
・・・ 2

・・・ 3

・・・ 4

・・・ 6

・・・ 14

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公表について（関東運輸局集計）

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

（令和3年6月末現在）

（令和3年6月末現在）

情　　報

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

一般乗合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

一般乗合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公表について（関東運輸局集計）
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　自動車運送事業安全監理室

(事業者)

（本社営業所）

1点

1点

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般乗合旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項

（６）違反行為の概要

　令和3年2月17日、労働局からの通知を端緒に監査を実
施。3件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の遵守
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)点呼の記録事項義務違反(運輸規則第24条第
5項)､(3)運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規則第
38条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数

（２）事業者の氏名又は名称 ちばレインボーバス株式会社（法人番号：9040001043696）　代表者　檜山　雅紀

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

千葉県印西市船尾1377

千葉県印西市船尾1377

（４）行政処分等の内容 輸送施設の使用停止　　　　 　10日車

令和3年7月20日

一般乗合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

　関東運輸局

（１）行政処分等の年月日 令和3年7月20日
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　自動車運送事業監査室

(事業者)

（川崎営業所）

2点

2点

令和3年7月13日

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

　神奈川運輸支局

（１）行政処分等の年月日 令和3年7月13日

（２）事業者の氏名又は名称 有限会社ファン（法人番号：7010902021029）　代表者　杉山　直也

（３）事業者及び当該行政処分等
　　　に係る営業所の所在地

東京都調布市若葉町3-23-6

神奈川県川崎市多摩区登戸171 ﾉﾋｺ105号

（４）行政処分等の内容
処分日車数20日車のため、一般貸切旅客自動車運送事業
者に対する行政処分等の基準3.(6)により文書警告

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことに
より点数が消滅することがあります。(一般貸切旅客自動車運送事業者に対する行政処分等
の基準について２．（４）但し書き参照)

（５）主な違反の条項 旅客自動車運送事業運輸規則第21条第1項

（６）違反行為の概要

　令和3年5月24日、区域拡大を行ったことを端緒に監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)乗務時間等告示の
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)運転者に対する指導監督義務違反(運輸
規則第38条第1項)

（７）違反点数付与状況
当該行政処分により当該営業所に付された違反点数

当該事業者の累積点数
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様式３－①

（３）違反点数２０点超事業者の概要

運輸支局等
累積違
反点数

事業者名及び所在地 主な違反行為（違反条項）及び処分年月日

一般乗合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公表について（関東運輸局集計）

［令和３年６月末現在］

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他２件

〔令和元年6月18日〕

【衣笠営業所】

神奈川 京浜急行バス株式会社（神奈川県横浜市） 22 【羽田営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）

〔令和元年11月12日〕

【新子安営業所】

【逗子営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他３件

〔令和元年12月3日〕

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他１件

〔令和元年12月10日〕
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【羽田営業所】

乗務時間等告示の遵守違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第１項）他２件

〔令和2年12月15日〕
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様式３－②

（３）違反点数２０点超事業者の概要

運輸支局等
累積違
反点数

東京 31
【本社営業所】

事業計画の事前変更届出違反（道路運送法第１５条第３項）他９件

〔令和元年7月17日〕

東京 50
【本社営業所】

点検整備関係義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第４５条第１項）他１０件

〔令和2年3月17日〕

東京 36
【本社営業所】

事業の貸渡し（道路運送法第３３条第２項）他２件

〔令和2年3月17日〕

東京 39
【本社営業所】

営業区域外旅客運送(道路運送法第２０条)他９件

〔令和2年9月8日〕

東京 23
【足立営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１０件

〔令和2年10月27日〕

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公表について（関東運輸局集計）

［令和３年６月末現在］

事業者名及び所在地 主な違反行為（違反条項）及び処分年月日

有限会社ストロングワーク（東京都調布市）

金成商事株式会社（東京都足立区）

有限会社三礼（東京都東大和市）

株式会社テイ商事（東京都千代田区）

株式会社ブルースカイ（東京都板橋区）
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東京 23
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他７件

〔令和3年3月23日〕

東京 23
【東京営業所】

疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項)他５件

〔令和3年6月8日〕

神奈川 29
【横浜営業所】

点呼の記録義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）他４件

〔平成30年9月19日〕

【横浜営業所】

点呼の記録等義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項）他１件

〔令和元年11月19日〕

【横浜営業所】

疾病のおそれのある乗務(旅客自動車運送事業運輸規則第２１条第５項)

〔令和2年6月9日〕

神奈川 48
【本社営業所】

営業区域外旅客運送（道路運送法第２０条）他１０件

〔令和元年9月18日〕

【本社営業所】

点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条）他８件

〔令和3年3月23日〕

株式会社オン・タイム（東京都港区）

百年交通株式会社（東京都大田区）

株式会社バス窓．ｃｏｍ（神奈川県相模原市）

バルクレンタカーアンドセールス株式会社（神
奈川県川崎市）
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千葉 32
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１６件

〔令和元年9月10日〕

千葉 37
【野田営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１３件

〔令和元年12月3日〕

千葉 24
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他８件

〔令和2年2月12日〕

千葉 46
【本社営業所】

営業区域外旅客運送(道路運送法第２０条)他１５件

〔令和2年2月12日〕

千葉 22
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他６件

〔令和2年2月18日〕

埼玉 61
【埼玉営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１１件

〔平成30年9月11日〕

【本社営業所】

〔令和元年12月3日〕

株式会社亜細亜交通社大功バス（千葉県成
田市）

輝岩商事株式会社（千葉県野田市）

有限会社平成観光（千葉県鴨川市）

有限会社みつば観光バス（埼玉県加須市）

有限会社ケイエル観光（千葉県長生郡長生
村）

株式会社ＣＲＵＩＳＩＮＧ　ＷＯＲＬＤ（千葉県成田
市）

初任運転者に対する特別な指導義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第２項)他６件
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埼玉 29
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１０件

〔令和元年7月30日〕

埼玉 34
【千葉営業所】

点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第２４条)他１３件

〔令和元年11月12日〕

埼玉 33
【東京営業所】

〔令和元年9月25日〕

【千葉営業所】

点検整備関係義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第４５条)他１０件

〔令和2年1月15日〕

埼玉 33
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他３件

〔令和元年9月18日〕

【東京営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１０件

〔令和2年1月21日〕

埼玉 29
【本社営業所】

点呼記録の不実記載（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条第５項)他８件

〔令和2年3月10日〕

有限会社ＡＮＹヨシクニ観光（埼玉県比企郡滑
川町）

丸建つばさ交通　株式会社（埼玉県北足立郡
伊奈町）

株式会社スマイルコーポレーション（埼玉県越
谷市）

運行に関する状況把握体制の整備違反(旅客自動車運送事業運輸規則第２１条の２)他４件

秩通商事株式会社（埼玉県秩父市）

株式会社蔵商（埼玉県さいたま市）
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埼玉 37
【足立営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和2年3月17日〕

埼玉 27
【東京営業所】

点呼の実施等義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条)他８件

〔令和元年6月25日〕

【東京営業所】

点呼の実施義務違反（旅客自動車運送事業運輸規則第２４条)他３件

〔令和2年12月8日〕

群馬 46
【東京営業所】

運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）他８件

〔令和元年10月29日〕

【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反（道路運送法第９条の２第１項）他１０件

〔令和元年11月6日〕

茨城 40
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔平成30年8月7日〕

茨城 27
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和元年7月17日〕

華洋株式会社（埼玉県草加市）

群馬セイワ観光株式会社（群馬県高崎市）

株式会社セイフティ（埼玉県川口市）

吉野交通有限会社（茨城県筑西市）

株式会社ケイユー観光（茨城県結城市）

- 10 -



茨城 31
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１４件

〔令和2年8月4日〕

茨城 24
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他７件

〔令和2年8月25日〕

茨城 40
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和2年12月15日〕

茨城 43
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１４件

〔令和3年3月9日〕

茨城 67
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１８件

〔令和3年6月1日〕

有限会社友部自動車観光（茨城県石岡市）

秋元観光有限会社（茨城県結城市）

株式会社すずらん観光バス（茨城県水戸市）

有限会社さつき観光（茨城県笠間市）

有限会社あやめ交通（茨城県潮来市）
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栃木 48
【東京営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他８件

〔平成30年7月31日〕

【東京営業所】

〔平成31年4月9日〕

【本社営業所】

営業区域外旅客運送(道路運送法第２０条)他６件

〔令和元年11月19日〕

栃木 30
【本社営業所】

〔令和2年1月7日〕

栃木 29
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１２件

〔令和2年9月8日〕

栃木 79
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１６件

〔平成31年1月16日〕

【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他９件

〔令和3年1月8日〕

株式会社テトラ（栃木県那須塩原市）

運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項)他１件

有限会社矢板観光バス（栃木県矢板市）

運送引受書の交付義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第７条の２第１項)他９件

有限会社静和観光バス（栃木県栃木市）

株式会社秀和観光バス（栃木県宇都宮市）
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栃木 38
【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１１件

〔令和2年1月15日〕

【本社営業所】

運転者に対する指導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸規則第３８条第１項)

〔令和3年1月26日〕

山梨 48
【静岡営業所】

事業計画変更事前届出違反(道路運送法第１５条第３項)他３件

〔令和2年2月28日〕

【本社営業所】

運賃料金変更事前届出違反(道路運送法第９条の２第１項)他１６件

〔令和2年8月18日〕

東富士観光自動車株式会社（山梨県南都留
郡忍野村）

株式会社藤観光バス（栃木県芳賀郡芳賀町）
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行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者点数

（関東運輸局管内）

営業所点数
（当該行政処分により
付された違反点数）

20210601 埼京タクシー株式会社（法人
番号6030001074984）
代表者　藤田　茂

埼玉県川ロ市青
木１－６－１

戸田営業所 埼玉県戸田市
中町２－１９－５

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第２４条第５項

令和3年4月19日、救護義務違反があった旨
公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施。4件の違反が認められた。(1)運行管理者
の解任届出違反(旅客自動車運送事業運輸
規則(以下､運輸規則)第68条)､(2)点呼の記録
事項義務違反(運輸規則第24条第5項)､(3)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)､(4)整備管理者の選任(解任)の未
届出(道路運送車両法第52条)

4 0

20210608 芙蓉交通株式会社（法人番
号4021001041044）
代表者　八木　達也

神奈川県横須賀
市内川１－７－６
５

本社営業所 神奈川県横須
賀市内川１－７
－６５

輸送施設の使用停止（17日車） 旅客自動車運送事業運
輸規則第２１条第１項

令和2年11月26日、救護義務違反があった旨
公安委員会からの通知を端緒として監査を実
施。2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)運
転者に対する指導監督義務違反(運輸規則第
38条第1項)

2 2

20210615 プライムリムジン株式会社
（法人番号1010001185722）
代表者　柳谷　日出幸

東京都中央区八
重洲１－４－６

本社営業所 東京都中央区
八重洲１－４－
６

輸送施設の使用停止（75日車） 道路運送車両法第４８条 令和元年10月28日及び令和元年12月19日、
規許可を受けたことを端緒として監査を実施。
9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)点呼の実施等
義務違反(運輸規則第24条)､(3)点呼の記録義
保存務違反(運輸規則第24条第5項)､(4)乗務
記録の記録事項の不備(運輸規則第25条第3
項)､(5)乗務等の記録義務違反(運輸規則第25
条第3項)､(6)運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第38条第1項)､(7)整備管理者の
研修受講義務違反(運輸規則第46条)､(8)定期
点検整備の未実施(道路運送車両法第48条)､
(9)報告義務違反(道路運送法第94条第1項)

8 8

20210615 飛鳥交通第六株式会社（法
人番号6010601027451）
代表者　川野　繁

東京都江戸川区
小松川１－６－２

高井戸営業
所

東京都杉並区
高井戸東３－２
８－４０

輸送施設の使用停止（44日車） 道路運送法第１３条 令和2年9月4日、法令違反の疑いがある旨の
情報を端緒として調査を実施。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)

18 5

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　　〈令和３年６月分〉
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20210615 株式会社東京自動車（法人
番号4010801016371）
代表者　岡田　従容

東京都大田区東
糀谷２－４－２１

本社営業所 東京都大田区
東糀谷２－５－
８

輸送施設の使用停止（30日車） 道路運送車両法第４８条 令和2年9月7日及び令和2年9月17日、労働局
からの通知を端緒として監査を実施。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)点呼の実施等義
務違反(運輸規則第24条)､(3)運転者に対する
指導監督義務違反(運輸規則第38条第1項)､
(4)高齢運転者に対する告示で定める特別な
指導義務違反(運輸規則第38条第2項)､(5)高
齢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)定期点検整備の未
実施(道路運送車両法第48条)､(7)運転者証の
返納等義務違反(ﾀｸｼｰ業務適正化特別措置
法第16条第1項､第2項)

3 3

20210622 盈進自動車株式会社（法人
番号1010801001401）
代表者　山田　能成

東京都大田区東
糀谷３－１６－１
０

本社営業所 東京都大田区
東糀谷１－９－
１５－１０１

輸送施設の使用停止（10日車） 旅客自動車運送事業運
輸規則第３８条第２項

令和2年10月7日及び令和2年10月23日、救護
義務違反があった旨公安委員会からの通知
を端緒として監査を実施。3件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(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)高齢運転者に対する告
示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第
38条第2項)､(3)高齢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 1

20210622 一橋　隆男 東京都練馬区 個人 東京都練馬区 輸送施設の使用停止（２０日車）及
び輸送の安全確保命令

タクシー適正化・活性化
法第１６条の４第１項

令和2年7月28日及び令和2年10月19日、法令
違反の疑いがある旨の情報を端緒として監査
を実施。2件の違反が認められた。(1)運賃変
更届出違反(ﾀｸｼｰ適正化･活性化法第16条の
4第1項)､(2)乗務記録の記録事項の不備(旅客
自動車運送事業運輸規則第25条第3項)

2 2

20210629 齋藤　和夫 東京都足立区 個人 東京都足立区 輸送施設の使用停止（80日車） 道路運送法第２５条 令和2年11月27日、法令違反の疑いがある旨
の情報を端緒として調査を実施。1件の違反
が認められた。(1)運転者の制限違反(道路運
送法第25条)

8 8

20210629 八洲自動車株式会社（法人
番号5010601007314）
代表者　永峯　豊子

東京都江東区清
澄１－３－１５

本社営業所 東京都江東区
清澄１－３－１５

輸送施設の使用停止（10日車） 旅客自動車運送事業運
輸規則第３８条第２項

令和2年10月28日及び令和2年11月13日、救
護義務違反があった旨公安委員会からの通
知を端緒として監査を実施。3件の違反が認
められた。(1)運転者に対する指導監督義務違
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)高齢運転者に対する
告示で定める特別な指導義務違反(運輸規則
第38条第2項)､(3)高齢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 1

20210630 東都交通株式会社（法人番
号1011501003225）
代表者　木原　光資

東京都北区豊島
１－１９－１２

本社営業所 東京都北区豊
島１－１９－１２

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第３８条第１項

令和3年4月14日及び令和3年6月22日、救護
義務違反があった旨公安委員会からの通知
を端緒として監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)
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