
「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

有限会社キングタクシー（法
人番号4300002007166）

本社営業所

佐賀県杵島郡白石町大字
福田1590-17

佐賀県杵島郡白石町大字
福田1590-17

西福岡タクシー株式会社（法
人番号5290001000445）

本社営業所

福岡県福岡市西区横浜1-
42-8

福岡県福岡市西区横浜1-
42-8

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

0点

平成29年6月12日
輸送施設の使用停止
（48日車）

道路運送法第13条
平成29年2月2日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運送引受義務違反（道路運送法第13条）

5点 5点 5点 5点

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

道路運送法第27条
第3項

平成29年5月22日、監査実施。3件の違反が認められ
た。（1）乗務員台帳の記載事項義務違反（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第37条第1項）、
（2）運転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第
1項）、（3）運転者に対する指導監督の記録違反（運輸
規則第38条第1項）

0点 0点 0点平成29年6月2日 文書警告

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

城山交通株式会社（法人番
号3310001004734）

本社営業所

長崎県長崎市花園町27-1 長崎県長崎市花園町27-1

株式会社入江タクシー（法人
番号7330001000380）

本社営業所

熊本県熊本市中央区新町
2-11-29

熊本県熊本市中央区新町
2-11-29新町和香ビル202

0点 0点 0点

平成29年1月13日、監査実施。7件の違反が認められ
た。（1）疾病、疲労等のおそれのある乗務（旅客自動車
運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第21条第5項）、
（2）乗務員台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条
第1項）、（3）運転者に対する指導監督違反（運輸規則
第38条第1項）、（4）特定運転者に対する特別な指導監
督違反（運輸規則第38条第2項）、（5）特定運転者に対
する適性診断受診義務違反（運輸規則第38条第2項）、
(6)指導要領に基づく教育の記録義務違反（運輸規則第
40条第1項）、(7)事業の健全な発達阻害行為（社会保
険未加入）(道路運送法第30条第2項)

3点 3点 3点 3点

平成29年6月13日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月13日、監査実施。1件の違反が認められ
た。（1）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項）

0点

平成29年6月12日
輸送施設の使用停止
（30日車）及び文書警
告

道路運送法（以下
「法」）第27条第3
項、法第30条第2項



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

熊本第一交通株式会社（法
人番号7330001005529）

本社営業所

熊本県熊本市東区戸島西
2-6-133

熊本県熊本市東区戸島西
2-3254-10，13

有限会社弥生タクシー（法人
番号5290002009139）

本社営業所

福岡県福岡市早良区南庄
2-13-7

福岡県福岡市早良区南庄
2-13-7

0点

0点0点平成29年6月19日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年5月9日、監査実施。5件の違反が認められ
た。(1)苦情処理の記録の記載事項不備違反（旅客自
動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第3条第2
項）、（2）乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）、（3）乗務員台帳の記載事項義務違反（運
輸規則第37条第1項）、（4）運転者に対する指導監督違
反（運輸規則第38条第1項）、（5）運転者に対する指導
監督の記載事項義務違反（運輸規則第38条第1項）

0点 0点

平成29年6月13日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月13日、監査実施。1件の違反が認められ
た。（1）運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運
送事業運輸規則第38条第1項）

0点 0点 0点



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

旭交通株式会社（法人番号
7340001005610）

谷山営業所

鹿児島県鹿児島市与次郎
1-9-12

鹿児島県鹿児島市上福元
町6034

株式会社花園タクシー（法人
番号5290001005584）

本社営業所

福岡県福岡市早良区有田
4-1-35

福岡県福岡市早良区有田
4-1-35

平成29年6月21日
輸送施設の使用停止
(32日車)及び文書警告

道路運送法（以下
「法」）第15条第3
項、法第23条第3
項、法第27条第3項

平成29年1月25日、監査実施。11件の違反が認められ
た。(1)事業計画事前変更届出違反(道路運送法施行規
則第15条第3項）、(2)運行管理者の選任（解任）未届出
違反（道路運送法第23条第3項）、(3)運行管理者の講
習受講義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第48条の4第1項）、(4)乗務時間等の基準
の遵守違反(運輸規則第21条第1項)、(5)疾病、疲労等
のおそれのある乗務(運輸規則第21条第5項)、(6)点呼
の実施義務違反(運輸規則第24条)、(7)点呼の記録事
項義務違反(運輸規則第24条第5項)、(8)乗務等の記録
事項義務違反(運輸規則第25条)、(9)乗務員台帳の記
載事項義務違反(運輸規則第37条第1項)、(10)運転者
に対する指導監督違反(運輸規則第38条第1項)、(11)
運転者に対する指導監督の記録違反(運輸規則第38条
第1項)

4点 4点

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0点 0点

4点

0点

4点

0点



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

有限会社天龍タクシー（法人
番号7290002036684）

本社営業所

福岡県糟屋郡志免町南里
4-15-2

福岡県糟屋郡志免町南里
4-15-2

北九西鉄タクシー株式会社
（法人番号4290801021674）

黒崎営業所

福岡県北九州市八幡東区
昭和2-6-15

福岡県北九州市八幡西区
田町1-1-21

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0点 0点 0点0点

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

1点 1点 1点 0点



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

八幡第一交通株式会社（法
人番号1290802013871）

黒崎営業所

福岡県北九州市八幡西区
紅梅1-8-13

福岡県北九州市八幡西区
紅梅1-6-8

日高交通株式会社（法人番
号5290801010627）

本社営業所

福岡県北九州市八幡西区
陣原2-6-16

福岡県北九州市八幡西区
陣原2-6-16

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0点 0点

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

0点 0点

0点 0点

0点 0点



「平成29年6月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

主な違反条項 違反行為の概要

違反点数付与状況
（累積違反点数）

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容

北九州第一交通株式会社
（法人番号7290801002663）

小倉西営業所

福岡県北九州市小倉北区
下富野3-9-3

福岡県北九州市小倉北区
東港1-1-1

株式会社玄海タクシー（法人
番号7300001007651）

値賀営業所

佐賀県東松浦郡玄海町大
字新田1805-2

佐賀県東松浦郡玄海町大
字今村6504-3

0点 0点平成29年6月28日 文書警告
道路運送法第23条
第2項

平成29年6月22日、監査実施。1件の違反が認められ
た。（1）運行管理者の補助者の要件違反（旅客自動車
運送事業運輸規則第47条の9第3項）

0点 0点

平成29年6月26日 文書警告
道路運送法第27条
第3項

平成29年6月26日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督違反（旅客自動車運送
事業運輸規則第38条第1項）

4点 4点 4点 0点


