′｀
行政処 分の ム 表

当社 は、平成28年 3月 に中国運輸局よ り、下記の行政処分を受けま した。
◆回の行政処分 を厳粛 に受け止め、◆後法令の連守及び輸送の安全確保を徹底 し、全社員
一丸 とな り再発防止 に取 り組んでま い ります。

記

1.株 式会社中国バ ス

福山営業所 (乗 含事業 )

1)監 査 日
平成

27年 11月 10日

及ぴ

平成

27年 12月 24日

2)行 政処分の内容
輸送施設 の使 用停止 (50日 車 )及 び文書警告

3)当 該処分に基づき講じた対策
①事業計画及び運行計画に定める業務の確保するための適切な措置を行う。
②運転者の過労運転を防止するための適切な措置を行う。
③点岬の記録を確実に行い記録不備をなくするため適切な措置を行う。
④運転者に対する適切な指導及ぴ監督を確実に実施するため適切な措置を行う。
⑤特定の運転者に対し適性診断を受診するため適切な措置を行う。

4)行 政処分 を受 けた 日
平成 28年 3月 17日
以上

｀
行政処分の ノ
ム表

当社 は、広島空港 発三 原桟橋行さ路線バスが、 一 部運行において三 原駅前で運行を打ち切
り、三原駅前か ら三原桟橋までの区間を運行 していなか つた ことを端緒 と し、中国運 輸局 の
監査 を受け、平成

28年 1月 に以下の行政処分を受け ま した。

今回の行政処分を厳粛に受け止め、◆後法令の遵守及び輸送の安全確保を徹底 し、全社 員
一丸 とな り再発防止に取 り組んでまい ります。

記

1.株 式 会社 中国ノヽス

F毛 道 営業 所 (乗含事業 )

1)監 査 日
平成

27年 8月 26日

及び

平成

27年 10月 16日

2)主 な違反の条頂
道路運送法第 16条 第 1頃 及ぴ道路運送法第 27条 第2頃

3)行 政処分の内容
輸送施設 の使用停止 (30日 車 )及 び文善警告

4)当 該処分に基づき講 じた対策
①運行途中での打ち切りを 葛止するための適切な措置を行う。
[′

②運転者の過労運転を も止するための適切な措置を行う。
B′

③運転者に対する適切な指導及ぴ監督を確実に実施するため適切な措置を行う。
④運転者に対する適切な指導及び監督を行つた旨の記録を確実に行い、
記録不備をなくすため適切な措置を行う。

5)行 政処分を受けた 日
平成 28年 1月 6日
以上

′｀
行政処分の ム 表

25年 6月 に労lttl局 よ り自動車運転者の労l動 吠況改善のための通報
が あ つた ことを端 緒 と し、中国運 輸局 の 監査 を受け、平成 25年 12月 に以下の
当社 は、平成

行政処分を受けま した。

◆回の行政処分を厳粛に受け止め、◆後法令の連雪及び輸送 の安全確 保 を徹底 し、
員一丸 とな り再発防止 に取 り組んでましヽります。

記

1.株 式会社中国ノヾス

尾道営業所 (乗 含事業 )

1)監 査 日
平成

25年 6月 13日

2)主 な違反の条頂
道路運送法第 27条 第 1頂

3)行 政処分の内容
輸送施設の使用停止

(20日 車 )及 び文蕃警告

4)当 該処分に基づき講じた対策
①運転者に対して過労運転を 葛止するための適切な措置を行う。
[′

②点町の記録を確実に行い記録不備をなくするため適切な措置を行う。
③乗務等の記録の記載事項の不備をなくするため適切な措置を行う。

5)行 政処分 を受 けた 日
平成 25年 12月 25日
以上

′｀
行政処分の ム 表

25年 6月 に労働局よ り自動車運転者の労働状況改善のための通報
があ つた ことを端緒 と し、中国運 輸局の監査 を受け、平成 25年 11月 に以下の
当社は、平成

行政処分を受けま した。

◆回の行政処分を厳粛 に受け止め 、今後法令の連守及び輸送の安全確保 を徹底 し、
員 一 丸 とな り再発防止 に取 り組んでまい ります。

記

1.株 式会社中国バス

福山営業所 (乗 含事業 )

1)監 査 日
平成

25年

6月

6日

2)主 な違反の条頂
道路運送法第 27条 第 1頂
3)行 政 処分の 内容
文書警 告

4)当 該処分に基づき詰じた対策
①運転者に対して過労運転を防止するための適切な措置を行う。
②点叩の記録を確実に行い記録不備をなくするため適切な措置を行う。
③乗務等の記録の記載事項の不備をなくするため適切な措置を行う。

5)行 政処分 を受けた 日
平成 25年 11月 26日
以上

′｀
行政 処分の ム 表

25年 6月 に労働局よ り自動車運転者の労 l動 状況改善のための通報
があ つた ことを端緒 と し、中国運輸局 の 監査 を受け、平成 25年 11月 に以下の
当社 は、平成

行政処分を受けま した。

◆回の行政処分を厳粛 に受け止め 、◆後法令の運會及び輸送の安全確保 を徹底 し、
員 ―丸 とな り再発防止 に取 り組んでまい ります。

言
己

1.株 式会社中国 バス

福山営業所 (賞 切事業 )

1)監 査 日
平成

25年

6月

6日

2)主 な違反の条頂
道路運送法第 27条 第 1頂

3)行 政処分の 内容
文善警 告

4)当 該処分に基づき諸じた対策
①運転者に対して過労運転を防止するための適切な措置を行う。
②点町の記録を確実に行い記録不備をなくするため適切な措置を行う。
③乗務等の記録の記載事項の不備をなくするため適切な措置を行う。

5)行 政処分を受 けた 日
平成 25年 lH月 26日
以上

ノ｀
行政処分の ム 表

当社 は、平成
成

25年 5月 に 7日 間の車検切れ運行を惹起 し、中国運輸局の監査 を受け、平

25年 8月 に以下の 行政処分を受けま した 。
今回の行政処分を厳粛に受け止め、今後法令の運會及び輸送の安全確 保 を徹底 し、全 社員

一 丸 とな り再発防止 に取 り組んでまい ります

言
己

1.株 式会社中国バス

三次 営業所 (乗 含事業 )

1)監 査 日
平成 25年 5月 30日

2)主 な違反の条頂
道路運送法第 27条 第 1頂 及び車両法第 49条 、第 58条 1頂

3)行 政処分の内容
輸送施設 の使 用停止

(95日 車 )及 び文薔警告

4)当 該処分に基づき詰じた対策
①運転者に対して過労運転を防止するための適切恋措置を行う。
②点町を確実に実施するため適切な措置を行う。
③点岬の記録を確実に行い記録不備をなくするため適切な措置を行う。
④乗務等の記録の記載事項の不備をなくするため適切な措置を行う。
⑤事業用自動車の点検整備を行い適切な車両管理を行う。

5)行 政処 分 を受 けた 日
平成 25年 8月 5日
以上

