
運行管理規程運行管理規程運行管理規程運行管理規程  

平成平成平成平成 27 年年年年 10 月月月月 1 日制定日制定日制定日制定 

第１章第１章第１章第１章  総総総総        則則則則 

（名（名（名（名    称）称）称）称） 

第１条第１条第１条第１条    この規程は、中国タクシー株式会社この規程は、中国タクシー株式会社この規程は、中国タクシー株式会社この規程は、中国タクシー株式会社(チュウタクバスチュウタクバスチュウタクバスチュウタクバス)のののの運行管理規程と運行管理規程と運行管理規程と運行管理規程と

称する。称する。称する。称する。 

（目（目（目（目    的）的）的）的） 

第２条第２条第２条第２条    この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）この規程は、旅客自動車運送事業運輸規則（以下「運輸規則」という。）

第４８条の２の定めに基づき、運行管理者の職務及び権限並びに運行管理第４８条の２の定めに基づき、運行管理者の職務及び権限並びに運行管理第４８条の２の定めに基づき、運行管理者の職務及び権限並びに運行管理第４８条の２の定めに基づき、運行管理者の職務及び権限並びに運行管理

業務の実行に係る基準を定め、当社における事業用自動車の運行の安全を業務の実行に係る基準を定め、当社における事業用自動車の運行の安全を業務の実行に係る基準を定め、当社における事業用自動車の運行の安全を業務の実行に係る基準を定め、当社における事業用自動車の運行の安全を

確保することを目的とする。確保することを目的とする。確保することを目的とする。確保することを目的とする。 

（運行管理の組織及び職分）（運行管理の組織及び職分）（運行管理の組織及び職分）（運行管理の組織及び職分） 

第３条第３条第３条第３条    運行管理業務の組織及び職分は次のとおりとする。運行管理業務の組織及び職分は次のとおりとする。運行管理業務の組織及び職分は次のとおりとする。運行管理業務の組織及び職分は次のとおりとする。 

(1) 代表者又は運行管理代表者又は運行管理代表者又は運行管理代表者又は運行管理担当役員（以下「役員」という。）は、当社の事業担当役員（以下「役員」という。）は、当社の事業担当役員（以下「役員」という。）は、当社の事業担当役員（以下「役員」という。）は、当社の事業

用自動車の輸送の安全及び旅客の利便に関する業務全般を総括する。用自動車の輸送の安全及び旅客の利便に関する業務全般を総括する。用自動車の輸送の安全及び旅客の利便に関する業務全般を総括する。用自動車の輸送の安全及び旅客の利便に関する業務全般を総括する。 

(2) 役員は、第４条の基準により営業所ごとに運行管理者を選任し、複数の役員は、第４条の基準により営業所ごとに運行管理者を選任し、複数の役員は、第４条の基準により営業所ごとに運行管理者を選任し、複数の役員は、第４条の基準により営業所ごとに運行管理者を選任し、複数の

運行管理者を選任する場合は、その中から知識及び経験などを勘案して、運行管理者を選任する場合は、その中から知識及び経験などを勘案して、運行管理者を選任する場合は、その中から知識及び経験などを勘案して、運行管理者を選任する場合は、その中から知識及び経験などを勘案して、

当該営業所の運行管理業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」当該営業所の運行管理業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」当該営業所の運行管理業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」当該営業所の運行管理業務を統括する運行管理者（以下「統括運行管理者」

という。）を指名する。という。）を指名する。という。）を指名する。という。）を指名する。 

(3) 役員は、必要に応じ、役員は、必要に応じ、役員は、必要に応じ、役員は、必要に応じ、自動車事故対策機構の基礎講習を終了した者のう自動車事故対策機構の基礎講習を終了した者のう自動車事故対策機構の基礎講習を終了した者のう自動車事故対策機構の基礎講習を終了した者のう

ちからちからちからちから運行管理者の推薦により、運行管理者を補佐する運行管理者の推薦により、運行管理者を補佐する運行管理者の推薦により、運行管理者を補佐する運行管理者の推薦により、運行管理者を補佐する補助補助補助補助者を者を者を者を任命任命任命任命する。する。する。する。 

２２２２    役員は、営業所の運行管理者役員は、営業所の運行管理者役員は、営業所の運行管理者役員は、営業所の運行管理者及び及び及び及び補助補助補助補助者（以下「運行管理者等」という。）者（以下「運行管理者等」という。）者（以下「運行管理者等」という。）者（以下「運行管理者等」という。）

に対して、道路運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確に対して、道路運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確に対して、道路運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確に対して、道路運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務の的確

な実行について適切な指導監督を行う。な実行について適切な指導監督を行う。な実行について適切な指導監督を行う。な実行について適切な指導監督を行う。 

３３３３    統括運行管理者は、所属営業所の運行管理にかかる業務計画を策定し、統括運行管理者は、所属営業所の運行管理にかかる業務計画を策定し、統括運行管理者は、所属営業所の運行管理にかかる業務計画を策定し、統括運行管理者は、所属営業所の運行管理にかかる業務計画を策定し、

業務の的確な実行がはかられるように統括運行管理者でない運行管理者及業務の的確な実行がはかられるように統括運行管理者でない運行管理者及業務の的確な実行がはかられるように統括運行管理者でない運行管理者及業務の的確な実行がはかられるように統括運行管理者でない運行管理者及

びびびび補助補助補助補助者を指揮監督する。者を指揮監督する。者を指揮監督する。者を指揮監督する。 

４４４４    統括運行管理者でない運行管理者は、統括運行管理者の指揮により道路統括運行管理者でない運行管理者は、統括運行管理者の指揮により道路統括運行管理者でない運行管理者は、統括運行管理者の指揮により道路統括運行管理者でない運行管理者は、統括運行管理者の指揮により道路

運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務を行う。運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務を行う。運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務を行う。運送法等関係法令及び本規程に定める運行管理業務を行う。 

５５５５    補助補助補助補助者者者者は、運行管理者の指示により、運行管理者の業務を補佐する。は、運行管理者の指示により、運行管理者の業務を補佐する。は、運行管理者の指示により、運行管理者の業務を補佐する。は、運行管理者の指示により、運行管理者の業務を補佐する。 

（運行管理者の（運行管理者の（運行管理者の（運行管理者の選任）選任）選任）選任） 

第４条第４条第４条第４条    運行管理者は、営業所に配置の事業用自動車の数に応じ、運行管理者は、営業所に配置の事業用自動車の数に応じ、運行管理者は、営業所に配置の事業用自動車の数に応じ、運行管理者は、営業所に配置の事業用自動車の数に応じ、５両以上５両以上５両以上５両以上３９３９３９３９

両までは１名以上、３９両を越える場合は越える事業用自動車数４０両ご両までは１名以上、３９両を越える場合は越える事業用自動車数４０両ご両までは１名以上、３９両を越える場合は越える事業用自動車数４０両ご両までは１名以上、３９両を越える場合は越える事業用自動車数４０両ご

とに１名を加えた人数以上を営業所ごとに選任する。とに１名を加えた人数以上を営業所ごとに選任する。とに１名を加えた人数以上を営業所ごとに選任する。とに１名を加えた人数以上を営業所ごとに選任する。 

２２２２    運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務できない。運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務できない。運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務できない。運行管理者は、他の営業所の運行管理者を兼務できない。 

３３３３    運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければな運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければな運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければな運行管理者は、運行管理者資格者証の交付を受けている者でなければな

らない。らない。らない。らない。 

    なお、道路運送法第２３条の３の命令により運行管理者資格者証を返納なお、道路運送法第２３条の３の命令により運行管理者資格者証を返納なお、道路運送法第２３条の３の命令により運行管理者資格者証を返納なお、道路運送法第２３条の３の命令により運行管理者資格者証を返納

した者は、再交付を受けていなければ選任できない。した者は、再交付を受けていなければ選任できない。した者は、再交付を受けていなければ選任できない。した者は、再交付を受けていなければ選任できない。 

４４４４    役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨及役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨及役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨及役員は、運行管理者を選任又は解任したときは遅滞なく、その旨及び理び理び理び理



由を当該営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。由を当該営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。由を当該営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。由を当該営業所の所在地を管轄する運輸支局長に届け出る。 

（一般準則）（一般準則）（一般準則）（一般準則） 

第５条第５条第５条第５条    運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保及び旅客の運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保及び旅客の運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保及び旅客の運行管理者等は、本規程及び下記に基づき、運行の安全確保及び旅客の

利便のため、乗務員ほか従業員に対して十分な指導監督を行い、誠実にそ利便のため、乗務員ほか従業員に対して十分な指導監督を行い、誠実にそ利便のため、乗務員ほか従業員に対して十分な指導監督を行い、誠実にそ利便のため、乗務員ほか従業員に対して十分な指導監督を行い、誠実にそ

の業務を行わなければならない。の業務を行わなければならない。の業務を行わなければならない。の業務を行わなければならない。 

(1) 道路運送法等関係法令道路運送法等関係法令道路運送法等関係法令道路運送法等関係法令 

(2) 関係省庁及び関係団体等の通達、指導関係省庁及び関係団体等の通達、指導関係省庁及び関係団体等の通達、指導関係省庁及び関係団体等の通達、指導 

(3) 労働協約及び労使間協定労働協約及び労使間協定労働協約及び労使間協定労働協約及び労使間協定 

(4) 就業規則、服務規律、乗務員指導要領等の社内規程就業規則、服務規律、乗務員指導要領等の社内規程就業規則、服務規律、乗務員指導要領等の社内規程就業規則、服務規律、乗務員指導要領等の社内規程 

(5) その他運行管理に関して遵守する事項その他運行管理に関して遵守する事項その他運行管理に関して遵守する事項その他運行管理に関して遵守する事項 

（運行管理者の権限及び義務）（運行管理者の権限及び義務）（運行管理者の権限及び義務）（運行管理者の権限及び義務） 

第６条第６条第６条第６条    運行管理者は、第２章に定運行管理者は、第２章に定運行管理者は、第２章に定運行管理者は、第２章に定める運行管理業務に関する指揮命令権など必める運行管理業務に関する指揮命令権など必める運行管理業務に関する指揮命令権など必める運行管理業務に関する指揮命令権など必

要な権限を有するものとする。要な権限を有するものとする。要な権限を有するものとする。要な権限を有するものとする。 

２２２２    運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見運行管理者は、職務遂行上、役員に対して必要な事項を助言し又は意見

を述べることができるものとし、役員はこの助言等を尊を述べることができるものとし、役員はこの助言等を尊を述べることができるものとし、役員はこの助言等を尊を述べることができるものとし、役員はこの助言等を尊重重重重しなければならしなければならしなければならしなければなら

ない。ない。ない。ない。 

３３３３    統括運行管理者は、事業用自動車の運行中は、必統括運行管理者は、事業用自動車の運行中は、必統括運行管理者は、事業用自動車の運行中は、必統括運行管理者は、事業用自動車の運行中は、必ずずずず運行管理者等が営業運行管理者等が営業運行管理者等が営業運行管理者等が営業

所に所に所に所に勤勤勤勤務しているように務しているように務しているように務しているように勤勤勤勤務務務務割割割割を定める等監督するとともに、運行管理者を定める等監督するとともに、運行管理者を定める等監督するとともに、運行管理者を定める等監督するとともに、運行管理者

等は、事業用自動車の運行中は必等は、事業用自動車の運行中は必等は、事業用自動車の運行中は必等は、事業用自動車の運行中は必ずずずず営業所に営業所に営業所に営業所に勤勤勤勤務していなければならない。務していなければならない。務していなければならない。務していなければならない。 

４４４４    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、補助補助補助補助者に指導監督を行うとともに、営業所を者に指導監督を行うとともに、営業所を者に指導監督を行うとともに、営業所を者に指導監督を行うとともに、営業所を離離離離れる場合れる場合れる場合れる場合

等、等、等、等、補助補助補助補助者に業務を代行者に業務を代行者に業務を代行者に業務を代行させさせさせさせるるるる場合には必要な指示及び業務の場合には必要な指示及び業務の場合には必要な指示及び業務の場合には必要な指示及び業務の引継引継引継引継を的確を的確を的確を的確

に行わなければならない。に行わなければならない。に行わなければならない。に行わなければならない。 

５５５５    運行管理者は運行管理者は運行管理者は運行管理者は補助補助補助補助者の行者の行者の行者の行っっっった運行管理業務についてもそのた運行管理業務についてもそのた運行管理業務についてもそのた運行管理業務についてもその責責責責任を任を任を任を負負負負わなわなわなわな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。 

６６６６    補助補助補助補助者は運行管理者に指示を受け又は代行して者は運行管理者に指示を受け又は代行して者は運行管理者に指示を受け又は代行して者は運行管理者に指示を受け又は代行して処処処処理した業務については、理した業務については、理した業務については、理した業務については、

速や速や速や速やかに運行管理者にかに運行管理者にかに運行管理者にかに運行管理者に報告報告報告報告しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（運行管理者等の（運行管理者等の（運行管理者等の（運行管理者等の研修研修研修研修）））） 

第第第第７７７７条条条条    運行管理者等は、運輸支局長の通知による基礎講習、一般講習を必運行管理者等は、運輸支局長の通知による基礎講習、一般講習を必運行管理者等は、運輸支局長の通知による基礎講習、一般講習を必運行管理者等は、運輸支局長の通知による基礎講習、一般講習を必ずずずず受受受受

講しなければならない。講しなければならない。講しなければならない。講しなければならない。 

２２２２    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、死死死死者又は者又は者又は者又は重傷重傷重傷重傷者を出した事故又は安全確保に係る行者を出した事故又は安全確保に係る行者を出した事故又は安全確保に係る行者を出した事故又は安全確保に係る行政処政処政処政処

分を受けた事案分を受けた事案分を受けた事案分を受けた事案に関して運輸支局長からに関して運輸支局長からに関して運輸支局長からに関して運輸支局長から特別特別特別特別講習講習講習講習のののの通知を受けた通知を受けた通知を受けた通知を受けた場合は、場合は、場合は、場合は、

必必必必ずずずず受講しなければならない。受講しなければならない。受講しなければならない。受講しなければならない。 

３３３３    運行管理者等は、運行管理者等は、運行管理者等は、運行管理者等は、継続継続継続継続して、次にして、次にして、次にして、次に掲げ掲げ掲げ掲げる職務遂行に必要な知識る職務遂行に必要な知識る職務遂行に必要な知識る職務遂行に必要な知識・技能・技能・技能・技能のののの

修得修得修得修得にににに努努努努めなければならない。めなければならない。めなければならない。めなければならない。 

(1) 道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全道路運送法、道路運送車両法、道路交通法、労働基準法、労働安全衛生衛生衛生衛生

法等関係法令及びこれら法令の関係規則、並びにその他業務の遂行に必要法等関係法令及びこれら法令の関係規則、並びにその他業務の遂行に必要法等関係法令及びこれら法令の関係規則、並びにその他業務の遂行に必要法等関係法令及びこれら法令の関係規則、並びにその他業務の遂行に必要

な法令に関する知識な法令に関する知識な法令に関する知識な法令に関する知識 

(2) 労働協約、労使協定、就業規則、その他社内規程に関する知識労働協約、労使協定、就業規則、その他社内規程に関する知識労働協約、労使協定、就業規則、その他社内規程に関する知識労働協約、労使協定、就業規則、その他社内規程に関する知識 

(3) 教育教育教育教育指導、指導、指導、指導、健康健康健康健康管理等の人事管理等の人事管理等の人事管理等の人事・・・・労務管理の基本に関する知識労務管理の基本に関する知識労務管理の基本に関する知識労務管理の基本に関する知識 

(4) 乗務員の適乗務員の適乗務員の適乗務員の適性診断性診断性診断性診断に関する知識に関する知識に関する知識に関する知識 

(5) 目目目目標標標標管理、管理、管理、管理、原価原価原価原価管理等経営管理に関する基礎的管理等経営管理に関する基礎的管理等経営管理に関する基礎的管理等経営管理に関する基礎的知識知識知識知識 



(6) 適適適適正正正正な乗務な乗務な乗務な乗務割割割割及び運行計画を及び運行計画を及び運行計画を及び運行計画を作作作作成に関する知識成に関する知識成に関する知識成に関する知識・技能・技能・技能・技能 

(7) 自動車の安全運自動車の安全運自動車の安全運自動車の安全運転転転転に関する知識に関する知識に関する知識に関する知識 

(8) 自動車の自動車の自動車の自動車の主主主主要構要構要構要構造造造造、その他事業用自動車の、その他事業用自動車の、その他事業用自動車の、その他事業用自動車の取扱取扱取扱取扱いに関する知識いに関する知識いに関する知識いに関する知識 

(9) 道路構道路構道路構道路構造造造造及び営業及び営業及び営業及び営業区域区域区域区域内内内内外外外外の地理に関する知識の地理に関する知識の地理に関する知識の地理に関する知識 

(10)事故事故事故事故発生時発生時発生時発生時のののの処処処処置、応置、応置、応置、応急救急救急救急救助に関する知識助に関する知識助に関する知識助に関する知識 

(11)自動車自動車自動車自動車損害賠償責損害賠償責損害賠償責損害賠償責任保任保任保任保険険険険に関する知識に関する知識に関する知識に関する知識 

(12)気象情報気象情報気象情報気象情報及び及び及び及び異常気象・天災時異常気象・天災時異常気象・天災時異常気象・天災時のののの措措措措置に関する知識置に関する知識置に関する知識置に関する知識 

(13)一般社会一般社会一般社会一般社会常常常常識識識識 

第２章第２章第２章第２章    運行管理業務運行管理業務運行管理業務運行管理業務 

第１節第１節第１節第１節    乗務員の管理・監督乗務員の管理・監督乗務員の管理・監督乗務員の管理・監督 

（乗務員の確保）（乗務員の確保）（乗務員の確保）（乗務員の確保） 

第８条第８条第８条第８条    運行管理者は、乗務員の運行管理者は、乗務員の運行管理者は、乗務員の運行管理者は、乗務員の公休公休公休公休、有、有、有、有給休暇給休暇給休暇給休暇、、、、病欠病欠病欠病欠、、、、欠欠欠欠勤勤勤勤、その他、その他、その他、その他過過過過労労労労防止防止防止防止

等を等を等を等を考慮考慮考慮考慮し、配置し、配置し、配置し、配置さささされている事業用自動車の数に応じて、事業計画に遂行れている事業用自動車の数に応じて、事業計画に遂行れている事業用自動車の数に応じて、事業計画に遂行れている事業用自動車の数に応じて、事業計画に遂行

に十分な数の乗務員をに十分な数の乗務員をに十分な数の乗務員をに十分な数の乗務員を常時常時常時常時確保するよう確保するよう確保するよう確保するよう努努努努めなければならない。めなければならない。めなければならない。めなければならない。 

（乗務員の選任）（乗務員の選任）（乗務員の選任）（乗務員の選任） 

第９条第９条第９条第９条    運行管理者は、就業規則の運行管理者は、就業規則の運行管理者は、就業規則の運行管理者は、就業規則の採採採採用基準、用基準、用基準、用基準、採採採採用用用用手続手続手続手続きによきによきによきによっっっってててて採採採採用用用用さささされ、かれ、かれ、かれ、か

つ下記の条つ下記の条つ下記の条つ下記の条件件件件をををを満満満満たす者を乗務員として選任しなければならない。たす者を乗務員として選任しなければならない。たす者を乗務員として選任しなければならない。たす者を乗務員として選任しなければならない。 

(1) 「旅客自動車運送事業「旅客自動車運送事業「旅客自動車運送事業「旅客自動車運送事業用自動車の運用自動車の運用自動車の運用自動車の運転転転転者の要者の要者の要者の要件件件件に関するに関するに関するに関する政政政政令」に定める令」に定める令」に定める令」に定める

要要要要件件件件をををを満満満満たした者でたした者でたした者でたした者でああああること。ること。ること。ること。  

(2)運輸規則運輸規則運輸規則運輸規則第３６条にいう下記の者でないこと。第３６条にいう下記の者でないこと。第３６条にいう下記の者でないこと。第３６条にいう下記の者でないこと。 

①①①①    日日日日々雇々雇々雇々雇いいいい入入入入れられる者れられる者れられる者れられる者 

②②②②    ２月以内の２月以内の２月以内の２月以内の期期期期間を定めて使用間を定めて使用間を定めて使用間を定めて使用さささされるれるれるれる者者者者 

③③③③    試み試み試み試みの使用の使用の使用の使用期期期期間中の者（１４日を間中の者（１４日を間中の者（１４日を間中の者（１４日を超超超超えてえてえてえて引引引引きききき続続続続き使用き使用き使用き使用さささされるにれるにれるにれるに至っ至っ至っ至っ

た者をた者をた者をた者を除除除除く。）く。）く。）く。） 

④④④④    １４日１４日１４日１４日未満未満未満未満のののの期期期期間ごとに間ごとに間ごとに間ごとに賃金賃金賃金賃金の支の支の支の支払払払払（（（（仮払仮払仮払仮払い、い、い、い、前貸前貸前貸前貸し、その他のし、その他のし、その他のし、その他の方方方方

法による法による法による法による金銭金銭金銭金銭のののの授授授授受で受で受で受であっあっあっあって実て実て実て実質質質質的に的に的に的に賃金賃金賃金賃金の支の支の支の支払払払払とととと認認認認められる行められる行められる行められる行為為為為をををを

含む含む含む含む。）を受ける者。）を受ける者。）を受ける者。）を受ける者 

⑤⑤⑤⑤    新新新新たにたにたにたに雇雇雇雇いいいい入入入入れた者については、れた者については、れた者については、れた者については、別別別別に定める乗務員指導要領によるに定める乗務員指導要領によるに定める乗務員指導要領によるに定める乗務員指導要領による

所定の所定の所定の所定の教育教育教育教育を終了していない者及びを終了していない者及びを終了していない者及びを終了していない者及び初初初初任運任運任運任運転転転転者のための適者のための適者のための適者のための適性診断性診断性診断性診断を受を受を受を受

診診診診していない者していない者していない者していない者 

    たたたただだだだし、当該営業し、当該営業し、当該営業し、当該営業区域区域区域区域内で、内で、内で、内で、雇雇雇雇いいいい入入入入れれれれ前前前前２年以内に通２年以内に通２年以内に通２年以内に通算算算算９０日以上一９０日以上一９０日以上一９０日以上一

般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運般乗用旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転転転転者で者で者で者であっあっあっあったときはこたときはこたときはこたときはこ

の限りでない。の限りでない。の限りでない。の限りでない。 

（選任乗務員以（選任乗務員以（選任乗務員以（選任乗務員以外外外外の乗務の乗務の乗務の乗務禁止禁止禁止禁止）））） 

第第第第 10 条条条条    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、前前前前条により選任した乗務員以条により選任した乗務員以条により選任した乗務員以条により選任した乗務員以外外外外の者を事業用自動車にの者を事業用自動車にの者を事業用自動車にの者を事業用自動車に

乗務乗務乗務乗務させさせさせさせてはならない。てはならない。てはならない。てはならない。 

（乗務員（乗務員（乗務員（乗務員台帳台帳台帳台帳）））） 

第第第第 11 条条条条    運行管理者は、営業所に選任した乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、営業所に選任した乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、営業所に選任した乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、営業所に選任した乗務員ごとに、次の事項を記載載載載しししし写写写写

真真真真をををを貼貼貼貼付した乗務員付した乗務員付した乗務員付した乗務員台帳台帳台帳台帳（（（（別添様別添様別添様別添様式１）を式１）を式１）を式１）を作作作作成、管理しなければならない。成、管理しなければならない。成、管理しなければならない。成、管理しなければならない。 

(1) 作作作作成成成成番号番号番号番号及び及び及び及び作作作作成年月日成年月日成年月日成年月日 

  作作作作成成成成番号番号番号番号は営業所は営業所は営業所は営業所毎毎毎毎に選任したに選任したに選任したに選任した順序順序順序順序に従い、一に従い、一に従い、一に従い、一連番号連番号連番号連番号を付してを付してを付してを付して重重重重複複複複させさせさせさせ



ないものとする。ないものとする。ないものとする。ないものとする。 

  なお、乗務員でなくななお、乗務員でなくななお、乗務員でなくななお、乗務員でなくなっっっった者に付したた者に付したた者に付したた者に付した番号番号番号番号は、は、は、は、永久永久永久永久にににに欠番欠番欠番欠番とし、これをとし、これをとし、これをとし、これを

再使用しない。再使用しない。再使用しない。再使用しない。 

(2) 事業者の事業者の事業者の事業者の氏氏氏氏名又は名又は名又は名又は名称名称名称名称 

(3) 乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の氏氏氏氏名、名、名、名、生生生生年月日及び年月日及び年月日及び年月日及び住住住住所所所所 

(4) 雇雇雇雇いいいい入入入入れの年月日及び乗務員として選任れの年月日及び乗務員として選任れの年月日及び乗務員として選任れの年月日及び乗務員として選任さささされた年月日れた年月日れた年月日れた年月日 

(5) 道路交通法に規定する運道路交通法に規定する運道路交通法に規定する運道路交通法に規定する運転免許転免許転免許転免許に関する事項に関する事項に関する事項に関する事項 

①①①①運運運運転免許転免許転免許転免許のののの取得取得取得取得年月日及び年月日及び年月日及び年月日及び種類種類種類種類 

②②②②運運運運転免許転免許転免許転免許証の証の証の証の番号番号番号番号及び有及び有及び有及び有効期効期効期効期限限限限 

③③③③運運運運転免許転免許転免許転免許に条に条に条に条件件件件が付が付が付が付さささされている場合は、その当該条れている場合は、その当該条れている場合は、その当該条れている場合は、その当該条件件件件 

これらの内これらの内これらの内これらの内容容容容にににに変更変更変更変更ががががあっあっあっあったときは、そのたときは、そのたときは、そのたときは、その都度変更都度変更都度変更都度変更内内内内容容容容を記を記を記を記載載載載すること。すること。すること。すること。 

(6) 事故の事故の事故の事故の概概概概要要要要 

記記記記載載載載は、は、は、は、原原原原則として、当該乗務員が第１当事者と則として、当該乗務員が第１当事者と則として、当該乗務員が第１当事者と則として、当該乗務員が第１当事者と認認認認められる事故の場合められる事故の場合められる事故の場合められる事故の場合

ででででああああり、り、り、り、明明明明らかに第２当事者でらかに第２当事者でらかに第２当事者でらかに第２当事者であああある場合は記る場合は記る場合は記る場合は記載載載載を要しないこと。を要しないこと。を要しないこと。を要しないこと。 

また、第１当事者でまた、第１当事者でまた、第１当事者でまた、第１当事者でああああるかどうかるかどうかるかどうかるかどうか直直直直ちにちにちにちに判断判断判断判断ができないときはができないときはができないときはができないときは判断判断判断判断を保を保を保を保

留留留留する旨を付して記する旨を付して記する旨を付して記する旨を付して記載載載載し、し、し、し、後後後後に自動車保に自動車保に自動車保に自動車保険険険険の支の支の支の支払査払査払査払査定、示定、示定、示定、示談談談談又は又は又は又は裁判裁判裁判裁判等の等の等の等の

結果結果結果結果によりによりによりにより判断判断判断判断ができたときに、その旨を記ができたときに、その旨を記ができたときに、その旨を記ができたときに、その旨を記載載載載するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、判断根拠判断根拠判断根拠判断根拠とととと

ななななっっっった資た資た資た資料料料料のののの写写写写しをしをしをしを添添添添付しておくこと。付しておくこと。付しておくこと。付しておくこと。 

乗務員乗務員乗務員乗務員台帳へ台帳へ台帳へ台帳への記の記の記の記載載載載は、第３０は、第３０は、第３０は、第３０条により条により条により条により作作作作成する事故記成する事故記成する事故記成する事故記録録録録におけるにおけるにおけるにおける作作作作成成成成

番号番号番号番号、事故の、事故の、事故の、事故の発生発生発生発生日日日日時時時時及び及び及び及び損害損害損害損害の程の程の程の程度度度度を記を記を記を記載載載載すること。すること。すること。すること。 

(7) 道路交通法令道路交通法令道路交通法令道路交通法令違反違反違反違反のののの概概概概要要要要 

道路交通法第１０８道路交通法第１０８道路交通法第１０８道路交通法第１０８号号号号の３４の規定による通知を受けた場合には、通知の３４の規定による通知を受けた場合には、通知の３４の規定による通知を受けた場合には、通知の３４の規定による通知を受けた場合には、通知

の内の内の内の内容容容容に基づき、その年月日、場所及びに基づき、その年月日、場所及びに基づき、その年月日、場所及びに基づき、その年月日、場所及び違反違反違反違反のののの種別種別種別種別を記を記を記を記載載載載すること。すること。すること。すること。 

また、通知がない場合でまた、通知がない場合でまた、通知がない場合でまた、通知がない場合であっあっあっあっても、ても、ても、ても、事業用自動車事業用自動車事業用自動車事業用自動車走走走走行中の道路交通法令行中の道路交通法令行中の道路交通法令行中の道路交通法令

違反違反違反違反によるによるによるによる処処処処分分分分さささされた場合は、運れた場合は、運れた場合は、運れた場合は、運転転転転者から自者から自者から自者から自主主主主的に的に的に的に報告させ報告させ報告させ報告させ、その、その、その、その概概概概要を要を要を要を

記記記記載載載載すること。すること。すること。すること。 

(8) 乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の健康状態健康状態健康状態健康状態 

定定定定期健康診断期健康診断期健康診断期健康診断等の受等の受等の受等の受診診診診年月日及びその所見を記年月日及びその所見を記年月日及びその所見を記年月日及びその所見を記載載載載し、し、し、し、個個個個人人人人票票票票は又はは又はは又はは又は健康健康健康健康

診断診断診断診断のののの結果結果結果結果の通知のの通知のの通知のの通知の写写写写し等をし等をし等をし等を添添添添付すること。付すること。付すること。付すること。 

(9) 特別特別特別特別指導の実指導の実指導の実指導の実施施施施及び適及び適及び適及び適性診断性診断性診断性診断の受の受の受の受診状況診状況診状況診状況 

国国国国土土土土交通省交通省交通省交通省告告告告示第１６示第１６示第１６示第１６７７７７６６６６号号号号のののの教育方針教育方針教育方針教育方針（以下「（以下「（以下「（以下「教育方針教育方針教育方針教育方針」という。）」という。）」という。）」という。）

に定める事故に定める事故に定める事故に定める事故惹起惹起惹起惹起、、、、初初初初任及び任及び任及び任及び高齢高齢高齢高齢乗務員（以下「乗務員（以下「乗務員（以下「乗務員（以下「特特特特定乗務員」という。）定乗務員」という。）定乗務員」という。）定乗務員」という。）

にににに特別特別特別特別指導、適指導、適指導、適指導、適性診断性診断性診断性診断を受けを受けを受けを受けさせさせさせさせた場合は、その内た場合は、その内た場合は、その内た場合は、その内容容容容と実と実と実と実施施施施又は受又は受又は受又は受診診診診年月年月年月年月

日を記日を記日を記日を記載載載載する。する。する。する。 

２２２２    乗務乗務乗務乗務員の員の員の員の写真写真写真写真は、６月以内には、６月以内には、６月以内には、６月以内に撮影撮影撮影撮影したしたしたした単独単独単独単独、上、上、上、上三三三三分分分分身身身身、、、、無帽無帽無帽無帽、、、、正面正面正面正面、、、、無無無無

背景背景背景背景のののの縦縦縦縦 3.6 ㎝㎝㎝㎝以上以上以上以上横横横横 2.4 ㎝㎝㎝㎝以上の以上の以上の以上の大大大大ききききささささのものとする。のものとする。のものとする。のものとする。 

３３３３    乗務員が乗務員が乗務員が乗務員が退退退退職その他により乗務員でなくな職その他により乗務員でなくな職その他により乗務員でなくな職その他により乗務員でなくなっっっったときは、たときは、たときは、たときは、直直直直ちに、乗務員ちに、乗務員ちに、乗務員ちに、乗務員

台帳台帳台帳台帳の表の表の表の表面面面面にににに斜線斜線斜線斜線をををを引引引引き、乗務員き、乗務員き、乗務員き、乗務員退退退退任の年月日及びその理由を任の年月日及びその理由を任の年月日及びその理由を任の年月日及びその理由を朱書朱書朱書朱書きによきによきによきによ

り記り記り記り記載載載載し、し、し、し、退退退退任の日から３年間以上保任の日から３年間以上保任の日から３年間以上保任の日から３年間以上保存存存存しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（乗務員証）（乗務員証）（乗務員証）（乗務員証） 

第第第第 12 条条条条    運行管理者は、その営業所に所属する乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、その営業所に所属する乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、その営業所に所属する乗務員ごとに、次の事項を記運行管理者は、その営業所に所属する乗務員ごとに、次の事項を記載載載載



し、し、し、し、写真写真写真写真をををを貼貼貼貼付した乗務員証を付した乗務員証を付した乗務員証を付した乗務員証を作作作作成しなければならない。成しなければならない。成しなければならない。成しなければならない。 

(1) 作作作作成年月日及び成年月日及び成年月日及び成年月日及び作作作作成成成成番号番号番号番号（乗務員（乗務員（乗務員（乗務員台帳台帳台帳台帳とととと同同同同一一一一番号番号番号番号とする）とする）とする）とする） 

(2) 事業者の事業者の事業者の事業者の氏氏氏氏名又は名称名又は名称名又は名称名又は名称 

(3) 乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の氏氏氏氏名名名名 

(4) 運運運運転免許転免許転免許転免許証の証の証の証の番号番号番号番号及び有及び有及び有及び有効期効期効期効期限限限限 

(5) 前前前前条と条と条と条と同同同同じじじじ写真写真写真写真のののの貼貼貼貼付付付付 

(6) その他会社が必要とその他会社が必要とその他会社が必要とその他会社が必要と認認認認める事項める事項める事項める事項 

２２２２    乗務員証は、乗務員ごとに乗務員証は、乗務員ごとに乗務員証は、乗務員ごとに乗務員証は、乗務員ごとに作作作作成し、１人の乗務員に２成し、１人の乗務員に２成し、１人の乗務員に２成し、１人の乗務員に２枚枚枚枚以上の以上の以上の以上の作作作作成又は成又は成又は成又は

架空架空架空架空の乗務員証をの乗務員証をの乗務員証をの乗務員証を作作作作成してはならない。成してはならない。成してはならない。成してはならない。 

３３３３    運行管理者は、乗務員証に記運行管理者は、乗務員証に記運行管理者は、乗務員証に記運行管理者は、乗務員証に記載載載載の運の運の運の運転免許転免許転免許転免許証有証有証有証有効期効期効期効期限等の限等の限等の限等の変更変更変更変更ががががああああれば、れば、れば、れば、

直直直直ちにちにちにちに訂正訂正訂正訂正しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

４４４４    乗務員証を乗務員証を乗務員証を乗務員証を紛失紛失紛失紛失、、、、滅失滅失滅失滅失、、、、汚損汚損汚損汚損等により再等により再等により再等により再作作作作成した場合は、乗務員成した場合は、乗務員成した場合は、乗務員成した場合は、乗務員台帳台帳台帳台帳のののの

備考欄備考欄備考欄備考欄にその事由と年月日をにその事由と年月日をにその事由と年月日をにその事由と年月日を朱書朱書朱書朱書きで記きで記きで記きで記載載載載しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

５５５５    乗務員証の乗務員証の乗務員証の乗務員証の取扱取扱取扱取扱いは、次の要領により行う。いは、次の要領により行う。いは、次の要領により行う。いは、次の要領により行う。 

(1) 乗務乗務乗務乗務前点呼前点呼前点呼前点呼のとき乗務員にのとき乗務員にのとき乗務員にのとき乗務員に手渡手渡手渡手渡しし、乗務しし、乗務しし、乗務しし、乗務後点呼後点呼後点呼後点呼のとき返納のとき返納のとき返納のとき返納させさせさせさせ確実に確実に確実に確実に

保管すること。保管すること。保管すること。保管すること。 

 (2) 乗務員に対して、乗務中は必乗務員に対して、乗務中は必乗務員に対して、乗務中は必乗務員に対して、乗務中は必ず携ず携ず携ず携行し行し行し行し汚損毀損汚損毀損汚損毀損汚損毀損のないよう指導すること。のないよう指導すること。のないよう指導すること。のないよう指導すること。 

６６６６    乗務員が乗務員が乗務員が乗務員が転転転転任、任、任、任、退退退退職その他の理由により職その他の理由により職その他の理由により職その他の理由により退退退退任した場合には、任した場合には、任した場合には、任した場合には、直直直直ちに乗務ちに乗務ちに乗務ちに乗務

員証に員証に員証に員証に退退退退任の年月日及びその事由を任の年月日及びその事由を任の年月日及びその事由を任の年月日及びその事由を朱書朱書朱書朱書きにより記きにより記きにより記きにより記載載載載し、１年間保し、１年間保し、１年間保し、１年間保存存存存する。する。する。する。 

（乗務員（乗務員（乗務員（乗務員へへへへの指導監督）の指導監督）の指導監督）の指導監督） 

第第第第 13 条条条条    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、別別別別に定める乗務員指導要領により指導に定める乗務員指導要領により指導に定める乗務員指導要領により指導に定める乗務員指導要領により指導主主主主任者の指示を任者の指示を任者の指示を任者の指示を

受け、次に受け、次に受け、次に受け、次に掲げ掲げ掲げ掲げる事項について、乗務員に対してる事項について、乗務員に対してる事項について、乗務員に対してる事項について、乗務員に対して継続継続継続継続的かつ日的かつ日的かつ日的かつ日常常常常的に指導的に指導的に指導的に指導

監督するとともに、監督するとともに、監督するとともに、監督するとともに、特特特特定乗務員に対して義務付けられている適定乗務員に対して義務付けられている適定乗務員に対して義務付けられている適定乗務員に対して義務付けられている適性診断性診断性診断性診断を受を受を受を受

診させ診させ診させ診させなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。 

(1) 道路運送法及びその他の法令に基づき乗務員が遵守すべき事項に関す道路運送法及びその他の法令に基づき乗務員が遵守すべき事項に関す道路運送法及びその他の法令に基づき乗務員が遵守すべき事項に関す道路運送法及びその他の法令に基づき乗務員が遵守すべき事項に関す

る指導る指導る指導る指導 

(2) 運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運運行の安全及び旅客の安全を確保するために必要な運転転転転に対するに対するに対するに対する心心心心構構構構

え及びえ及びえ及びえ及び技能技能技能技能 

(3) 旅客の乗旅客の乗旅客の乗旅客の乗降時降時降時降時の安全確保に関する指導及び自動車の構の安全確保に関する指導及び自動車の構の安全確保に関する指導及び自動車の構の安全確保に関する指導及び自動車の構造造造造上の上の上の上の特性特性特性特性に関に関に関に関

する指導する指導する指導する指導 

(4) 営業営業営業営業区域区域区域区域内の地理及び交通内の地理及び交通内の地理及び交通内の地理及び交通状況状況状況状況 

(5) 旅客及び旅客及び旅客及び旅客及び公衆公衆公衆公衆に対するに対するに対するに対する接接接接客客客客接遇接遇接遇接遇に関する指導に関する指導に関する指導に関する指導 

(6) 疲疲疲疲労、労、労、労、眠気時眠気時眠気時眠気時の運行の中の運行の中の運行の中の運行の中断断断断及び及び及び及び飲酒飲酒飲酒飲酒、、、、酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯び運び運び運び運転転転転のののの禁止禁止禁止禁止並びに並びに並びに並びに覚醒剤覚醒剤覚醒剤覚醒剤

等使用の等使用の等使用の等使用の厳禁厳禁厳禁厳禁に関する指導監督及びに関する指導監督及びに関する指導監督及びに関する指導監督及び健康健康健康健康管管管管理に関する指導理に関する指導理に関する指導理に関する指導 

(7) 教育教育教育教育指指指指針針針針に定めるに定めるに定めるに定める特特特特定乗務員に対する定乗務員に対する定乗務員に対する定乗務員に対する特別特別特別特別指導指導指導指導 

(8) 乗務員に対する適乗務員に対する適乗務員に対する適乗務員に対する適性診断性診断性診断性診断受受受受診診診診の指導監督の指導監督の指導監督の指導監督 

(9) 交通事故事交通事故事交通事故事交通事故事例例例例の分の分の分の分析析析析とととと原因究明原因究明原因究明原因究明による事故による事故による事故による事故防止防止防止防止対策と安全運行対策と安全運行対策と安全運行対策と安全運行へへへへの指の指の指の指

導導導導 

(10)自動車自動車自動車自動車無線無線無線無線、、、、メメメメーター機ーター機ーター機ーター機器器器器及び及び及び及び非常非常非常非常用用用用信号信号信号信号用用用用具具具具等の等の等の等の取扱取扱取扱取扱いに関する指導いに関する指導いに関する指導いに関する指導 

２２２２    前前前前項の指導監督については、実項の指導監督については、実項の指導監督については、実項の指導監督については、実施施施施した日した日した日した日時時時時、場所及び内、場所及び内、場所及び内、場所及び内容容容容並びに指導監並びに指導監並びに指導監並びに指導監

督を行督を行督を行督を行っっっった者及び受けた者を指導記た者及び受けた者を指導記た者及び受けた者を指導記た者及び受けた者を指導記録簿録簿録簿録簿に記に記に記に記載載載載し１年間以上保し１年間以上保し１年間以上保し１年間以上保存存存存しなけれしなけれしなけれしなけれ



ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。 

（乗務員の（乗務員の（乗務員の（乗務員の過過過過労労労労防止防止防止防止）））） 

第第第第 14 条条条条    運行管理者は、国運行管理者は、国運行管理者は、国運行管理者は、国土土土土交通省交通省交通省交通省告告告告示第１６示第１６示第１６示第１６７７７７５５５５号号号号で定める基準（以下「で定める基準（以下「で定める基準（以下「で定める基準（以下「告告告告

示基準」示基準」示基準」示基準」という。）及び就業規則並びにという。）及び就業規則並びにという。）及び就業規則並びにという。）及び就業規則並びに時時時時間間間間外・休外・休外・休外・休日労働に関する労使協定日労働に関する労使協定日労働に関する労使協定日労働に関する労使協定

で定めるで定めるで定めるで定める範囲範囲範囲範囲内において乗務内において乗務内において乗務内において乗務割割割割をををを作作作作成し、これにより乗務員を乗務成し、これにより乗務員を乗務成し、これにより乗務員を乗務成し、これにより乗務員を乗務させさせさせさせなななな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。 

２２２２    運行管理者は、運行の必要に応じて、運行管理者は、運行の必要に応じて、運行管理者は、運行の必要に応じて、運行管理者は、運行の必要に応じて、告告告告示基準及び示基準及び示基準及び示基準及び時時時時間間間間外外外外労働労働労働労働・休・休・休・休日労日労日労日労

働に関する労使協定の働に関する労使協定の働に関する労使協定の働に関する労使協定の範囲範囲範囲範囲内で乗務員に対して内で乗務員に対して内で乗務員に対して内で乗務員に対して時時時時間間間間外外外外労働又は労働又は労働又は労働又は休休休休日労働の日労働の日労働の日労働の

指示をする場合は、当該乗務員の乗務の適指示をする場合は、当該乗務員の乗務の適指示をする場合は、当該乗務員の乗務の適指示をする場合は、当該乗務員の乗務の適否否否否を十分確を十分確を十分確を十分確認認認認しなければならなしなければならなしなければならなしなければならな

い。い。い。い。 

３３３３    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、衛生衛生衛生衛生管理者及び管理者及び管理者及び管理者及び産産産産業業業業医医医医と協と協と協と協力力力力して、乗務員のして、乗務員のして、乗務員のして、乗務員の健康状態健康状態健康状態健康状態及及及及

びびびび勤勤勤勤務務務務状態状態状態状態をををを常常常常にににに把握把握把握把握し、次の事項にし、次の事項にし、次の事項にし、次の事項に留留留留意して意して意して意して過過過過労労労労防止防止防止防止にににに努努努努めなければなめなければなめなければなめなければな

らない。らない。らない。らない。 

(1) 労働安全労働安全労働安全労働安全衛衛衛衛生生生生法に定める定法に定める定法に定める定法に定める定期健康診断期健康診断期健康診断期健康診断等の受等の受等の受等の受診診診診の確の確の確の確認認認認及びその及びその及びその及びその診断結診断結診断結診断結

果果果果に基づき必要な指導を行うこと。に基づき必要な指導を行うこと。に基づき必要な指導を行うこと。に基づき必要な指導を行うこと。 

(2) 覚醒剤覚醒剤覚醒剤覚醒剤の服用、就業中のの服用、就業中のの服用、就業中のの服用、就業中の飲酒飲酒飲酒飲酒をををを禁止禁止禁止禁止し、し、し、し、異常異常異常異常なななな感情感情感情感情のののの高ぶ高ぶ高ぶ高ぶり、り、り、り、睡眠不睡眠不睡眠不睡眠不足足足足

等乗務に支等乗務に支等乗務に支等乗務に支障障障障がないかをがないかをがないかをがないかを観察観察観察観察し、そのし、そのし、そのし、その心身心身心身心身のののの状態状態状態状態に応じて適切に指導するに応じて適切に指導するに応じて適切に指導するに応じて適切に指導する

こと。こと。こと。こと。 

(3) 休休休休日労働の日労働の日労働の日労働の割割割割当乗務については、当乗務については、当乗務については、当乗務については、止む止む止む止むをををを得得得得ない場合をない場合をない場合をない場合を除除除除きききき変更変更変更変更をををを認認認認めなめなめなめな

いこと。いこと。いこと。いこと。 

    止む止む止む止むをををを得得得得ない理由によりない理由によりない理由によりない理由により変更変更変更変更する場合でする場合でする場合でする場合であっあっあっあっても、ても、ても、ても、告告告告示基準の示基準の示基準の示基準の休休休休息息息息期期期期間間間間

をををを満満満満たたたたささささないような乗務はないような乗務はないような乗務はないような乗務はさせさせさせさせないこと。ないこと。ないこと。ないこと。 

(4) 運行中における労働運行中における労働運行中における労働運行中における労働時時時時間及び間及び間及び間及び休休休休憩憩憩憩時時時時間に関して間に関して間に関して間に関して著著著著しいしいしいしい過不過不過不過不足足足足ががががあああある者る者る者る者

に対しては、所定労働に対しては、所定労働に対しては、所定労働に対しては、所定労働時時時時間内における輸送間内における輸送間内における輸送間内における輸送効効効効率率率率のののの向向向向上及び運行の安全につ上及び運行の安全につ上及び運行の安全につ上及び運行の安全につ

いて、適切な指導を行うこと。いて、適切な指導を行うこと。いて、適切な指導を行うこと。いて、適切な指導を行うこと。 

(5) 告告告告示基準又は乗務示基準又は乗務示基準又は乗務示基準又は乗務距距距距離離離離のののの最最最最高高高高限限限限度度度度等を越えて乗務することのないよう等を越えて乗務することのないよう等を越えて乗務することのないよう等を越えて乗務することのないよう

に指導するとともに、限に指導するとともに、限に指導するとともに、限に指導するとともに、限度度度度をををを超超超超える者については理由をえる者については理由をえる者については理由をえる者については理由を調調調調査査査査してしてしてして厳厳厳厳にににに注注注注意意意意

すること。すること。すること。すること。 

４４４４    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、疾疾疾疾病病病病、、、、疲疲疲疲労、労、労、労、飲酒飲酒飲酒飲酒その他の理由により安全な運その他の理由により安全な運その他の理由により安全な運その他の理由により安全な運転転転転ができができができができ

ないおそれがないおそれがないおそれがないおそれがあああある乗務員を乗務る乗務員を乗務る乗務員を乗務る乗務員を乗務させさせさせさせてはならない。てはならない。てはならない。てはならない。 

（（（（休休休休憩憩憩憩等等等等施施施施設設設設の管理）の管理）の管理）の管理） 

第第第第 15 条条条条    運行管理者は、乗務員が利用する運行管理者は、乗務員が利用する運行管理者は、乗務員が利用する運行管理者は、乗務員が利用する休休休休憩憩憩憩施施施施設設設設又は又は又は又は睡眠・仮眠施睡眠・仮眠施睡眠・仮眠施睡眠・仮眠施設設設設等を等を等を等を整整整整

備備備備し、次により適切に管理、保守しなければならない。し、次により適切に管理、保守しなければならない。し、次により適切に管理、保守しなければならない。し、次により適切に管理、保守しなければならない。 

(1) 乗務員が実乗務員が実乗務員が実乗務員が実際際際際に利用でに利用でに利用でに利用できる場所にきる場所にきる場所にきる場所に設設設設置置置置さささされていること。れていること。れていること。れていること。 

(2) 寝寝寝寝具具具具等必要な等必要な等必要な等必要な設設設設備備備備がががが整整整整えられていること。えられていること。えられていること。えられていること。 

(3) 施施施施設設設設・・・・寝寝寝寝具具具具等が等が等が等が清潔清潔清潔清潔なななな状態状態状態状態ににににああああること。ること。ること。ること。 

第２節第２節第２節第２節    機器等の管理及び苦情等の処理機器等の管理及び苦情等の処理機器等の管理及び苦情等の処理機器等の管理及び苦情等の処理 

（応（応（応（応急急急急用用用用具具具具、故、故、故、故障障障障時時時時のののの停停停停止止止止表示表示表示表示器器器器材材材材及び及び及び及び非常信号非常信号非常信号非常信号用用用用具具具具）））） 

第第第第 16 条条条条    運行管理者は、事業用自動車に次の用運行管理者は、事業用自動車に次の用運行管理者は、事業用自動車に次の用運行管理者は、事業用自動車に次の用具具具具をををを備備備備え付け、乗務員に対しそえ付け、乗務員に対しそえ付け、乗務員に対しそえ付け、乗務員に対しそ

のののの取扱方取扱方取扱方取扱方法を指導するとともに、法を指導するとともに、法を指導するとともに、法を指導するとともに、性能性能性能性能に有に有に有に有効期効期効期効期限の限の限の限のああああるものについてはるものについてはるものについてはるものについては期期期期

限切れに限切れに限切れに限切れに留留留留意意意意させさせさせさせ、、、、常時常時常時常時使用できるように使用できるように使用できるように使用できるように整整整整備させ備させ備させ備させなければならない。なければならない。なければならない。なければならない。 



(1) 予予予予備備備備タタタタイヤイヤイヤイヤ、、、、ジャッキジャッキジャッキジャッキ、、、、予予予予備備備備電球電球電球電球、、、、同同同同ヒヒヒヒューューューューズズズズ点点点点火プラグ火プラグ火プラグ火プラグ等、その他応等、その他応等、その他応等、その他応

急急急急用用用用具類具類具類具類 

(2) 赤赤赤赤色灯色灯色灯色灯（（（（夜夜夜夜間２００間２００間２００間２００ｍｍｍｍのののの距距距距離離離離から確から確から確から確認認認認できるもの）及びできるもの）及びできるもの）及びできるもの）及び赤色旗赤色旗赤色旗赤色旗、、、、消化消化消化消化器器器器、、、、

発発発発煙煙煙煙信号信号信号信号炎炎炎炎管などの管などの管などの管などの非常信号非常信号非常信号非常信号用用用用具具具具 

(3) 高速高速高速高速道路における故道路における故道路における故道路における故障障障障時時時時のののの停停停停止止止止表示表示表示表示器器器器材材材材 

（地（地（地（地図図図図のののの備備備備え付け）え付け）え付け）え付け） 

第第第第 17 条条条条    運行管理者は、事業用自動車に次の規格等に適合した地運行管理者は、事業用自動車に次の規格等に適合した地運行管理者は、事業用自動車に次の規格等に適合した地運行管理者は、事業用自動車に次の規格等に適合した地図図図図をををを備備備備え付けえ付けえ付けえ付け

るとともに、乗務員に対し、るとともに、乗務員に対し、るとともに、乗務員に対し、るとともに、乗務員に対し、主主主主な交通規制など運行に必要な事項を適な交通規制など運行に必要な事項を適な交通規制など運行に必要な事項を適な交通規制など運行に必要な事項を適宜宜宜宜記記記記

入入入入するなどしてするなどしてするなどしてするなどして活活活活用するよう指導しなければならない。用するよう指導しなければならない。用するよう指導しなければならない。用するよう指導しなければならない。 

(1) 営業営業営業営業区域区域区域区域のののの境界境界境界境界、一、一、一、一方方方方通行等の交通規制に関する通行等の交通規制に関する通行等の交通規制に関する通行等の交通規制に関する情報情報情報情報、、、、主主主主な交な交な交な交差差差差点点点点の名の名の名の名

称又は称又は称又は称又は病病病病院院院院・・・・学校学校学校学校・・・・バスターバスターバスターバスターミナルミナルミナルミナルのののの位位位位置のほか、置のほか、置のほか、置のほか、少少少少なくとも道路、地名、なくとも道路、地名、なくとも道路、地名、なくとも道路、地名、

著著著著名な名な名な名な建物建物建物建物、、、、公公公公園園園園、名、名、名、名所所所所・・・・旧跡旧跡旧跡旧跡及び及び及び及び鉄鉄鉄鉄道の道の道の道の駅駅駅駅がががが明明明明示して記示して記示して記示して記載さ載さ載さ載されているもれているもれているもれているも

の。の。の。の。 

(2) 営業営業営業営業区域区域区域区域ののののみみみみにとどまらにとどまらにとどまらにとどまらずずずず、輸送実、輸送実、輸送実、輸送実態態態態に応じて通に応じて通に応じて通に応じて通常常常常運行することが運行することが運行することが運行することが予想予想予想予想

さささされる地れる地れる地れる地域域域域をををを範囲範囲範囲範囲とするもの。とするもの。とするもの。とするもの。 

(3) 中国中国中国中国運輸局長が指定する運輸局長が指定する運輸局長が指定する運輸局長が指定する縮尺縮尺縮尺縮尺、、、、精精精精度度度度、、、、発発発発行行行行時期時期時期時期等の規格等の規格等の規格等の規格 

（（（（苦苦苦苦情情情情のののの処処処処理）理）理）理） 

第第第第 18 条条条条    運行管理者は、旅客に対する運行管理者は、旅客に対する運行管理者は、旅客に対する運行管理者は、旅客に対する取取取取りりりり扱扱扱扱い等輸送についてい等輸送についてい等輸送についてい等輸送について苦苦苦苦情情情情のののの申申申申し出がし出がし出がし出が

あっあっあっあったときは、事実関係をたときは、事実関係をたときは、事実関係をたときは、事実関係を調調調調査査査査し、遅滞なくし、遅滞なくし、遅滞なくし、遅滞なく弁弁弁弁明明明明するようにするようにするようにするように処処処処理しなけれ理しなけれ理しなけれ理しなけれ

ばならない。ばならない。ばならない。ばならない。 

    たたたただだだだし、し、し、し、氏氏氏氏名及び名及び名及び名及び住住住住所を所を所を所を明明明明らかとしない者からのらかとしない者からのらかとしない者からのらかとしない者からの苦苦苦苦情情情情についてはこの限についてはこの限についてはこの限についてはこの限

りでない。りでない。りでない。りでない。 

２２２２    苦苦苦苦情情情情のののの処処処処理は理は理は理は迅迅迅迅速速速速かつ適切に行い、かつ適切に行い、かつ適切に行い、かつ適切に行い、相相相相手手手手を尊を尊を尊を尊重重重重してしてしてして丁丁丁丁寧寧寧寧に対応し、当に対応し、当に対応し、当に対応し、当方方方方

にににに非非非非ののののあああある場合は誠意をもる場合は誠意をもる場合は誠意をもる場合は誠意をもっっっってててて相相相相手方手方手方手方の納の納の納の納得得得得をををを得得得得るようにるようにるようにるように努努努努めなければなめなければなめなければなめなければな

らない。らない。らない。らない。 

３３３３    苦苦苦苦情処情処情処情処理の理の理の理の概概概概要は次の事項を記要は次の事項を記要は次の事項を記要は次の事項を記載載載載したしたしたした苦苦苦苦情処情処情処情処理理理理簿簿簿簿（（（（別添様別添様別添様別添様式２）に式２）に式２）に式２）に整整整整理理理理

し、そのし、そのし、そのし、その処処処処理が終わ理が終わ理が終わ理が終わっっっったときから１年間以上保たときから１年間以上保たときから１年間以上保たときから１年間以上保存存存存しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

(1) 苦苦苦苦情情情情の受付日、の受付日、の受付日、の受付日、苦苦苦苦情情情情申申申申し出者のし出者のし出者のし出者の氏氏氏氏名、名、名、名、住住住住所、所、所、所、性別性別性別性別、職業及び、職業及び、職業及び、職業及び連連連連絡先絡先絡先絡先等等等等 

(2) 苦苦苦苦情情情情対対対対象象象象の旅客の乗の旅客の乗の旅客の乗の旅客の乗降降降降日日日日時時時時、、、、区区区区間、当該事業用自動車の間、当該事業用自動車の間、当該事業用自動車の間、当該事業用自動車の番号番号番号番号、乗務員の、乗務員の、乗務員の、乗務員の

氏氏氏氏名等名等名等名等 

(3) 苦苦苦苦情情情情の内の内の内の内容容容容 

(4) 原因究明原因究明原因究明原因究明のののの結果結果結果結果（事実関係の（事実関係の（事実関係の（事実関係の調調調調査結果査結果査結果査結果）））） 

(5) 苦苦苦苦情情情情に対するに対するに対するに対する弁弁弁弁明明明明の内の内の内の内容容容容 

(6) 改善改善改善改善措措措措置（再置（再置（再置（再発防止発防止発防止発防止策）策）策）策） 

(7) 苦苦苦苦情処情処情処情処理を担当した者理を担当した者理を担当した者理を担当した者 

（（（（遺遺遺遺失失失失物物物物のののの処処処処理）理）理）理） 

第第第第 19 条条条条    運行管理者は、乗務員から運行管理者は、乗務員から運行管理者は、乗務員から運行管理者は、乗務員から遺遺遺遺失失失失物拾物拾物拾物拾得得得得のののの報告報告報告報告ががががあっあっあっあった場合は、次の事た場合は、次の事た場合は、次の事た場合は、次の事

項を項を項を項を遺遺遺遺失失失失物物物物管理管理管理管理台帳台帳台帳台帳（（（（別添様別添様別添様別添様式３）に記式３）に記式３）に記式３）に記録録録録するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、現現現現金金金金、、、、貴貴貴貴金金金金属そ属そ属そ属そ

の他のの他のの他のの他の貴貴貴貴重重重重品品品品の場合にはの場合にはの場合にはの場合には速や速や速や速やかに所轄かに所轄かに所轄かに所轄警察署警察署警察署警察署又は又は又は又は遺遺遺遺失失失失物物物物処処処処理機関が理機関が理機関が理機関があああある場る場る場る場

合には当該機関に合には当該機関に合には当該機関に合には当該機関に連連連連絡絡絡絡して、して、して、して、遺遺遺遺失失失失者又は所有者に者又は所有者に者又は所有者に者又は所有者に物物物物件件件件が返が返が返が返還還還還さささされるようれるようれるようれるよう努努努努

めなければならない。めなければならない。めなければならない。めなければならない。 



(1) 取扱取扱取扱取扱乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の氏氏氏氏名名名名 

(2) 拾拾拾拾得得得得又は又は又は又は発発発発見した日見した日見した日見した日時時時時、場所、場所、場所、場所 

(3) 遺遺遺遺失失失失物物物物のののの品品品品名、数名、数名、数名、数量量量量、、、、形形形形状状状状、その他の、その他の、その他の、その他の特特特特徴徴徴徴 

(4) 処処処処理内理内理内理内容容容容 

第３節第３節第３節第３節    点呼及び乗務員への指示点呼及び乗務員への指示点呼及び乗務員への指示点呼及び乗務員への指示 

（乗務（乗務（乗務（乗務前点呼前点呼前点呼前点呼）））） 

第第第第 20 条条条条    運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務前前前前の乗務員について乗務の乗務員について乗務の乗務員について乗務の乗務員について乗務前点呼前点呼前点呼前点呼を行い、次のを行い、次のを行い、次のを行い、次の各各各各号号号号

についてについてについてについて報告報告報告報告をををを求求求求める等により確める等により確める等により確める等により確認認認認するとともに、必要に応じ指示をするとともに、必要に応じ指示をするとともに、必要に応じ指示をするとともに、必要に応じ指示を与与与与ええええ

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。 

(1) 安全な運安全な運安全な運安全な運転転転転がががが可可可可能能能能かどうか乗務員のかどうか乗務員のかどうか乗務員のかどうか乗務員の心身心身心身心身のののの状況状況状況状況の確の確の確の確認認認認 

(2) 自動車自動車自動車自動車点点点点検検検検基準に基づく運行基準に基づく運行基準に基づく運行基準に基づく運行前点前点前点前点検検検検の確実なの確実なの確実なの確実な履履履履行及び行及び行及び行及び異常異常異常異常の有の有の有の有無無無無等の等の等の等の

点点点点検検検検結果結果結果結果 

(3) 運運運運転免許転免許転免許転免許証の所証の所証の所証の所持持持持及び有及び有及び有及び有効期効期効期効期限の確限の確限の確限の確認認認認 

(4) 乗務に必要な乗務に必要な乗務に必要な乗務に必要な携携携携行行行行品品品品の有の有の有の有無無無無 

自動車の自動車の自動車の自動車の鍵鍵鍵鍵、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車検検検検査査査査証、自動車証、自動車証、自動車証、自動車損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償保保保保険険険険証、運証、運証、運証、運転転転転日日日日

報報報報、領、領、領、領収収収収書書書書等等等等 

(5) 事業用自動車に必要な事業用自動車に必要な事業用自動車に必要な事業用自動車に必要な備備備備品品品品及び表示の有及び表示の有及び表示の有及び表示の有無無無無 

地地地地図図図図・非常信・非常信・非常信・非常信号号号号用用用用具・具・具・具・応応応応急修急修急修急修理用理用理用理用具・具・具・具・故故故故障障障障時時時時のののの停停停停止止止止表示表示表示表示器・器・器・器・予予予予備備備備タタタタイヤイヤイヤイヤ

等、社名、等、社名、等、社名、等、社名、消毒済消毒済消毒済消毒済票票票票、車、車、車、車種・種・種・種・運運運運賃賃賃賃表示、表示、表示、表示、標標標標章ス章ス章ス章ステッカテッカテッカテッカー等ー等ー等ー等 

(6) 酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びの有びの有びの有びの有無無無無 

２２２２    前前前前項の項の項の項の点呼点呼点呼点呼は、所定の場所において対は、所定の場所において対は、所定の場所において対は、所定の場所において対面面面面で実で実で実で実施施施施することをすることをすることをすることを原原原原則とし、必則とし、必則とし、必則とし、必

要に応じ要に応じ要に応じ要に応じ集集集集合合合合点呼点呼点呼点呼とすることができる。とすることができる。とすることができる。とすることができる。 

３３３３    運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務前点呼前点呼前点呼前点呼においては、営業においては、営業においては、営業においては、営業区域区域区域区域内の交通規制、道路内の交通規制、道路内の交通規制、道路内の交通規制、道路状状状状

況況況況、、、、気象情報気象情報気象情報気象情報、、、、主主主主要行事要行事要行事要行事・・・・催催催催しししし物物物物、及び交通事故、及び交通事故、及び交通事故、及び交通事故・・・・法法法法違反違反違反違反又は又は又は又は前前前前日の終業日の終業日の終業日の終業

結果結果結果結果等に基づき適切な指示を行わなければならない。等に基づき適切な指示を行わなければならない。等に基づき適切な指示を行わなければならない。等に基づき適切な指示を行わなければならない。 

（乗務（乗務（乗務（乗務後点呼後点呼後点呼後点呼）））） 

第第第第 21 条条条条    運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務後後後後の乗務員について対の乗務員について対の乗務員について対の乗務員について対面面面面により乗務により乗務により乗務により乗務後点呼後点呼後点呼後点呼を行い、を行い、を行い、を行い、

次次次次のののの各各各各号号号号についてについてについてについて報告報告報告報告をををを求求求求め確め確め確め確認認認認しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

(1) 自動車の自動車の自動車の自動車の鍵鍵鍵鍵、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車、乗務員証、自動車検検検検査査査査証、自動車証、自動車証、自動車証、自動車損害賠償損害賠償損害賠償損害賠償保保保保険険険険証等の受領証等の受領証等の受領証等の受領 

(2) 運運運運転転転転日日日日報報報報の受領及び記の受領及び記の受領及び記の受領及び記載載載載内内内内容容容容の確の確の確の確認認認認 

(3) 走走走走行行行行状態状態状態状態の確の確の確の確認認認認 

(4) 乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の心身心身心身心身についてについてについてについて異常異常異常異常の有の有の有の有無無無無 

(5) 事故その他運行における事故その他運行における事故その他運行における事故その他運行における異常異常異常異常の有の有の有の有無無無無及び必要な及び必要な及び必要な及び必要な報告書報告書報告書報告書の受領の受領の受領の受領 

(6) 自動車の自動車の自動車の自動車の異異異異音音音音、、、、異異異異臭臭臭臭、、、、異異異異熱熱熱熱、制動、制動、制動、制動・・・・操操操操縦縦縦縦装装装装置、置、置、置、灯火灯火灯火灯火類類類類等自動車の故等自動車の故等自動車の故等自動車の故障障障障のののの

有有有有無無無無 

(7) 苦苦苦苦情情情情、、、、遺遺遺遺失失失失物物物物ががががあっあっあっあった場合は、その内た場合は、その内た場合は、その内た場合は、その内容容容容のののの聴聴聴聴取取取取、受領、受領、受領、受領 

(8) 運運運運転転転転日日日日報報報報による運による運による運による運転時転時転時転時間、間、間、間、休休休休憩憩憩憩時時時時間等の間等の間等の間等の過不過不過不過不足足足足の有の有の有の有無無無無 

(9) 酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びの有びの有びの有びの有無無無無 

２２２２    前前前前項の項の項の項の点呼点呼点呼点呼のののの結果結果結果結果、次に該当する場合は必要な指導及び、次に該当する場合は必要な指導及び、次に該当する場合は必要な指導及び、次に該当する場合は必要な指導及び措措措措置を講じなけ置を講じなけ置を講じなけ置を講じなけ

ればならない。ればならない。ればならない。ればならない。 

(1) 異常異常異常異常ののののあああある自動車について、る自動車について、る自動車について、る自動車について、整整整整備備備備管理者に通管理者に通管理者に通管理者に通報報報報して確実にして確実にして確実にして確実に整整整整備備備備すること。すること。すること。すること。 



(2) 次の運行に必要な交通次の運行に必要な交通次の運行に必要な交通次の運行に必要な交通状況状況状況状況等の事項について、関係者に通等の事項について、関係者に通等の事項について、関係者に通等の事項について、関係者に通報報報報又は指示す又は指示す又は指示す又は指示す

る等により、安全運行の確保について適切なる等により、安全運行の確保について適切なる等により、安全運行の確保について適切なる等により、安全運行の確保について適切な措措措措置を講置を講置を講置を講ずずずずること。ること。ること。ること。 

(3) 運運運運転時転時転時転時間、間、間、間、休休休休憩憩憩憩時時時時間等の間等の間等の間等の過不過不過不過不足足足足ががががあああある場合は、る場合は、る場合は、る場合は、過過過過労労労労防止防止防止防止、安全運、安全運、安全運、安全運転転転転、所、所、所、所

定定定定時時時時間内の輸送間内の輸送間内の輸送間内の輸送効効効効率率率率等の等の等の等の面面面面からからからから注注注注意を要する乗務員に対して意を要する乗務員に対して意を要する乗務員に対して意を要する乗務員に対して具具具具体的な指体的な指体的な指体的な指

導を行うこと。導を行うこと。導を行うこと。導を行うこと。 

（（（（アルコアルコアルコアルコーーーール検ル検ル検ル検知知知知器器器器の有の有の有の有効効効効保保保保持持持持、、、、酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びの有びの有びの有びの有無無無無の確の確の確の確認方認方認方認方法）法）法）法） 

第第第第 22 条条条条    運行管理者は、営業所に運行管理者は、営業所に運行管理者は、営業所に運行管理者は、営業所に備備備備えるえるえるえるアルコアルコアルコアルコーーーール検ル検ル検ル検知知知知器器器器を、を、を、を、常時常時常時常時有有有有効効効効に保に保に保に保持持持持

しなければならない。また、しなければならない。また、しなければならない。また、しなければならない。また、第第第第 20 条条条条及び及び及び及び前前前前条の条の条の条の規定規定規定規定によるによるによるによる酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びの有びの有びの有びの有

無無無無を当該を当該を当該を当該アルコアルコアルコアルコーーーール検ル検ル検ル検知知知知器器器器を用いて確を用いて確を用いて確を用いて確認認認認するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、目目目目視視視視による確による確による確による確認認認認をををを

行わなければならない。行わなければならない。行わなければならない。行わなければならない。 

（（（（点呼点呼点呼点呼記記記記録録録録）））） 

第第第第 23 条条条条    第第第第 20 条及び第条及び第条及び第条及び第 21 条条条条によるによるによるによる点呼点呼点呼点呼については、については、については、については、点呼簿点呼簿点呼簿点呼簿に次にに次にに次にに次に掲げ掲げ掲げ掲げる事項る事項る事項る事項

を記を記を記を記録録録録し、１年間保し、１年間保し、１年間保し、１年間保存存存存しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

(1) 点呼点呼点呼点呼執執執執行者行者行者行者氏氏氏氏名、名、名、名、点呼点呼点呼点呼日日日日時時時時及び及び及び及び点呼方点呼方点呼方点呼方法法法法 

(2) 乗務乗務乗務乗務前点呼前点呼前点呼前点呼の場合は、乗務員の場合は、乗務員の場合は、乗務員の場合は、乗務員氏氏氏氏名、名、名、名、疾疾疾疾病病病病、、、、疲疲疲疲労の労の労の労の状況状況状況状況、、、、酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯びの有びの有びの有びの有無無無無、、、、

乗務する自動車の乗務する自動車の乗務する自動車の乗務する自動車の登登登登録番号録番号録番号録番号又は識又は識又は識又は識別別別別記記記記号号号号、日、日、日、日常点常点常点常点検検検検状況状況状況状況、指示事項その他、指示事項その他、指示事項その他、指示事項その他

必要な事項必要な事項必要な事項必要な事項 

(3) 乗務乗務乗務乗務後点呼後点呼後点呼後点呼の場合は、自動車、道路及び運行のの場合は、自動車、道路及び運行のの場合は、自動車、道路及び運行のの場合は、自動車、道路及び運行の状況状況状況状況等等等等 

（乗務記（乗務記（乗務記（乗務記録録録録）））） 

第第第第 24 条条条条    運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務運行管理者は、乗務前点呼前点呼前点呼前点呼のののの際際際際に乗務員ごとに運に乗務員ごとに運に乗務員ごとに運に乗務員ごとに運転転転転日日日日報報報報を交付し、次を交付し、次を交付し、次を交付し、次

にににに掲げ掲げ掲げ掲げる事項を記る事項を記る事項を記る事項を記録させ録させ録させ録させ、乗務、乗務、乗務、乗務後点呼後点呼後点呼後点呼のののの際際際際これをこれをこれをこれを提提提提出出出出させさせさせさせなければならななければならななければならななければならな

い。い。い。い。 

(1) 乗務員乗務員乗務員乗務員氏氏氏氏名名名名 

(2) 乗務する事業用自動車乗務する事業用自動車乗務する事業用自動車乗務する事業用自動車番号番号番号番号（（（（登登登登録番号録番号録番号録番号又は社内における識又は社内における識又は社内における識又は社内における識別別別別記記記記号号号号）））） 

(3) 乗務の乗務の乗務の乗務の開始開始開始開始、終了の地、終了の地、終了の地、終了の地点点点点及び日及び日及び日及び日時時時時 

(4) 個々個々個々個々の運送のの運送のの運送のの運送の開始開始開始開始、終了の地、終了の地、終了の地、終了の地点点点点及び及び及び及び時時時時間間間間 

(5) 運運運運賃・料金賃・料金賃・料金賃・料金 

(6) 輸送人員輸送人員輸送人員輸送人員 

(7) 運運運運転転転転を交を交を交を交替替替替した場合及びした場合及びした場合及びした場合及び休休休休憩憩憩憩仮眠仮眠仮眠仮眠をした場合は、その地をした場合は、その地をした場合は、その地をした場合は、その地点点点点及び及び及び及び時時時時間（間（間（間（10

分分分分未満未満未満未満は省は省は省は省略略略略できる。）できる。）できる。）できる。） 

(8) 車両故車両故車両故車両故障障障障、交通事故、その他、交通事故、その他、交通事故、その他、交通事故、その他異常異常異常異常なななな状態状態状態状態ががががああああればその内ればその内ればその内ればその内容容容容及び及び及び及び原因原因原因原因 

(9) 苦苦苦苦情情情情、、、、遺遺遺遺失失失失物物物物、、、、立替立替立替立替金金金金等の有等の有等の有等の有無無無無 

(10)乗務乗務乗務乗務開始開始開始開始時時時時及び終了及び終了及び終了及び終了時時時時におけるにおけるにおけるにおける走走走走行行行行距距距距離離離離計に表示計に表示計に表示計に表示さささされたれたれたれた走走走走行行行行距距距距離離離離のののの積積積積

算算算算キロキロキロキロ数数数数 

(11)その他必要とその他必要とその他必要とその他必要と認認認認められる事項められる事項められる事項められる事項 

２２２２    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、前前前前項の記項の記項の記項の記録録録録内内内内容容容容を乗務員ごとにを乗務員ごとにを乗務員ごとにを乗務員ごとに継続継続継続継続的に的に的に的に検討検討検討検討し、し、し、し、過過過過労労労労防防防防

止止止止、安全運、安全運、安全運、安全運転転転転、所定、所定、所定、所定時時時時間内の輸送間内の輸送間内の輸送間内の輸送効効効効率率率率等の等の等の等の面面面面からからからから問題問題問題問題ががががあああある場合は、乗務る場合は、乗務る場合は、乗務る場合は、乗務

員に対して指導を行わなければならない。員に対して指導を行わなければならない。員に対して指導を行わなければならない。員に対して指導を行わなければならない。 

３３３３    運行管理者は、運運行管理者は、運運行管理者は、運運行管理者は、運転転転転日日日日報報報報を乗務員ごとにを乗務員ごとにを乗務員ごとにを乗務員ごとに整整整整理し、乗務記理し、乗務記理し、乗務記理し、乗務記録録録録として１年以として１年以として１年以として１年以

上保上保上保上保存存存存しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（車内表示、車体表示等）（車内表示、車体表示等）（車内表示、車体表示等）（車内表示、車体表示等） 



第第第第 25 条条条条    運行管理者は、次の車内及び車運行管理者は、次の車内及び車運行管理者は、次の車内及び車運行管理者は、次の車内及び車外外外外表示等について表示等について表示等について表示等について、、、、運輸支局長運輸支局長運輸支局長運輸支局長が定めが定めが定めが定め

る基準により適切な表示等が行われるよう乗務員を指導するとともに、る基準により適切な表示等が行われるよう乗務員を指導するとともに、る基準により適切な表示等が行われるよう乗務員を指導するとともに、る基準により適切な表示等が行われるよう乗務員を指導するとともに、各各各各

表示表示表示表示装装装装置及び置及び置及び置及び各各各各表示事項等について定表示事項等について定表示事項等について定表示事項等について定期期期期的に的に的に的に点点点点検検検検・・・・補補補補修修修修を行い、を行い、を行い、を行い、常常常常にににに明明明明瞭瞭瞭瞭

な表示が保たれるようにしなければならない。な表示が保たれるようにしなければならない。な表示が保たれるようにしなければならない。な表示が保たれるようにしなければならない。 

(1) 車内表示等車内表示等車内表示等車内表示等 

事業者名事業者名事業者名事業者名・・・・自動車自動車自動車自動車登登登登録番号・録番号・録番号・録番号・乗務員証乗務員証乗務員証乗務員証 

運運運運賃料金賃料金賃料金賃料金に関する事項（に関する事項（に関する事項（に関する事項（初初初初乗り運乗り運乗り運乗り運賃賃賃賃、加、加、加、加算算算算運運運運賃賃賃賃、、、、割割割割増増増増運運運運賃賃賃賃、、、、料金料金料金料金及び適用及び適用及び適用及び適用

方方方方）を所定の）を所定の）を所定の）を所定の箇箇箇箇所に所に所に所に掲掲掲掲示すること。示すること。示すること。示すること。 

なお、なお、なお、なお、運運運運賃メ賃メ賃メ賃メーターーターーターーター器器器器による表示は、旅客がによる表示は、旅客がによる表示は、旅客がによる表示は、旅客が座席座席座席座席から見から見から見から見ややややすいようにすいようにすいようにすいように設設設設置置置置

すること。すること。すること。すること。 

(2) 車体表示及び車車体表示及び車車体表示及び車車体表示及び車外外外外表示表示表示表示装装装装置置置置 

事業者名又は事業者名又は事業者名又は事業者名又は商商商商号号号号 

運運運運賃区賃区賃区賃区分に対応した車分に対応した車分に対応した車分に対応した車種区種区種区種区分分分分 

初初初初乗り運乗り運乗り運乗り運賃賃賃賃額額額額、、、、割割割割増増増増時時時時間等を所定の間等を所定の間等を所定の間等を所定の個個個個所に表示すること、事業用自動車の所に表示すること、事業用自動車の所に表示すること、事業用自動車の所に表示すること、事業用自動車の

屋屋屋屋根根根根に表示に表示に表示に表示灯灯灯灯をををを装着装着装着装着すること。すること。すること。すること。 

(3) 表示表示表示表示板板板板等等等等 

予予予予約、約、約、約、回回回回送、送、送、送、救救救救援援援援等について表示等について表示等について表示等について表示板板板板により表示すること。により表示すること。により表示すること。により表示すること。 

禁禁禁禁煙煙煙煙タクシーの場合はタクシーの場合はタクシーの場合はタクシーの場合は禁禁禁禁煙煙煙煙でででであああある旨を表示すること。る旨を表示すること。る旨を表示すること。る旨を表示すること。 

（車内の（車内の（車内の（車内の清掃清掃清掃清掃）））） 

第第第第 26 条条条条    運行管理者は、事業用自動車運行管理者は、事業用自動車運行管理者は、事業用自動車運行管理者は、事業用自動車をををを常常常常にににに清潔清潔清潔清潔に保に保に保に保持持持持するように乗務員を指するように乗務員を指するように乗務員を指するように乗務員を指

導し、導し、導し、導し、毎毎毎毎月定月定月定月定期期期期的に事業用自動車の的に事業用自動車の的に事業用自動車の的に事業用自動車の清掃清掃清掃清掃状況状況状況状況について見について見について見について見聞聞聞聞をををを行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。 

（領（領（領（領収収収収書書書書）））） 

第第第第 27 条条条条    運行管理者は、乗務員に領運行管理者は、乗務員に領運行管理者は、乗務員に領運行管理者は、乗務員に領収収収収書書書書用用用用紙紙紙紙をををを携携携携行行行行させさせさせさせ、次により乗務員を指、次により乗務員を指、次により乗務員を指、次により乗務員を指

導しなければならない。導しなければならない。導しなければならない。導しなければならない。 

(1) 旅客に旅客に旅客に旅客に求求求求めに応じて、遅滞なくめに応じて、遅滞なくめに応じて、遅滞なくめに応じて、遅滞なく手手手手交すること。交すること。交すること。交すること。 

(2) 利用年月日及び領利用年月日及び領利用年月日及び領利用年月日及び領収収収収金金金金額額額額を必を必を必を必ずずずず記記記記入入入入すること。すること。すること。すること。 

(3) 領領領領収収収収書書書書の自動の自動の自動の自動発発発発行機が行機が行機が行機が装着装着装着装着さささされている場合は、出れている場合は、出れている場合は、出れている場合は、出庫庫庫庫のののの際際際際、十分な領、十分な領、十分な領、十分な領収収収収書書書書

用用用用紙紙紙紙のののの装着装着装着装着を確を確を確を確認認認認するとともに、するとともに、するとともに、するとともに、原原原原則としてすべての旅客に則としてすべての旅客に則としてすべての旅客に則としてすべての旅客に手渡手渡手渡手渡すこと。すこと。すこと。すこと。 

第４節第４節第４節第４節    事故等異常時の処置事故等異常時の処置事故等異常時の処置事故等異常時の処置 

（運行中（運行中（運行中（運行中断時断時断時断時のののの処処処処置）置）置）置） 

第第第第 28 条条条条    運行管理者は、故運行管理者は、故運行管理者は、故運行管理者は、故障障障障、事故又は乗務員の、事故又は乗務員の、事故又は乗務員の、事故又は乗務員の急病急病急病急病その他その他その他その他やむやむやむやむをををを得得得得ない事由ない事由ない事由ない事由

により、事業用自動車の運行により、事業用自動車の運行により、事業用自動車の運行により、事業用自動車の運行を中を中を中を中断断断断したときは、当該自動車に乗車していしたときは、当該自動車に乗車していしたときは、当該自動車に乗車していしたときは、当該自動車に乗車してい

る旅客のために、る旅客のために、る旅客のために、る旅客のために、状況状況状況状況に応じて乗務員を指示し、次により適切なに応じて乗務員を指示し、次により適切なに応じて乗務員を指示し、次により適切なに応じて乗務員を指示し、次により適切な処処処処置を講置を講置を講置を講

じなければならない。じなければならない。じなければならない。じなければならない。 

(1) 旅客の運送を旅客の運送を旅客の運送を旅客の運送を継続継続継続継続すること。すること。すること。すること。 

(2) 旅客を保旅客を保旅客を保旅客を保護護護護すること。すること。すること。すること。 

(3) 旅客を出旅客を出旅客を出旅客を出発発発発地又は目的地まで送り届けること。地又は目的地まで送り届けること。地又は目的地まで送り届けること。地又は目的地まで送り届けること。 

（事故（事故（事故（事故発生時発生時発生時発生時のののの処処処処置）置）置）置） 

第第第第 29 条条条条    運行管理者は、事業用自動車の運行中に事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に事故が発生発生発生発生した場合、的確にした場合、的確にした場合、的確にした場合、的確に

状況判断状況判断状況判断状況判断を行い、次により乗務員に対してを行い、次により乗務員に対してを行い、次により乗務員に対してを行い、次により乗務員に対して迅迅迅迅速速速速に指示する等必要なに指示する等必要なに指示する等必要なに指示する等必要な処処処処置を置を置を置を

とらなければならない。とらなければならない。とらなければならない。とらなければならない。 



(1) 人人人人身身身身事故が事故が事故が事故が発生発生発生発生した場合のした場合のした場合のした場合の処処処処置置置置 

①①①①    負傷負傷負傷負傷者を確者を確者を確者を確認認認認すること。すること。すること。すること。 

②②②②    速や速や速や速やかに応かに応かに応かに応急急急急手手手手当、その他必要な当、その他必要な当、その他必要な当、その他必要な救急救急救急救急のののの処処処処置を講置を講置を講置を講ずずずずること。ること。ること。ること。 

③③③③    損害損害損害損害拡拡拡拡大防止大防止大防止大防止のののの処処処処置をとること。置をとること。置をとること。置をとること。 

④④④④    警察官警察官警察官警察官に届出に届出に届出に届出連連連連絡絡絡絡すること。すること。すること。すること。 

⑤⑤⑤⑤    事故の事故の事故の事故の発生発生発生発生とそのとそのとそのとその状況状況状況状況を会社にを会社にを会社にを会社に電話電話電話電話等で等で等で等で連連連連絡絡絡絡し、運行管理者の指示し、運行管理者の指示し、運行管理者の指示し、運行管理者の指示

に従うこと。に従うこと。に従うこと。に従うこと。 

⑥⑥⑥⑥    死傷死傷死傷死傷者の者の者の者のあああある場合は、る場合は、る場合は、る場合は、速や速や速や速やかにかにかにかに死傷死傷死傷死傷者の保者の保者の保者の保護護護護ににににああああたること。たること。たること。たること。 

⑦⑦⑦⑦    遺遺遺遺留留留留品品品品を保管すること。を保管すること。を保管すること。を保管すること。 

(2) 高速高速高速高速道路上の事故が道路上の事故が道路上の事故が道路上の事故が発生発生発生発生した場合のした場合のした場合のした場合の処処処処置置置置 

道路管理者に通道路管理者に通道路管理者に通道路管理者に通報報報報するとともにその指示に従い、上記に準じてするとともにその指示に従い、上記に準じてするとともにその指示に従い、上記に準じてするとともにその指示に従い、上記に準じて処処処処理を理を理を理を

行うこと。行うこと。行うこと。行うこと。 

２２２２    運行管理者は、事業用自動車の運行中に交通事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に交通事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に交通事故が運行管理者は、事業用自動車の運行中に交通事故が発生発生発生発生した場合にした場合にした場合にした場合に処処処処置置置置

すべき基準を乗務員にすべき基準を乗務員にすべき基準を乗務員にすべき基準を乗務員に周周周周知知知知徹底徹底徹底徹底しておかなければなしておかなければなしておかなければなしておかなければならない。らない。らない。らない。 

３３３３    運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故現現現現場の場の場の場の状況状況状況状況をををを把握把握把握把握する必要がする必要がする必要がする必要がああああるとるとるとると認認認認められる場合められる場合められる場合められる場合

はははは現現現現地に地に地に地に急急急急行し、行し、行し、行し、警察官警察官警察官警察官、事故の、事故の、事故の、事故の相相相相手方手方手方手方、目、目、目、目撃撃撃撃者の意見等を者の意見等を者の意見等を者の意見等を聴聴聴聴取取取取するほか、するほか、するほか、するほか、

現現現現場の場の場の場の写真写真写真写真をををを撮影撮影撮影撮影するなどして、事実のするなどして、事実のするなどして、事実のするなどして、事実の把握把握把握把握にににに努努努努めなければならない。めなければならない。めなければならない。めなければならない。 

４４４４    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、発生発生発生発生事故が第事故が第事故が第事故が第 29 条に定める事故に該当する場合は、条に定める事故に該当する場合は、条に定める事故に該当する場合は、条に定める事故に該当する場合は、直直直直

ちに統括運行管理者、指導ちに統括運行管理者、指導ちに統括運行管理者、指導ちに統括運行管理者、指導主主主主任者に任者に任者に任者に報告報告報告報告するとともに、必要な指示をするとともに、必要な指示をするとともに、必要な指示をするとともに、必要な指示を求求求求めめめめ

なければならない。なければならない。なければならない。なければならない。 

（事故の記（事故の記（事故の記（事故の記録録録録）））） 

第第第第 30 条条条条    運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故発生後発生後発生後発生後３０日以内に次の事項を記３０日以内に次の事項を記３０日以内に次の事項を記３０日以内に次の事項を記載載載載した事故記した事故記した事故記した事故記録録録録

（（（（別添様別添様別添様別添様式４）を式４）を式４）を式４）を作作作作成し、役員及び指導成し、役員及び指導成し、役員及び指導成し、役員及び指導主主主主任者等に任者等に任者等に任者等に報告報告報告報告するととするととするととするとともに営業もに営業もに営業もに営業

所に３年間以上保所に３年間以上保所に３年間以上保所に３年間以上保存存存存しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

(1) 乗務員の乗務員の乗務員の乗務員の氏氏氏氏名、名、名、名、性別性別性別性別、年、年、年、年齢齢齢齢、運、運、運、運転転転転経験、当日の乗務経験、当日の乗務経験、当日の乗務経験、当日の乗務開始開始開始開始時時時時刻刻刻刻 

(2) 事業用自動車の事業用自動車の事業用自動車の事業用自動車の番号番号番号番号（（（（登登登登録番号録番号録番号録番号又は社内における識又は社内における識又は社内における識又は社内における識別別別別記記記記号号号号）））） 

(3) 事故の事故の事故の事故の発生発生発生発生日日日日時時時時、、、、天天天天候候候候 

(4) 事故の事故の事故の事故の発生発生発生発生場所、道路の場所、道路の場所、道路の場所、道路の状況状況状況状況（（（（現現現現場付場付場付場付近近近近の見の見の見の見取取取取りりりり図図図図などをなどをなどをなどを添添添添付する。）付する。）付する。）付する。） 

(5) 事故の当事者（乗務員を事故の当事者（乗務員を事故の当事者（乗務員を事故の当事者（乗務員を除除除除く。）のく。）のく。）のく。）の氏氏氏氏名、名、名、名、性別性別性別性別、年、年、年、年齢齢齢齢、、、、連連連連絡先絡先絡先絡先 

(6) 事故の事故の事故の事故の概概概概要要要要 

    事故の事故の事故の事故の種類種類種類種類、、、、損害損害損害損害の程の程の程の程度度度度、、、、相相相相手方手方手方手方の事業用自動車、の事業用自動車、の事業用自動車、の事業用自動車、心身状態心身状態心身状態心身状態、、、、走走走走行行行行状態状態状態状態 

(7) 事故の事故の事故の事故の原因原因原因原因 

(8) 再再再再発防止発防止発防止発防止対策対策対策対策 

(9) その他その他その他その他参参参参考考考考となる事項となる事項となる事項となる事項 

（（（（重大重大重大重大事故の事故の事故の事故の報告報告報告報告）））） 

第第第第 31 条条条条    運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故運行管理者は、事故ののののうち次のうち次のうち次のうち次の各各各各号号号号にににに掲げ掲げ掲げ掲げる事故については、法令る事故については、法令る事故については、法令る事故については、法令様様様様

式により自動車事故式により自動車事故式により自動車事故式により自動車事故報告書報告書報告書報告書をををを作作作作成し、役員に成し、役員に成し、役員に成し、役員に提提提提出するとともに、その指示出するとともに、その指示出するとともに、その指示出するとともに、その指示

を受け、事故がを受け、事故がを受け、事故がを受け、事故が発生発生発生発生した日から３０日以内に、当該事業用自動車の使用のした日から３０日以内に、当該事業用自動車の使用のした日から３０日以内に、当該事業用自動車の使用のした日から３０日以内に、当該事業用自動車の使用の

本本本本拠拠拠拠地を管轄する運輸支局長を経由して、国地を管轄する運輸支局長を経由して、国地を管轄する運輸支局長を経由して、国地を管轄する運輸支局長を経由して、国土土土土交通交通交通交通大大大大臣臣臣臣にににに提提提提出しなければ出しなければ出しなければ出しなければ

ならない。ならない。ならない。ならない。 

(1) 転転転転覆覆覆覆（自動車が道路上におけて路（自動車が道路上におけて路（自動車が道路上におけて路（自動車が道路上におけて路面面面面を３５を３５を３５を３５度度度度以上以上以上以上傾傾傾傾斜斜斜斜したとき）したとき）したとき）したとき） 



(2) 転転転転落落落落（自動車が道路（自動車が道路（自動車が道路（自動車が道路外外外外にににに転転転転落落落落した場合で、そのした場合で、そのした場合で、そのした場合で、その落差落差落差落差がががが 0.5 メメメメーーーートルトルトルトル以上以上以上以上

のとき）のとき）のとき）のとき） 

(3) 火火火火災災災災（自動車又は（自動車又は（自動車又は（自動車又は積積積積載載載載物品物品物品物品にににに火火火火災災災災がががが生生生生じたとき）じたとき）じたとき）じたとき） 

(4) 踏踏踏踏切（自動車が切（自動車が切（自動車が切（自動車が踏踏踏踏切において、切において、切において、切において、鉄鉄鉄鉄道車両と道車両と道車両と道車両と衝突衝突衝突衝突し又はし又はし又はし又は接接接接触触触触したとき）したとき）したとき）したとき） 

(5) 死死死死亡亡亡亡（自動車の関係する事故で、事故（自動車の関係する事故で、事故（自動車の関係する事故で、事故（自動車の関係する事故で、事故発生後発生後発生後発生後２４２４２４２４時時時時間以内に間以内に間以内に間以内に死死死死亡亡亡亡した者した者した者した者

ががががああああるとき）るとき）るとき）るとき） 

(6) 重傷重傷重傷重傷（自動車の関係する事故で、（自動車の関係する事故で、（自動車の関係する事故で、（自動車の関係する事故で、脊柱脊柱脊柱脊柱、上、上、上、上腕腕腕腕、、、、前前前前腕腕腕腕、、、、大大大大腿腿腿腿又は下又は下又は下又は下腿腿腿腿のののの骨骨骨骨

折折折折、内、内、内、内臓臓臓臓のののの破裂破裂破裂破裂、１４日以上、１４日以上、１４日以上、１４日以上入入入入院院院院が必要なが必要なが必要なが必要な傷害傷害傷害傷害、１３日以内の、１３日以内の、１３日以内の、１３日以内の入入入入院院院院が必要が必要が必要が必要

でかつでかつでかつでかつ医医医医師師師師のののの治療治療治療治療を要するを要するを要するを要する期期期期間が３０日以上の間が３０日以上の間が３０日以上の間が３０日以上の傷害傷害傷害傷害者が者が者が者がああああるとき）るとき）るとき）るとき） 

(7) 有有有有害・害・害・害・危危危危険険険険物物物物のののの漏洩漏洩漏洩漏洩 

(8) 車内（車内（車内（車内（操操操操縦縦縦縦装装装装置又は乗置又は乗置又は乗置又は乗降降降降口口口口のののの扉開閉装扉開閉装扉開閉装扉開閉装置の置の置の置の不不不不適切な適切な適切な適切な操操操操作作作作により、旅客がにより、旅客がにより、旅客がにより、旅客が

１１日以上１１日以上１１日以上１１日以上医医医医師師師師のののの治療治療治療治療を要するを要するを要するを要する傷害傷害傷害傷害を受けたとき）を受けたとき）を受けたとき）を受けたとき） 

(9) 健康起因健康起因健康起因健康起因（乗務員が（乗務員が（乗務員が（乗務員が疾疾疾疾病病病病により運により運により運により運転転転転をををを継続継続継続継続できなくなできなくなできなくなできなくなっっっったとき）たとき）たとき）たとき） 

(10)車両故車両故車両故車両故障障障障（かじ（かじ（かじ（かじ取取取取りりりり装装装装置、制動置、制動置、制動置、制動装装装装置、車置、車置、車置、車枠枠枠枠、車、車、車、車軸軸軸軸、車、車、車、車輪輪輪輪（タ（タ（タ（タイヤイヤイヤイヤをををを除除除除く。）く。）く。）く。）

又はシ又はシ又はシ又はシャャャャシバシバシバシバネネネネのののの破破破破損損損損若若若若しくはしくはしくはしくは脱落脱落脱落脱落により、自動車が運行により、自動車が運行により、自動車が運行により、自動車が運行不能不能不能不能になになになになっっっったとたとたとたと

き）き）き）き） 

(11)酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯び運び運び運び運転転転転等（等（等（等（酒気帯酒気帯酒気帯酒気帯び運び運び運び運転転転転、、、、無免許無免許無免許無免許運運運運転転転転、、、、麻薬麻薬麻薬麻薬等運等運等運等運転転転転をををを伴伴伴伴っっっったとき）たとき）たとき）たとき） 

(12)救救救救護護護護義務義務義務義務違反違反違反違反（（（（負傷負傷負傷負傷者の者の者の者の救救救救護護護護やややや道路の道路の道路の道路の危危危危険険険険をををを防止防止防止防止する等必要なする等必要なする等必要なする等必要な措措措措置を置を置を置を怠怠怠怠

っっっったとき）たとき）たとき）たとき） 

(13)鉄鉄鉄鉄道道道道施施施施設設設設損傷損傷損傷損傷（（（（橋脚橋脚橋脚橋脚、、、、架線架線架線架線その他のその他のその他のその他の鉄鉄鉄鉄道道道道施施施施設設設設をををを損傷損傷損傷損傷し３し３し３し３時時時時間以上本間以上本間以上本間以上本線線線線にににに

おいておいておいておいて鉄鉄鉄鉄道車両の運道車両の運道車両の運道車両の運転転転転をををを休止させ休止させ休止させ休止させたとき）たとき）たとき）たとき） 

(14)高速高速高速高速道路道路道路道路（（（（高速高速高速高速自動車国道又は自動自動車国道又は自動自動車国道又は自動自動車国道又は自動車車車車専専専専用道路において、３用道路において、３用道路において、３用道路において、３時時時時間以上自間以上自間以上自間以上自

動車の通行を動車の通行を動車の通行を動車の通行を禁止させ禁止させ禁止させ禁止させたときたときたときたとき）））） 

(15)衝突衝突衝突衝突（１０（１０（１０（１０台台台台以上の自動車の以上の自動車の以上の自動車の以上の自動車の衝突衝突衝突衝突又は又は又は又は接接接接触触触触をををを生生生生じたとき）じたとき）じたとき）じたとき） 

(16)負傷負傷負傷負傷者（１０人以上の者（１０人以上の者（１０人以上の者（１０人以上の負傷負傷負傷負傷者を者を者を者を生生生生じたとき）じたとき）じたとき）じたとき） 

２２２２    前前前前項に項に項に項に掲げ掲げ掲げ掲げる事故のほか、国る事故のほか、国る事故のほか、国る事故のほか、国土土土土交通省から交通省から交通省から交通省から報告報告報告報告の指示がの指示がの指示がの指示があっあっあっあったときは、たときは、たときは、たときは、

前前前前項に準じて自動車事故項に準じて自動車事故項に準じて自動車事故項に準じて自動車事故報告書報告書報告書報告書をををを提提提提出しなければならない。出しなければならない。出しなければならない。出しなければならない。 

３３３３    運行管理者は、第１項運行管理者は、第１項運行管理者は、第１項運行管理者は、第１項(1)からからからから(4)までおよびまでおよびまでおよびまでおよび(11)(16)のののの各各各各号号号号にににに該当する該当する該当する該当する事事事事

故故故故及び２人以上の及び２人以上の及び２人以上の及び２人以上の死死死死者者者者若若若若しくはしくはしくはしくは５人以上の５人以上の５人以上の５人以上の重傷重傷重傷重傷者が者が者が者が発生発生発生発生したとき、又したとき、又したとき、又したとき、又は国は国は国は国

土土土土交通交通交通交通大大大大臣臣臣臣の指示がの指示がの指示がの指示があっあっあっあったときは、事故たときは、事故たときは、事故たときは、事故発生後発生後発生後発生後２４２４２４２４時時時時間以内に、間以内に、間以内に、間以内に、電話電話電話電話、、、、フフフフ

ァッァッァッァックスその他適当なクスその他適当なクスその他適当なクスその他適当な方方方方法により、当該事業用自動車の使用の本法により、当該事業用自動車の使用の本法により、当該事業用自動車の使用の本法により、当該事業用自動車の使用の本拠拠拠拠地を管地を管地を管地を管

轄する運輸支局長に事故の轄する運輸支局長に事故の轄する運輸支局長に事故の轄する運輸支局長に事故の概概概概要を要を要を要を速報速報速報速報しなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。 

（事故（事故（事故（事故防止防止防止防止及び安全対策）及び安全対策）及び安全対策）及び安全対策） 

第第第第 32 条条条条    運行管理者は、運行の安全及び旅客の安全を確保するため、次の運行管理者は、運行の安全及び旅客の安全を確保するため、次の運行管理者は、運行の安全及び旅客の安全を確保するため、次の運行管理者は、運行の安全及び旅客の安全を確保するため、次の各各各各号号号号

にににに掲げ掲げ掲げ掲げる事故る事故る事故る事故防止防止防止防止のためののためののためののための措措措措置を講じなければならない。置を講じなければならない。置を講じなければならない。置を講じなければならない。 

(1) 行行行行政政政政機関機関機関機関やややや関係団体が関係団体が関係団体が関係団体が発発発発する事故する事故する事故する事故防止防止防止防止等に関する等に関する等に関する等に関する情報情報情報情報等を等を等を等を積極積極積極積極的に的に的に的に収収収収

集集集集し、し、し、し、掲掲掲掲示示示示板板板板を利用する等社内を利用する等社内を利用する等社内を利用する等社内徹底徹底徹底徹底をををを図図図図るとともに、当該るとともに、当該るとともに、当該るとともに、当該情報情報情報情報等を等を等を等を活活活活用し用し用し用し

て乗務員て乗務員て乗務員て乗務員教育教育教育教育を実を実を実を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(2) 発生発生発生発生した事故及び実した事故及び実した事故及び実した事故及び実例例例例体験（体験（体験（体験（ヒヤヒヤヒヤヒヤリハットリハットリハットリハット）の）の）の）の概概概概要要要要・原因・原因・原因・原因分分分分析析析析をまとをまとをまとをまとめめめめ

再再再再発防止発防止発防止発防止対策を対策を対策を対策を検討検討検討検討し、乗務員し、乗務員し、乗務員し、乗務員教育教育教育教育を実を実を実を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(3) 教育教育教育教育指指指指針針針針による指導監督とによる指導監督とによる指導監督とによる指導監督と併併併併せせせせて、当該地て、当該地て、当該地て、当該地域域域域の道路の道路の道路の道路状況状況状況状況、運行実、運行実、運行実、運行実態態態態、事、事、事、事



故統計を分故統計を分故統計を分故統計を分析析析析し、乗務員に対してし、乗務員に対してし、乗務員に対してし、乗務員に対して継続継続継続継続的にかつ計画的に指導すること。的にかつ計画的に指導すること。的にかつ計画的に指導すること。的にかつ計画的に指導すること。 

(4) 国国国国土土土土交通交通交通交通大大大大臣臣臣臣等が定める事故等が定める事故等が定める事故等が定める事故警警警警報報報報に基づく対策指導を実に基づく対策指導を実に基づく対策指導を実に基づく対策指導を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(5) 事故を事故を事故を事故を引引引引きききき起起起起こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、速や速や速や速やかに適かに適かに適かに適性診断性診断性診断性診断を受を受を受を受診させ診させ診させ診させそそそそ

のののの診断結果診断結果診断結果診断結果と事故分と事故分と事故分と事故分析析析析に基づき再に基づき再に基づき再に基づき再発防止教育発防止教育発防止教育発防止教育を実を実を実を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(6) 死死死死者又は者又は者又は者又は重傷重傷重傷重傷者の者の者の者の生生生生じた事故をじた事故をじた事故をじた事故を引引引引きききき起起起起こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、こした乗務員に対しては、教育教育教育教育指指指指

針針針針によるによるによるによる特別特別特別特別指導を実指導を実指導を実指導を実施施施施するとともに適するとともに適するとともに適するとともに適性診断性診断性診断性診断を受を受を受を受診診診診させさせさせさせ、当該、当該、当該、当該診断結果診断結果診断結果診断結果

に基づいたに基づいたに基づいたに基づいたカカカカウウウウンセリングンセリングンセリングンセリングを行うとともにを行うとともにを行うとともにを行うとともに注注注注意事項を意事項を意事項を意事項を具具具具体的に指示し、再体的に指示し、再体的に指示し、再体的に指示し、再

発防止教育発防止教育発防止教育発防止教育を実を実を実を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(7) 疾疾疾疾病病病病、、、、疲疲疲疲労等に労等に労等に労等に起因起因起因起因する交通事故をする交通事故をする交通事故をする交通事故を未未未未然然然然にににに防防防防ぐぐぐぐため、ため、ため、ため、衛生衛生衛生衛生管理者、管理者、管理者、管理者、産産産産業業業業

医医医医等と協等と協等と協等と協力力力力し定し定し定し定期健康診断結果期健康診断結果期健康診断結果期健康診断結果に基づいたに基づいたに基づいたに基づいた注注注注意意意意・・・・指導及び日指導及び日指導及び日指導及び日頃頃頃頃のののの健康健康健康健康管理管理管理管理

について指導について指導について指導について指導教育教育教育教育を実を実を実を実施施施施すること。すること。すること。すること。 

(8) 安全対策の安全対策の安全対策の安全対策の充充充充実を実を実を実を図図図図るため、所轄るため、所轄るため、所轄るため、所轄警察署警察署警察署警察署と協と協と協と協力力力力して交通事故して交通事故して交通事故して交通事故防止防止防止防止講習会講習会講習会講習会

を計画的にを計画的にを計画的にを計画的に開催開催開催開催し、事故し、事故し、事故し、事故防止防止防止防止に対する乗務員の意識をに対する乗務員の意識をに対する乗務員の意識をに対する乗務員の意識を高高高高揚揚揚揚させさせさせさせ交通事故の交通事故の交通事故の交通事故の

未未未未然然然然防止防止防止防止にににに努努努努めること。めること。めること。めること。 

（（（（異常気象異常気象異常気象異常気象等の等の等の等の措措措措置）置）置）置） 

第第第第 33 条条条条    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、異常気象異常気象異常気象異常気象等により輸送等により輸送等により輸送等により輸送の安全確保に支の安全確保に支の安全確保に支の安全確保に支障障障障をををを生生生生じたとき、じたとき、じたとき、じたとき、

又は又は又は又は生ず生ず生ず生ずるおそれがるおそれがるおそれがるおそれがああああるときは、次の基準により乗務員に対し、必要な指るときは、次の基準により乗務員に対し、必要な指るときは、次の基準により乗務員に対し、必要な指るときは、次の基準により乗務員に対し、必要な指

示を的確示を的確示を的確示を的確迅迅迅迅速速速速に行わなければならない。に行わなければならない。に行わなければならない。に行わなければならない。 

(1) 降降降降雨雨雨雨、、、、降降降降雪雪雪雪、、、、強風強風強風強風、、、、結結結結氷氷氷氷等の等の等の等の異常気象異常気象異常気象異常気象、地、地、地、地震震震震、、、、火火火火災災災災等の等の等の等の災害あ災害あ災害あ災害あるいはるいはるいはるいは鉄鉄鉄鉄

道事故、道路事故、道事故、道路事故、道事故、道路事故、道事故、道路事故、暴暴暴暴動による交通動による交通動による交通動による交通不能不能不能不能等については、等については、等については、等については、新新新新聞聞聞聞、、、、ラジオラジオラジオラジオ、、、、テテテテ

レビレビレビレビ、その他の、その他の、その他の、その他の方方方方法により法により法により法により早早早早期期期期にににに状況状況状況状況をををを把握把握把握把握し、必要な対策指示を行うこし、必要な対策指示を行うこし、必要な対策指示を行うこし、必要な対策指示を行うこ

と。と。と。と。 

(2) 積雪積雪積雪積雪及び路及び路及び路及び路面結面結面結面結氷氷氷氷等で運行に等で運行に等で運行に等で運行に危危危危険険険険をををを伴伴伴伴う場合は、運行を中う場合は、運行を中う場合は、運行を中う場合は、運行を中止止止止すること。すること。すること。すること。 

２２２２    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、気象状況気象状況気象状況気象状況、道路、道路、道路、道路状況状況状況状況など必要ななど必要ななど必要ななど必要な情報情報情報情報をををを迅迅迅迅速速速速、確実に、確実に、確実に、確実に把握把握把握把握

できるよう、できるよう、できるよう、できるよう、気象台気象台気象台気象台、、、、警察署警察署警察署警察署、、、、消消消消防防防防署署署署等の関係機関との等の関係機関との等の関係機関との等の関係機関との連連連連絡絡絡絡方方方方法を確法を確法を確法を確立立立立しししし

ておかなければならない。ておかなければならない。ておかなければならない。ておかなければならない。 

３３３３    運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、運行管理者は、異常気象時異常気象時異常気象時異常気象時等において運行の中等において運行の中等において運行の中等において運行の中断断断断を行う場合における乗を行う場合における乗を行う場合における乗を行う場合における乗

務員との務員との務員との務員との連連連連絡絡絡絡方方方方法など法など法など法など緊緊緊緊急連急連急連急連絡絡絡絡体制を体制を体制を体制を明明明明確にしておかなければならない。確にしておかなければならない。確にしておかなければならない。確にしておかなければならない。 

（（（（避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練等）等）等）等） 

第第第第 34 条条条条    運行管理者は、営業所、車運行管理者は、営業所、車運行管理者は、営業所、車運行管理者は、営業所、車庫庫庫庫、、、、施施施施設設設設内及び事業用自動車が運行中の内及び事業用自動車が運行中の内及び事業用自動車が運行中の内及び事業用自動車が運行中の火火火火

災災災災、、、、震震震震災災災災等の等の等の等の非常非常非常非常の場合にの場合にの場合にの場合に備備備備え、安全管理者及びえ、安全管理者及びえ、安全管理者及びえ、安全管理者及び防防防防火火火火管理者等と管理者等と管理者等と管理者等と連携連携連携連携してしてしてして

定定定定期防災期防災期防災期防災訓練訓練訓練訓練計画の計画の計画の計画の樹立樹立樹立樹立にににに参参参参画し、画し、画し、画し、消火訓練消火訓練消火訓練消火訓練、、、、避難訓練避難訓練避難訓練避難訓練等の実等の実等の実等の実施施施施にににに努努努努めなめなめなめな

ければならない。ければならない。ければならない。ければならない。 

（（（（附附附附    則）則）則）則） 

        本規程は、平成本規程は、平成本規程は、平成本規程は、平成 27 年年年年 10 月月月月 1 日から実日から実日から実日から実施施施施する。する。する。する。 

     


