたものをいう。）又は電気自動車（電気を動力源とし、

かつ、動力源とする電気を外部から充電する機能を備えている自動車をいう。）のタ

クシー若しくは燃料電池自動車（電気を動力源とし、かつ、動力源とする電気を水

素と酸素を化学反応させて作る自動車をいう。）のタクシー（以下「ＵＤ車両等」と

いう。）に限り行うことができる。ただし、特定地域指定期間中に保有車両の一部を

ＵＤ車両等以外の車両からＵＤ車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度とし

てＵＤ車両等以外の車両とすることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

４．１．による抹消登録等を行う場合は、法第８条の７に規定する事業者計画

に、２．による新規登録等を行う場合又は、第３による営業方法の制限を行う場合

を除き、当該車両について減車する旨を記載しなければならない。 

 

 

 

 

第３ 準特定地域において、営業方法の制限を行う場合の取扱いは以下のとおりと

する。 

 

 １．営業方法の制限を行う車両については、車両法に規定する抹消登録等を行う

ことができる。 

 ２．１．の対象事業者及び対象車両数は以下のとおりとする。 

 ① 「特定特別監視地域等において試行的に実施する増車抑制対策等の措置につ

いて（平成 19 年 11 月 20 日付け国自旅第 208 号通達）」に基づく特定特別監視地域

（以下、単に「特定特別監視地域」という。）から改正前の法に基づく特定地域（以

下、「旧特定地域」という。）及び準特定地域に継続して指定されている場合（途中

で特定地域に指定された場合を含む。） 

対象事業者は、特定特別監視地域指定日（地域の実情を勘案し、地方運輸局長が

別に定めた場合はその日。以下同じ。）からの減休車率が、特定特別監視地域指定日

から最初の準特定地域指定日までの当該地域において実施された減休車として地方
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運輸局長が定める割合以上である事業者とし、対象車両数は、特定特別監視地域指

定日から実施した減休車数を限度とする。 

 ② 旧特定地域から準特定地域に継続して指定されている場合（途中で特定地域

に指定された場合を含み、①に該当する場合を除く。） 

対象事業者は、旧特定地域指定日（地域の実情を勘案し、地方運輸局長が別に定

めた場合はその日。以下同じ。）からの減休車率が、旧特定地域指定日から最初の準

特定地域指定日までの当該地域において実施された減休車として地方運輸局長が定

める割合以上である事業者とし、対象車両数は、旧特定地域指定日から実施した減

休車数を限度とする。 

 ③ ①、②以外で準特定地域に指定されている場合（途中で特定地域に指定され

た場合を含む。） 

対象事業者は、準特定地域指定日からの減休車率が、準特定地域指定日以降、１

年間（地方運輸局長が別に定めた場合はその期間（ただし、その期間は１年以上と

する。））の当該地域において実施された減休車として地方運輸局長が定める割合以

上である事業者とし、対象車両数は、準特定地域指定日から実施した減休車数を限

度とする。 

 ④ ①～③の減休車率の算出にあたっては、原則、事業の廃止等による減車分は

含めないこととする。 

 ３．地域指定解除までの間、１．により抹消登録等を行った車両数を上限として

車両法に規定する新規登録等を行うことができる。 

 ４．３．による新規登録等はＵＤ車両等に限り行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 ただし、平成２８年１１月４日以後の準特定地域指定期間中に保有車両の一部を

ＵＤ車両等以外の車両からＵＤ車両等へ代替えした場合は、その車両数を限度とし

てＵＤ車両等以外の車両とすることができる。 

 ５．１．による抹消登録等を行う場合は、法第１１条に規定する活性化事業計画

に以下の内容を記載し、地方運輸局長の認定を受けなければならない。 

 ① 活性化事業計画における事業再構築として、営業方法の制限による供給輸送

力の削減を２．の車両数を限度として実施すること。 

 ② １．による抹消登録等及び３．による新規登録等を実施する車両数について

は、事業計画に記載する事業用自動車の区分ごとに営業所の所在地を管轄する運輸

支局長あてあらかじめ届け出ること。（区分ごとの実施車両数に変更が生じた場合も

同様とする。） 

 ③ 準特定地域指定が解除（特定地域に指定されたことによる解除は除く。以下

運輸局長が定める割合以上である事業者とし、対象車両数は、特定特別監視地域指

定日から実施した減休車数を限度とする。 

 ② 旧特定地域から準特定地域に継続して指定されている場合（途中で特定地域

に指定された場合を含み、①に該当する場合を除く。） 

対象事業者は、旧特定地域指定日（地域の実情を勘案し、地方運輸局長が別に定

めた場合はその日。以下同じ。）からの減休車率が、旧特定地域指定日から最初の準

特定地域指定日までの当該地域において実施された減休車として地方運輸局長が定

める割合以上である事業者とし、対象車両数は、旧特定地域指定日から実施した減

休車数を限度とする。 

 ③ ①、②以外で準特定地域に指定されている場合（途中で特定地域に指定され

た場合を含む。） 

対象事業者は、準特定地域指定日からの減休車率が、準特定地域指定日以降、１

年間（地方運輸局長が別に定めた場合はその期間（ただし、その期間は１年以上と

する。））の当該地域において実施された減休車として地方運輸局長が定める割合以

上である事業者とし、対象車両数は、準特定地域指定日から実施した減休車数を限

度とする。 

 ④ ①～③の減休車率の算出にあたっては、原則、事業の廃止等による減車分は

含めないこととする。 

 ３．地域指定解除までの間、１．により抹消登録等を行った車両数を上限として

車両法に規定する新規登録等を行うことができる。 

 ４．３．による新規登録等は以下の①又は②の車両（以下「新規登録等可能車

両」という。）に限り行うことができる。 

 ① ＵＤ車両等 

② 事故防止対策支援推進事業（先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支

援）における補助対象機器（ふらつき注意喚起装置、車線逸脱警報装置又は車線維

持支援制御装置。）を搭載している初度登録車両（車両法第７条に規定する新規登録

を受けるものであって、その登録が初度のもの。） 

 ただし、平成２８年１１月４日以後の準特定地域指定期間中に保有車両の一部を

新規登録等可能車両以外の車両から新規登録等可能車両へ代替えした場合は、その

車両数を限度として新規登録等可能車両以外の車両とすることができる。 

 ５．１．による抹消登録等を行う場合は、法第１１条に規定する活性化事業計画

に以下の内容を記載し、地方運輸局長の認定を受けなければならない。 

 ① 活性化事業計画における事業再構築として、営業方法の制限による供給輸送

力の削減を２．の車両数を限度として実施すること。 

 ② １．による抹消登録等及び３．による新規登録等を実施する車両数について

は、事業計画に記載する事業用自動車の区分ごとに営業所の所在地を管轄する運輸

支局長あてあらかじめ届け出ること。（区分ごとの実施車両数に変更が生じた場合も

同様とする。） 

 ③ 準特定地域指定が解除（特定地域に指定されたことによる解除は除く。以下
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同じ。）された時点において、１．による抹消登録等を行った車両のうち、３．によ

る新規登録等を行わなかった車両については、減車届出がなされたものとして取り

扱われること。 

 

 

６．特定地域に指定されたことにより準特定地域の指定が解除された場合、１．

による抹消登録等を行った車両については、第２による営業方法の制限を行ったも

のとみなす。ただし、第２ ４．の事業者計画に記載しない車両については、特定

地域指定の解除後６ヶ月を経過するまでの間に第２ ２．による新規登録等を行う

場合又は第３による営業方法の制限を行う場合を除き、減車届出がなされたものと

して取り扱うものとする。 

 ７．準特定地域指定が解除された後６ヶ月を経過するまでの間に、５．③の取扱

いにより減車された車両数を限度として増車を行った場合においては、「自動車運送

事業の監査方針について（平成 25 年 9 月 17 日付け国自安第 137 号・国自旅第 217

号・国自貨第 55 号・国自整第 161 号通達）」３⑬の規定は適用しない。 

第４ 上記、第２及び第３の規定に基づいて抹消登録等を行った場合は、輸送実績

における実在車両数から除くものとする。 

 

附 則 

 本公示は、平成２６年１月２７日から施行する。 

 

附 則（平成２８年４月７日付け公示第２号で一部改正） 

 改正後の公示は、平成２８年４月７日から適用する。 

 

附 則（平成２８年１１月４日付け公示第５１号で一部改正） 

 改正後の公示は、平成２８年１１月４日から適用する。 

 

附 則（平成２９年３月２７日付け公示第９９号で一部改正） 

 改正後の公示は、平成２９年３月２７日から適用する。 

 

同じ。）された時点において、１．による抹消登録等を行った車両のうち、３．によ

る新規登録等を行わなかった車両については、道路運送法第１５条第３項に規定す

る事業計画（事業用自動車の数）変更の事前届出（減車）（以下「減車届出」とい

う。）がなされたものとして取り扱われること。 

６．特定地域に指定されたことにより準特定地域の指定が解除された場合、１．

による抹消登録等を行った車両については、第２による営業方法の制限を行ったも

のとみなす。ただし、第２ ４．の事業者計画に記載しない車両については、特定

地域指定の解除後６ヶ月を経過するまでの間に第２ ２．による新規登録等を行う

場合又は第３による営業方法の制限を行う場合を除き、減車届出がなされたものと

して取り扱うものとする。 

 ７．準特定地域指定が解除された後６ヶ月を経過するまでの間に、５．③の取扱

いにより減車された車両数を限度として増車を行った場合においては、「自動車運送

事業の監査方針について（平成 25 年 9 月 17 日付け国自安第 137 号・国自旅第 217

号・国自貨第 55 号・国自整第 161 号通達）」３⑬の規定は適用しない。 

第４ 上記、第２及び第３の規定に基づいて抹消登録等を行った場合は、輸送実績

における実在車両数から除くものとする。 

 

附 則 

 本公示は、平成２６年１月２７日から施行する。 

 

附 則（平成２８年４月７日付け公示第２号で一部改正） 

 改正後の公示は、平成２８年４月７日から適用する。 

 

附 則（平成２８年１１月４日付け公示第５１号で一部改正） 

 改正後の公示は、平成２８年１１月４日から適用する。 
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公示第１００号 

 

一般乗用旅客自動車運送事業の運賃及び料金変更認可申請 

 

 道路運送法施行規則第５５条の規定により次のとおり公示する。 

 本件について意見聴取の申請をしようとするときは、公示の日から１０日以内に下記に掲げる事項を記載した文書を当該申請事案を管轄する運輸支局長を経由し運

輸局長あて提出されたい。 

 なお、郵送による申請の場合にあっては、消印が公示の日から１０日以内のものとする。 

 

記 

 

     １．申請者の氏名又は名称（住所並びに代表者の氏名省略） 

          ２．事案の件名及びその番号 

     ３．意見の聴取において陳述しようとする者の氏名及び職業又は職名 

     ４．意見の聴取における陳述の概要及び利害関係を説明する事項 

 

             平成２９年３月２７日 

 

北陸信越運輸局長  江角 直樹 

 

  （事案の件名）    

事 案 番 号 
申請者の氏名又は名称 

（法人番号） 
運賃ブロック 

事  案  の  概  要 

運賃及び料金の種類 現  行 申  請 

28旅第14号 
平和タクシー株式会社 

（8220001003807） 

金沢地区 利用回数割引 
設定あり 

（H29.4.23まで） 

 毎回乗車時に１ポイント付与。累

計２０ポイントとなった場合、２１

回以降利用時に５００円を割引する

。 

28旅第15号 
示野タクシー株式会社 

(3220001003373) 

28旅第16号 
みどり交通株式会社 

(9220001006866) 
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■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 新認証第３７１号 

認証年月日 平成２９年３月２２日 

事業者名 白川 献也 

事業場の名称 シラカワオートサービス 

事業場の所在地 新潟県新潟市北区西名目所５５０８番地２ 

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 

 

認証番号 富認証第２４１号 

認証年月日 平成２９年３月１５日 

事業者名 山本 一樹 

事業場の名称 横越自動車工業 

事業場の所在地 富山県富山市新屋字柳橋割１４７番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 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車及

び小型三輪自動車については、動力伝達、走行、操縦、制

動、緩衝 

小型二輪自動車及び軽自動車については、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 

 

認証番号 富認証第２４２号 

認証年月日 平成２９年３月１７日 

事業者名 ネッツトヨタ富山株式会社（法人番号 6230001002405） 

事業場の名称 ネッツトヨタ富山株式会社 高岡 U-car ステーション 

事業場の所在地 富山県高岡市木町３番 

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 

 

認証番号 富認証第２４３号 

認証年月日 平成２９年３月１７日 

事業者名 富山トヨペット株式会社（法人番号 9230001002146） 

事業場の名称 富山トヨペット株式会社 くるる高岡店 

事業場の所在地 富山県高岡市六家字堂田８０６番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 

○ 許 認 可 等 
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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、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 

 

認証番号 富認証第２４４号 

認証年月日 平成２９年３月１７日 

事業者名 山口 広幸 

事業場の名称 ＲＡＣ ＦＡＣＴＯＲＹ 

事業場の所在地 富山県富山市婦中町増田１３番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 

 

認証番号 富認証第２４５号 

認証年月日 平成２９年３月２２日 

事業者名 二木 太 

事業場の名称 リミット 

事業場の所在地 富山県富山市水橋狐塚２１７番 

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 

 

認証番号 富認証第２４６号 

認証年月日 平成２９年３月２２日 

事業者名 森本自動車有限会社（法人番号 8230002009083） 

事業場の名称 森本自動車有限会社 黒部店 

事業場の所在地 富山県黒部市田家新７１６番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（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗

用）、大型特殊自動車、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 

 

 

認証番号 石認証第３９７号 

認証年月日 平成２９年２月３日 

事業者名 山口 成登志 

事業場の名称 ドクターパパ 

事業場の所在地 石川県金沢市専光寺町ヲ２番 

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 
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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 動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第３９８号 

認証年月日 平成２９年３月１０日 

事業者名 城西自動車工業株式会社（法人番号 4220001003414） 

事業場の名称 城西自動車工業株式会社 

事業場の所在地 石川県金沢市寺中町イ４６番地３ 

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（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、小型二輪自動車、軽

自動車 

対象とする装置の種類 動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝 

業務範囲の限定 なし 

 

認証番号 石認証第３９９号 

認証年月日 平成２９年３月２８日 

事業者名 石倉 哲也 

事業場の名称 ｉ－ｓｔｙｌｅ 

事業場の所在地 石川県七尾市細口町ろ４１番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（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 


