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

各地方運輸局自動車技術安全部長
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長

殿
殿

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
最終改正 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

各地方運輸局自動車技術安全部長
沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長

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

殿
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

第７条の２ 運送引受書の交付
第７条の２ 運送引受書の交付
（１）～（４） （略）
（１）～（４） （略）
（５）第３項の「運送の申込者に対して当該運送の引受けに際し手 （新設）
数料又はこれに類するものを支払った場合には、その額を記載
した書類」について、年間契約等により、一定期間内の運行に
係る手数料又はこれに類するものの額を定めた場合は、運行ご
とに当該契約書の写しを運送引受書の写しとともに保存しなけ
ればならない。

第２１条 過労防止等
（１）～（５） （略）
（６）交替運転者の配置（第６項）
① 「運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合で
あって、疲労等により安全な運転を継続することができない
おそれがあるとき」とは、運転者の体調等を考慮して個別に
判断することが必要であるが、次のいずれかの場合がこれに
該当する。
イ． （略）
ロ．高速乗合バス（道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省
令第 75 号）第３条の３第１号に規定する路線定期運行で
あって、同規則第 10 条第１項第１号ロの運賃を適用する
ものをいう。以下この項において同じ。）及び貸切バス（一
般貸切旅客自動車運送事業の運行の用に供されるバスをい
う。以下同じ。）にあっては次の「高速乗合バス及び貸切
バスの交替運転者の配置基準について」で定められた条件
を超えて引き続き運行する場合
② （略）
（７） （略）

第２１条 過労防止等
（１）～（５） （略）
（６）交替運転者の配置（第６項）
① 「運転者が長距離運転又は夜間の運転に従事する場合で
あって、疲労等により安全な運転を継続することができない
おそれがあるとき」とは、運転者の体調等を考慮して個別に
判断することが必要であるが、次のいずれかの場合がこれに
該当する。
イ． （略）
ロ．高速乗合バス（道路運送法施行規則（昭和 26 年運輸省
令第 75 号）第３条の３第１号に規定する路線定期運行で
あって、同規則第 10 条第１項第１号ロの運賃を適用する
ものをいう。以下この項において同じ。）及び貸切バス（一
般貸切旅客自動車運送事業の運行の用に供されるバスをい
う。以下この項において同じ。）にあっては次の「高速乗
合バス及び貸切バスの交替運転者の配置基準について」で
定められた条件を超えて引き続き運行する場合
② （略）
（７） （略）

第３７条 乗務員台帳及び乗務員証
第３７条 乗務員台帳及び乗務員証
（略）
（略）
（１）乗務員台帳の作成・記載（第１項）
（１）乗務員台帳の作成・記載（第１項）
① （略）
① （略）
② （略）
② （略）
③ 第６号の「運転者の運転の経歴」については、運転経歴
（新設）
の適確な把握により、個々の運転者の状況に応じたきめ細
やかな指導監督の実施を図ろうとするものであり、一般貸
切旅客自動車運送事業者においては、選任する貸切バスの
運転者については、以下の事項（以下「運転の経歴」とい
う。）を記載させること。ハ．に掲げる車種区分について
は、乗務する車種区分に変更を生じた場合ごと、遺漏なく
記載させること。
イ．事業者の氏名又は名称
ロ．運転者として選任されている期間
ハ．主に乗務する貸切バスの車種区分（「一般貸切旅客
自動車運送事業の許可及び事業計画変更認可申請の処

理について」（平成 11 年 12 月 13 日付自旅第 128 号、
自環第 241 号）別紙１（３）①による区分をいう。）
ただし、平成 28 年 11 月１日以降に選任した運転者につ
いては、過去に他の一般貸切旅客自動車運送事業者におい
て選任された経験を有する場合には、直近に選任した事業
者について、運転の経歴に掲げる事項を記載させること。
この場合、他の一般貸切旅客自動車運送事業者における経
歴については、運転者の雇入れ時に提出された履歴書（運
転の経歴を記載したものに限る。）の写しを添付すること
で代えることができる。また、平成 28 年 11 月１日前に選
任した運転者については、同月時点からの運転の経歴を記
載させるとともに、それ以前の運転の経歴については、積
極的に記載することが望ましい。
なお、一般貸切旅客自動車運送事業者以外の旅客自動車
運送事業者においても、個々の運転者の状況に応じたきめ
細やかな指導監督の実施を図るため、運転の経歴について
は、積極的に一般貸切旅客自動車運送事業者に準じて記載
することが望ましい。
④ 第７号の（略）
③ 第６号の（略）
⑤ 第７号の（略）
④ 第６号の（略）
⑥ 第７号の（略）
⑤ 第６号の（略）
⑦ 第８号の（略）
⑥ 第７号の（略）
（２）～（４） （略）
（２）～（４） （略）
第４７条の９ 運行管理者等の選任
第４７条の９ 運行管理者等の選任
（１）～（４） （略）
（１）～（４） （略）
（５） 第３項の「法第 23 条の２第２項第１号に該当する者」に
（新設）
ついては、平成 28 年 11 月１日前に選任された補助者に対し
ては、この規定を適用しない。また、その返納の対象となる
種別の事業について補助者に選任することができないことと
し、他の種別の事業については補助者に選任しても差し支え
ない。
（６）～（９） （略）
（５）～（８） （略）

