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厚生労働省労働基準局監督課長

関係都道府県労働局労働基準部長 殿

(北海道､宮城､長野､富山､広島)

タクシー事業に係る特定特別監視地域の新設に伴 う地方運輸機関との

合同監督 ･監査について

タクシー事業場に対する地方運輸機関との合同監督 ･監査の実施については､平成 18

年 2月 13日付け基監発第 0213001号 ｢タクシー事業場に対する地方運輸機関との合同

監督 ･監査の実施について｣等において指示したところであるが､本 日､国土交通省に

おいてタクシー事業に係る特定特別監視地域が試行的に新設されたことに伴い､当該地

域を管轄する労働基準監督機関において実施するタクシー事業場に対する合同監督 ･監

査については､上記通達に加え､下記によることとしたので､適切に実施されたい｡

記

1 特定特別監視地域について

特定特別監視地域は､タクシーの供給拡大により運転者の労働条件の悪化を通じた

輸送の安全及び旅客の利便の低下を招く可能性が特に大きい地域として､概ね人口30

万以上の都市を含む一定の地域を地方運輸局長が指定するものである｡

今般､この特定特別監視地域として､平成 19年 11月 20日から平成 20年8月 31

日までの間､札幌交通圏､旭川交通圏､仙台市､長野交通圏､富山交通圏及び広島交

通圏の6地域が指定されたところである｡

特定特別監視地域においては､増車を行おうとするタクシー事業者は､60日前に地

方運輸支局長に届出をすることとされ､この場合､地方運輸機関は増車前に監査 (以

下 ｢増車前監査｣という｡)を実施するものとしている｡

なお､特定特別監視地域の指定等については､別添のとおり国土交通省自動車交通

局長より地方運輸局長 (沖縄総合事務局長を含む｡)に対して通知されているので参考

とされたい (増車前監査については､本通知の別紙のⅡの2を参照のこと｡)0



なお､当該事業場に対し合同監督 ･監査を行 う場合であっても､原則として予告す

ることなく実施するものであることに留意すること｡
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特定特別監視地域等において試行的に実施する

増車抑制対策等の措置について

道路運送法第8条に規定するタクシー事業に係る緊急調整措置及び同措置の発動を抑止

するための予防措置である特別監視地域制度については､｢緊急調整地域の指定等につい

て (平成13年10月26日付け国自旅第102号)｣により運用しているところであるが､今般､

平成 19年度の特別監視地域の指定に伴い､試行的な措置として､別紙のとおり､特別監

視地域の指定を受けた地域及び特別監視地域の指定を解除された地域のうち､一定の営業

区域をそれぞれ特定特別監視地域及び準特定特別監視地域として過量も､特別重点監視地

域を含めたこれらの地域において､著 しい供給過剰を未然に防止するための各種施策を講

じることとするので､各地方運輸局 (沖縄総合事務局を含むQ)においては､必要となる

公示の手続き等､速やかに所要の措置を講じられたい｡

なお､本件については､社団法人全国乗用自動車連合会会長及び社団法人全国個人タク

シー協会会長あて､別添 (略)のとおり通知したので申し添える｡



[亘 二二直]

平成 19年度の特別監視地域の指定に伴い試行的に実施する

増車抑制対策等の措置について

I.特定特別監視地域及び準特定特別監視地域の指定等

1.特定特別監視地域の指犀

地方運輸局長 (沖縄総合事務局長を含む｡以下同じ｡)は､平成 19年度に特別監

視地域として指定する営業区域のうち､タクシーの供給拡大により運転者の労働条件

の悪化等を通じた輸送の安全及び旅客の利便の低下を招く懸念が特に大きな地域とし

て､概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域を特定特別監視地域として指定する

ことができるものとし､当該指定は公示により行うものとする｡

2.準特定特別監視地域の指定

地方運輸局長は､平成 18年度に特別監視地域として指定し､平成 19年度におい

て特別監視地域として指定しない営業区域のうち､タクシーの供給拡大により運転者

の労働条件の悪化等を通じた輸送の安全及び旅客の利便の低下を招く懸念がある地域

として､概ね人口30万人以上の都市を含む営業区域を準特定特別監視地域として指

定することができるものとし､当該指定は公示により行うものとする｡

3.平成 18年度に指定した特別監視地域等に係る指定の暫定的な延長の解除

地方運輸局長は､平成19年度の特別監視地域等の指定に伴い､平成18年度に指

定した特別監視地域及び特別重点監視地域に係る平成 19年9月1日から同年 12月

31日までの間の指定の暫定的な延長について解除するものとし､当該解除は公示に

より行うものとする｡

Ⅱ.増車に関する措置

1.増車実施の際の労働条件等に関する報告制度

特定特別監視地域､準特定特別監視地域及び特別重点監視地域において､営業区域

内の一般の需要に応 じることができる事業用自動車 (以下 ｢一般車両｣という｡)の

合計数を増加させる事業計画変更 (以下 ｢増車｣という｡)であって一定数以上の車

両数の増加を内容とするものを実施しようとする事業者に対して､増車の届出の際に

運転者の労働条件等に関する計画の提出を求めるとともに､増車実施から一定期間経

過した後にその実績の提出を求め､計画と比較して帝離がある場合には､必要に応じ

てその状況の公表や減車の勧告を行う｡

(1)実施地域及び適用開始時期



特定特別監視地域､準特定特別監視地域及び特別重点監視地域において実施する

ものとし､原則として､平成19年11月20日以降に増車の届出を受理するもの

から提出を求めるものとする｡ただし､平成19年11月30日までの間に増車の

届出を受理するものに限り､増車の届出の際に提出することができない場合は､増

車を実施するとき (当該増車の登録のとき)までの提出を求めることとする｡

(2)対象となる増車の規模

営業区域ごとの当該事業者の一般車両の合計数が､特定特別監視地域､準特定特

別監視地域又は特別重点監視地域の各指定時 (2年以上継続して指定されている場

合は､当該継続して指定された最初の指定時｡)における当該事業者の一般車両の

合計数 (以下 ｢基準車両数｣という｡)に1.1を乗じて得た車両数又は基準車両数

に10両を加えた車両数のいずれか低い方の車両数を超えることとなる増車

(3)増車の届出の際に提出を求める書類

増車を行う理由 ･その判断の根拠等､増車後における経営の見通し及び運転者の

労働条件に関する方針並びに関係指標の最近の実績と増車後の目標などを記載した

書類 (別紙様式 1 略)

(4)増車実施時から6か月経過後に提出を求める書類

増車後の状況に関する評価､経営の見通し及び運転者の労働条件に関する方針の

達成状況並びに関係指標の実績などを記載した書類 (別紙様式2 時)

(5)増車後の状況の確認等

提出された(4)の書類に記載された実績が､(3)の書類に記載された計画と比較

して著しく帝離し､かつ､当該運転者の労働条件等の状況に照らして安全性や利用

者の利便性を損なうおそれがあると認められる場合には､当該事業者に対して減車

の勧告を行うとともに､その状況について公表を行うこととする｡

(6)限定解除申請事業者-の準用

(1)から(5)までの措置については､業務の範囲を限定する旨の条件を付された

事業者による当該条件の解除申請を伴う増車の届出について準用するものとする｡

(7)地方運輸局長が必要と認める地域における実施

(2)から(6)までの措置については､特定特別監視地域､準特定特別監視地域及

び特別重点監視地域以外の地域であって､地方運輸局長がこれらの措置を講じるこ

とが必要と認める地域においても実施することができるものとする0

2.増車届出事墓郵 _=対する事前監査制度

特定特別監視地域において､一定の増車を実施しようとする事業者にJjいて法令遵

守状況の確認を行うため､増車の実施前に監査を実施し､その結果､法令遵守状況に

問題がある場合には､当該事業者に対して減車の勧告を行うなどの措置を講じる｡

(1)実施地域及び適用開始時期

特定特別監視地域において実施するものとし､原則として､平成 19年11月20

El以降に増車の届出を受理するものから適用するoただし､平成19年12月19

日までに増車の届出を受理するものであって､平成19年 11月19日までに増車

のための車両購入等の契約が締結されているもの (当該契約書(写)の提出がある場



合に限る｡)に限っては適用しないものとする｡

(2)対象となる増車

基準車両数を超えることとなる増車

(3)事前届出書の提出時期

｢一般乗用旅客自動卓運送事業 (1人 1牽制個人タクシーを除く｡)の事業計画

(事業用自動車の数)変更の事前届出について (平成14年1月18日付け国自旅第 1

53号)｣(以下 ｢増減車届出通達｣という｡)の記2の規定にかかわらず､堕星室

施予定日の60日前までに届出書を提出させるものとする｡

(4)増車実施前の監査の実施

① (2)に該_当する増車の届出受理後､増皐が実施されるまでの間に､当該事業者

に対して監査を実施することとする｡

② 当該監査については､労働基準監督機関との合同監査により実施するよう努ゆ

るものとするO

③ 当該監査を実施した結果､自動車そね他の輸送施設の使用停止以上の処分 (以

下 ｢車両使用停止以上の処分｣という｡)を課すこととなる法令違反 (以下 ｢違

反｣という｡)が確認された場合には､当該監査終了時に当該事業者に対して､

当該車両使用停止以上の処分が確定するまでの間の措置として､次の各措置を講

じることとする｡

ア.当該増車の届出に基づく増車の実施を当面見合わせる旨の指導 (増車見合わ

せ勧告)0

ィ.当該監査の結果に基づき､後日､車両使伺停止以上の処分が確定した際に､

④の減車の勧告を行う旨の通知 (減車勧告処分の予告)｡

ウ.ア及びイの指導及び通知については､運輸支局長が文書により行うものとす

る｡

④ 当該車両使用停止以上の処分が確定した際に､当該増車の届出による増車につ

いて､減車の手続 (減車に係る事業計画変更の届出)を行うよう指導する｡(減

車の勧告)

⑤ 当該監査を実施した結果､違反が確認された事業者であって､③及び④の措置

を講 じたにもかわらず増車を実施した事業者に対しては､増車実施から一定期間

経過後に監査を実施するものとする｡

(5)限定解除申請事業者への準用

(1)から(4)までの措置については､業務の範囲を限定する旨の条件を付された

事業者による当該条件の解除申請を伴う増車の届出について準用するものとする｡
L

3.基準車両数内の増車に対する監査の特例

特別重点監視地域及び特別監視地域 (特定特別監視地域を含む｡以下同じ｡)にお

いては､基準車両数を超えることとならない増車については､増車実施事業者への巡

回監査 (以下 ｢増車監査｣という｡)の対象としないこととする｡

(1)実施地域及び適用開始時期

特別重点監視地域及び特別監視地域において実施するものとし､平成19年 11



月20日以降に増車の届出を受理するものから適用する｡

(2)増車実施事業者に対する監査の特例措置

｢緊急調整地域の指定等について (平成13年10月26日付け国自旅第102号)｣の記

4(1)及び ｢旅客自動車運送事業の監査方針の細部取扱いについて(平成14年1月17

日付け国自総第423号､国自旅第148号､国自整第146早)｣の記 1(2)⑥

の規定にかかわらず､基準車両数から一旦減車を行った後に基準車両数までの増車

を行う場合は､当該減車の規模及び期間にかかわらず増車監査の対象としないこと

とするO

Ⅲ.新規参入に関する措置

1.新規許可事業者に対する労働条件等に関する報告制度

特定特別監視地域､準特定特別監視地域及び特別重点監視地域において､新規許可

を受けようとする者に対して､新規許可申請 (業務の範囲を限定する旨の条件を付さ

れた許可の申請を除く｡以下同じ｡)の際に運転者の労働条件等に関する計画の提出

を求めるとともに､運輸開始後の一定期間経過後にその実績の提出を求め､計画と比

較 して帝離がある場合には､必要に応じてその状況の公表や是正の勧告を行う｡

(1)実施地域及び適用開始時期

特定特別監視地域､準特定特別監視地域及び特別重点監視地域において実施する

ものとし､原則として､平成19年11月20日以降に申請を受理するものから提

出を求めるものとする｡ただし､平成19年 11月30日までの間に申請を受理す

るものに限り､申請時に提出することができない場合は､許可処分時までの提出を

求めることとする｡

(2)新規許可申請の際に提出を求める書類等

新規参入を行う理由 ･その判断の根拠等､運輸開始後の経営の見通し及び運転者

の労働条件に関する方針並びに関係指標の参入後の目標などを記載した書類 (別紙

様式3 略)を求めるものとする｡

(3)運輸開始時から6か月経過後に提出を求める書類

運輸開始後の状況に関する評価､経営の見通し及び運転者の労働条件に関する方

針の達成状況並びに関係指標の実績などを記載した書類 (別紙様式4 略)

(4)運輸開始後の状況の確認等

提出された(3)の書類に記載された実績が､(2)の書類に記載された計画と比較

して著しく帝離し､かつ､当該運転者の労働条件等の状況に照らして安全性や利用

者の利便性を損なうおそれがあると認められる場合には､当該事業者に対してその

是正の勧告を行うとともに､その状況について公表を行うこととする｡

(5)営業区域を拡大する事業者への準用

(1)から(4)までの措置については､営業区域の拡大に係る事業計画変更認可申

請について準用するものとし､この場合においては､｢許可処分時｣とあるのは ｢認

可処分時｣と､｢新規許可申請｣とあるのは ｢営業区域拡大に係る事業計画変更認



可申請｣と､｢新規参入｣とあるのは ｢営業区域拡大｣とそれぞれ読み替えるもの

とする｡

(6)地方運輸局長が必要と認める地域における実施

(2)から(5)までの措置については､特定特別監視地域､準特定特別監視地域及

び特別重点監視地域以外の地域であって､地方運輸局長がこれらの措置を講じるこ

とが必要と認める地域においても実施することができるものとする｡

2.新規参入に係る最低車両数基準の引き上げ

特定特別監視地域及び特別重点監視地域において､新規許可を受けようとする者に

対しては､新規許可基準のうち､最低車両数に係る基準を引き上げることとする｡

(1)実施地域及び適用開始時期

特定特別監視地域及び特別重点監視地域において実施するものとし､平成 19年

12月20日以降に申請を受理するものから適用する｡

(2)新規許可に係る最低車両数基準

｢一般乗用旅客自動草運送事業 (1人 1車制個人タクシーを除く｡)の申請に対

する処理方針 (平成13年8月29日付け国自旅第72号)｣(以下 ｢処理方針通達｣と

いうO)の別紙の 1.(4)(丑の規定にかかわらず20両とする｡

(3)営業区域を拡大する事業者への準用

(1)及び(2)の措置については､営業区域の拡大に係る事業計画変更認可申請に

ついて準用するものとする｡

(4)限定解除への準用

(1)及び(2)の措置については.業務の範囲を限定する旨の条件を付された事業

者による当該条件の解除申請について準用するものとする｡


