
「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

株式会社森山(法人番号
9290001070187)

本社営業所

福岡県糸島市曽根730-1 福岡県糸島市曽根730-1

一般貸切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

違反点数付与状況
（累積違反点数）

平成28年3月1日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年1月21日監査実施。8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）点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第4項）、（4）乗務等の記
録事項義務違反（運輸規則第25条）、
（5）運行記録計による記録義務違反（運
輸規則第26条第1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）、（7）運行指示書の
記載事項義務違反（運輸規則第28条の2
第1項）、(8)運送引受書の記載事項不備
違反（運輸規則第7条の2第1項）

0点 0点 0点 0点

九州運輸局自動車交通部
自動車運送事業安全監理室

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

株式会社ヤマネコツアー(法
人番号3310001013173)

本社営業所

長崎県対馬市厳原町今屋
敷650

長崎県対馬市厳原町今屋
敷650

0点 0点平成28年3月2日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年1月22日監査実施。2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4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）

0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社かなわ観光(法人
番号8320002011154)

福岡営業所

大分県別府市鉄輪331-11
福岡県田川市大字伊加利
1805-30

道路運送法第27条
第2項

平成28年2月10日監査実施。11件の違
反が認められた。（1）(2）点呼の実施義
務違反等（旅客自動車運送事業運輸規
則(以下「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4
項）、（4）点呼の記録事項義務違反（運
輸規則第24条第4項）、（5）乗務等の記
録義務違反（運輸規則第25条）、（6）乗
務等の記録事項義務違反（運輸規則第
25条）、（7）運行記録計による記録義務
違反（運輸規則第26条第1項）、（8）運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第28条の2第1項）、(9)運送引受書の記
載事項不備違反（運輸規則第7条の2第1
項）、（10）乗務員台帳の記載事項義務
違反（輸規則第37条第1項）、（11）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）

0点 0点 0点 0点平成28年3月3日 文書警告



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

多久観光バス株式会社(法
人番号3300001003654)

本社営業所

佐賀県多久市多久町1414-
1

佐賀県多久市多久町1414-
1

0点 0点平成28年3月8日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年3月2日監査実施。1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
規則第37条第1項）

0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

株式会社べっぷ温泉バス
(法人番号3320001006969)

本社営業所

大分県別府市大字別府字
雲泉寺3559

大分県別府市大字別府字
雲泉寺3559

0点 0点平成28年3月10日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年2月10日監査実施。7件の違反
が認められた。（1）乗務時間等の基準の
遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規
則(以下「運輸規則」)第21条第1項）、（2）
点呼の記録義務違反（運輸規則第24条
第4項）、（3）点呼の記録事項義務違反
（運輸規則第24条第4項）、（4）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第28
条の2第1項）、(5)運送引受書の交付義
務違反（運輸規則第7条の2第1項）、（6）
運転者に対する指導監督違反（運輸規
則第38条第1項）、（7）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）

0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

株式会社日清観光(法人番
号5320001006711)

大分営業所

大分県別府市石垣西10-5-
4

大分県別府市生石4-776-3

4点 0点平成28年3月15日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年2月19日、監査実施。3件の違
反が認められた。（1）運行指示書の記載
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」)28条の2第1
項）、(2)運送引受書の記載事項不備違
反（運輸規則第7条の2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点 4点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社高山三幸観光・宮
崎(法人番号
2350002018838)

本社営業所

宮崎県西諸県郡高原町大
後川内5918-1

宮崎県西諸県郡高原町大
字西端麓4321

0点 0点平成28年3月18日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年1月15日監査実施。6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の記載
事項違反（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）、（5）運行指示
書の記載事項義務違反（運輸規則第28
条の2第1項）、(6)運送引受書の記載事
項不備違反（運輸規則第7条の2第1項）

0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社中九州観光(法人
番号6330002024116)

本社営業所

熊本県宇城市小川町大字
南小川289-1

熊本県宇城市小川町大字
南小川289-1

平成28年3月23日 文書警告
道路運送法第23条
第2項及び第27条第
2項

平成28年1月21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）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4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）、
（6）運行指示書の記載事項義務違反（運
輸規則第28条の2第1項）

0点 0点 0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

日豊観光バス株式会社(法
人番号9320001002104)

本社営業所

大分県大分市大字森町字
北斗通234-1

大分県大分市大字森町字
北斗通234-1

2点 2点平成28年3月24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2項

平成27年7月6日、監査実施。6件の違反
が認められた。（1）乗務等の記録事項義
務違反（旅客自動車運送事業運輸規則
（以下「運輸規則」）第25条）、(2)運送引
受書の記載事項不備違反（運輸規則第7
条の2第1項）、（3）点呼の記録事項義務
違反（運輸規則第24条第4項）、（4）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）、（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）

2点 2点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社出水観光バス(法
人番号4340002022161)

本社営業所

鹿児島県出水市昭和町16-
5

鹿児島県出水市昭和町16-
5

平成28年3月25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2項

平成28年1月20日、監査実施。5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)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)交替運転者の配置
義務違反（運輸規則第21条第6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
導監督の記録違反（運輸規則第38条第1
項）

1点 1点 1点 1点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

株式会社昴交通（法人番号
8290801020986）

本社営業所

福岡県糟屋郡久山町久原
3224-3

福岡県糟屋郡久山町久原
3224-3

1点 1点平成28年3月29日
輸送施設の停止（10日
車）及び文書警告

道路運送法第27条
第2項

平成27年12月3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）点呼の記録事項義務違反（運輸
規則第24条第4項）、（3）乗務等の記録
事項義務違反（運輸規則第25条）、（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）運行
指示書の記載事項義務違反（運輸規則
第28条の2第1項）

1点 1点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社白濱自動車（法人
番号4290002047230）

本社営業所

福岡県糟屋郡久山町久原
3224-3

福岡県糟屋郡久山町久原
3224-3

平成28年3月29日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年3月16日、監査実施。2件の違
反が認められた。（1）特定運転者に対す
る特別な指導監督違反（旅客自動車運
送事業運輸規則（以下「運輸規則」）第38
条第2項）、（2）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）

0点 0点 0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

有限会社糸島観光バス（法
人番号5290002033015）

本社営業所

福岡県糸島市志摩御床
1248-4

福岡県糸島市志摩御床
1248-4

0点 0点平成28年3月29日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年3月10日、監査実施。1件の違
反が認められた。(1)運送引受書の記載
事項不備違反（旅客自動車運送事業運
輸規則第7条の2第1項）

0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

ラッキーバス株式会社(法人
番号1310001002335)

長与営業所

長崎県長崎市大橋町25-6
長崎県西彼杵郡長与町高
田郷鷹ノ巣2984-1

平成28年3月30日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成28年2月26日、監査実施。4件の違
反が認められた。（1）点呼の実施義務違
反（旅客自動車運送事業運輸規則（以下
「運輸規則」）第24条）、（2）点呼の記録
事項義務違反（運輸規則第24条第4
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）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）

0点 0点 0点 0点



「平成28年3月分」

事業者
九州運
輸局内

運輸支
局内

当該違
反点数

一般貸切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

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

 営業所の名称及び所在地処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要

南九州観光バス有限会社
(法人番号5340002009488)

本社営業所

鹿児島県鹿児島市中山町
字中田1042-1

鹿児島県鹿児島市中山町
字中田1042-1

0点 0点平成28年3月30日 文書警告
道路運送法第27条
第2項

平成27年9月2日、監査実施。4件の違反
が認められた。(1)事業計画事前届出違
反(道路運送法第15条第3項)、（2）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4項）、（3）乗務等の記録事項義務違
反（運輸規則第25条）、（4）運行指示書
の記載事項義務違反（運輸規則第28条
の2第1項）

0点 0点


