平成３０年５月１日

宮城県内自動車運送事業者 各 位

国土交通省東北運輸局宮城運輸支局

「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について

標記について、別添のとおり平成３０年４月２０日付けで改正されましたので、貴社に
おかれましても取扱いに遺漏なきようお願いします。

別添
新

旧
国自総第４４６号
国自旅第１６１号
国自整第１４９号
平成１４年 １月３０日
一部改正 国自総第１２０号
国自旅第 ４６号
国自整第 ４７号
平成１４年 ６月２８日
一部改正 国自総第２８６号
国自旅第１３２号
国自整第１１４号
平成１４年１０月 １日
一部改正 国自総第５４０号
国自旅第２４３号
国自整第２２６号
平成１５年 ３月３１日
一部改正 国自総第５５３号
国自旅第２６３号
国自整第１８６号
平成１６年 ３月２９日
一部改正 国自総第３９２号
国自旅第１８５号
国自整第 ８３号
平成１７年１２月 ５日
一部改正 国自総第３２９号
国自旅第１８７号
国自整第 ９５号
平成１８年 ９月２９日
一部改正 国自総第５８７号
国自旅第３２８号
国自整第１７９号
平成１９年 ３月３０日
一部改正 国自安第 ２９号
国自旅第 ８２号
国自整第 ４２号
平成２０年 ６月１１日
一部改正 国自安第 ５４号
国自旅第１２０号

国自総第４４６号
国自旅第１６１号
国自整第１４９号
平成１４年 １月３０日
一部改正 国自総第１２０号
国自旅第 ４６号
国自整第 ４７号
平成１４年 ６月２８日
一部改正 国自総第２８６号
国自旅第１３２号
国自整第１１４号
平成１４年１０月 １日
一部改正 国自総第５４０号
国自旅第２４３号
国自整第２２６号
平成１５年 ３月３１日
一部改正 国自総第５５３号
国自旅第２６３号
国自整第１８６号
平成１６年 ３月２９日
一部改正 国自総第３９２号
国自旅第１８５号
国自整第 ８３号
平成１７年１２月 ５日
一部改正 国自総第３２９号
国自旅第１８７号
国自整第 ９５
号 平成１８年 ９月２９日
一部改正 国自総第５８７号
国自旅第３２８号
国自整第１７９号
平成１９年 ３月３０日
一部改正 国自安第 ２９号
国自旅第 ８２号
国自整第 ４２号
平成２０年 ６月１１日
一部改正 国自安第 ５４号
国自旅第１２０号

国自整第 ４７号
平成２０年 ９月２８日
一部改正 国自安第１１７号
国自旅第１９４号
国自整第 ９１号
平成２１年１１月２０日
一部改正 国自安第
６号
国自旅第
８号
国自整第
６号
平成２２年 ４月２８日
一部改正 国自安第１７０号
国自旅第２４６号
国自整第１４５号
平成２３年 ３月３１日
一部改正 国自安第 ７６号
国自旅第１６９号
国自整第１４７号
平成２４年 ４月１６日
一部改正 国自安第 ３４号
国自旅第２０６号
国自整第 ５６号
平成２４年 ６月２９日
一部改正 国自安第 ４８号
国自旅第２２３号
国自整第 ７０号
平成２４年 ７月１８日
一部改正 国自安第１０５号
国自旅第３３１号
国自整第１５８号
平成２４年１１月２２日
一部改正 国自安第 １６号
国自旅第 １４号
国自整第 ２４号
平成２５年 ５月１５日
一部改正 国自安第 ７０号
国自旅第 ８２号
国自整第 ８４号
平成２５年 ７月２６日
一部改正 国自安第１２７号
国自旅第２０３号

国自整第 ４７号
平成２０年 ９月２８日
一部改正 国自安第１１７号
国自旅第１９４号
国自整第 ９１号
平成２１年１１月２０日
一部改正 国自安第
６号
国自旅第
８号
国自整第
６号
平成２２年 ４月２８日
一部改正 国自安第１７０号
国自旅第２４６号
国自整第１４５号
平成２３年 ３月３１日
一部改正 国自安第 ７６号
国自旅第１６９号
国自整第１４７号
平成２４年 ４月１６日
一部改正 国自安第 ３４号
国自旅第２０６号
国自整第 ５６号
平成２４年 ６月２９日
一部改正 国自安第 ４８号
国自旅第２２３号
国自整第 ７０号
平成２４年 ７月１８日
一部改正 国自安第１０５号
国自旅第３３１号
国自整第１５８号
平成２４年１１月２２日
一部改正 国自安第 １６号
国自旅第 １４号
国自整第 ２４号
平成２５年 ５月１５日
一部改正 国自安第 ７０号
国自旅第 ８２号
国自整第 ８４号
平成２５年 ７月２６日
一部改正 国自安第１２７号
国自旅第２０３号

国自整第１４８号
平成２５年 ８月２３日
一部改正 国自安第２０９号
国自旅第３４３号
国自整第２４３号
平成２５年１２月１６日
一部改正 国自安第３１２号
国自旅第６２３号
国自整第３９８号
平成２６年 ３月３１日
一部改正 国自安第１５５号
国自旅第２２９号
国自整第２３９号
平成２７年１１月９日
一部改正 国自安第１１２号
国自旅第１５３号
国自整第１６１号
平成２８年 ９月 ８日
一部改正 国自安第１６１号
国自旅第２３３号
国自整第２２５号
平成２８年１１月１７日
一部改正 国自安第２６４号
国自旅第４０５号
国自整第３８０号
平成２９年３月１７日
一部改正 国自安第１１２号
国自旅第１６２号
国自整第１６９号
平成２９年９月２９日
一部改正 国自旅第２４１号
平成２９年１２月２７日
最終改正 国自安第２６６号
国自旅第３３９号
国自整第３６１号
平成３０年 ３月３０日
最終改正 国自安第
９号
国自旅第 ３１号
国自整第 ２４号
平成３０年４月２０日

国自整第１４８号
平成２５年 ８月２３日
一部改正 国自安第２０９号
国自旅第３４３号
国自整第２４３号
平成２５年１２月１６日
一部改正 国自安第３１２号
国自旅第６２３号
国自整第３９８号
平成２６年 ３月３１日
一部改正 国自安第１５５号
国自旅第２２９号
国自整第２３９号
平成２７年１１月９日
一部改定 国自安第１１２号
国自旅第１５３号
国自整第１６１号
平成２８年 ９月 ８日
一部改正 国自安第１６１号
国自旅第２３３号
国自整第２２５号
平成２８年１１月１７日
最終改正 国自安第２６４号
国自旅第４０５号
国自整第３８０号
平成２９年３月１７日
最終改正 国自安第１１２号
国自旅第１６２号
国自整第１６９号
平成２９年９月２９日
一部改正 国自旅第２４１号
平成２９年１２月２７日
一部改正 国自安第２６６号
国自旅第３３９号
国自整第３６１号
平成３０年 ３月３０日

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿
関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿
自 動 車 局 安 全 政 策 課 長
自 動 車 局 旅 客 課 長
自 動 車 局 整 備 課 長

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿
関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿
各地方運輸局自動車技術安全部長 殿
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿
自 動 車 局 安 全 政 策 課 長
自 動 車 局 旅 客 課 長
自 動 車 局 整 備 課 長

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

第21条 過労防止等
(1)～(4) （略）
(5) 健康状態の把握及び疾病・疲労・睡眠不足等のある乗務員の乗
務禁止（第5項）
① 「健康状態の把握」とは、労働安全衛生法（昭和47年法律
第57号）第66条第1項に基づく健康診断、同条第4項の指示を
受けて行うべき健康診断、同条第5項ただし書きの場合にお
いて運転者が受診する健康診断を行うことをいう。
② 「その他の理由」とは、覚せい剤の服用、異常な感情の高
ぶり等をいう。
(6)・(7) （略）

第21条 過労防止等
(1)～(4) （略）
(5) 健康状態の把握及び疾病・疲労等のある乗務員の乗務禁止（第
5項）
① 「健康状態の把握」とは、労働安全衛生法（昭和47年法律
第57号）第66条第1項に基づく健康診断、同条第4項の指示を
受けて行うべき健康診断、同条第5項ただし書きの場合にお
いて運転者が受診する健康診断を行うことをいう。
② 「その他の理由」とは、覚せい剤の服用、異常な感情の高
ぶり、睡眠不足等をいう。
(6)・(7) （略）

第24条 点呼等
(1) 乗務前、乗務途中及び乗務後の点呼等の実施（第1項から第3
項まで）
①～③ （略）
④ 「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所で管理する機器
であってそのカメラ、モニター等によって、運行管理者等が運
転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時
確認でき、かつ、当該機器により行おうとする点呼において、
当該運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記
録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直
ちに確認できるものをいう。
⑤～⑧ （略）
(2) （略）
(3) 乗務前、乗務後及び乗務途中の点呼等の記録等（第5項）
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨及び報告又は指

第24条 点呼等
(1) 乗務前、乗務途中及び乗務後の点呼等の実施（第1項から第3
項まで）
①～③ （略）
④ 「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所で管理する機器
であってそのカメラ、モニター等によって、運行管理者等が運
転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労等の状況を随時確認でき、
かつ、当該機器により行おうとする点呼において、当該運転者
の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存
するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認で
きるものをいう。
⑤～⑧ （略）
(2) （略）
(3) 乗務前、乗務後及び乗務途中の点呼等の記録等（第5項）
点呼の確実な励行を図るため、点呼を行った旨及び報告又は指

示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を1年間義務付けたも
のであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこ
と。
① 乗務前点呼
イ～ヘ （略）
ト．運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
チ～ヌ （略）
② （略）
③ 乗務途中点呼
イ～へ （略）
ト．運転者の疾病、疲労、睡眠不足等の状況
チ・リ （略）

示の内容を記録し、かつ、その記録の保存を1年間義務付けたも
のであるが、点呼等の際には、次の事項について記録しておくこ
と。
① 乗務前点呼
イ～ヘ （略）
ト．運転者の疾病、疲労等の状況
チ～ヌ （略）
② （略）
③ 乗務途中点呼
イ～ヘ （略）
ト．運転者の疾病、疲労等の状況
チ・リ （略）

第47条の9 運行管理者等の選任
(1)～(7) （略）
(8) 補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと
行われるものであり、補助者が行うその業務において、以下に該
当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理
者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その
結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。
イ． （略）
ロ．疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をす
ることができない
ハ．・ニ． （略）
(9) （略）

第47条の9 運行管理者等の選任
(1)～(7) （略）
(8) 補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと
行われるものであり、補助者が行うその業務において、以下に該
当するおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理
者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その
結果に基づき各運転者に対し指示を行わなければならない。
イ． （略）
ロ．疾病、疲労その他の理由により安全な運転をすることがで
きない
ハ．・ニ． （略）
(9) （略）

附 則
改正後の通達は、平成30年６月１日から施行する。

