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■公示第１号（自動車交通部） 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いについて」の 

一部改正について 

 

「一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いについて」（平成２６年３

月２７日付け公示第１２５号）を別紙のとおり一部改正する。 

 

 

       令和２年４月８日 

北陸信越運輸局長  板崎 龍介 

※別紙は１１頁参照 

 

 

■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

株式会社 山田商事 

(8100001032669) 

代表取締役 

山田 優 R2.3.12 

長野県長野市稲里町中氷

鉋８１３番地４ 
５ 

魚沼環境 株式会社 

(5110001027118) 

代表取締役 

滝澤 正徳 R2.3.13 

新潟県魚沼市青島７６４

番地１ 
７ 

株式会社 ソディック物流センター 

(8210001007032) 

代表取締役 

木野 幸雄 R2.3.16 

石川県加賀市宮町１１番

地１ 
１６ 

第一自動車販売 株式会社  

(2110001019183) 

代表取締役 

真保 克貴 R2.3.18 

新潟県上越市高土町三丁

目 7 番１号 
５ 

 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 

 
 

令和２年４月１３日（月曜日）  第６１４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） 
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■一般貨物自動車運送事業（霊柩）の許可（自動車交通部） 

事業者名(法人番号) 代表者 
許可年

月日 
主たる事務所の位置 

車両

数 

小野寺 則昭 

(－) 
小野寺 則昭 

R2.3.4 

長野県松本市波田１８４２番

地１３ 
１ 

株式会社 芙蓉 

(3100001015991) 

代表取締役 

望月 逸郎 R2.3.27 

長野県安曇野市豊科田沢７８

８１番地１ 
２ 

株式会社 愛光典礼社 

(7100001025310) 

代表取締役 

久保田 礼子 R2.3.27 

長野県上伊那郡箕輪町大字中

箕輪８４３９番地２ 
１ 

 

 

■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１０２４８号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社ホンダオート新発田（法人番号 7110001012910） 

事業場の名称 Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ 下越中央 新津北店 

事業場の所在地 新潟県新潟市秋葉区北上３丁目１番９号 

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、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２９２号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社飯山店 

事業場の所在地 長野県飯山市大字静間字小屋解１２３番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０２９３号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社中野店 

事業場の所在地 長野県中野市大字江部字田中１３２０番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０２９４号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社須坂店 

事業場の所在地 長野県須坂市大字米持字大道下南ノ割４５４番地 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

小型四輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２９５号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社レクサス長野 

事業場の所在地 長野県長野市大字東和田字居村南沖８７２番７ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０２９６号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社長野店 

事業場の所在地 長野県長野市大字稲葉字北村前沖２５５８番３ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０２９７号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社サービスセンター 

事業場の所在地 長野県長野市中御所１丁目１８番１号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、 

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、 

最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上を除く。）、 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０２９８号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社川中島店 

事業場の所在地 長野県長野市川中島町今井字薬師堂１８２３番地１ 

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 
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指定番号 北信指第２０２９９号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社更埴店 

事業場の所在地 長野県千曲市大字寂蒔字八幡新田１０６９番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３００号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社上田店 

事業場の所在地 長野県上田市踏入２丁目１９番２９号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、 

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、 

最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上を除く。）、 

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 

 

指定番号 北信指第２０３０１号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社上田川西店 

事業場の所在地 長野県上田市小泉字地ノ眼６００番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３０２号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社小諸店 

事業場の所在地 長野県小諸市市町五丁目２番８号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０３０３号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社佐久店 

事業場の所在地 長野県佐久市中込字宮久保２４６９番１ 
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対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３０４号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社軽井沢店 

事業場の所在地 長野県北佐久郡軽井沢町大字長倉字屋敷裏２４１４番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３０５号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社大町店 

事業場の所在地 長野県大町市社字松崎５８８８番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車、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 

 

指定番号 北信指第２０３０６号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社安曇店 

事業場の所在地 長野県安曇野市穂高１００９－１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３０７号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社松本店 

事業場の所在地 長野県松本市本庄２丁目２番２０号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 
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指定番号 北信指第２０３０８号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社松本南店 

事業場の所在地 長野県松本市村井町北１丁目９番５５号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０３０９号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社塩尻店 

事業場の所在地 長野県塩尻市大字広丘高出字下江原道９０番６ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３１０号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社木曽店 

事業場の所在地 長野県木曽郡木曽町新開１８７２－５ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３１１号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社岡谷店 

事業場の所在地 長野県岡谷市天竜町３丁目５２５４番１１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３１２号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社諏訪店 

事業場の所在地 長野県諏訪市大字四賀字宮下４５８番地２ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、小型四輪自動車、軽自動車 
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業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第２０３１３号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社伊北店 

事業場の所在地 長野県上伊那郡箕輪町大字中箕輪字北原１４６５番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

 

指定番号 北信指第２０３１４号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社伊那店 

事業場の所在地 長野県伊那市山寺２９０番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、 

大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、最大積載量５トン以上

又は乗車定員３０人以上を除く。）、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 

 

指定番号 北信指第２０３１５号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社駒ヶ根店 

事業場の所在地 長野県駒ヶ根市赤須町１０番１１号 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、 

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、

最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上を除く。）、 

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 

 

指定番号 北信指第２０３１６号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 長野トヨタ自動車株式会社（法人番号 3100001002453） 

事業場の名称 長野トヨタ自動車株式会社飯田店 

事業場の所在地 長野県飯田市上郷別府３３０９番地２－７ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（大型）、普通自動車（中型）、普通自動車（小型）、 

普通自動車（乗用）、大型特殊自動車（車両総重量８トン以上、

最大積載量５トン以上又は乗車定員３０人以上を除く。）、 

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 

 

指定番号 北信指第３０１４５号 

指定年月日 令和２年４月１日 



8 
 

事業者名 富山トヨタ自動車株式会社（法人番号 1230001002145） 

事業場の名称 富山トヨタ自動車株式会社 アクセル高岡店 

事業場の所在地 富山県高岡市西藤平蔵６５０番 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１４５号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ野々市本店 

事業場の所在地 石川県野々市市堀内四丁目８７番地 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１４６号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ金沢泉丘店 

事業場の所在地 石川県金沢市泉野町五丁目６番２号 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１４７号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ海環・金沢駅西店 

事業場の所在地 石川県金沢市大河端西一丁目３５番地 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１４８号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ金沢元町店 

事業場の所在地 石川県金沢市元町二丁目１１番１号 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第４０１４９号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ津幡・河北店 

事業場の所在地 石川県河北郡津幡町字太田ヘ４２番地１ 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５０号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ金沢松村店 

事業場の所在地 石川県金沢市松村四丁目６２２番地 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５１号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ白山店 

事業場の所在地 石川県白山市三浦町４７７番１ 

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、軽自動車 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５２号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ加賀店 

事業場の所在地 石川県加賀市中代町ヌ４番地１ 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５３号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ小松店 

事業場の所在地 石川県小松市白嶺町二丁目１番地 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 
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指定番号 北信指第４０１５４号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ寺井店 

事業場の所在地 石川県能美市大長野町ト２３番１ 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５５号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ羽咋店 

事業場の所在地 石川県羽咋市石野町ロ５８番地１ 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５６号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ七尾店 

事業場の所在地 石川県七尾市千野町ろ２０番地 

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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

指定番号 北信指第４０１５７号 

指定年月日 令和２年４月１日 

事業者名 株式会社石川トヨペットカローラ（法人番号 1220001000991） 

事業場の名称 カローラ輪島店 

事業場の所在地 石川県輪島市杉平町大百苅５０番１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（中型）、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 

業務範囲の限定 なし 

指定の条件 なし 

 

 

 

以 上 
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別紙 一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いについて 

新 旧 

 

公示第１２５号 

 

   一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いにつ

いて 

 

一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示事項及び表示方法等に

関しては、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）等関係法令及び一般乗用

旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について（平成１４年７月１

日付け公示第１４号）の規定によるほか、下記のとおり定めたので公示する。 

 

平成２６年３月２７日 

 

                 北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

 

記 

 

Ⅰ 一般準則 

  （略） 

 

 

 Ⅱ 法人タクシー（１人１車制個人タクシー及び福祉輸送事業限定自動車を除く）

の表示等 

 （略） 

 

 

 Ⅲ 個人タクシーの表示等 

（略） 

 

 

 Ⅳ 福祉輸送自動車の表示等 

（略） 

 

公示第１２５号 

 

   一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示等に関する取扱いにつ

いて 

 

一般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の表示事項及び表示方法等に

関しては、道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）等関係法令及び一般乗用

旅客自動車運送事業の運賃及び料金に関する制度について（平成１４年７月１

日付け公示第１４号）の規定によるほか、下記のとおり定めたので公示する。 

 

平成２６年３月２７日 

 

                 北陸信越運輸局長 和迩 健二 

 

 

記 

 

Ⅰ 一般準則 

  （略） 

 

 

 Ⅱ 法人タクシー（１人１車制個人タクシー及び福祉輸送事業限定自動車を除く）

の表示等 

 （略） 

 

 

 Ⅲ 個人タクシーの表示等 

（略） 

 

 

 Ⅳ 福祉輸送自動車の表示等 

（略） 



 

12 
 

    

 附 則 

１ この公示は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ この公示の適用日において営業所に配置する車両が、Ⅱ法人タクシーの表示

等４．（１）又はⅢ個人タクシーの表示等４．（１）の事項について、別表２

の規格に適合していない車両については、平成２６年９月３０日までに適合す

るよう措置することとする。 

３ 平成１４年７月１０日付け北陸信越運輸局長公示第３８号「一般乗用旅客自

動車運送事業の事業用自動車への運賃及び料金に関する事項の表示」について

は、平成２６年４月１日限り廃止する。 

 

附 則（平成２７年９月２８日付け公示第４４号） 

この公示は、平成２７年１０月１日から適用する。 

なお、適用の際、現に法人タクシー事業者に雇用され運転者として選任されて

いる者及び個人タクシー事業者は、平成２８年３月３１日までの間、登録タクシ

ー運転者証（個人タクシー事業者にあっては、個人タクシー事業者乗務証）の交

付を受けるまでは、従前の取扱いによるものとする。 

  

  附 則（令和２年４月８日付け公示第１号） 

 この公示は、令和２年４月８日から適用する。 

 

 

 

別表１～別表３ （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 附 則 

１ この公示は、平成２６年４月１日から適用する。 

２ この公示の適用日において営業所に配置する車両が、Ⅱ法人タクシーの表示

等４．（１）又はⅢ個人タクシーの表示等４．（１）の事項について、別表２

の規格に適合していない車両については、平成２６年９月３０日までに適合す

るよう措置することとする。 

３ 平成１４年７月１０日付け北陸信越運輸局長公示第３８号「一般乗用旅客自

動車運送事業の事業用自動車への運賃及び料金に関する事項の表示」について

は、平成２６年４月１日限り廃止する。 

 

附 則（平成２７年９月２８日付け公示第４４号） 

この公示は、平成２７年１０月１日から適用する。 

なお、適用の際、現に法人タクシー事業者に雇用され運転者として選任されて

いる者及び個人タクシー事業者は、平成２８年３月３１日までの間、登録タクシ

ー運転者証（個人タクシー事業者にあっては、個人タクシー事業者乗務証）の交

付を受けるまでは、従前の取扱いによるものとする。            

  

 

 

 

 

 

別表１～別表３ （略） 
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別表４ ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の表示マーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表５ 福祉輸送自動車の車内表示（略） 

 

別表４ ユニバーサルデザインタクシー（ＵＤタクシー）の表示マーク 
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別表５～６ （略） 

 

別表５～６ （略） 

 


