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（自動車交通部） 

公示第８７号 

「市町村運営有償運送の申請に対する処理方針について」の一部改正について 

 

「市町村運営有償運送の申請に対する処理方針について」（平成１８年９月２９日付け公示第

６１号）を別紙のとおり一部改正する。 

  

平成３０年３月３０ 

北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

※別紙は５頁参照 

 

（自動車交通部） 

公示第１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３０年７月１日から施行する。 

○ 公   示 

目     次 

 
公 示  △「市町村運営有償運送の申請に対する処理方針について」の一部改正 

について                              ････Ｐ１ 

△「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                         ････Ｐ１ 

△「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                          ････Ｐ２ 

△「貨物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                             ････Ｐ２  

△「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及 

び日車数等について」の一部改正について              ････Ｐ２  

許認可等 △自動車分解整備事業の認証                      ････Ｐ２ 

△指定自動車整備事業の指定                      ････Ｐ３ 

行政処分 △北陸信越運輸局管内に営業所がある累積点数２１点以上の旅客自動車運 

送事業者及び貨物自動車運送事業者（平成３０年３月３１日現在）    ････Ｐ３  

△貨物自動車運送事業の許可の取消処分について             ････Ｐ４ 

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

 

平成３０年 ４月２３日（月曜日）  第５４４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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平成３０年４月６日 

 北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

※別紙は７頁参照 

 

（自動車交通部） 

公示第２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３０年７月１日から施行する。 

 

平成３０年４月６日 

北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

※別紙は１０頁参照 

 

（自動車交通部） 

公示第３号 

「貨物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 

 

「貨物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５８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３０年７月１日から施行する。 
 

平成３０年４月６日 

北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

※別紙は１４頁参照 

 

（自動車交通部） 

公示第４号 

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等

について」の一部改正について 

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について」

（平成２１年９月３０日付け公示第５９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３０年７月１日から施行する。 

 

平成３０年４月６日 

                       北陸信越運輸局長  江 角 直 樹 

※別紙は１７頁参照 

 

 
 

■自動車分解整備事業の認証（自動車技術安全部） 

認証番号 富認証第２６７号 

認証年月日 平成３０年４月９日 

事業者名 ネッツトヨタ富山株式会社（法人番号 6012301006867） 

○ 許 認 可 等 
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事業場の名称 ネッツトヨタ富山株式会社 ＧＲ Ｇarage 富山新庄 

事業場の所在地 富山県富山市新庄本町二丁目９番８３号 

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２６８号 

認証年月日 平成３０年４月１６日 

事業者名 株式会社ケーユー（法人番号 6230001002405） 

事業場の名称 ケーユー富山インター店 

事業場の所在地 富山県富山市上袋７０４ 

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 

 

■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２０２７４号 

指定年月日 平成３０年４月２０日 

事業者名 長野トヨペット株式会社（法人番号 1100001002455） 

事業場の名称 長野トヨペット株式会社上田西店 

事業場の所在地 長野県上田市中之条字宮方５７９番地５ 

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、軽自

動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 
■北陸信越運輸局管内に営業所がある累積点数２１点以上の旅客自動車運送事業者及び貨物自動車運

送事業者（平成３０年３月３１日現在）（自動車交通部） 

 

旅客自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貸切 有限会社丸子観光バス 5100002016483 長野県上田市下武石 63-11 44 区域外運送 

一般貸切 株式会社みまき野観光 7100001024543 長野県東御市新張 1265-203 22 区域外運送 

一般貸切 株式会社ドリーム 4100001025156 長野県飯田市松尾新井 7170 31 区域外運送 

 

 

 

○ 行 政 処 分 
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貨物自動車運送事業者 

事業の 

種 類 
事業者名 法人番号 事業者の所在地 

累積 

点数 
主な違反行為 

一般貨物 株式会社丸通 5110001024619 新潟県長岡市平島 1-36 62 運行管理者選任違反 

 

■貨物自動車運送事業の許可の取消処分について（自動車交通部） 

 

処分年月日 平成３０年３月１４日 

事業者の名称 有限会社あすなろ運送 

法人番号 １１００００２０２８０３７ 

事業者の所在地 長野県諏訪市湖南１１２２－６ 

営業所の名称及び所在地 本社営業所 長野県諏訪市湖南１１２２－６ 

行政処分の内容 貨物自動車運送事業法第３３条の規定に基づく許可取消処分 

主な違反条項 貨物自動車運送事業法第３２条 

違反行為の概要 
所在不明事業者であることを端緒として調査を実施。相当の期間事業を

行っていないものと認められた。 

違反点数（事業者） ０点 

違反点数（営業所） － 

 

 

 

 

 

以上 
 

  



改正後 現行

公 示 公 示

公示第６１号 公示第６１号

「市町村運営有償運送の申請に対する処理方針について」 「市町村運営有償運送の申請に対する処理方針について」

道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７８条第２号に定める自家用有償旅客運送 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第７８条第２号に定める自家用有償旅客運送
のうち、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４９条第１号に定める市 のうち、道路運送法施行規則（昭和２６年運輸省令第７５号）第４９条第１号に定める市
町村運営有償運送に係る処理方針を別紙のとおり定めたので公示する。 町村運営有償運送に係る処理方針を別紙のとおり定めたので公示する。

平成１８年９月２９日 平成１８年９月２９日

北陸信越運輸局長 有野 一馬 北陸信越運輸局長 有野 一馬

別 紙 市町村運営有償運送の申請に対する処理方針 別 紙 市町村運営有償運送の申請に対する処理方針

以下の方針の定めるところにより行うものとする。 以下の方針の定めるところにより行うものとする。

１． （略） １． （略）

２．登録の申請 ２．登録の申請
（１） （略） （１） （略）

（２）登録の申請 （２）登録の申請
登録の申請を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記 登録の申請を行おうとする者（以下「申請者」という。）は、次に掲げる事項を記

載した申請書（様式第１－１号）に（３）に掲げる添付書類を添えて、路線又は運送 載した申請書（様式第１－１号）に（３）に掲げる添付書類を添えて、路線又は運送
の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等（兵庫県にあっては神戸運輸監理部 の区域の所在する市町村を管轄する運輸支局長等（兵庫県にあっては神戸運輸監理部
長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。）又は指定都道府県等の長あ 長、沖縄県にあっては陸運事務所長を含む。以下同じ。）又は指定都道府県等の長あ
て提出するものとする。 て提出するものとする。
①～⑥ ①～⑥
⑦ 事務所ごとに配置する市町村運営有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごと ⑦ 事務所ごとに配置する市町村運営有償運送の用に供する自家用自動車の種類ごと
の数 の数
以下に示す輸送の態様の別ごとに、市町村が保有する自家用自動車及びボランテ 以下に示す輸送の態様の別ごとに、市町村が保有する自家用自動車及びボランテ

ィア個人や企業等からの持込み自動車（運行委託先の事業者が保有する事業用自動 ィア個人や企業等からの持込み自動車（市町村運営有償運送を実施する間、申請者
車を含み、市町村運営有償運送を実施する間、申請者が使用権原を有するものに限 が使用権原を有するものに限る。）の別ごとに、それぞれ以下に掲げる自動車の種
る。）の別ごとに、それぞれ以下に掲げる自動車の種類ごとの数（軽自動車がある 類ごとの数（軽自動車がある場合には、その数を内数として括弧書きで記載）を記
場合には、その数を内数として括弧書きで記載）を記載する。 載する。

（イ）交通空白輸送 （イ）交通空白輸送
交通空白輸送は、以下に掲げる自動車により行うものとする。 交通空白輸送は、以下に掲げる自動車により行うものとする。

・ バス：乗車定員１１人以上の自動車 ・ バス：乗車定員１１人以上の自動車
・ 普通自動車：乗車定員１１人未満の自動車（リフト等移動制約者の乗降を円 ・ 普通自動車：乗車定員１１人未満の自動車（リフト等移動制約者の乗降を円

滑にする設備が整備された車両も含むものとする。） 滑にする設備が整備された車両も含むものとする。）
なお、運行委託先の事業者が保有する事業用自動車の持込みは、以下に留意し

て行うものとする。

５



・ 乗車定員11人以上の車両（バス車両）の持込みであること。
・ 運送事業における事業計画及び運行計画に定めるところに従い行う業務に支
障の無い範囲であること。

・自家用自動車を使用して行う自家用有償旅客運送を補完するものであること。
・ 登録を受けた運送者は、前年４月１日から当年３月３１日までに運行委託先
の事業者が保有する事業用自動車の持込み使用実績を毎年５月３１日までに運
輸支局に報告すること。

⑧～⑨ （略） ⑧～⑨ （略）

（３）～（５） （略） （３）～（５） （略）

３． （略） ３． （略）

４．輸送の安全及び旅客の利便の確保 ４．輸送の安全及び旅客の利便の確保
登録を受けた運送者が講じなければならない輸送の安全及び旅客の利便の確保措置に 登録を受けた運送者が講じなければならない輸送の安全及び旅客の利便の確保措置に

ついては、以下の点に留意することとする。 ついては、以下の点に留意することとする。
（１）～（６） （略） （１）～（６） （略）

（７）自動車に関する表示
① 施行規則第５１条の２３に規定する自動車に関する表示については、以下に掲げ （７）自動車に関する表示
る事項を車体の両側面に表示するものとする。 ① 施行規則第５１条の２３に規定する自動車に関する表示については、以下に掲げ
文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。この場 る事項を車体の両側面に表示するものとする。

合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺５センチメートル以上とする。 文字はステッカー、マグネットシート又はペンキ等による横書きとする。この場
また、運行委託先の事業者が保有する事業用自動車を持込む場合は、利用者に事 合の文字の大きさは、一文字の大きさが一辺５センチメートル以上とする。

業用自動車として運行しているものとの誤解を生じさせることのないよう適切に行
うこと。
（イ）運送者の名称 （イ）運送者の名称
（ロ）「有償運送車両」の文字 （ロ）「有償運送車両」の文字
（ハ）登録番号 （ハ）登録番号

② 略 ② 略

（８）～（10） （略） （８）～（10） （略）

（以下、略） （以下、略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則（平成３０年３月３０日付け公示第８７号）
１．本処理方針は、平成３０年３月３０日以降に申請を受け付けるものから適用するも
のとする。

別記１． （略） 別記１． （略）

６
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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

公示第４２号公示第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 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 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 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」 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 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 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。 従って行うこととする。

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 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 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 「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。 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 平成２５年９月２０日

北陸信越運輸局長 和 迩 健 二北陸信越運輸局長 和 迩 健 二

１．～６ （略） １．～６ （略）． ．

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則（平成３０年４月６日付け公示第１号で一部改正）

１ この公示は、平成３０年７月１日から施行する。

２ 平成３０年６月３０日以前の違反行為については、改正前の公示に定める

規定により行政処分等を行うものとする。

７



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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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

公 示 公 示

公示第５４号 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 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 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 ） 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 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 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１７条の３第１項の規定に基づく許可の取消し ー適正化・活性化法」という ）第１７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 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。 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 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 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。 以下「１４年通達」という ）は、廃止する。。 。

平成２１年９月３０日 平成２１年９月３０日

北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子 北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子

１．～６ （略） １．～６ （略）． ．

（略）附 則 （略） 附 則

附 則 （平成３０年４月６日付け公示第２号で一部改正）

１ この公示は、平成３０年７月１日から施行する。

２ 平成３０年６月３０日以前の違反行為については、改正前の公示に定める

規定により行政処分等を行うものとする。
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別表第１

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

　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 (警告） １０日車 （１５日車） 　①設定不適切（※） 警告 (警告） １０日車（１５日車）
　②未設定（※） １０日車 （１５日車） ２０日車 （３０日車） 　②未設定（※） １０日車 （１５日車） ２０日車（３０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 (警告） １０日車 (１５日車） 　　①一部記録なし（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）
　　②全て記録なし（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車 (９０日車） 　　②全て記録なし（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車(９０日車）

　２　記載事項の不備（※） 警告 (警告） １０日車 (１５日車） 　２　記載事項の不備（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）

　３　記録の改ざん・不実記載（※） ６０日車 （９０日車） １２０日車（１８０日車） 　３　記録の改ざん・不実記載（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車(９０日車）

　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし（※） 警告 (警告） １０日車 (１５日車） 　　①一部保存なし（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）
　　②全て保存なし（※） ３０日車 （４５日車） ６０日車 （９０日車） 　　②全て保存なし（※） １０日車 (１５日車） ２０日車(３０日車）

　運輸規則第２５条第３項、 乗務等の記録義務違反 　運輸規則第２５条第３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 (警告） １０日車 (１５日車） 　　①記録なし５件以下（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）
　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。）（※） １０日車 (１５日車） ２０日車 (３０日車） 　　②記録なし６件以上（全て記録なしを除く。）（※） １０日車 (１５日車） ２０日車(３０日車）
　　③全て記録なし（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車 (９０日車） 　　③全て記録なし（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車(９０日車）

　２　記録事項の不備（※） 警告 (警告） １０日車 (１５日車） 　２　記録事項の不備（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）

　３　記録の改ざん・不実記載（※） ６０日車 （９０日車） １２０日車（１８０日車） 　３　記録の改ざん・不実記載（※） ３０日車 (４５日車） ６０日車(９０日車）

　４　記録の保存 　４　記録の保存
　　①一部保存なし（※） 警告 (警告） １０日車 (１５日車） 　　①一部保存なし（※） 警告 (警告） １０日車(１５日車）
　　②全て保存なし（※） ３０日車 （４５日車） ６０日車 （９０日車） 　　②全て保存なし（※） １０日車 (１５日車） ２０日車(３０日車）

　 １箇月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。

　　通達本文４．（１）④ハに該当するものを除く。

○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

（注１） （注）
　　通達本文４．（１）④ハハに該当するものを除く。

初違反 再　違　反 初違反 再　違　反
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　運輸規則第２６条第２項 運行記録計による記録義務違反 　運輸規則第２６条第２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

　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
　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４０条第３項 地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反 　運輸規則第４０条第３項 地理・応接の指導監督の記録、保存義務違反
　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 １０日車 ２０日車 　　　②　全て記録なし １０日車 ２０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

　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 　　 　１　未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、1回に

　　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

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

ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法 報告義務違反等 ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置法 報告義務違反等
第５１条第１項 　１　未報告 警告 １０日車 第５１条第１項 　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
　３　検査拒否、虚偽陳述 通達本文４．（１）④ヌ及び６．（１）⑥による 　３　検査拒否、虚偽陳述 通達本文４．（１）④ヌ及び６．（１）⑥による

ﾀｸｼｰ適正化・活性化法 報告義務違反 ﾀｸｼｰ適正化・活性化法 報告義務違反

４０日車×違反車両数 ４０日車×違反車両数

１２



第１６条の２ 　１　未報告 警告 １０日車 第１６条の２ 　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

ﾀｸｼｰ適正化・活性化法 報告義務違反 ﾀｸｼｰ適正化・活性化法 報告義務違反

第１７条第１項 　１　未報告 警告 １０日車 第１７条第１項 　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
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別 添
貨物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

公示第５８号 公示第５８号

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について 貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について

貨物自動車運送事業者の法令違反について、貨物自動車運送事業法（平成元年 貨物自動車運送事業者の法令違反について、貨物自動車運送事業法（平成元年

法律第８３号。以下「法」という ）第３３条（法第３５条第６項及び第３６条第 法律第８３号。以下「法」という ）第３３条（法第３５条第６項及び第３６条第。 。

２項において準用する場合を含む ）の規定に基づく許可の取消し等の行政処分等 ２項において準用する場合を含む ）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とおり定めたので公示する。 を行う際の基準を次のとおり定めたので公示する。

なお 「貨物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１６ なお 「貨物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１６、 」 、 」

年７月９日付け北信交監第１２５号、北信技整第１４６号。以下「平成１６年通 年７月９日付け北信交監第１２５号、北信技整第１４６号。以下「平成１６年通

達」という ）は、廃止する。 達」という ）は、廃止する。。 。

平成２１年９月３０日 平成２１年９月３０日

北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子 北陸信越運輸局長 後 藤 靖 子

１～３ （略） １～３ （略）

４ 自動車等の使用停止処分 ４ 自動車等の使用停止処分

（１）略 （１）略

（２）自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の数（以下「処分車両 （２）自動車等の使用停止処分の対象とする事業用自動車の数（以下「処分車両

数」という ）は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応 数」という ）は、処分日車数及び違反営業所等に所属する事業用自動車の数に応。 。

とし、所属する事業用自動車の５割を超えないものとする。 とする。じ、次の表のとおり じ、次の表のとおり

合計 合計なお、処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、 なお、処分車両数の算出において、けん引車及び被けん引車については、

して１両と算出して取り扱うこととした上で、けん引車を基準として処分車両数 して１両と算出した上で算入するものとする。

に算入するものとする。

ただし、けん引車の数が被けん引車の数より多い場合における被けん引車の扱

いについては、使用停止処分の対象とするけん引車の数にかかわらず、被けん引
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車の数の５割を限度とすることとする。

（例）けん引車１０両、被けん引車６両を保有する場合の停止例（日車数に応じて）

停止車両数が１両 → けん引車１両 ＋ 被けん引車１両

〃 ２両 → けん引車２両 ＋ 被けん引車２両

〃 ３両 → けん引車３両 ＋ 被けん引車３両

〃 ４両 → けん引車４両 ＋ 被けん引車３両

〃 ５両 → けん引車５両 ＋ 被けん引車３両

処分日車数 所属する事業用自動車の数処分日車数 所属する事業用自動車の数

（Ｘ）

～10両 11～20両 21～30両 31両～
1両 11両 31両 61両 101両～

～10両 ～30両 ～60両 ～100両

～10日車 １両 １両 １両 １両
～30日車 １両 １両 １両 １両 １両

11～30日車 １両 ２両 ２両 ２両
31～60日車 １両 ２両 ２両 ３両 ３両

31～60日車 １両 ２両 ３両 ３両
61～100日車 １両 ２両 ３両 ５両 ５両

61～80日車 ２両 ３両 ４両 ５両
101～300日車 ２両 ３両 ５両 ８両 10両

81日車～ Ｙ＋（Ｘ－８０）／１０（注１）
301日車～ ３両 ３両 ５両 10両 15両

この表に定める処分車両数 車両数を処分車両数とすることが適切（注１）端数は切り上げることとし、８１日車～の欄の「Ｙ」は、所属する事業 （注） を上回る

であると認められる場合は （３）により算出される期間が１０日以上となる用自動車の数が３１両以上の場合を除き、処分日車数６１～８０日車の各 、

欄に定める処分車両数とし、所属する事業用自動車の数が３１両以上の場 この表に定める処分車両数を上回る処分車両数を決定するものとす範囲で、

合にあっては 「８」とする。 る。、

この表に定める処分車両数 処分車両数とすることが適切であ（注２） によらない

ると認められる場合は （３）により算出される期間が１０日以上となる範、

処分車両数を決定することができるものとする。囲で、

（３）～（４） （略） （３）～（４） （略）

５～８ （略） ５～８ （略）
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附則 （略） 附則 （略）

附 則（平成３０年４月６日付け公示第３号で一部改正）

１ この公示は、平成３０年７月１日から施行する。

２ 平成３０年６月３０日以前の違反行為については、改正前の公示に定める

規定により行政処分等を行うものとする。
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別 添

（新旧対照表）貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について

新 旧

公 示 公 示

公示第５９号 公示第５９号

貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び 貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び

日車数等について 日車数等について

貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準において別途定めることとした 貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準において別途定めることとした

貨物自動車運送事業者に対する行政処分 を行うべき違反行為及び違反行為にかか 貨物自動車運送事業者に対する行政処分を行うべき違反行為及び違反行為にかかる等

る日車数等を下記のとおり定めたので公示する。 日車数等を下記のとおり定めたので公示する。

なお 「貨物自動車運送事業者に対する行政処分 を行うべき違反行為及び違反 なお 「貨物自動車運送事業者に対する行政処分を行うべき違反行為及び違反行、 、等

行為に係る日車数等について （平成１６年７月９日付け北信交監第１２８号、北 為に係る日車数等について （平成１６年７月９日付け北信交監第１２８号、北信」 」

信技整第１４９号。以下「平成１６年通達」という）は廃止する。 技整第１４９号。以下「平成１６年通達」という）は廃止する。

平成２１年９月３０日 平成２１年９月３０日

後 藤 靖 子 後 藤 靖 子北陸信越運輸局長 北陸信越運輸局長

１～１０ （略） １～１０ （略）

附 則 （略） 附 則 （略）

附 則（平成３０年４月６日付け公示第４号で一部改正）

１ この公示は、平成３０年７月１日から施行する。

２ 平成３０年６月３０日以前の違反行為については、改正前の公示に定める規

定により行政処分等を行うものとする。
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別表 別表

初違反 再 違 反 初違反 再 違 反

法第１７条第１項 過労運転の防止措置義務違反 法第１７条第１項 過労運転の防止措置義務違反
安全規則第３条第１項、第２項 必要な員数の運転者の確保違反 警告 １０日車 安全規則第３条第１項、第２項 必要な員数の運転者の確保違反 警告 １０日車

第３項 １ 　休憩・睡眠施設の整備違反 ３０日車 ６０日車 第３項 １ 　休憩・睡眠施設の整備違反 ３０日車 ６０日車
２ 　休憩・睡眠施設の管理、保守違反 警告 １０日車 ２ 　休憩・睡眠施設の管理、保守違反 警告 １０日車

第４項 １ 第４項 １

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

（注１） （注）
局長通達５（１）①に該当するものを除く。

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）
局長通達５（１）①に該当するものを除く。

３ １０日車 ２０日車 ３ １０日車 ２０日車

第５項 １００日車 ２００日車 第５項 １００日車 ２００日車
第６項 １ 疾病、疲労等のおそれのある乗務（注） 第６項 １ 　健康状態の把握違反

① 未受診者１名 警告 １０日車 ① 　把握不適切５０％未満 警告 １０日車
② 未受診者２名 ２０日車 ４０日車 ② 　把握不適切５０％未満 １０日車 ２０日車
③ 未受診者３名以上 ４０日車 ８０日車

２ 　疾病・疲労等乗務 ８０日車 １６０日車 ２ 　疾病・疲労等乗務 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

法第１７条第４項 その他輸送の安全を確保するための遵守事項違反 法第１７条第４項 その他輸送の安全を確保するための遵守事項違反
第５項 点呼の記録違反 第５項 点呼の記録違反

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

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

第８条 乗務等の記録違反 第８条 乗務等の記録違反
１ 　記録（30乗務に対して） 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

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

「貨物自動車運送事業者に対し行政処分等を行うべき違反行為及び日車数等について　別表」新旧対照表　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

新 旧

違 反 行 為 基準日車等
備 考

違 反 行 為 基準日車等
備 考

適 用 条 項 事 項 適 用 条 項 事 項

　「貨物自動車運送事業の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１３６５号。以下「乗務時間等告示」という。）違反

　「貨物自動車運送事業の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１３６５号。以下「乗務時間等告示」という。）違反

（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。

　乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）

　乗務時間等告示なお書きの遵守違反（一運行の勤務時
間）

酒酔い・酒気帯び乗務 酒酔い・酒気帯び乗務

　１箇月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。

1
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別表 別表

初違反 再 違 反 初違反 再 違 反

新 旧

違 反 行 為 基準日車等
備 考

違 反 行 為 基準日車等
備 考

適 用 条 項 事 項 適 用 条 項 事 項

第９条 運行記録計による記録違反 第９条 運行記録計による記録違反
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・不実記録 ６０日車 １２０日車 ２ 　記録の改ざん・不実記録 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

第９条の３第１項～第３項 運行指示書 第９条の３第１項～第３項 運行指示書
１ 　作成、指示又は携行の義務違反（運行指示書の作成等が必要な30運行に対して） １ 　作成、指示又は携行の義務違反（運行指示書の作成等が必要な30運行に対して）

① 　５件以下 警告 １０日車 ① 　５件以下 警告 １０日車
② 　６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車 ② 　６件以上１５件以下 １０日車 ２０日車
③ 　１６件以上 ２０日車 ４０日車 ③ 　１６件以上 ２０日車 ４０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

第４項 運行指示書及び写しの保存義務違反 ２０日車 ４０日車 第４項 運行指示書及び写しの保存義務違反 警告 １０日車
第１０条第１項 第１０条第１項

１ 　「２」「３」以外の違反 １ 　「２」「３」以外の違反

① 警告 １０日車 ① 警告 １０日車

② １０日車 ２０日車 ② １０日車 ２０日車

２ 初回 ２回目 ３回目 ４回目以上 ２ 初回 ２回目 ３回目 ４回目以上

３ 初回 ２回目以上 ３ 初回 ２回目以上

警告 １０日車 警告 １０日車

① ①

② ②

(ｱ) (ｱ)

(ｲ) (ｲ)

　「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（平成１３年国土交通省告示第
１３６６号。以下「指導監督告示」という。）による運転者に対す
る指導及び監督違反

　「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」（平成１３年国土交通省告示第
１３６６号。以下「指導監督告示」という。）による運転者に対
する指導及び監督違反

一部不適切（指導監督告示の実施状況が２分の１以上
である場合）

一部不適切（指導監督告示の実施状況が２分の１以上
である場合）

大部分不適切（指導監督告示の実施状況が２分の１未
満である場合）

大部分不適切（指導監督告示の実施状況が２分の１未
満である場合）

　最高速度違反行為（下命又は容認に係るものを除く。）
があったものに限る。（注１）（注３）

　最高速度違反行為（下命又は容認に係るものを除く。）
があったものに限る。（注１）（注３）

警告 １０日車 ２０日車 ４０日車 警告 １０日車 ２０日車 ４０日車

　駐停車違反（駐停車禁止場所及び駐車禁止場所による
違反をいう。以下同じ。）、自動車を離れて直ちに運転する
ことができない状態にする行為（以下「放置駐車違反」とい
う。）その他の道路交通法の違反行為（２の違反並びに過
労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、
無免許運転及び救護義務違反の違反を除き、道路交通法
通知等があったものに限る。）（注２）（注３）

　駐停車違反（駐停車禁止場所及び駐車禁止場所による
違反をいう。以下同じ。）、自動車を離れて直ちに運転する
ことができない状態にする行為（以下「放置駐車違反」とい
う。）その他の道路交通法の違反行為（２の違反並びに過
労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、
無免許運転及び救護義務違反の違反を除き、道路交通
法通知等があったものに限る。）（注２）（注３）

（注１） （注１）
　都道府県公安委員会から最高速度違反に係る道路交通法第２２条の２第２項の規定に基づく協議又は同法第
７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づく意見聴取があった場合に
は、その違反の事実があった日から過去３年以内に、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による
警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行うものとする。
　また、同法第２２条の２第２項の規定に基づく協議及び同法第７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準
用する場合を含む。）の規定に基づく意見聴取がなく、同法第１０８条の３４の規定に基づく通知（下命又は容認に
係るものを除く。）のみがあった場合には、過去１年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が３件に達し
た場合に文書による警告を行うものとする。
　ただし、大幅な最高速度違反行為（超過速度が３０㎞/h以上（高速自動車国道及び自動車専用道路においては
４０km/h以上）のものをいう｡以下同じ。）について、道路交通法通知等（下命又は容認に係るものを除く。）の件数
が３件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする。

　都道府県公安委員会から最高速度違反に係る道路交通法第２２条の２第２項の規定に基づく協議又は同法第
７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準用する場合を含む。）の規定に基づく意見聴取があった場合に
は、その違反の事実があった日から過去３年以内に、最高速度違反行為を理由とした行政処分又は文書による
警告を行っていない営業所に係るものにあっては、文書による警告を行うものとする。
　また、同法第２２条の２第２項の規定に基づく協議及び同法第７５条第３項（同法第７５条の２第３項において準
用する場合を含む。）の規定に基づく意見聴取がなく、同法第１０８条の３４の規定に基づく通知（下命又は容認
に係るものを除く。）のみがあった場合には、過去１年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が３件に
達した場合に文書による警告を行うものとする。
　ただし、大幅な最高速度違反行為（超過速度が３０㎞/h以上（高速自動車国道及び自動車専用道路において
は４０km/h以上）のものをいう｡以下同じ。）について、道路交通法通知等（下命又は容認に係るものを除く。）の
件数が３件に達した場合にあっては、再違反の基準を適用するものとする。

　最高速度違反行為を理由とした行政処分等を行った日から起算して３年以内に、道路交通法通知等により最高
速度違反行為が確認され、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかの基準に達した場合には、本処分量定により、先の行政
処分等に当たり適用した回数の次の回数の基準日車数を適用して処分するものとする。
　ただし、この場合、大型車両（最大積載量５トン以上又は車両総重量８トン以上のものをいう。)にあっては、１つ
の最高速度違反行為を１.５件として計算するものとする。

　最高速度違反行為を理由とした行政処分等を行った日から起算して３年以内に、道路交通法通知等により最
高速度違反行為が確認され、次の(ｱ)又は(ｲ)のいずれかの基準に達した場合には、本処分量定により、先の行
政処分等に当たり適用した回数の次の回数の基準日車数を適用して処分するものとする。
　ただし、この場合、大型車両（最大積載量５トン以上又は車両総重量８トン以上のものをいう。)にあっては、１つ
の最高速度違反行為を１.５件として計算するものとする。

　同一営業所の車両の最高速度違反行為の件数の総和が、過去１年以内において、１０件に達した場合(た
だし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車（被けん引自動車の車両数を除く。（イ）において同じ。）が配
置されている場合にあっては、違反件数がその配置車両数の１０％に相当する件数に達した場合とする。）

　同一営業所の車両の最高速度違反行為の件数の総和が、過去１年以内において、１０件に達した場合(た
だし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車（被けん引自動車の車両数を除く。（イ）において同じ。）が配
置されている場合にあっては、違反件数がその配置車両数の１０％に相当する件数に達した場合とする。）

　同一営業所の車両の大幅な最高速度違反行為の件数の総和が、過去１年以内において５件に達した場合
(ただし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車が配置されている場合にあっては、違反件数がその配置
車両数の５％に相当する件数に達した場合とする。）

　同一営業所の車両の大幅な最高速度違反行為の件数の総和が、過去１年以内において５件に達した場合
(ただし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車が配置されている場合にあっては、違反件数がその配置
車両数の５％に相当する件数に達した場合とする。）
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別表 別表

初違反 再 違 反 初違反 再 違 反

新 旧

違 反 行 為 基準日車等
備 考

違 反 行 為 基準日車等
備 考

適 用 条 項 事 項 適 用 条 項 事 項

③ ③

① ①

② ②

③ ③

④ ④

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て保存なし 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・不実記録 ６０日車 １２０日車 ３ 　記録の改ざん・不実記録 ３０日車 ６０日車

（削除） ４ 　記録の保存義務違反 警告 １０日車

（車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載違反等 （車両法第４９条） 点検整備記録簿等の記載違反等
１ １

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

法第２４条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反 法第２４条 自動車事故報告規則に規定する事故の届出違反
１ １０日車 ２０日車 １ １０日車 ２０日車
２ ６０日車 １２０日車 ２ ４０日車 ８０日車

法第２４条の３ 輸送の安全にかかわる情報の公表違反 警告 １０日車 法第２４条の３ 輸送の安全にかかわる情報の公表違反 警告 １０日車

法第２５条 公衆の利便の阻害行為等 法第２５条 公衆の利便の阻害行為等
 第１項 不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害 １０日車 ２０日車  第１項 不当な運送条件による要求等公衆の利便の阻害 １０日車 ２０日車

 第２項 事業の健全な発達を阻害する競争  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貨物自動車の利用 ４０日車×違反車両数 ８０日車×違反車両数 １ 　営業類似違法行為を行う自家用貨物自動車の利用 ４０日車×違反車両数 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

同一営業所の取扱いについては、通達本文１（３）を準用する。 同一営業所の取扱いについては、通達本文１（３）を準用する。

（注２） （注２）

　都道府県公安委員会から駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為（２の違反並びに過労
運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転及び救護義務違反を除く。以下同じ。）に係る
同法第７５条第３項の規定による意見聴取があった場合、その違反の事実があった日から過去１年以内におい
て、次の②による同法違反を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあって
は、文書による警告を行うものとする。
　また、同法第７５条第３項の規定に基づく意見聴取がなく、同法第１０８条の３４の規定に基づく通知（２の違反並
びに過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転及び救護義務違反に係るものを除
く。）のみの場合にあっては、過去１年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が３件（「駐停車違反」、
「放置駐車違反行為」「その他」の区分ごととする。）に達した場合に文書による警告を行うものとする。

　都道府県公安委員会から駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為（２の違反並びに過労
運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転及び救護義務違反を除く。以下同じ。）に係る
同法第７５条第３項の規定による意見聴取があった場合、その違反の事実があった日から過去１年以内におい
て、次の②による同法違反を理由とした行政処分又は文書による警告を行っていない営業所に係るものにあって
は、文書による警告を行うものとする。
　また、同法第７５条第３項の規定に基づく意見聴取がなく、同法第１０８条の３４の規定に基づく通知（２の違反
並びに過労運転、酒酔い運転、酒気帯び運転、薬物等使用運転、無免許運転及び救護義務違反に係るものを
除く。）のみの場合にあっては、過去１年以内において、同一営業所に係る当該通知件数が３件（「駐停車違反」、
「放置駐車違反行為」「その他」の区分ごととする。）に達した場合に文書による警告を行うものとする。

　駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為を理由とした文書による警告又は行政処分を行っ
た日の翌日から起算して１年以内に、同一営業所に係る同違反行為件数の総和が、１０件（「駐停車違反」、「放
置駐車違反」、「その他」の区分ごととする。）に達した場合には、本処分量定による２回目以上の基準を適用する
ものとする。ただし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車が存する場合にあっては、違反行為件数がその
配置車両数の１０％に相当する件数に達した場合とする。

　駐停車違反、放置駐車違反その他の道路交通法の違反行為を理由とした文書による警告又は行政処分を
行った日の翌日から起算して１年以内に、同一営業所に係る同違反行為件数の総和が、１０件（「駐停車違反」、
「放置駐車違反」、「その他」の区分ごととする。）に達した場合には、本処分量定による２回目以上の基準を適用
するものとする。ただし、当該営業所に１００台以上の事業用自動車が存する場合にあっては、違反行為件数が
その配置車両数の１０％に相当する件数に達した場合とする。

　放置駐車違反について道路交通法の車両の使用制限処分があった場合、この基準の適用に当たっては、当該
車両使用制限処分を法の自動車等の使用停止処分とみなすものとする。

　放置駐車違反について道路交通法の車両の使用制限処分があった場合、この基準の適用に当たっては、当該
車両使用制限処分を法の自動車等の使用停止処分とみなすものとする。

同一営業所の取扱いについては、通達本文１（３）を準用する。 同一営業所の取扱いについては、通達本文１（３）を準用する。

未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、１回に付
き１枚の記録簿）

未記載（１台の１年間の定期点検等を対象とし、１回に付
き１枚の記録簿）

（注３） （注３）

　２及び３の違反行為は、局長通達２（３）の「最高速度違反行為（下命又は容認に係るものは除く。）その他の別
に定める違反行為」として、別途個別に処分するものとする。

　２及び３の違反行為は、局長通達２（３）の「最高速度違反行為（下命又は容認に係るものは除く。）その他の別
に定める違反行為」として、別途個別に処分するものとする。

　運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存 　運転者に対する指導及び監督に係る記録の作成・保存

　未届出 　未届出
　虚偽届出 　虚偽届出
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別表 別表

初違反 再 違 反 初違反 再 違 反

新 旧

違 反 行 為 基準日車等
備 考

違 反 行 為 基準日車等
備 考

適 用 条 項 事 項 適 用 条 項 事 項

法第３９条の２第３項 ６０日車 １２０日車 法第３９条の２第３項 警告 １０日車

法第３９条の３第２項 ６０日車 １２０日車 法第３９条の３第２項 警告 １０日車

法第５９条第１項 許可条件違反 法第５９条第１項 許可条件違反
１ 　運輸開始期限違反　 警告 局長通達６（１）⑦による １ 　運輸開始期限違反　 警告 局長通達６（１）⑦による
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） 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

３ 　その他の条件違反 ２０日車 ４０日車 ３ 　その他の条件違反 ２０日車 ４０日車
（注） （注）

①「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険をいう。 ①「社会保険等」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険をいう。

法第６０条第１項 報告義務違反 法第６０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

②「社会保険等に未加入」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険のいずれかの未加
入をいう。

②「社会保険等に未加入」とは、健康保険、厚生年金保険、労働者災害補償保険又は雇用保険のいずれかの未加
入をいう。

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの適正化事
業のための資料提出等について拒んだ場合

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの適正化事
業のための資料提出等について拒んだ場合

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの資料提出
等について拒んだ場合

地方貨物自動車運送適正化事業実施機関からの資料提出
等について拒んだ場合
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