
「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

有限会社伊敷タクシー(法人
番号1340002001259)

本社営業所

鹿児島県鹿児島市伊敷8-
3-73

鹿児島県鹿児島市伊敷8-
3-73

小笹交通株式会社(法人番
号6290001006714)

本社営業所

福岡県福岡市中央区平和
5-2-2

福岡県福岡市中央区平和
5-2-2

平成29年3月1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 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3月1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3月2日
輸送施設の使用停止
（28日車）及び文書警
告

道路運送法第27条
第3項

平成28年12月14日、監査実施。6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）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条
第5項）、（3）乗務等の記録事項義務違反（運輸規則第
25条）、（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）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）、（6）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）

3点 3点 3点 3点

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



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

有限会社有田タクシー(法人
番号4300002008271)

本社営業所

佐賀県西松浦郡有田町赤
坂丙2351-242

佐賀県西松浦郡有田町赤
坂丙2351-242

佐伯タクシー株式会社(法人
番号3320001008940)

本社営業所

大分県佐伯市大手町3-2-
18

大分県佐伯市大手町3-2-
18

平成29年3月6日
輸送施設の使用停止
(10日車)及び文書警告

道路運送法第27条
第3項

平成28年11月10日、監査実施。4件の違反が認められ
た。（1）健康状態の把握義務違反（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）運
転者に対する指導監督違反（運輸規則第38条第1
項）、（3）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）、（4）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）

1点 1点 1点 1点

平成29年3月6日
輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書警
告

道路運送法(以下
「法」)第27条第3
項、法第95条

平成28年12月21日、監査実施。6件の違反が認められ
た。（1）点呼の記録事項義務違反（旅客自動車運送事
業運輸規則（以下「運輸規則」）第24条第5項）、（2）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第25条）、（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）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）、（5）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）、（6）自動
車に関する表示義務違反（道路運送法第95条）

1点 1点 1点 1点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

多々良タクシー有限会社(法
人番号1290002005298)

本社営業所

福岡県福岡市東区土井1-
23-23

福岡県福岡市東区土井1-
23-23

清瀬タクシー有限会社(法人
番号3320002013840)

本社営業所

大分県宇佐市大字四日市
1447-3

大分県宇佐市大字四日市
1447-3

平成29年3月6日
輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条
第3項

平成28年12月21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）

7点 7点 7点 1点

24点24点平成29年3月13日
輸送施設の使用停止
（235日車）及び文書警
告

道路運送法(以下
「法」)第23条第2
項、法第27条第3
項、道路運送車両
法第48条

平成28年10月6日、監査実施。9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）運行管理者の補助者の要件違反（運輸規則
第47条の9第3項）、（3）点呼の実施義務違反（運輸規
則第24条）、（4）点呼の記録事項義務違反（運輸規則
第24条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反（運
輸規則第25条）、（6）運転者に対する指導監督の記録
事項義務違反（運輸規則第38条第1項）、（7）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）、（8）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）、（9）定期点検整備の
実施違反（運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

24点 24点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

小城タクシー株式会社(法人
番号4300001003273)

本社営業所

佐賀県小城市小城町268-5 佐賀県小城市小城町268-5

有限会社大財タクシー(法人
番号9300002000117)

本社営業所

佐賀県佐賀市大財4-1-54 佐賀県佐賀市大財4-1-54

2点

2点

2点

2点平成29年3月14日
輸送施設の使用停止
（11日車）及び文書警
告

道路運送法第27条
第3項

平成28年11月4日、監査実施。2件の違反が認められ
た。(1)健康状態の把握義務違反（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）点
呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5項）

2点 2点

平成29年3月13日
輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書警
告

道路運送法第27条
第3項

平成28年10月31日、監査実施。5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(以下「運輸規則」)第38条第1項）、
（2）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）、（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）点呼の記録事項義
務違反（運輸規則第24条第5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）

2点 2点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

松浦タクシー株式会社(法人
番号1300001005644)

本社営業所

佐賀県伊万里市伊万里町
甲768-1

佐賀県伊万里市伊万里町
甲768-1、2

折田汽船株式会社(法人番
号6340001000777)

本社営業所

鹿児島県鹿児島市錦江町
7-37

鹿児島県鹿児島市錦江町
7-37

4点 4点平成29年3月16日
輸送施設の使用停止
（40日車）及び文書警
告

道路運送法(以下
「法」)第16条第1
項、法第27条第3項

平成28年9月21日、監査実施。7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（以下「運輸規則」）第38条第1項）、
（2）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）、（3）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）、（4）乗務員
台帳の記載事項義務違反（運輸規則第37条第1項）、
（5）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、（6）健
康状態の把握義務違反（運輸規則第21条第5項）、(7)
事業計画(自動車車庫)に定める業務の確保違反（道
路運送法第16条第1項）

4点 4点

2点2点平成29年3月14日
輸送施設の使用停止
（20日車）及び文書警
告

道路運送法第27条
第3項

平成28年12月6日、監査実施。4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（以下「運輸規則」）第38条第1項）、
（2）運転者に対する指導監督の記録義務違反（運輸
規則第38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）点呼の実施義務
違反（運輸規則第24条）

2点 2点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

オーケータクシー株式会社
(法人番号7290001012018)

本社営業所

福岡県福岡市博多区吉塚
5-12-44

福岡県福岡市博多区吉塚
5-12-44

日本観光交通株式会社(法
人番号4290001009248)

本社営業所

福岡県福岡市中央区天神
3-10-20

福岡県福岡市博多区東比
恵3-33-26

3点 0点

1点 0点平成29年3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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

平成29年3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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）

3点 3点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

株式会社豊栄交通(法人番
号5290001016549)

本社営業所

福岡県福岡市博多区板付
1-4-12

福岡県福岡市博多区板付
1-4-12

朝日タクシー有限会社(法人
番号4290802013282)

本社営業所

福岡県北九州市八幡西区
南王子町2-59

福岡県北九州市八幡西区
南王子町2-59

0点 0点平成29年3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

くろがねタクシー株式会社
(法人番号1290802013962)

本社営業所

福岡県北九州市八幡西区
鷹の巣1-9-19

福岡県北九州市八幡西区
鷹の巣1-9-19

井手口正美 個人natsutaxi

福岡県福岡市 福岡県福岡市

平成29年3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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3月21日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月21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３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

太陽交通株式会社(法人番
号6290801015261)

苅田浜町営業所

福岡県行橋市宮市町4-2
福岡県京都郡苅田町京町
1-1-3

八幡タクシー株式会社(法人
番号3290801010728)

本社営業所

福岡県北九州市八幡西区
皇后崎町9-4

福岡県北九州市八幡西区
皇后崎町9-4

平成29年3月23日
輸送施設の使用停止
（10日車）及び文書警
告

道路運送法第27条
第3項

平成28年12月15日、監査実施。5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）点呼の実施義務違反（運輸規則第24条）、
（３）点呼の記録義務違反（運輸規則第24条第5項）、
（４）点呼の記録事項義務違反（運輸規則第24条第5
項）、（５）乗務時間等の基準の遵守違反（運輸規則第
21条第1項）

1点 1点

平成29年3月23日
輸送施設の使用停止
（10日車）

道路運送法第27条
第3項

平成29年1月23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 1点

1点 1点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

企業組合三興タクシー(法人
番号9290005002599)

本社営業所

福岡県福岡市博多区東比
恵2-18-2

福岡県福岡市博多区東比
恵2-18-2

立石公一 福助タクシー営業所

福岡県久留米市 福岡県久留米市

平成29年3月23日 文書警告
道路運送法第27条
第３項

平成29年3月23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3月28日
輸送施設の使用停止
（5日車）

道路運送法第27条
第3項、道路運送車
両法第48条

平成28年12月5日、監査実施。1件の違反が認められ
た。(１)定期点検整備の実施違反（旅客自動車運送事
業運輸規則第45条、道路運送車両法第48条）

1点 1点 1点 1点

0点 0点



「平成２９年３月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

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 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

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

毎日交通株式会社(法人番
号3290001016773)

本社営業所

福岡県福岡市博多区博多
駅南6-16-23

福岡県福岡市博多区博多
駅南6-16-23

平成29年3月31日
輸送施設の使用停止
(38日車)及び文書警告

道路運送法第27条
第3項

平成28年12月13日、監査実施。11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）点呼の記録義務違反（運輸規則
第24条第5項）、（4）点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第5項）、（5）乗務等の記録事項義務違反
（運輸規則第25条）、（6）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第26条第2項）、（7）乗務時間等の基
準の遵守違反（運輸規則第21条第1項）、(8)指導要領
制定義務違反（運輸規則第40条第1項）、（9）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）、（10）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）、（11）整備管理者の選
任（変更）未届出違反（運輸規則第45条、道路運送車
両法第52条）

4点 4点 4点 4点


