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持続可 能な 運送サ ービ スの提 供の 確保に 資す る取 組を推 進す るため の地 域公共 交通の 活性 化及び 再生 に関 する法 律等 の一部 を改 正す る法律
参照 条文
地域公 共交 通の活 性化 及び再 生に 関する 法律 （平成 十九 年法 律第五 十九 号）（ 抄）

（目 的）
第 一条 この 法律は 、近年 にお ける急 速な 少子 高齢化 の進 展、移 動の ため の交通 手段に 関す る利用 者の 選好の 変化 により 地域 公共 交通の 維持 に困難
を 生じて いる こと 等の社 会経 済情勢 の変化 に対 応し、 地域 住民 の自立 した 日常生 活及 び社会 生活 の確 保、活 力ある 都市 活動の 実現 、観光 その 他の
地 域間の 交流 の促 進並び に交 通に係 る環 境へ の負荷 の低 減を図 るため の基 盤とな る地 域にお ける 公共 交通網 （以 下「地 域公 共交通 網」 という 。）
の形成 の促 進の観 点から 地域 公共交 通の 活性 化及び 再生 を推進 する こと が重要 となっ てい ること に鑑 み、交 通政 策基本 法（ 平成 二十五 年法 律第九
十二号 ）の 基本理 念に のっ とり、 地方公 共団 体によ る地 域公共 交通 網形 成計画 の作 成及び 地域 公共交 通特 定事業 の実施 に関 する 措置並 びに 新地域
旅客運 送事 業の円 滑化 を図 るため の措 置につ いて 定める こと により 、持 続可能 な地 域公共 交通 網の形 成に 資す るよう 地域 公共交 通の 活性化 及び再
生の ための 地域 におけ る主 体的な 取組 及び創 意工 夫を 推進し 、も って個 性豊 かで活 力に 満ちた 地域社 会の 実現 に寄与 する ことを 目的 とす る。

（定 義）
第 二条 この 法律に おいて 次の 各号に 掲げ る用 語の意 義は 、それ ぞれ 当該 各号に 定める とこ ろによ る。
一 地域 公共 交通 地域 住民 の日常 生活若 しく は社会 生活 にお ける移 動又 は観光 旅客 その他 の当 該地域 を来 訪する 者の 移動の ため の交通 手段 とし
て 利用 される 公共 交通機 関を いう 。
二 公 共交通 事業 者等 次に 掲げる 者を いう 。
イ 鉄 道事 業法 （昭和 六十 一年法 律第九 十二 号）に よる 鉄道 事業者 （旅 客の運 送を 行うも の及 び旅客 の運 送を行 う鉄 道事業 者に 鉄道施 設を 譲渡
し、 又は使 用さ せるも のに 限る 。）
ロ 軌道法 （大 正十年 法律 第七十 六号 ）に よる軌 道経 営者（ 旅客 の運送 を行 うもの に限る 。）
ハ 道路 運送法 （昭 和二十 六年 法律第 百八 十三号 ）に よる一 般乗 合旅 客自動 車運 送事業 者及 び一般 乗用 旅客自 動車運 送事 業者
ニ～ ヘ （略）
三 ・四 （略 ）
五 地域 公共 交通 特定事 業 軌道運 送高度 化事 業、道 路運 送高 度化事 業、 海上運 送高 度化事 業、 鉄道事 業再 構築事 業、 鉄道再 生事 業及び 地域 公共
交 通再 編事業 をい う。
六 軌 道運送 高度 化事業 軌 道法に よる 軌道 事業（ 旅客 の運送 を行 うもの に限 る。以 下「 旅客軌 道事 業」と いう 。）で あっ て、 より優 れた 加速及
び減速 の性 能を 有する 車両を 用い ること その 他の国 土交 通省 令で定 める 措置を 講ず ること によ り、定 時性 の確保 （設 定され た発 着時刻 に従 って
運行す るこ とを いう。 以下 同じ。 ）、 速達 性の向 上（目 的地 に到達 する までに 要す る時間 を短 縮す ること をい う。以 下同 じ。） 、快適 性の 確保
その 他の国 土交 通省令 で定 める運 送サ ービ スの質 の向 上を図 り、 もって 地域 公共交 通の活 性化 に資 するも のを いう。
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七・八 （ 略）
九 鉄 道事 業再構 築事 業 最近に おける 経営 状況に 鑑み 、その 継続 が困 難とな り、 又は困 難と なるお それ がある と認 められ る旅 客鉄道 事業 （鉄道
事業法 によ る鉄 道事業 のう ち旅客 の運 送を 行うも の及び 旅客 の運送 を行 う鉄道 事業 者に鉄 道施 設を 譲渡し 、又 は使用 させ るもの をい う。以 下同
じ。 ）につ いて 、経営 の改 善を図 ると とも に、地 方公 共団体 その 他の 者の支 援を受 けつ つ、次 に掲 げる事 業構 造の変 更を 行う ことに より 、当該
旅客 鉄道 事業に 係る 路線 におけ る輸送 の維 持を図 るた めの事 業（ 鉄道 再生事 業に 該当す るも のを除 く。 ）をい う。
イ 事業 の譲渡 及び 譲受
ロ 法人 の合 併又は 分割
ハ イ 及びロ に掲 げるも のの ほか、 事業の 実施 主体 の変更
ニ イ からハ まで に掲げ るも のの ほか、 重要 な資産 の譲 渡及び 譲受そ の他 の国土 交通 省令 で定め る事 業構造 の変 更
十 （ 略）
十一 地域 公共交 通再 編事 業 地 域公共 交通 を再編 する ための 事業 であ って、 地方 公共団 体の 支援を 受け つつ、 特定旅 客運 送事 業（旅 客鉄 道事業
、旅客 軌道 事業 、一般 乗合 旅客自 動車 運送 事業及 び国内 一般 旅客定 期航 路事業 をい う。以 下同 じ。 ）に係 る路 線若し くは 航路又 は営 業区域 の編
成の 変更、 他の 種類の 旅客 運送事 業（ 旅客 鉄道事 業、 旅客軌 道事 業、一 般乗 合旅客 自動 車運送 事業 、道路 運送 法によ る一 般乗 用旅客 自動 車運送
事業 及び 国内一 般旅 客定期 航路 事業等 をい う。第 二十 七条の 二第 三項 におい て同 じ。） への 転換、 自家 用有償 旅客運 送（ 同法 第七十 八条 第二号
に規 定す る自家 用有 償旅 客運送 をい う。以 下同 じ。） によ る代替 、異 なる公 共交 通事業 者等 の間の 旅客 の乗 継ぎを 円滑 に行う ための 運行 計画の
改 善、共 通乗 車船券 （二 以上の 運送 事業者 （第 二号 イから ハま で及び ホに 掲げる 者をい う。 以下こ の号 にお いて同 じ。 ）が期 間、 区間 その他 の
条 件を 定めて 共同 で発行 する 証票で あって 、そ の証 票を提 示す ること によ り、当 該条 件の 範囲内 で、当 該各 運送事 業者 の運送 サー ビス の提供 を
受 ける ことが でき るもの をい う。 第二十 七条 の八第 一項に おい て同じ 。） の発行 その 他の 国土交 通省 令で定 める もの を行う 事業を いう 。
十二 地域公 共交 通一体 型路 外駐車 場整 備事 業 駐 車場 法（昭 和三 十二 年法律 第百六 号） 第三条 の駐 車場整 備地 区内に 整備 され るべき 同法 第四条
第二項 第五 号の 主要な 路外 駐車場 （都市 計画 におい て定 めら れた路 外駐 車場を 除く 。）の 整備 を行う 事業 であっ て、 軌道運 送高 度化事 業又 は道
路運送 高度 化事 業と一 体と なって 地域 公共 交通の 活性化 に資 するも のを いう。
十三 新地 域旅 客運送 事業 地域 の旅 客輸送 需要 に適 した効 率的 な運送 サー ビスで あって 、次 に掲げ る事 業の うち二 以上 の事業 に該 当し 、かつ 、
当該 二以 上の事 業に おいて 同一 の車両 又は 船舶を 用い て一貫 した 運送 サービ スを 提供す る事 業をい う。
イ 旅客 鉄道事 業又 は旅 客軌道 事業
ロ 一般 乗合 旅客自 動車 運送事 業
ハ 国 内一般 旅客 定期航 路事 業等

（基本 方針）
第三条 主 務大臣 は、 持続可 能な 地域公 共交 通網の 形成 に資す る地 域公共 交通 の活性 化及 び再 生を推 進す るため 、地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 の
促進に 関す る基本 方針 （以 下「基 本方 針」と いう 。）を 定め るもの とす る。
基本方 針は 、次に 掲げる 事項 につ いて定 める ものと する 。
２
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一 持 続可 能な地 域公共 交通 網の形 成に 資す る地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 の意義 及び 目標に 関す る事項
二 第 五条 第一項 に規 定す る地域 公共交 通網 形成計 画の 作成に 関す る基 本的な 事項
三 地 域公 共交通 特定 事業 その他 の第 五条第 一項 に規定 する 地域公 共交 通網形 成計 画に定 める 事業に 関す る基 本的な 事項
四 （略）
五 持続 可能な 地域 公共交 通網 の形成 に資 する地 域公 共交通 の活 性化及 び再 生に関 する 事業 の評価 に関 する基 本的な 事項
六 その 他国土 交通 省令で 定め る持 続可能 な地 域公共 交通 網の形 成に資 する 地域公 共交 通の 活性化 及び 再生に 関す る事 項
３ 基本 方針 は、交 通の機 能と 都市機 能と が相 互に密 接に 関連す るも ので あるこ とを踏 まえ 、地域 公共 交通の 活性 化及び 再生 が都 市機能 の増 進に寄
与 するこ とと なる よう配 慮し て定め るもの とす る。
４ ～７ （略 ）

（国等 の努 力義務 ）
第四条 国 は、地 方公 共団体 、公 共交 通事業 者等 その他 の関 係者が 行う持 続可 能な地 域公 共交 通網の 形成 に資す る地 域公 共交通 の活 性化及 び再生 を
推進 するた めに 必要と なる 情報の 収集 、整理 、分 析及 び提供 、研 究開発 の推 進並び に人 材の養 成及び 資質 の向 上に努 めな ければ なら ない 。
２ 都道府 県は 、市 町村、 公共 交通事 業者 等その 他の関 係者 が行 う持続 可能 な地域 公共 交通網 の形 成に 資する 地域公 共交 通の活 性化 及び再 生を 推進
する ため 、各市 町村 の区域 を超 えた 広域的 な見 地から 、必 要な助 言その 他の 援助を 行う とと もに、 必要 がある と認 める ときは 、市町 村と 密接な 連
携 を図り つつ 主体的 に持続 可能 な地 域公共 交通 網の形 成に 資す る地域 公共 交通の 活性化 及び 再生に 取り 組むよ う努 めな ければ なら ない。
３ 市町 村は 、公共 交通 事業 者等そ の他の 関係 者と協 力し 、相互 に密 接な 連携を 図り つつ主 体的 に持続 可能 な地域 公共 交通網 の形 成に資 する 地域公
共 交通の 活性 化及 び再生 に取 り組む よう 努め なけれ ばなら ない 。
（ 略）
４

（地域 公共 交通網 形成 計画 ）
第五 条 地 方公 共団体 は、基 本方 針に 基づき 、国 土交通 省令 で定 めると ころ により 、市町 村に あって は単 独で又 は共 同し て、都 道府 県にあ って は当
該都 道府 県の区 域内 の市町 村と 共同し て、当 該市 町村 の区域 内に ついて 、持 続可能 な地 域公 共交通 網の 形成に 資する 地域 公共交 通の 活性 化及び 再
生を 推進 するた めの 計画（ 以下 「地 域公共 交通 網形成 計画 」とい う。） を作 成する こと がで きる。
２ 地域 公共 交通網 形成計 画に おいて は、 次に 掲げる 事項 につい て定 める ものと する。
持続 可能 な地 域公共 交通 網の形 成に資 する 地域公 共交 通の 活性化 及び 再生の 推進 に関す る基 本的な 方針
地域 公共 交通 網形成 計画 の区域
地 域公共 交通 網形成 計画 の目標
前 号の 目標を 達成 するた めに 行う事 業及 びその 実施 主体に 関す る事 項
地 域公 共交通 網形 成計 画の達 成状 況の評 価に 関する 事項
計画期 間
一
二
三
四
五
六
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七 前 各号 に掲げ るもの のほ か、地 域公 共交 通網形 成計 画の実 施に 関し 当該地 方公共 団体 が必要 と認 める事 項
３ 地 域公 共交通 網形 成計画 にお いては 、前 項各号 に掲 げる事 項の ほか、 都市 機能の 増進 に必 要な施 設の 立地の 適正 化に関 する施 策と の連 携その 他
の持続 可能 な地域 公共 交通 網の形 成に 際し配 慮す べき事 項を 定める よう 努める もの とする 。
４ （略）
５ 地域公 共交 通網 形成計 画は 、都市 計画 、都市 計画法 （昭 和四 十三年 法律 第百号 ）第 十八条 の二 の市 町村の 都市計 画に 関する 基本 的な方 針、 中心
市街 地の 活性化 に関 する法 律（ 平成 十年法 律第 九十二 号） 第九条 の中心 市街 地の活 性化 に関 する施 策を 総合的 かつ 一体 的に推 進する ため の基本 的
な 計画及 び計 画、高 齢者、 障害 者等 の移動 等の 円滑化 の促 進に 関する 法律 （平成 十八年 法律 第九十 一号 ）第二 十五 条第 二十四 条の 二の移 動等 円滑
化 の促進 に関 する 方針及 び同 法第二 十五条 の移 動等円 滑化 に係 る事業 の重 点的か つ一 体的な 推進 に関 する基 本的な 構想 との調 和が 保たれ たも ので
な ければ なら ない 。
６ 地 方公 共団体 は、地 域公 共交通 網形 成計画 を作 成し ようと する ときは 、あ らかじ め、 住民、 地域公 共交 通の 利用者 その 他利害 関係 者の 意見を 反
映させ るた めに必 要な 措置 を講じ なけれ ばな らない 。
７ 地 方公 共団体 は、 地域公 共交 通網 形成計 画を 作成し よう とする ときは 、こ れに定 めよ うと する第 二項 第四号 に掲 げる 事項に つい て、次 条第一 項
の協 議会が 組織 されて いる 場合に は協 議会に おけ る協 議を、 同項 の協議 会が 組織さ れて いない 場合に は関 係す る公共 交通 事業者 等、 道路 管理者 、
港湾 管理 者その 他地 域公共 交通 網形成 計画 に定め よう とする 事業 を実施 する と見込 まれ る者 及び関 係す る公安 委員会 と協 議をし なけ れば ならな い
。
８ 地方 公共 団体は 、地域 公共 交通網 形成 計画 を作成 した ときは 、遅 滞な く、こ れを公 表す るとと もに 、主務 大臣 、都道 府県 （当 該地域 公共 交通網
形 成計画 を作 成し た都道 府県 を除く 。）並 びに 関係す る公 共交 通事業 者等 、道路 管理 者、港 湾管 理者そ の他 地域公 共交 通網形 成計 画に定 める 事業
を 実施す ると 見込 まれる 者及 び関係 する 公安 委員会 に、地 域公 共交通 網形 成計画 を送 付しな けれ ばな らない 。
９ 主 務大臣 及び 都道府 県は 、前項 の規 定によ り地 域公 共交通 網形 成計画 の送 付を受 けた ときは 、主務 大臣 にあ っては 地方 公共団 体に 対し 、都道 府
県にあ って は市町 村に 対し 、必要 な助言 をす ること がで きる。
第六項 から 前項 までの 規定 は、地 域公 共交 通網形 成計画 の変 更につ いて 準用す る。

（協 議会 ）
第六 条 地 域公 共交 通網形 成計 画を作 成し よう とする 地方 公共団 体は、 地域 公共交 通網 形成計 画の 作成 及び実 施に 関し必 要な 協議を 行う ための 協議
会 （以下 「協 議会」 という 。） を組 織する こと ができ る。
２ 協議 会は 、次に 掲げ る者 をもっ て構成 する 。
一 地域 公共 交通 網形成 計画 を作成 しよ うと する地 方公共 団体
二 関 係する 公共 交通事 業者 等、道 路管 理者 、港湾 管理 者その 他地 域公共 交通 網形成 計画 に定め よう とする 事業 を実施 する と見 込まれ る者
三 （ 略）
３～５ （ 略）
６ 主務大 臣及 び都道 府県（ 第一 項の 規定に より 協議会 を組 織す る都道 府県 を除く 。）は 、地 域公共 交通 網形成 計画 の作 成が円 滑に 行われ るよ うに
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７

、協議 会の 構成員 の求め に応 じて、 必要 な助 言をす るこ とがで きる 。
（ 略）

（地 域公共 交通 網形成 計画 の作成 等の 提案）
第七 条 次 に掲 げる 者は、 地方 公共団 体に 対して 、地域 公共 交通 網形成 計画 の作成 又は 変更を する こと を提案 するこ とが できる 。こ の場合 にお いて
は、 基本 方針に 即し て、当 該提 案に 係る地 域公 共交通 網形 成計画 の素案 を作 成して 、こ れを 提示し なけ ればな らな い。
一 公共 交通 事業者 等、道 路管 理者 、港湾 管理 者その 他地 域公 共交通 網形 成計画 に定め よう とする 事業 を実施 しよ うと する者
二 地域 公共 交通 の利用 者そ の他の 地域公 共交 通の利 用に 関し 利害関 係を 有する 者
２ 前項 の規 定によ る提 案を 受けた 地方 公共団 体は 、当 該提案 に基づ き地 域公共 交通 網形成 計画 の作成 又は 変更 をする か否 かにつ いて 、遅滞 なく、
公表し なけ ればな らない 。こ の場合 にお いて 、地域 公共 交通網 形成 計画 の作成 又は変 更を しない こと とする とき は、そ の理 由を 明らか にし なけれ
ばなら ない 。

（軌 道運送 高度 化事業 の実 施）
第八 条 地 域公 共交 通網形 成計 画にお いて 、軌道 運送高 度化 事業 に関す る事 項が定 めら れたと きは 、軌 道運送 高度化 事業 を実施 しよ うとす る者 （地
域公 共交 通一体 型路 外駐車 場整 備事 業があ ると きは、 当該 地域公 共交通 一体 型路外 駐車 場整 備事業 を実 施しよ うと する 者を含 む。第 三項 から第 五
項 まで及 び次 条第一 項にお いて 同じ 。）は 、単 独で又 は共 同し て、当 該地 域公共 交通網 形成 計画に 即し て軌道 運送 高度 化事業 を実 施する ため の計
画 （以下 「軌 道運 送高度 化実 施計画 」とい う。 ）を作 成し 、こ れに基 づき 、当該 軌道 運送高 度化 事業を 実施 するも のと する。
２ ～６ （略 ）

（軌道 運送 高度化 実施 計画 の認定 ）
第九条 軌 道運送 高度 化事業 を実 施し ようと する 者は、 国土 交通大 臣に対 し、 軌道運 送高 度化 実施計 画が 持続可 能な 地域 公共交 通網の 形成 に資す る
地域 公共交 通の 活性化 及び 再生を 適切 かつ確 実に 推進 するた めに 適当な もの である 旨の認 定を 申請す るこ とが できる 。
２～ ９ （ 略）

（ 軌道法 の特 例）
第 十条 軌道 運送高 度化 事業 を実施 しよう とす る者（ 次項 に規定 する 場合 を除く 。） がその 軌道 運送高 度化 実施計 画につ いて 前条 第三項 （同 条第七
項 におい て準 用す る場合 を含 む。次 項に おい て同じ 。）の 認定 を受け たと きは、 当該 軌道運 送高 度化 実施計 画に 定めら れた 軌道運 送高 度化事 業の
うち、 軌道法 第三 条の特 許を 受けな けれ ばな らない もの につい ては 、同条 の規 定によ り特 許を受 けた ものと みな す。
２・３ （ 略）
（道 路運送 高度 化事業 の実 施）
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第十三 条 地域公 共交通 網形 成計画 にお いて、 道路 運送 高度化 事業 に関す る事 項が定 めら れたと きは、 道路 運送 高度化 事業 を実施 しよ うと する者 （
地域公 共交 通一体 型路 外駐 車場整 備事業 があ るとき は、 当該地 域公 共交 通一体 型路 外駐車 場整 備事業 を実 施しよ うと する者 を含 む。第 三項 から第
五項ま で及 び次条 第一 項に おいて 同じ 。）は 、単 独で又 は共 同して 、当 該地域 公共 交通網 形成 計画に 即し て道 路運送 高度 化事業 を実 施する ための
計画 （以下 「道 路運送 高度 化実施 計画 」とい う。 ）を 作成し 、こ れに基 づき 、当該 道路 運送高 度化事 業を 実施 するも のと する。
２～ ６ （ 略）

（ 道路運 送高 度化実 施計画 の認 定）
第 十四条 道 路運送 高度 化事 業を実 施しよ うと する者 は、 国土交 通大 臣に 対し、 道路 運送高 度化 実施計 画が 持続可 能な 地域公 共交 通網の 形成 に資す
る 地域公 共交 通の 活性化 及び 再生を 適切 かつ 確実に 推進 するた めに適 当な もので ある 旨の認 定を 申請 するこ とが できる 。
２ （ 略）
３ 国 土交 通大臣 は、 第一項 の規 定によ る認 定の申 請が あった 場合 におい て、 その道 路運 送高 度化実 施計 画が次 の各号 のい ずれに も適 合す るもの で
あると 認め るとき は、 その 認定を する ものと する 。
一 道路運 送高 度化実 施計 画に定 める 事項が 基本 方針 に照ら して 適切な もの である こと 。
二 道路 運送高 度化 実施計 画に 定める 事項 が道路 運送 高度化 事業 を確実 に遂 行する ため 適切 なもの であ ること 。
三 道路 運送高 度化 実施計 画に 定め られた 一般 乗合旅 客自 動車運 送事業 の内 容が道 路運 送法 第六条 各号 に掲げ る基 準に 適合し 、かつ 、道 路運送 高
度 化事業 を実 施しよ うと する者 が同 法第七 条各 号の いずれ にも 該当し ない こと。
４ ～９ （略 ）

（道路 運送法 の特 例）
第十五 条 道路運 送高 度化事 業を 実施し よう とする 者が その道 路運 送高度 化実 施計画 につ いて 前条第 三項 （同条 第七項 にお いて準 用す る場 合を含 む
。）の 認定 を受け たと きは 、当該 道路 運送高 度化 実施計 画に 定めら れた 道路運 送高 度化事 業の うち、 道路 運送 法第四 条第 一項の 許可若 しく は同法
第十 五条第 一項 の認可 を受 け、又 は同 条第三 項若 しく は第四 項の 規定に よる 届出を しなけ れば ならな いも のに ついて は、 これら の規 定に より許 可
若し くは 認可を 受け 、又は 届出 をした ものと みな す。

（ 海上運 送高 度化事 業の実 施）
第 十八条 地 域公共 交通 網形 成計画 におい て、 海上運 送高 度化事 業に 関す る事項 が定 められ たと きは、 海上 運送高 度化事 業を 実施 しよう とす る者は
、 単独で 又は 共同 して、 当該 地域公 共交 通網 形成計 画に即 して 海上運 送高 度化事 業を 実施す るた めの 計画（ 以下 「海上 運送 高度化 実施 計画」 とい
う。） を作成 し、 これに 基づ き、当 該海 上運 送高度 化事 業を実 施す るもの とす る。
２～５ （ 略）
（海 上運送 高度 化実施 計画 の認定 ）
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第十九 条 海上運 送高度 化事 業を実 施し ようと する 者は 、国土 交通 大臣に 対し 、海上 運送 高度化 実施計 画が 持続 可能な 地域 公共交 通網 の形 成に資 す
る地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 を適切 かつ 確実に 推進 するた めに 適当 なもの であ る旨の 認定 を申請 する ことが でき る。
２～８ （ 略）

（海 上運 送法の 特例 ）
第二 十条 海上 運送 高度化 事業 を実施 しよ うと する者 がそ の海上 運送高 度化 実施計 画に ついて 前条 第三 項（同 条第 六項に おい て準用 する 場合を 含む
。 以下こ の条 におい て同じ 。） の認 定を受 けた ときは 、当 該海 上運送 高度 化実施 計画に 定め られた 海上 運送高 度化 事業 のうち 、海 上運送 法第 三条
第 一項の 許可 若し くは同 法第 十一条 第一項 の認 可を受 け、 又は 同条第 三項 、同法 第十 九条の 五第 一項 若しく は第二 十条 第二項 の規 定によ る届 出を
し なけれ ばな らな いもの につ いては 、こ れら の規定 によ り許可 若しく は認 可を受 け、 又は届 出を した ものと みな す。こ の場 合にお いて 、同法 第十
九条の 五第 一項又 は第二 十条 第二項 の規 定に よる届 出を したも のと みな された 事業に つい ては、 これ らの規 定に かかわ らず 、前 条第三 項の 認定を
受けた 日か ら開始 する こと ができ る。

（鉄 道事業 再構 築事業 の実 施）
第二 十三条 地 域公 共交通 網形 成計画 にお いて、 鉄道事 業再 構築 事業に 関す る事項 が定 められ たと きは 、当該 地域公 共交 通網形 成計 画を作 成し た地
方公 共団 体、当 該鉄 道事業 再構 築事 業に係 る旅 客鉄道 事業 を経営 する鉄 道事 業者及 び当 該鉄 道事業 者に 代わっ て当 該旅 客鉄道 事業に 係る 路線に お
い て引き 続き 旅客鉄 道事業 を経 営し ようと する 者その 他の 国土 交通省 令で 定める 者は、 その 全員の 合意 により 、当 該地 域公共 交通 網形成 計画 に即
し て鉄道 事業 再構 築事業 を実 施する ための 計画 （以下 「鉄 道事 業再構 築実 施計画 」と いう。 ）を 作成し 、こ れに基 づき 、当該 鉄道 事業再 構築 事業
を 実施す るも のと する。
（ 略）
２

（鉄道 事業 再構築 実施 計画 の認定 ）
第二 十四条 鉄 道事業 再構築 事業 を実 施しよ うと する者 は、 国土 交通大 臣に 対し、 鉄道事 業再 構築実 施計 画が持 続可 能な 地域公 共交 通網の 形成 に資
する 地域 公共交 通の 活性化 及び 再生を 適切か つ確 実に 推進す るた めに適 当な もので ある 旨の 認定を 申請 するこ とがで きる 。
２～ ８ （ 略）

（ 鉄道事 業法 の特 例）
第 二十五 条 鉄道事 業再 構築 事業を 実施 しよう とす る者が その 鉄道事 業再 構築実 施計 画につ いて 前条第 二項 （同 条第六 項に おいて 準用 する場 合を含
む。） の認定 を受 けたと きは 、当該 鉄道 事業 再構築 実施 計画に 定め られた 鉄道 事業再 構築 事業の うち 、鉄道 事業 法第三 条第 一項 若しく は第 二十五
条第一 項の 許可若 しく は同法 第七 条第一 項、 第十五 条第 一項、 第十 六条 第一項 若し くは第 二十 六条第 一項 若しく は第二 項の 認可 を受け 、又 は同法
第七条 第三 項若し くは 第十 六条第 三項 の規定 によ る届出 をし なけれ ばな らない もの につい ては 、これ らの 規定 により 許可 若しく は認可 を受 け、又
は届 出をし たも のとみ なす 。
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２

（ 略）

（鉄道 再生 事業の 実施 ）
第二 十六条 地 域公共 交通 網形成 計画 におい て、 鉄道再 生事 業に 関する 事項 が定め られ たとき は、当 該地 域公共 交通 網形 成計画 を作 成した 地方 公共
団体 、廃 止届出 がさ れた鉄 道事 業を経 営す る鉄道 事業 者及び 国土 交通省 令で 定める 者は 、そ の全員 の合 意によ り、当 該地 域公共 交通 網形 成計画 に
即し て鉄 道再生 事業 を実施 する ため の計画 （以 下「鉄 道再 生実施 計画」 とい う。） を作 成し 、これ に基 づき、 当該 鉄道 再生事 業を実 施す るもの と
す る。
２ ～４ （略 ）

（地域 公共 交通再 編事業 の実 施）
第二十 七条 の二 地域 公共交 通網 形成計 画に おいて 、地 域公共 交通 再編事 業に 関する 事項 が定 められ たと きは、 当該地 域公 共交通 網形 成計 画を作 成
した地 方公 共団体 は、 当該 地域公 共交 通網形 成計 画に即 して 地域公 共交 通再編 事業 を実施 する ための 計画 （以 下「地 域公 共交通 再編 実施計 画」と
いう 。）を 作成 し、こ れに 基づき 、当 該地域 公共 交通 再編事 業を 実施し 又は その実 施を 促進す るもの とす る。
２ 地域公 共交 通再 編実施 計画 には、 次に 掲げる 事項に つい て定 めるも のと する。
一 地域 公共交 通再 編事業 を実 施す る区域
二 地域 公共 交通再 編事業 の内 容及 び実施 主体 （次号 に掲 げる ものを 除く 。）
三 地方 公共 団体 による 支援 の内容
四 地域 公共 交通 再編事 業の 実施予 定期 間
五 地 域公共 交通 再編事 業の 実施に 必要 な資 金の額 及び その調 達方 法
六 地 域公 共交通 再編 事業 の効果
七 前 各号 に掲げ るも のの ほか、 地域 公共交 通再 編事業 の実 施のた めに 必要な 事項 として 国土 交通省 令で 定め る事項
３ 地方公 共団 体は、 地域公 共交 通再 編実施 計画 を定め よう とす るとき は、 あらか じめ、 特定 旅客運 送事 業者等 （そ の全 部又は 一部 の区間 又は 区域
が当 該地 域公共 交通 再編事 業を 実施す る区域 内に 存す る路線 若し くは航 路又 は営業 区域 に係 る特定 旅客 運送事 業を営 む全 ての者 及び その 全部又 は
一部 の者 に代わ って 当該特 定旅 客運 送事業 に係 る路線 若し くは航 路又は 営業 区域に おい て旅 客運送 事業 を営も うと する 者その 他の国 土交 通省令 で
定 める者 をい う。次 項にお いて 同じ 。）の 全て の同意 を得 なけ ればな らな い。
４ 地方 公共 団体は 、地 域公 共交通 再編実 施計 画を定 めよ うとす ると きは 、あら かじ め、関 係す る公共 交通 事業者 等（特 定旅 客運 送事業 者等 である
者 を除く 。） 、道 路管理 者、 港湾管 理者 及び 公安委 員会の 意見 を聴か なけ ればな らな い。
５ 地 方公共 団体 は、地 域公 共交通 再編 実施計 画を 定め たとき は、 遅滞な く、 これを 関係 する公 共交通 事業 者等 、道路 管理 者、港 湾管 理者 及び公 安
委員会 に送 付しな けれ ばなら ない 。
前 三項 の規定 は、 地域公 共交 通再 編実施 計画 の変更 につ いて準 用する 。
６
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（地域 公共 交通再 編実施 計画 の認定 ）
第二十 七条 の三 地方 公共団 体は 、国土 交通 大臣に 対し 、地域 公共 交通再 編実 施計画 が持 続可 能な地 域公 共交通 網の 形成に 資する 地域 公共 交通の 活
性化及 び再 生を適 切か つ確 実に推 進す るため に適 当なも ので ある旨 の認 定を申 請す ること がで きる。
２ 国土交 通大 臣は、 前項 の規定 によ る認定 の申 請があ った 場合 におい て、 その地 域公 共交通 再編実 施計 画が次 の各 号の いずれ にも 適合す るも ので
ある と認 めると きは 、その 認定 をする もの とする 。
一 地域 公共交 通再 編実施 計画 に定 める事 項が 基本方 針に 照らし て適切 なも のであ るこ と。
二 地域 公共 交通再 編実施 計画 に定 める事 項が 地域公 共交 通再 編事業 を確 実に遂 行する ため 適切な もの である こと 。
三 地域 公共 交通 再編実 施計 画に定 められ た事 業のう ち、 旅客 鉄道事 業に 該当す るも のであ って 、次 のイか らハま でに 掲げる 許可 又は認 可を 受け
な けれ ばなら ない ものに つい ては 、当該 事業 の内容 がそ れぞれ 当該イ から ハまで に定 める 基準に 適合 するこ と。
イ 鉄 道事 業法第 三条第 一項 の許 可 同 法第 五条第 一項 各号 （第三 号を 除く。 ロにお いて 同じ。 ）に 掲げる 基準
ロ 鉄 道事 業法 第七条 第一 項の認 可 同 条第 二項に おい て準 用する 同法 第五条 第一 項各号 に掲 げる基 準
ハ 鉄 道事 業法 第十六 条第 一項の 認可 同 条第二 項の基 準
四 地域公 共交 通再編 実施 計画に 定め られた 事業 のう ち、旅 客鉄 道事業 に該 当する もの であっ て、鉄 道事 業法 第三条 第一 項の許 可を 受け なけれ ば
なら ない ものに つい ては、 当該 事業を 実施 しよう とす る者が 同法 第六 条各号 のい ずれに も該 当しな いこ と。
五 地域 公共交 通再 編実施 計画 に定 められ た事 業のう ち、 旅客軌 道事業 に該 当する もの であ って、 次の イから ハま でに 掲げる 特許、 認可 又は許 可
を 受けな けれ ばなら ない ものに つい ては、 当該 事業 の内容 がそ れぞれ 当該 イから ハまで に定 める基 準に 適合 するこ と。
イ 軌 道法第 三条 の特許 同 条の特 許の基 準
ロ 軌 道法第 十一 条第一 項の 運賃 及び料 金の 認可 同項の 認可 の基準
ハ 軌 道法第 二十 二条ノ 二の 許可 同条 の許 可の基 準
六 地 域公 共交通 再編 実施 計画に 定めら れた 事業の うち 、一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業に 該当 するも ので あって 、次の イか らハ までに 掲げ る許可
又は認 可を 受け なけれ ばな らない もの につ いては 、当該 事業 の内容 がそ れぞれ 当該 イから ハま でに 定める 基準 に適合 する こと。
イ 道路運 送法 第四条 第一 項の許 可 同法 第六条 各号 （第二 号を 除く。 ハに おいて 同じ。 ）に 掲げ る基準
ロ 道路 運送法 第九 条第一 項の 認可 同条 第二項 の基 準
ハ 道路 運送法 第十 五条 第一項 の認 可 同 条第 二項に おい て準用 する 同法第 六条 各号に 掲げ る基準
七 地域 公共 交通再 編実施 計画 に定 められ た事 業のう ち、 一般 乗合旅 客自 動車運 送事業 に該 当する もの であっ て、 道路 運送法 第四 条第一 項の 許可
を 受け なけれ ばな らない もの につい ては、 当該 事業 を実施 しよ うとす る者 が同法 第七 条各 号のい ずれに も該 当しな いこ と。
八 地域 公共 交通 再編実 施計 画に定 めら れた 事業の うち、 自家 用有償 旅客 運送に 該当 するも ので あっ て、道 路運 送法第 七十 九条の 登録 又は同 法第
七十九 条の七 第一 項の変 更登 録を 受けな けれ ばなら ない もの につい ては、 前項 の規定 によ る認定 の申 請が同 法第 七十 九条の 四第 一項各 号の いず
れにも 該当 しな いこと 。
地 域公 共交通 再編 実施 計画に 定め られた 事業 のうち 、国 内一般 旅客 定期航 路事 業に該 当す るもの であ って 、次の イか らニま でに掲 げる 許可又
は認 可を受 けな ければ なら ないも のに つい ては、 当該 事業の 内容 がそれ ぞれ 当該イ からニ まで に定 める基 準に 適合す るこ と。
九
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イ 海 上運 送法第 三条第 一項 の許 可 同 法第 四条各 号（ 第三 号を除 く。 ハにお いて同 じ。 ）に掲 げる 基準
ロ 海 上運 送法 第八条 第三 項の認 可 同 条第 四項の 基準
ハ 海 上運 送法 第十一 条第 一項の 認可 同 条第二 項にお いて 準用す る同 法第四 条各 号に掲 げる 基準
ニ 海上運 送法 第十一 条の 二第二 項の 認可 同条 第三 項にお いて 準用 する同 法第四 条第 六号に 掲げ る基準
十 地域 公共交 通再 編実施 計画 に定め られ た事業 のう ち、国 内一 般旅客 定期 航路事 業に 該当 するも ので あって 、海上 運送 法第三 条第 一項 の許可 を
受け なけ ればな らな いも のにつ いて は、当 該事 業を実 施し ようと する 者が同 法第 五条各 号の いずれ にも 該当 しない こと 。
３ 前項 の認 定をす る場合 にお いて、 鉄道 事業 法第十 六条 第一項 の認 可、 軌道法 第三条 の特 許、同 法第 十一条 第一 項の運 賃若 しく は料金 の認 可、同
法 第二十 二条 ノ二 の許可 、道 路運送 法第九 条第 一項の 認可 又は 海上運 送法 第八条 第三 項の認 可を 要す るもの につい ては 、運輸 審議 会に諮 るも のと
し 、その 他必 要な 手続は 、政 令で定 める 。
４ 国 土交 通大臣 は、第 二項 の認定 をし ようと する とき は、国 土交 通省令 で定 めると ころ により 関係す る道 路管 理者に 、国 土交通 省令 ・内 閣府令 で
定める とこ ろによ り関 係す る公安 委員会 に、 それぞ れ意 見を聴 くも のと する。 ただ し、道 路管 理者の 意見 を聴く 必要が ない もの として 国土 交通省
令で定 める 場合、 又は 公安 委員会 の意 見を聴 く必 要がな いも のとし て国 土交通 省令 ・内閣 府令 で定め る場 合は 、この 限り でない 。
５ 第二項 の認 定を受 けた地 方公 共団 体は、 当該 認定に 係る 地域 公共交 通再 編実施 計画 を変更 しよう とす るとき は、 国土 交通大 臣の 認定を 受け なけ
れば なら ない。
６ 第二項 から 第四 項まで の規 定は、 前項 の認 定につ いて 準用す る。
７ 国土 交通 大臣は 、第二 項の 認定に 係る 地域 公共交 通再 編実施 計画 （第 五項の 変更の 認定 があっ たと きは、 その 変更後 のも の。 以下「 認定 地域公
共 交通再 編実 施計 画」と いう 。）が 第二項 各号 のいず れか に適 合しな くな ったと 認め るとき 、又 は認定 地域 公共交 通再 編実施 計画 に定め られ た地
域 公共交 通再 編事 業を実 施す べき者 が当 該認 定地域 公共交 通再 編実施 計画 に従っ て地 域公共 交通 再編 事業を 実施 してい ない と認め ると きは、 その
認定を 取り消 すこ とがで きる 。
第 二項 の認定 及び 第五項 の変 更の認 定に 関し必 要な 事項は 、国 土交通 省令 で定め る。
８

（鉄 道事業 法の 特例）
第二 十七条 の四 地 方公共 団体 がその 地域公 共交 通再編 実施 計画 につい て前 条第二 項（ 同条第 六項 にお いて準 用する 場合 を含む 。以 下同じ 。） の認
定を 受け たとき は、 当該地 域公 共交 通再編 実施 計画に 定め られた 地域公 共交 通再編 事業 のう ち、鉄 道事 業法第 三条 第一 項の許 可若し くは 同法第 七
条 第一項 若し くは第 十六条 第一 項の 認可を 受け 、又は 同法 第七 条第三 項、 第十六 条第三 項若 しくは 第四 項、第 十七 条、 第二十 八条 第一項 若し くは
第 二十八 条の 二第 一項の 規定 による 届出を しな ければ なら ない ものに つい ては、 これ らの規 定に より許 可若 しくは 認可 を受け 、又 は届出 をし たも
の とみな す。

（軌道 法の 特例）
第二十 七条 の五 地方 公共団 体が その 地域公 共交 通再編 実施 計画に ついて 第二 十七条 の三 第二 項の認 定を 受けた とき は、 当該地 域公共 交通 再編実 施
計画 に定め られ た地域 公共 交通再 編事 業のう ち、 軌道 法第三 条の 特許、 同法 第十一 条第一 項の 運賃若 しく は料 金の認 可若 しくは 同法 第二 十二条 ノ
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二の許 可を 受け、 又は同 法第 十一条 第二 項の 規定に よる 届出を しな けれ ばなら ないも のに ついて は、 これら の規 定によ り特 許、 認可若 しく は許可
を受け 、又 は届出 をし たも のとみ なす。

（道 路運送 法の 特例）
第二 十七条 の六 地 方公共 団体 がその 地域 公共交 通再編 実施 計画 につい て第 二十七 条の 三第二 項の 認定 を受け たとき は、 当該地 域公 共交通 再編 実施
計画 に定 められ た地 域公共 交通 再編 事業の うち 、一般 乗合 旅客自 動車運 送事 業につ いて 道路 運送法 第四 条第一 項の 許可 若しく は同法 第九 条第一 項
若 しくは 第十 五条第 一項の 認可 を受 け、又 は同 法第九 条第 三項 から第 五項 まで、 第十五 条第 三項若 しく は第四 項、 第十 五条の 二第 一項、 第十 五条
の 三若し くは 第三 十八条 第一 項若し くは第 二項 の規定 によ る届 出をし なけ ればな らな いもの につ いて は、こ れらの 規定 により 許可 若しく は認 可を
受 け、又 は届 出を したも のと 、自家 用有 償旅 客運送 につ いて同 法第七 十九 条の登 録若 しくは 同法 第七 十九条 の七 第一項 の変 更登録 を受 け、又 は同
条第三 項の 規定に よる届 出を しなけ れば なら ないも のに ついて は、 これ らの規 定によ り登 録若し くは 変更登 録を 受け、 又は 届出 をした もの とみな
す。
２ 地 方公 共団体 がそ の地域 公共 交通 再編実 施計 画につ いて 第二十 七条の 三第 二項の 認定 を受 けたと きは 、当該 認定 の日 以後は 、当 該地域 公共交 通
再編 実施計 画に 定めら れた 地域公 共交 通再編 事業 に係 る自家 用有 償旅客 運送 を行う 者は 、旅客 の運送 に付 随し て、少 量の 郵便物 、新 聞紙 その他 の
貨物 を運 送する こと ができ る。
３ 貨物自 動車 運送 事業法 （平 成元年 法律 第八 十三号 ）第 二十五 条第一 項の 規定は 、前 項の規 定に より 貨物を 運送 する自 家用 有償旅 客運 送を行 う者
に ついて 準用 する。
４ 国土 交通 大臣は 、そ の全 部又は 一部の 区間 又は区 域が 認定地 域公 共交 通再編 実施 計画に 定め られた 地域 公共交 通再 編事業 を実 施する 区域 内に存
す る路線 又は 営業 区域に 係る 一般乗 合旅 客自 動車運 送事業 （当 該地域 公共 交通再 編事 業に係 るも のを 除く。 次項 におい て同 じ。） につ いて、 道路
運送法 第四条 第一 項の許 可又 は同法 第十 五条 第一項 の認 可の申 請が あっ た場合 には、 同法 第四条 第一 項の許 可の 申請に あっ ては 、当該 事業 の内容
が同法 第六 条各号 に掲 げる 基準に 適合し 、か つ、当 該事 業を実 施し よう とする 者が 同法第 七条 各号の いず れにも 該当し ない こと のほか 、同 法第十
五条第 一項 の認可 の申 請に あって は、 当該事 業の 内容が 同条 第二項 にお いて準 用す る同法 第六 条各号 に掲 げる 基準に 適合 するこ とのほ か、 当該事
業の 経営に より 、当該 認定 地域公 共交 通再編 実施 計画 の維持 が困 難とな るた め、公 衆の利 便が 著しく 阻害 され ること とな るおそ れが ない かどう か
を審 査し なけれ ばな らない 。
５ 国土交 通大 臣は 、その 全部 又は一 部の 区間 又は区 域が 認定地 域公共 交通 再編実 施計 画に定 めら れた 地域公 共交 通再編 事業 を実施 する 区域内 に存
す る路線 又は 営業区 域に係 る一 般乗 合旅客 自動 車運送 事業 の経 営によ り、 当該認 定地域 公共 交通再 編実 施計画 の維 持が 困難と なる ため、 公衆 の利
便 が著し く阻 害さ れるお それ がある と認め ると きは、 当該 一般 乗合旅 客自 動車運 送事 業を営 む者 に対し 、相 当の期 限を 定めて 、公 衆の利 便を 確保
す るため やむ を得 ない限 度に おいて 、当 該事 業の実 施方法 の変 更を命 ずる ことが でき る。
６ 国 土交通 大臣 は、一 般乗 合旅客 自動 車運送 事業 を営 む者が 前項 の規定 によ る命令 に違 反した ときは 、六 月以 内の期 間を 定めて 自動 車そ の他の 輸
送施設 の当 該事業 のた めの使 用の 停止若 しく は当該 事業 の停止 を命 じ、 又は当 該事 業につ いて 道路運 送法 第四条 第一項 の許 可を 取り消 すこ とがで
きる。
道路運 送法 第四十 一条の 規定 は、 前項の 規定 により 輸送 施設 の使用 の停 止又は 事業の 停止 を命じ た場 合につ いて 準用 する。
７
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（海上 運送 法の特 例）
第二十 七条 の七 地方 公共団 体が その 地域公 共交 通再編 実施 計画に つい て第二 十七条 の三 第二 項の認 定を 受けた とき は、 当該地 域公 共交通 再編実 施
計画 に定め られ た地域 公共 交通再 編事 業のう ち、 海上 運送法 第三 条第一 項の 許可若 しく は同法 第八条 第三 項、 第十一 条第 一項若 しく は第 十一条 の
二第 二項 の認可 を受 け、又 は同 法第六 条、 第八条 第一 項、第 十一 条第三 項、 第十一 条の 二第 一項若 しく は第四 項、第 十五 条、第 十九 条の 五若し く
は第 二十 条第二 項若 しくは 第三 項の 規定に よる 届出を しな ければ ならな いも のにつ いて は、 これら の規 定によ り許 可若 しくは 認可を 受け 、又は 届
出 をした もの とみな す。こ の場 合に おいて 、同 法第十 九条 の五 第一項 又は 第二十 条第二 項の 規定に よる 届出を した もの とみな され た事業 につ いて
は 、これ らの 規定 にかか わら ず、第 二十七 条の 三第二 項の 認定 を受け た日 から開 始す ること がで きる 。

（共通 乗車 船券）
第二十 七条 の八 地方 公共団 体が その地 域公 共交通 再編 実施計 画に ついて 第二 十七条 の三 第二 項の認 定を 受けた 場合に おい て、当 該地 域公 共交通 再
編実施 計画 に定め られ た地 域公共 交通 再編事 業を 実施し よう とする 者が 当該地 域公 共交通 再編 事業と して 発行 する共 通乗 車船券 に係 る運賃 又は料
金の 割引を 行お うとす ると きは、 国土 交通省 令で 定め るとこ ろに より、 共同 で、あ らか じめ、 その旨 を国 土交 通大臣 に届 け出る こと がで きる。
２ 前項の 規定 によ る届出 をし た者は 、鉄 道事業 法第十 六条 第三 項後段 、軌 道法第 十一 条第二 項、 道路 運送法 第九条 第三 項後段 又は 海上運 送法 第八
条第 一項 後段の 規定 により 届出 をし たもの とみ なす。

（ 認定軌 道運 送高 度化事 業等 の実施 に係る 命令 等）
第 二十八 条 地方公 共団 体は 、地域 公共 交通網 形成 計画に 定め られた 軌道 運送高 度化 事業、 道路 運送高 度化 事業 、海上 運送 高度化 事業 、鉄道 事業再
構築事 業又は 地域 公共交 通再 編事業 （以 下「 軌道運 送高 度化事 業等 」と 総称す る。） が実 施され てい ないと 認め るとき は、 当該 軌道運 送高 度化事
業等を 実施 すべき 者に 対し 、その 実施を 要請 するこ とが できる 。
２ 地 方公 共団体 は、 認定軌 道運 送高 度化実 施計 画に定 めら れた軌 道運送 高度 化事業 、認 定道 路運送 高度 化実施 計画 に定 められ た道路 運送 高度化 事
業、 認定海 上運 送高度 化実 施計画 に定 められ た海 上運 送高度 化事 業、認 定鉄 道事業 再構築 実施 計画に 定め られ た鉄道 事業 再構築 事業 又は 認定地 域
公共 交通 再編実 施計 画に定 めら れた地 域公共 交通 再編 事業（ 以下 「認定 軌道 運送高 度化 事業 等」と 総称 する。 ）につ いて 、前項 の規 定に よる要 請
を受 けた 者が当 該要 請に応 じな いと きは、 その 旨を国 土交 通大臣 に通知 する ことが でき る。
３ 国土 交通 大臣は 、前項 の規 定によ る通 知が あった 場合 におい て、 第一 項の規 定によ る要 請を受 けた 者が正 当な 理由が なく てそ の要請 に係 る認定
軌 道運送 高度 化事 業等を 実施 してい ないと 認め るとき は、 当該 要請を 受け た者に 対し 、認定 軌道 運送高 度化 実施計 画、 認定道 路運 送高度 化実 施計
画 、認定 海上 運送 高度化 実施 計画、 認定 鉄道 事業再 構築実 施計 画又は 認定 地域公 共交 通再編 実施 計画 に従っ て当 該認定 軌道 運送高 度化 事業等 を実
施すべ きこと を勧 告する こと ができ る。
４ 国 土交 通大臣 は、 前項の 規定 による 勧告 を受け た者 が正当 な理 由がな くて その勧 告に 係る 措置を 講じ ない場 合にお いて 、当該 勧告 を受 けた者 の
事業に つい て持続 可能 な地 域公共 交通 網の形 成に 資する 地域 公共交 通の 活性化 及び 再生を 阻害 してい る事 実が あると 認め るとき は、当 該勧 告を受
けた 者に対 し、 当該勧 告に 係る措 置を 講ずる べき こと を命ず るこ とがで きる 。
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（地方 債に ついて の配 慮）
第二十 九条 地方 公共 団体が 、地 域公 共交通 網形 成計画 を達 成する ため に行う 事業に 要す る経 費に充 てる ために 起こ す地 方債に つい ては、 法令の 範
囲内 におい て、 資金事 情及 び当該 地方 公共団 体の 財政 事情が 許す 限り、 特別 の配慮 をす るもの とする 。

（独 立行 政法人 鉄道 建設・ 運輸 施設 整備支 援機 構によ る軌 道運送 高度化 事業 等の推 進）
第 二十九 条の 二 独 立行政 法人 鉄道建 設・ 運輸 施設整 備支 援機構 （以 下「 機構」 という 。） は、地 域公 共交通 網形 成計画 に定 めら れた軌 道運 送高度
化 事業等 を推 進す るため 、次 の業務 を行う 。
一 認定 軌道 運送 高度化 事業 等の実 施に 必要 な資金 の出 資及び 貸付け を行 うこと 。
二 前 号に 掲げる 業務に 関連 して必 要な 調査 を行う こと 。
２・３ （ 略）

（新 地域旅 客運 送事業 計画 の認定 ）
第三 十条 新地 域旅 客運送 事業 を実施 しよ うとす る者（ 以下 「新 地域旅 客運 送事業 者」 という 。） は、 単独で 又は共 同し て、そ の実 施しよ うと する
新地 域旅 客運送 事業 につい ての 計画 （以下 「新 地域旅 客運 送事業 計画」 とい う。） を作 成し 、これ を国 土交通 大臣 に提 出して 、その 新地 域旅客 運
送 事業計 画が 持続可 能な地 域公 共交 通網の 形成 に資す る地 域公 共交通 の活 性化及 び再生 を適 切かつ 確実 に推進 する ため に適当 なも のであ る旨 の認
定 を申請 する こと ができ る。
２ （略 ）
３ 国 土交通 大臣 は、第 一項 の規定 によ る認定 の申 請が あった 場合 におい て、 その新 地域 旅客運 送事業 計画 が次 の各号 のい ずれに も適 合す るもの で
あると 認め るとき は、 その 認定を するも のと する。
一～四 （ 略）
五 新地域 旅客 運送事 業計 画に定 めら れた事 業の うち 、一般 乗合 旅客自 動車 運送事 業に該 当す るもの につ いて は、当 該事 業の内 容が 道路 運送法 第
六条 各号 に掲げ る基 準に適 合し 、かつ 、新 地域旅 客運 送事業 者が 同法 第七条 各号 のいず れに も該当 しな いこと 。
六 （略 ）
４ ～９ （略 ）

（ 新地域 旅客 運送 事業の 運賃 及び料 金）
第三十 一条 （略 ）
２ （ 略）
３ 認 定新 地域旅 客運 送事業 者は 、第 一項の 規定 による 届出 をした 場合に おい ては、 国土 交通 省令で 定め る方法 によ り、 運賃等 を公示 しな ければ な
らな い。
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（鉄道 事業 法等の 特例 ）
第三十 二条 （略 ）
２ 旅客鉄 道事 業を営 む認 定新地 域旅 客運送 事業 者がそ の認 定新 地域旅 客運 送事業 計画 の変更 につい て第 三十条 第七 項に おいて 準用 する同 条第 三項
の認 定を 受けた とき は、当 該認 定新地 域旅 客運送 事業 計画に 定め られた 事業 のうち 、鉄 道事 業法第 七条 第一項 、第二 十六 条第一 項若 しく は第二 項
若し くは 第二十 七条 第一項 の認 可を 受け、 又は 同法第 七条 第三項 、第二 十八 条第一 項若 しく は第二 十八 条の二 第一 項の 規定に よる届 出を しなけ れ
ば ならな いも のにつ いては 、こ れら の規定 によ り認可 を受 け、 又は届 出を したも のとみ なす 。
３ ・４ （略 ）

（軌道 法の 特例）
第三十 三条 （略 ）
２ 旅 客軌 道事業 を営 む認定 新地 域旅 客運送 事業 者がそ の認 定新地 域旅客 運送 事業計 画の 変更 につい て第 三十条 第七 項に おいて 準用 する同 条第三 項
の認 定を受 けた ときは 、当 該認定 新地 域旅客 運送 事業 計画に 定め られた 事業 のうち 、軌 道法第 十五条 、第 十六 条第一 項（ 軌道の 譲渡 に係 る部分 に
限る 。） 若しく は第 二十二 条ノ 二の許 可又 は同法 第二 十二条 若し くは同 法第 二十六 条に おい て準用 する 鉄道事 業法第 二十 七条第 一項 の認 可を受 け
なけ れば ならな いも のにつ いて は、 これら の規 定によ り許 可又は 認可を 受け たもの とみ なす 。
（略 ）
３

（ 道路運 送法 の特 例）
第三十 四条 （略 ）
２ 一 般乗 合旅客 自動 車運送 事業 を営む 認定 新地域 旅客 運送事 業者 がその 認定 新地域 旅客 運送 事業計 画の 変更に ついて 第三 十条第 七項 にお いて準 用
する同 条第 三項の 認定 を受 けたと きは 、当該 認定 新地域 旅客 運送事 業計 画に定 めら れた事 業の うち、 道路 運送 法第十 五条 第一項 、第三 十六 条第一
項若 しくは 第二 項若し くは 第三十 七条 第一項 の認 可を 受け、 又は 同法第 十五 条第三 項若し くは 第四項 、第 十五 条の二 第一 項若し くは 第三 十八条 第
一項 若し くは第 二項 の規定 によ る届出 をしな けれ ばな らない もの につい ては 、これ らの 規定 により 認可 を受け 、又は 届出 をした もの とみ なす。
３ （略）
４ 一般 乗合 旅客自 動車運 送事 業を営 む認 定新 地域旅 客運 送事業 者が その 運賃等 につい て第 三十一 条第 三項の 規定 による 公示 をし たとき は、 運賃等
の うち、 道路 運送 法第十 二条 第一項 又は第 三項 の規定 によ る掲 示をし なけ ればな らな いもの につ いては 、こ れらの 規定 により 掲示 をした もの とみ
な す。

（海上 運送 法の特 例）
第三十 五条 （略 ）
２ 国内一 般旅 客定期 航路事 業等 を営 む認定 新地 域旅客 運送 事業 者がそ の認 定新地 域旅客 運送 事業計 画の 変更に つい て第 三十条 第七 項にお いて 準用
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する同 条第 三項の 認定を 受け たとき は、 当該 認定新 地域 旅客運 送事 業計 画に定 められ た事 業のう ち、 海上運 送法 第十一 条第 一項 若しく は第 十八条
第一項 、第 二項若 しく は第 四項の 認可を 受け 、又は 同法 第十一 条第 三項 、第十 五条 第一項 若し くは第 二項 、第十 九条 の五第 一項 若しく は第 二項若
しくは 第二 十条第 二項 若し くは第 三項 の規定 によ る届出 をし なけれ ばな らない もの につい ては 、これ らの 規定 により 認可 を受け 、又 は届出 をした
もの とみな す。 この場 合に おいて 、同 法第十 九条 の五 第一項 又は 第二十 条第 二項の 規定 による 届出を した もの とみな され た事業 につ いて は、こ れ
らの 規定 にかか わら ず、第 三十 条第七 項に おいて 準用 する同 条第 三項の 認定 を受け た日 から 開始す るこ とがで きる。
３・ ４ （ 略）

（ 資金の 確保 ）
第 三十七 条 国及び 地方 公共 団体は 、地 域公共 交通 網形 成計画 に定め られ た事業 及び 新地域 旅客 運送事 業の 推進 を図る ため に必要 な資 金の確 保に努
めるも のと する。

（報告 の徴 収）
第三 十八条 国 土交通 大臣は 、こ の法 律の施 行に 必要な 限度 にお いて、 認定 軌道運 送高 度化事 業等を 実施 する者 又は 認定 新地域 旅客 運送事 業者 に対
し、 それ ぞれ認 定軌 道運送 高度 化事業 等又 は認定 新地 域旅客 運送 事業の 実施 状況に つい て報 告を求 める ことが できる 。

（ 主務大 臣）
第 三十九 条 第三条 第一 項及 び第五 項から 第七 項まで にお ける主 務大 臣は 、同条 第二 項第四 号に 掲げる 事項 につい ては 国土交 通大 臣とし 、そ の他の
事 項につ いて は国 土交通 大臣 及び総 務大 臣と する。
第 五条第 八項 及び第 九項 並びに 第六 条第六 項に おけ る主務 大臣 は、国 土交 通大臣 及び 総務大 臣とす る。
２

第四十 三条 第二 十七 条の六 第六 項の 規定に よる 輸送施 設の 使用の 停止又 は事 業の停 止の 処分 に違反 した 者は、 一年 以下 の懲役 若しく は百 五十万 円
以下 の罰金 に処 し、又 はこ れを併 科す る。

道 路運 送法（ 昭和 二十六 年法 律第 百八十 三号 ）（抄 ）

第四 十四条 次 の各 号のい ずれ かに該 当す る者 は、百 万円 以下の 罰金に 処す る。
一 第二 十七 条の六 第七項 にお いて 準用す る道 路運送 法第 四十 一条第 一項 又は第 二十八 条第 四項の 規定 による 命令 に違 反した 者
二 第二 十七 条の 六第七 項に おいて 準用す る道 路運送 法第 四十 一条第 三項 の規定 に違 反した 者
三 第三 十八 条の 規定に よる 報告を せず 、又 は虚偽 の報告 をし た者

○
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（種類 ）
第三条 旅 客自動 車運 送事業 の種 類は、 次に 掲げる もの とする 。
一 一 般旅 客自動 車運 送事 業（特 定旅 客自動 車運 送事業 以外 の旅客 自動 車運送 事業 ）
イ・ ロ （ 略）
ハ 一般 乗用旅 客自 動車 運送事 業（一 個の 契約に より ロの国 土交 通省 令で定 める 乗車定 員未 満の自 動車 を貸し 切つて 旅客 を運 送する 一般 旅客自
動車 運送 事業 ）
（略 ）
二

（ 一般旅 客自 動車 運送事 業の 許可）
第四条 一 般旅客 自動車 運送 事業を 経営 しよう とす る者 は、国 土交 通大臣 の許 可を受 けな ければ ならな い。
２ （ 略）

（許 可申請 ）
第五 条 一 般旅 客自 動車運 送事 業の許 可を 受けよ うとす る者 は、 次に掲 げる 事項を 記載 した申 請書 を国 土交通 大臣に 提出 しなけ れば ならな い。
一・ 二 （略）
三 路線 又は 営業区 域、営 業所 の名 称及び 位置 、営業 所ご とに 配置す る事 業用自 動車の 数そ の他の 一般 旅客自 動車 運送 事業の 種別 （一般 乗合 旅客
自 動車 運送事 業に あつて は、 路線定 期運行 （路 線を 定めて 定期 に運行 する 自動車 によ る乗 合旅客 の運送 をい う。以 下同 じ。） その 他の 国土交 通
省 令で 定める 運行 の態様 の別 を含 む。） ごと に国土 交通省 令で 定める 事項 に関す る事 業計 画
２・３ （略 ）

（許可 基準 ）
第六 条 国 土交 通大臣 は、一 般旅 客自 動車運 送事 業の許 可を しよ うとす ると きは、 次の基 準に 適合す るか どうか を審 査し て、こ れを しなけ れば なら
ない 。
一 当該 事業の 計画 が輸送 の安 全を 確保す るた め適切 なも のであ ること 。
二 前号 に掲 げるも ののほ か、 当該 事業の 遂行 上適切 な計 画を 有する もの である こと。
三 当該 事業 を自 ら適確 に遂 行する に足る 能力 を有す るも ので あるこ と。

（欠格 事由）
第七条 国 土交通 大臣 は、次 に掲 げる場 合に は、一 般旅 客自動 車運 送事業 の許 可をし ては なら ない。
一 許 可を 受けよ うと する 者が一 年以 上の懲 役又 は禁錮 の刑 に処せ られ 、その 執行 を終わ り、 又は執 行を 受け ること がな くなつ た日か ら五 年を経
過し ていな い者 である とき 。
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二 許 可を 受けよ うとす る者 が一般 旅客 自動 車運送 事業 又は特 定旅 客自 動車運 送事業 の許 可の取 消し を受け 、そ の取消 しの 日か ら五年 を経 過して
いない 者（ 当該 許可を 取り 消され た者が 法人 である 場合 にお いては 、当 該取消 しを 受けた 法人 のその 処分 を受け る原 因とな つた 事項が 発生 した
当時現 にそ の法 人の業 務を 執行す る役 員（ いかな る名称 によ るかを 問わ ず、こ れと 同等以 上の 職権 又は支 配力 を有す る者 を含む 。第 六号、 第八
号、 第四十 九条 第二項 第四 号並び に第 七十 九条の 四第 一項第 二号 及び 第四号 におい て同 じ。） とし て在任 した 者で当 該取 消し の日か ら五 年を経
過し てい ないも のを 含む 。）で あると き。
三 許可 を受け よう とする 者と 密接 な関係 を有 する者 （許 可を受 けよう とす る者（ 法人 に限 る。以 下こ の号に おい て同 じ。） の株式 の所 有その 他
の 事由を 通じ て当該 許可 を受け よう とする 者の 事業 を実質 的に 支配し 、若 しくは その事 業に 重要な 影響 を与 える関 係に ある者 とし て国 土交通 省
令 で定 めるも の（ 以下こ の号 におい て「許 可を 受け ようと する 者の親 会社 等」と いう 。） 、許可 を受 けよう とする 者の 親会社 等が 株式 の所有 そ
の 他の 事由を 通じ てその 事業 を実 質的に 支配 し、若 しく はその 事業に 重要 な影響 を与 える 関係に ある 者とし て国 土交 通省令 で定め るも の又は 当
該許可 を受 けよう とする 者が 株式 の所有 その 他の事 由を 通じ てその 事業 を実質 的に支 配し 、若し くは その事 業に 重要 な影響 を与 える関 係に ある
者とし て国 土交 通省令 で定 めるも ののう ち、 当該許 可を 受け ようと する 者と国 土交 通省令 で定 める密 接な 関係を 有す る法人 をい う。） が、 一般
旅客自 動車 運送 事業又 は特 定旅客 自動 車運 送事業 の許可 の取 消しを 受け 、その 取消 しの日 から 五年 を経過 して いない 者で あると き。
四 許可を 受け ようと する 者が、 一般 旅客自 動車 運送 事業又 は特 定旅客 自動 車運送 事業 の許可 の取消 しの 処分 に係る 行政 手続法 （平 成五 年法律 第
八十 八号 ）第十 五条 の規定 によ る通知 があ つた日 から 当該処 分を する 日又は 処分 をしな いこ とを決 定す る日ま での間 に第 三十 八条第 一項 若しく
は第 二項 又は第 四十 三条 第八項 の規 定によ る事 業の廃 止の 届出を した 者（当 該事 業の廃 止に ついて 相当 の理 由があ る者 を除く 。）で 、当 該届出
の 日から 五年 を経過 して いない もの である とき 。
五 許可 を受 けよ うとす る者 が、第 九十四 条第 四項の 規定 によ る検査 が行 われた 日か ら聴聞 決定 予定日 （当 該検査 の結 果に基 づき 一般旅 客自 動車
運 送事 業又は 特定 旅客自 動車 運送 事業の 許可 の取消 しの処 分に 係る聴 聞を 行うか 否か の決 定をす るこ とが見 込ま れる 日とし て国土 交通 省令で 定
めると ころに より 国土交 通大 臣が 当該許 可を 受けよ うと する 者に当 該検 査が行 われた 日か ら十日 以内 に特定 の日 を通 知した 場合 におけ る当 該特
定の日 をい う。 ）まで の間 に第三 十八条 第一 項若し くは 第二 項又は 第四 十三条 第八 項の規 定に よる事 業の 廃止の 届出 をした 者（ 当該事 業の 廃止
につい て相 当の 理由が ある 者を除 く。 ）で 、当該 届出の 日か ら五年 を経 過して いな いもの であ ると き。
六 第四号 に規 定する 期間 内に第 三十 八条第 一項 若し くは第 二項 又は第 四十 三条第 八項の 規定 による 事業 の廃 止の届 出が あつた 場合 にお いて、 許
可を 受け ようと する 者が、 同号 の通知 の日 前六十 日以 内に当 該届 出に 係る法 人（ 当該事 業の 廃止に つい て相当 の理由 があ る法 人を除 く。 ）の役
員で あつ た者で 、当 該届 出の日 から 五年を 経過 してい ない もので ある とき。
七 許可 を受 けよう とする 者が 営業 に関し 成年 者と同 一の 行為 能力を 有し ない未 成年者 であ る場合 にお いて、 その 法定 代理人 が前 各号（ 第三 号を
除 く。 ）又は 次号 のいず れか に該当 する者 であ ると き。
許可 を受 けよ うとす る者 が法人 であ る場 合にお いて、 その 法人の 役員 が前各 号（ 第三号 を除 く。 ）のい ずれ かに該 当す る者で ある とき。
八

（一般 乗合 旅客自 動車 運送事 業の 運賃及 び料 金）
第九条 一 般乗合 旅客 自動車 運送 事業 を経営 する 者（以 下「 一般乗 合旅客 自動 車運送 事業 者」 という 。） は、旅 客の 運賃 及び料 金（旅 客の 利益に 及
ぼす 影響が 比較 的小さ いも のとし て国 土交通 省令 で定 める運 賃及 び料金 を除 く。以 下この 条、 第三十 一条 第二 号、第 八十 八条の 二第 一号 及び第 四
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号並び に第 八十九 条第一 項第 一号に おい て「 運賃等 」と いう。 ）の 上限 を定め 、国土 交通 大臣の 認可 を受け なけ ればな らな い。 これを 変更 しよう
とする とき も同様 とす る。
２ 国 土交 通大臣 は、 前項の 認可 をし ようと する ときは 、能 率的な 経営 の下に おける 適正 な原 価に適 正な 利潤を 加え たも のを超 えな いもの である か
どう かを審 査し て、こ れを しなけ れば ならな い。
３ 一般乗 合旅 客自 動車運 送事 業者は 、第 一項の 認可を 受け た運 賃等の 上限 の範囲 内で 運賃等 を定 め、 あらか じめ、 その 旨を国 土交 通大臣 に届 け出
なけ れば ならな い。 これを 変更 しよ うとす ると きも同 様と する。
４ 一般 乗合 旅客自 動車運 送事 業者が 、地 域に おける 需要 に応じ 当該 地域 の住民 の生活 に必 要な旅 客輸 送の確 保そ の他の 旅客 の利 便の増 進を 図るた
め に乗合 旅客 の運 送を行 う場 合にお いて、 国土 交通省 令で 定め るとこ ろに より、 地方 公共団 体、 一般 乗合旅 客自動 車運 送事業 者、 住民そ の他 の国
土 交通省 令で 定め る関係 者が 当該運 送に 係る 運賃等 につ いて合 意して いる ときは 、当 該一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業者 は、 第一項 及び 前項の 規定
にかか わら ず、あ らかじ め、 その旨 を国 土交 通大臣 に届 け出る こと をも つて足 りる。 これ を変更 しよ うとす ると きも同 様と する 。
５ 一 般乗 合旅客 自動 車運送 事業 者は、 第一 項の国 土交 通省令 で定 める運 賃及 び料金 を定 めよ うとす ると きは、 あらか じめ 、その 旨を 国土 交通大 臣
に届け 出な ければ なら ない 。これ を変 更しよ うと すると きも 同様と する 。
（略）
６

（一 般乗 用旅客 自動 車運送 事業 の運 賃及び 料金 ）
第 九条の 三 一般乗 用旅客 自動 車運送 事業 を経 営する 者（ 以下「 一般 乗用 旅客自 動車運 送事 業者」 とい う。） は、 旅客の 運賃 及び 料金（ 旅客 の利益
に 及ぼす 影響 が比 較的小 さい ものと して国 土交 通省令 で定 める 料金を 除く 。）を 定め 、国土 交通 大臣の 認可 を受け なけ ればな らな い。こ れを 変更
し ようと する とき も同様 とす る。
２～４ （略 ）

（運賃 及び 料金等 の掲 示）
第十 二条 一般 旅客自 動車運 送事 業者 （一般 乗用 旅客自 動車 運送 事業者 を除 く。） は、運 賃及 び料金 並び に運送 約款 を営 業所そ の他 の事業 所に おい
て公 衆に 見やす いよ うに掲 示し なけれ ばなら ない 。
２ 路線定 期運 行を 行う一 般乗 合旅客 自動 車運 送事業 者は 、前項 に掲げ るも ののほ か、 国土交 通省 令で 定める とこ ろによ り、 運行系 統、 運行回 数そ
の 他の事 項（ 路線定 期運行 に係 るも のに限 る。 ）を営 業所 その 他の場 所に おいて 公衆に 見や すいよ うに 掲示し なけ れば ならな い。
３ 一般 旅客 自動車 運送 事業 者は、 前二項 の規 定によ り掲 示した 事項 を変 更しよ うと すると きは 、あら かじ め、そ の旨を 営業 所そ の他の 場所 におい
て 公衆に 見や すい ように 掲示 しなけ れば なら ない。

（運送 の順 序）
第十四 条 一般旅 客自 動車運 送事 業者 は、運 送の 申込み を受 けた順 序によ り、 旅客の 運送 をし なけれ ばな らない 。た だし 、急病 人を運 送す る場合 そ
の他 正当な 事由 がある 場合 は、こ の限 りでな い。
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（事業 計画 の変更 ）
第十五 条 一般旅 客自 動車運 送事 業者 は、事 業計 画の変 更（ 第三項 、第 四項及 び次条 第一 項に 規定す るも のを除 く。 ）を しよう とす るとき は、国 土
交通 大臣の 認可 を受け なけ ればな らな い。
２ 第六条 の規 定は 、前項 の認 可につ いて 準用す る。
３ 一般旅 客自 動車 運送事 業者 は、営 業所 ごと に配置 する 事業用 自動車 の数 その他 の国 土交通 省令 で定 める事 項に 関する 事業 計画の 変更 をしよ うと
す るとき は、 あらか じめ、 その 旨を 国土交 通大 臣に届 け出 なけ ればな らな い。
４ 一般 旅客 自動車 運送 事業 者は、 営業所 の名 称その 他の 国土交 通省 令で 定める 軽微 な事項 に関 する事 業計 画の変 更を したと きは 、遅滞 なく 、その
旨 を国土 交通 大臣 に届け 出な ければ なら ない 。

第十五 条の 二 路 線定 期運行 を行 う一般 乗合 旅客自 動車 運送事 業者 は、路 線（ 路線定 期運 行に 係るも のに 限る。 ）の休 止又 は廃止 に係 る事 業計画 の
変更を しよ うとす ると きは 、その 六月 前（旅 客の 利便を 阻害 しない と認 められ る国 土交通 省令 で定め る場 合に あつて は、 その三 十日 前）ま でに、
その 旨を国 土交 通大臣 に届 け出な けれ ばなら ない 。
２～ ５ （ 略）
６ 一般乗 合旅 客自 動車運 送事 業者は 、第 一項 に規定 する 事業計 画の変 更を しよう とす るとき は、 あら かじめ 、そ の旨を 営業 所その 他の 事業所 にお
い て公衆 に見 やすい ように 掲示 しな ければ なら ない。

（ 運行計 画）
第十五 条の三 路 線定期 運行 を行う 一般 乗合旅 客自 動車 運送事 業者 は、運 行計 画（運 行系 統、運 行回数 その 他の 国土交 通省 令で定 める 事項 （路線 定
期運行 に係 るもの に限 る。 ）に関 する計 画を いう。 以下 同じ。 ）を 定め 、国土 交通 省令で 定め るとこ ろに より、 あらか じめ 、国 土交通 大臣 に届け
出なけ れば ならな い。
２ 一般乗 合旅 客自動 車運送 事業 者は 、運行 計画 の変更 （次 項に 規定す るも のを除 く。） をし ようと する ときは 、あ らか じめ、 その 旨を国 土交 通大
臣に 届け 出なけ れば ならな い。
３ 一般乗 合旅 客自 動車運 送事 業者は 、国 土交 通省令 で定 める軽 微な事 項に 関する 運行 計画の 変更 をし たとき は、 遅滞な く、 その旨 を国 土交通 大臣
に 届け出 なけ ればな らない 。

（ 禁止行 為）
第二十 条 一 般旅 客自動 車運 送事業 者は 、発地 及び 着地 のいず れも がその 営業 区域外 に存 する旅 客の運 送（ 路線 を定め て行 うもの を除 く。 ）をし て
はなら ない 。
（旅 客の禁 止行 為）
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第二十 八条 一般 乗合旅 客自 動車運 送事 業者の 事業 用自 動車を 利用 する旅 客は 、他の 旅客 に危害 を及ぼ すお それ がある 物品 若しく は他 の旅 客の迷 惑
となる おそ れがあ る物 品で あつて 国土交 通省 令で定 める ものを 自動 車内 に持ち 込み 、又は 走行 中の自 動車 内でみ だり に自動 車の 運転者 に話 しかけ
、その 他国 土交通 省令 で定 める行 為を しては なら ない。
２ 前項の 旅客 は、自 動車 の車掌 その 他の従 業員 から乗 車券 の点 検又は 回収 のため 乗車 券の提 示又は 交付 を求め られ たと きは、 これ を拒む こと がで
きな い。
（略）
３

（ 事業の 譲渡 及び 譲受等 ）
第 三十六 条 一般旅 客自 動車 運送事 業の 譲渡及 び譲 受は 、国土 交通大 臣の 認可を 受け なけれ ば、 その効 力を 生じ ない。
２ 一 般旅 客自動 車運送 事業 者たる 法人 の合併 及び 分割 は、国 土交 通大臣 の認 可を受 けな ければ 、その 効力 を生 じない 。た だし、 一般 旅客 自動車 運
送事業 者た る法人 と一 般旅 客自動 車運送 事業 を経営 しな い法人 が合 併す る場合 にお いて一 般旅 客自動 車運 送事業 者たる 法人 が存 続する とき 又は一
般旅客 自動 車運送 事業 者た る法人 が分 割をす る場 合にお いて 一般旅 客自 動車運 送事 業を承 継さ せない とき は、 この限 りで ない。
３・ ４ （ 略）

（事 業の 休止及 び廃 止）
第 三十八 条 一般旅 客自動 車運 送事業 者（ 路線 定期運 行を 行う一 般乗 合旅 客自動 車運送 事業 者を除 く。 ）は、 その 事業を 休止 し、 又は廃 止し ようと
す るとき は、 その 三十日 前ま でに、 その旨 を国 土交通 大臣 に届 け出な けれ ばなら ない 。
２ 路線 定期 運行を 行う 一般 乗合旅 客自 動車運 送事 業者は 、そ の事業 を休 止し、 又は 廃止し よう とする とき は、 その六 月前 （利用 者の 利便を 阻害し
ないと 認めら れる 国土交 通省 令で定 める 場合 にあつ ては 、その 三十 日前 ）まで に、そ の旨 を国土 交通 大臣に 届け 出なけ れば なら ない。
３ （ 略）
４ 一 般旅 客自動 車運 送事業 者は 、そ の事業 を休 止し、 又は 廃止し ようと する ときは 、あ らか じめ、 その 旨を営 業所 その 他の事 業所に おい て公衆 に
見や すいよ うに 掲示し なけ ればな らな い。

第四 十一条 国 土交 通大臣 は、 前条の 規定 によ り事業 用自 動車の 使用の 停止 又は事 業の 停止を 命じ たと きは、 当該 事業用 自動 車の道 路運 送車両 法に
よ る自動 車検 査証を 国土交 通大 臣に 返納し 、又 は当該 事業 用自 動車の 同法 による 自動車 登録 番号標 及び その封 印を 取り 外した 上、 その自 動車 登録
番 号標に つい て国 土交通 大臣 の領置 を受け るべ きこと を命 ずる ことが でき る。
２ （略 ）
３ 前 項の規 定に より自 動車 登録番 号標 （次項 に規 定す る自動 車に 係るも のを 除く。 ）の 返付を 受けた 者は 、当 該自動 車登 録番号 標を 当該 自動車 に
取り付 け、 国土交 通大 臣の封 印の 取付け を受 けなけ れば ならな い。
（ 略）
４
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（使用 料金 等の掲 示）
第六十 四条 自動 車道 事業者 は、 使用料 金、 供用約 款及 び前条 の規 定によ り認 可を受 けた 事項 を営業 所そ の他の 事業 所にお いて公 衆に 見易 いよう に
掲示し なけ ればな らな い。
第十二 条第 三項の 規定 は、前 項の 規定に より 掲示し た事 項を 変更し よう とする 場合 につい て準用 する 。
２

自 家用 有償旅 客運 送を行 おう とす る者は 、国 土交通 大臣の 行う 登録を 受け なけれ ばな らな い。

（有 償運 送）
第 七十八 条 自家用 自動車 （事 業用自 動車 以外 の自動 車を いう。 以下 同じ 。）は 、次に 掲げ る場合 を除 き、有 償で 運送の 用に 供し てはな らな い。
一 （略 ）
二 市町 村（ 特別 区を含 む。 以下こ の号 にお いて同 じ。 ）、特 定非営 利活 動促進 法（ 平成十 年法 律第 七号） 第二 条第二 項に 規定す る特 定非営 利活
動法人 その 他国土 交通省 令で 定め る者が 、次 条の規 定に より 一の市 町村 の区域 内の住 民の 運送そ の他 の国土 交通 省令 で定め る旅 客の運 送（ 以下
「自家 用有 償旅 客運送 」と いう。 ）を行 うと き。
（ 略）
三

（登 録）
第七 十九条

（ 登録の 申請 ）
第 七十九 条の 二 前 条の 登録 を受け よう とする 者は 、次に 掲げ る事項 を記 載した 申請 書を国 土交 通大臣 に提 出し なけれ ばな らない 。
一 氏 名又は 名称 及び住 所並 びに法 人に あつ ては、 その 代表者 の氏 名
二 行 おう とする 自家 用有 償旅客 運送の 種別 （国土 交通 省令で 定め る自 家用有 償旅 客運送 の別 をいう 。次 号にお いて同 じ。 ）
三 路 線又 は運送 の区 域、 事務所 の名 称及び 位置 、事務 所ご とに配 置す る自家 用有 償旅客 運送 の用に 供す る自 家用自 動車 （以下 「自家 用有 償旅客
運送 自動車 」と いう。 ）の 数その 他の 自家 用有償 旅客 運送の 種別 ごとに 国土 交通省 令で定 める 事項
四 運送 しよう とす る旅客 の範 囲
（略）
２

（ 登録の 拒否 ）
第 七十九 条の 四 国 土交 通大 臣は、 第七 十九条 の二 の規定 によ る登録 の申 請が次 の各 号のい ずれ かに該 当す る場 合には 、そ の登録 を拒 否しな ければ
ならな い。
一 申 請者 が一年 以上 の懲役 又は 禁錮の 刑に 処せら れ、 その執 行を 終わ り、又 は執 行を受 ける ことが なく なつた 日から 二年 を経 過して いな い者で
あると き。
申請者 が第 七十九 条の 十二の 規定 による 登録 の取 消しを 受け 、取消 しの 日から 二年を 経過 してい ない 者（ 当該登 録を 取り消 され た者 が法人 で
二
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２

ある場 合に おいて は、当 該取 消し を受け た法 人のそ の処 分を 受ける 原因 となつ た事項 が発 生した 当時 現にそ の法 人の 業務を 執行 する役 員と して
在任し た者 で当 該取消 しの 日から 二年を 経過 してい ない もの を含む 。） である とき 。
三 申 請者 が自家 用有 償旅 客運送 の業 務に関 し成 年者と 同一 の行為 能力 を有し ない 未成年 者で ある場 合に おい て、そ の法 定代理 人が 前二号 又は次
号の いずれ かに 該当す る者 である とき 。
四 申請 者が法 人で ある場 合に おいて 、そ の法人 の役 員が前 三号 のいず れか に該当 する 者で あると き。
五 申請 に係る 自家 用有償 旅客 運送 に関し 、国 土交通 省令 で定め るとこ ろに より、 地方 公共 団体、 一般 旅客自 動車 運送 事業者 又はそ の組 織する 団
体 、住民 その 他の国 土交 通省令 で定 める関 係者 が、 一般旅 客自 動車運 送事 業者に よるこ とが 困難で あり 、か つ、地 域住 民の生 活に 必要 な旅客 輸
送 を確 保する ため 必要で ある ことに ついて 合意 して いない とき 。
六 申請 者が その 申請に 係る 自家用 有償 旅客 運送に 必要 と認め られる 輸送 施設の 保有 、運転 者の 確保 、自家 用有 償旅客 運送 自動車 の運 行管理 の体
制の整 備そ の他の 輸送の 安全 及び 旅客の 利便 の確保 のた めに 必要な 国土 交通省 令で定 める 措置を 講ず ると認 めら れな いとき 。
（ 略）

（登 録の有 効期 間）
第七 十九条 の五 第 七十九 条の 登録の 有効 期間（ 次条第 一項 の有 効期間 の更 新の登 録を 受けた 場合 にお ける当 該有効 期間 の更新 の登 録に係 る第 七十
九条 の登 録の有 効期 間を含 む。 以下 同じ。 ）は 、登録 の日 から起 算して 二年 とする 。た だし 、次条 第一 項の有 効期 間の 更新の 登録を 受け ようと す
る 者が、 従前 の第七 十九条 の登 録の 有効期 間に おいて 次の 各号 のいず れに も該当 すると きは 、登録 の日 から起 算し て三 年とす る。
一 第七 十九 条の 九第二 項の 規定に よる命 令を 受けて いな いこ と。
二 第七 十九 条の 十の届 出に 係る自 家用 有償 旅客運 送自動 車の 転覆、 火災 その他 国土 交通省 令で 定め る重大 な事 故を引 き起 こして いな いこと 。
三 第 七十九 条の 十二第 一項 の規定 によ る業 務の全 部又 は一部 の停 止の 命令を 受けて いな いこと 。

（有効 期間 の更新 の登 録）
第七 十九条 の六 第七 十九条 の登 録の 有効期 間満 了の後 引き 続き 自家用 有償 旅客運 送を行 おう とする 者は 、国土 交通 省令 で定め ると ころに より 、国
土交 通大 臣の行 う有 効期間 の更 新の登 録を受 けな けれ ばなら ない 。
２～ ４ （ 略）

（ 変更登 録等 ）
第 七十九 条の 七 第 七十 九条 の登録 を受 けた者 （以 下「自 家用 有償旅 客運 送者」 とい う。） は、 第七十 九条 の二 第一項 各号 に掲げ る事 項の変 更（第
三項に 規定す るも のを除 く。 ）をし よう とす るとき は、 国土交 通大 臣の行 う変 更登録 を受 けなけ れば ならな い。 ただし 、路 線を 定めて 行う 自家用
有償旅 客運 送につ き天 災その 他国 土交通 省令 で定め るや むを得 ない 事由 により その 路線に おい て自家 用有 償旅客 運送自 動車 を運 行する こと ができ
なくな つた 場合に 、当 該路 線にお いて 自家用 有償 旅客運 送自 動車の 運行 を再開 する ことが でき ること とな るま での間 、当 該路線 と異な る路 線によ
り自 家用有 償旅 客運送 を行 う場合 にお いて合 理的 に必 要とな る変 更につ いて は、こ の限り でな い。
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２ （ 略）
３ 自 家用 有償旅 客運 送者は 、事 務所の 名称 その他 の国 土交通 省令 で定め る軽 微な事 項の 変更 をした とき は、そ の日 から三 十日以 内に 、そ の旨を 国
土交通 大臣 に届け 出な けれ ばなら ない 。
（略）
４

（旅 客か ら収受 する 対価の 掲示 等）
第 七十九 条の 八 自 家用有 償旅 客運送 者は 、そ の業務 の開 始前に 、旅 客か ら収受 する対 価を 定め、 国土 交通省 令で 定める とこ ろに より、 これ をその
事 務所に おい て公 衆に見 やす いよう に掲示 し、 又はあ らか じめ 、旅客 に対 し説明 しな ければ なら ない 。これ を変更 する ときも 同様 とする 。
（略 ）
２

（輸送 の安 全及び 旅客 の利 便の確 保）
第七十 九条 の九 （略 ）
２ 国土交 通大 臣は、 自家用 有償 旅客 運送者 の業 務につ いて 輸送 の安全 又は 旅客の 利便 が確保 されて いな いと認 める とき は、自 家用 有償旅 客運 送者
に対 し、 次に掲 げる 措置そ の他 その是 正の ために 必要 な措置 を講 ずべき こと を命ず るこ とが できる 。
一 自家 用有償 旅客 運送自 動車 の運 行の管 理の 方法を 改善 するこ と。
二 路線 又は 運送の 区域を 変更 する こと。
三 旅客 から 収受 する対 価を 変更す ること 。
四 旅客 の運 送に 関し支 払う ことあ るべ き損 害賠償 のため の保 険契約 を締 結する こと 。

（事故 の報 告）
第七十 九条 の十 自家 用有償 旅客 運送 者は、 その 自家用 有償 旅客運 送自動 車が 転覆し 、火 災を 起こし 、そ の他国 土交 通省 令で定 める重 大な 事故を 引
き起 こした とき は、遅 滞な く、事 故の 種類、 原因 その 他国土 交通 省令で 定め る事項 を国土 交通 大臣に 届け 出な ければ なら ない。

（業 務の 停止及 び登 録の取 消し ）
第 七十九 条の 十二 国土交 通大 臣は、 自家 用有 償旅客 運送 者が次 の各 号の いずれ かに該 当す るとき は、 六月以 内に おいて 期間 を定 めてそ の業 務の全
部 若しく は一 部の 停止を 命じ 、又は 登録を 取り 消すこ とが でき る。
一 この 法律 若し くはこ の法 律に基 づく 命令 若しく はこれ らに 基づく 処分 又は登 録に 付した 条件 に違 反した とき 。
二 不 正の手 段に より第 七十 九条の 登録 、第 七十九 条の 六第一 項の 有効期 間の 更新の 登録 又は第 七十 九条の 七第 一項の 変更 登録 を受け たと き。
三 第 七十 九条の 四第 一項第 一号 、第三 号、 第四号 又は 第六号 の規 定に 該当す るこ ととな つた とき。
四 第 七十 九条の 四第 一項 第五号 の合 意が当 該合 意の定 め又 は同号 に規 定する 関係 者の合 意に より解 除さ れた とき。
（略）
２
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第九十 六条 次の 各号 の一に 該当 する者 は、 三年以 下の 懲役若 しく は三百 万円 以下の 罰金 に処 し、又 はこ れを併 科す る。
一 第 四条 第一項 の規 定に 違反し て一 般旅客 自動 車運送 事業 を経営 した 者
二 第三十 三条 （第四 十三 条第五 項及 び第七 十二 条に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に 違反し た者
三 第四 十七条 第一 項の規 定に 違反し て自 動車道 事業 を経営 した 者

第 九十七 条 次の各 号のい ずれ かに該 当す る者 は、一 年以 下の懲 役若 しく は百五 十万円 以下 の罰金 に処 し、又 はこ れを併 科す る。
一 第二 十五 条（ 第四十 三条 第五項 におい て準 用する 場合 を含 む。） 、第 七十八 条又 は第八 十三 条の 規定に 違反し た者
二 第二 十七 条第 四項の 規定 による 命令 （輸 送の安 全の 確保に 係るも のに 限り、 一般 乗用旅 客自 動車 運送事 業者 に対す るも のを除 く。 ）に違 反し
た者
三 第 三十 五条第 一項 又は 第七十 条の二 第一 項の規 定に より許 可を 受け てしな けれ ばなら ない 事項を 許可 を受け ないで した 者
四 第 四十 条（第 四十 三条 第五項 及び 第七十 二条 におい て準 用する 場合 を含む 。） の規定 によ る輸送 施設 の使 用の停 止又 は事業 の停 止の処 分に違
反し た者
五 第四 十三条 第一 項の規 定に 違反し て、 特定旅 客自 動車運 送事 業を経 営し た者
六 第五 十七条 第一 項、第 五十 八条 第一項 、第 六十条 第一 項（第 七十五 条第 三項に おい て準 用する 場合 を含む 。） 又は 第七十 五条第 一項 の規定 に
よ る検査 を受 けない で、 又はこ れに 合格し ない で、 自動車 道の 供用を 開始 した者 （第五 十九 条第一 項の 規定 により 一般 自動車 道の 一部 につき 検
査 を受 け、こ れに 合格し た者 がその 部分に つき 供用 を開始 した 場合を 除く 。）
不正 の手 段に より第 七十 九条の 登録 又は 第七十 九条の 六第 一項の 有効 期間の 更新 の登録 を受 けた 者
第 八十一 条第 一項の 規定 による 処分 に違 反した 者
七
八

第九十 七条 の三 第七 十九条 の十 二第 一項の 規定 による 業務 の停止 の命令 に違 反した 者は 、六 月以下 の懲 役若し くは 五十 万円以 下の罰 金に 処し、 又
はこ れを併 科す る。

第九 十八条 次 の各 号のい ずれ かに該 当す る者 は、百 万円 以下の 罰金に 処す る。
一 第九 条第 三項若 しくは 第五 項、 第九条 の二 第一項 若し くは 第九条 の三 第三項 の規定 によ る届出 をし ないで 、又 はこ れらの 規定 若しく は第 九条
第 四項 の規定 によ り届け 出た 運賃若 しくは 料金 によ らない で、 運賃又 は料 金を収 受し た者
二 第九 条第 六項 （第九 条の 二第二 項及 び第 九条の 三第四 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）の 規定 による 命令 に違反 して 、運賃 又は 料金を 収受
した者
三 第 九条 の三第 一項 若しく は第 六十一 条第 一項の 規定 による 認可 を受 けない で、 又は認 可を 受けた 運賃 若しく は料金 によ らな いで、 運賃 又は料
金を収 受し た者
第十条 （第 七十二 条に おいて 準用 する場 合を 含む 。）の 規定 に違反 して 、運賃 又は料 金の 割戻し をし た者
四

- 24 -

次の 各号の いず れか に該当 する 者は、 五十 万円 以下の 罰金 に処す る。

五 第 十一 条第一 項の規 定に よる認 可を 受け ないで 、又 は認可 を受 けた 運送約 款によ らな いで、 運送 契約を 締結 した者
六 第 十三 条、第 二十 条（ 第四十 三条第 五項 におい て準 用する 場合 を含 む。） 、第 二十三 条第 一項（ 第四 十三条 第五 項にお いて 準用す る場 合を含
む。） 、第 四十 一条第 三項 （第四 十三 条第 五項及 び第八 十一 条第二 項に おいて 準用 する場 合を 含む 。）、 第六 十五条 又は 第六十 八条 第五項 の規
定に 違反し た者
七 第十 五条第 一項 （第四 十三 条第五 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）、 第十九 条第 一項 、第五 十四 条第一 項（第 六十 七条（ 第七 十五 条第三 項
にお いて 準用す る場 合を 含む。 ）及 び第七 十五 条第三 項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）又 は第六 十六 条第 一項の 規定 により 認可を 受け てしな
け ればな らな い事項 を認 可を受 けな いでし た者
八 第十 五条 第三 項（第 四十 三条第 五項に おい て準用 する 場合 を含む 。） 又は第 十五 条の二 第一 項の 規定に よる届 出を しない で事 業計画 を変 更し
た者
九 第 十五 条の三 第一項 の規 定によ る届 出を しない で運 行をし た者
十 第 十五 条の三 第二 項の 規定に よる届 出を しない で運 行計画 を変 更し た者
十一 第十 六条第 二項 、第 十九条 の二 、第二 十二 条の二 第三 項若し くは 第七項 （こ れらの 規定 を第四 十三 条第 五項に おい て準用 する 場合を 含む。
）、 第二十 七条 第四項 （第 四十三 条第 五項 におい て準 用する 場合 を含む 。） 、第三 十条 第四項 （第 七十二 条に おいて 準用 する 場合を 含む 。）、
第三 十一 条、第 四十 一条第 一項 （第四 十三 条第五 項及 び第八 十一 条第 二項に おい て準用 する 場合を 含む 。）、 第五十 五条 （第 七十五 条第 三項に
おい て準 用する 場合 を含 む。） 、第 七十条 （第 七十五 条第 三項に おい て準用 する 場合を 含む 。）、 第七 十三 条第二 項（ 第七十 五条第 三項 におい
て 準用す る場 合を含 む。 ）又は 第八 十四条 第一 項の 規定に よる 命令に 違反 した者 （第二 十七 条第四 項の 規定 による 命令 に違反 した 者に あつて は
、 第九 十七条 第二 号に該 当す る者を 除く。 ）
十 二 第 二十 二条 の二第 一項 （第四 十三 条第 五項に おいて 準用 する場 合を 含む。 ）の 規定に よる 届出 をしな いで 、又は 届け 出た安 全管 理規程 （第
二十二 条の二 第二 項第二 号及 び第 三号（ これ らの規 定を 第四 十三条 第五 項にお いて準 用す る場合 を含 む。） に係 る部 分に限 る。 ）によ らな いで
、事業 を行 つた 者
十三 第二 十二条 の二 第四 項（第 四十 三条第 五項 におい て準 用する 場合 を含む 。） の規定 に違 反して 、安 全統 括管理 者を 選任し なかつ た者
十四 第二 十二 条の二 第五 項又は 第二 十三条 第三 項（ これら の規 定を第 四十 三条第 五項に おい て準用 する 場合 を含む 。） の規定 によ る届 出をせ ず
、又 は虚 偽の届 出を した者
十五 第 三十八 条第 一項又 は第 二項 の規定 によ る届出 をし ないで 、又は 虚偽 の届出 をし て、 事業を 休止 し、又 は廃 止し た者
十 六 第 六十 二条第 一項若 しく は第 六十三 条第 一項（ 第七 十五 条第三 項に おいて 準用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる 認可を 受け ないで 、又 は認
可 を受 けた供 用約 款若し くは 供用制 限によ らな いで 、自動 車道 の供用 契約 を締結 した 者
十 七 第 七十 条の 三第一 項又 は第八 十条 第一 項の規 定によ り許 可を受 けて しなけ れば ならな い事 項を 許可を 受け ないで した 者
十八 第九十 四条 第一項 の規 定によ る報 告を せず、 又は 虚偽の 報告 をした 者
十九 第九 十四条 第四 項の規 定に よる検 査を 拒み、 妨げ 、若し くは 忌避 し、又 は質 問に対 し虚 偽の陳 述を した者
第九 十八条 の二
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一
二

第 七十 九条の 七第一 項の 規定に 違反 して 、第七 十九 条の二 第一 項各 号に掲 げる事 項を 変更し た者
第 七十 九条の 九第 二項 の規定 による 命令 に違反 した 者

第百 一条 人の 現在す る一 般乗合 旅客 自動車 運送 事業者 の事 業用 自動車 を転 覆させ 、又 は破壊 した者 は、 十年以 下の 懲役 に処す る。
２・ ３ （ 略）
第 百四条 次 の各号 のいず れか に該当 する 者は 、二十 万円 以下の 罰金 に処 する。
一 一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業者 の事業 用自 動車の 乗務 員の 職務の 執行 を妨げ た者
二 一般 乗合 旅客 自動車 運送 事業者 の事 業用 自動車 に石 類を投 げつけ た者
三・四 （ 略）

流 通業務 の総 合化及 び効 率化の 促進 に関す る法 律（ 平成十 七年 法律第 八十 五号） （抄 ）

第百五 条 次の各 号の いずれ かに 該当 する者 は、 五十万 円以 下の過 料に処 する 。
一 第十二 条、 第十五 条の 二第六 項、 第三十 八条 第四 項（第 七十 条の三 第三 項にお いて 準用す る場合 を含 む。 ）、第 六十 四条又 は第 九十 五条の 規
定に よる 掲示若 しく は表示 をせ ず、又 は虚 偽の掲 示若 しくは 表示 をし た者
二～ 七 （略）
八 第七 十九 条の八 第一項 の規 定に よる掲 示を せず、 若し くは 虚偽の 掲示 をし、 又は説 明を しなか つた 者

○

（総合 効率 化計画 の認 定）
第四 条 流 通業 務総合 効率化 事業 を実 施しよ うと する者 （当 該流 通業務 総合 効率化 事業を 実施 する法 人を 設立し よう とす る者を 含む 。以下 「総 合効
率化 事業 者」と いう 。）は 、共 同して 、その 実施 しよ うとす る流 通業務 総合 効率化 事業 につ いての 計画 （以下 「総合 効率 化計画 」と いう 。）を 作
成し 、こ れを主 務大 臣に提 出し て、 その総 合効 率化計 画が 適当で ある旨 の認 定を受 ける こと ができ る。
２ ・３ （略 ）
４ 主務 大臣 は、第 一項 の認 定の申 請があ った 場合に おい て、そ の総 合効 率化計 画が 次の各 号の いずれ にも 適合す るもの であ ると 認める とき は、そ
の 認定を する もの とする 。
一 総 合効率 化計 画に記 載さ れた事 項が 基本 方針に 照ら して適 切な もので ある こと。
二 総 合効 率化計 画に 記載さ れた 事項が 流通 業務総 合効 率化事 業を 確実 に遂行 する ため適 切な もので ある こと。
三 総 合効 率化計 画に 記載 された 事業 のうち 、第 一種貨 物利 用運送 事業 に該当 する ものに つい ては、 当該 事業 を実施 する 者が貨 物利用 運送 事業法
第六 条第一 項各 号（第 五号 を除く 。） のい ずれに も該 当しな いこ と。
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四 総 合効 率化計 画に記 載さ れた事 業の うち 、第二 種貨 物利用 運送 事業 （外国 人国際 第二 種貨物 利用 運送事 業を 除く。 以下 この 号にお いて 同じ。
）に該 当す るも のにつ いて は、当 該事業 を実 施する 者が 貨物 利用運 送事 業法第 二十 二条各 号の いずれ にも 該当せ ず、 かつ、 その 総合効 率化 計画
に記載 され た第 二種貨 物利 用運送 事業 の内 容が同 法第二 十三 条各号 に掲 げる基 準に 適合す るこ と。
五 総合効 率化 計画に 記載 された 事業 のうち 、一 般貨 物自動 車運 送事業 に該 当する もの につい ては、 当該 事業 を実施 する 者が貨 物自 動車 運送事 業
法第 五条 各号の いず れに も該当 せず、 かつ 、その 総合 効率化 計画 に記 載され た一 般貨物 自動 車運送 事業 の内容 が同法 第六 条各 号に掲 げる 基準に
適合 する こと。
六 総合 効率 化計画 に記載 され た事 業のう ち、 貨物運 送一 般旅 客定期 航路 事業に 該当す るも のにつ いて は、そ の総 合効 率化計 画に 記載さ れた 貨物
運 送一 般旅客 定期 航路事 業の 内容が 海上運 送法 第四 条各号 に掲 げる基 準に 適合し 、か つ、 当該事 業を 実施す る者が 同法 第五条 各号 のい ずれに も
該 当し ないこ と。
七 総 合効 率化計 画に記 載さ れた事 業の うち 、貨物 鉄道 事業に 該当 する ものに ついて は、 その総 合効 率化計 画に 記載さ れた 貨物 鉄道事 業の 内容が
鉄道事 業法 第五 条第一 項各 号に掲 げる基 準に 適合し 、か つ、 当該事 業を 実施す る者 が同法 第六 条各号 のい ずれに も該 当しな いこ と。
八 総 合効 率化計 画に 記載 された 事業 のうち 、貨 物軌道 事業 に該当 する ものに つい ては、 その 総合効 率化 計画 に記載 され た貨物 軌道 事業の 内容が
軌道 法第三 条の 特許の 基準 に適合 する こと 。
九 総合 効率化 計画 に記載 され た事業 のう ち、ト ラッ クター ミナ ル事業 に該 当する もの につ いては 、当 該事業 を実施 する 者が自 動車 ター ミナル 法
第五 条各 号のい ずれ にも 該当せ ず、 かつ、 その 総合効 率化 計画に 記載 された トラ ックタ ーミ ナル事 業の 内容 が同法 第六 条各号 に掲げ る基 準に適
合 するこ と。
十 総合 効率 化計 画に記 載さ れた事 業のう ち、 倉庫業 に該 当す るもの につ いては 、当 該事業 を実 施する 者が 倉庫業 法第 六条第 一項 各号の いず れに
も 該当 しない こと 。
十一 総合効 率化 計画に 前項 各号に 掲げ る事 項が記 載さ れてい る場 合に は、同 項の特 定流 通業務 施設 の立地 、規 模、構 造及 び設 備が同 項第 一号の
区分に 従い 主務 省令で 定め る基準 に適合 する こと。
５ 国 土交 通大臣 は、 第一項 の認 定の 申請が あっ た場合 にお いて、 総合効 率化 計画に 記載 され た事業 のう ち外国 人国 際第 二種貨 物利用 運送 事業に 該
当す るもの につ いては 、そ の総合 効率 化計画 の認 定に おいて 、国 際約束 を誠 実に履 行する とと もに、 国際 貨物 運送に 係る 第二種 貨物 利用 運送事 業
の分 野に おいて 公正 な事業 活動 が行わ れ、そ の健 全な 発達が 確保 される よう 配慮す るも のと する。
６ 国土交 通大 臣は 、軌道 法第 三条の 特許 を要 する事 業が 記載さ れた総 合効 率化計 画に ついて 第一 項の 認定を しよ うとす ると きは、 あら かじめ 、運
輸 審議会 に諮 るもの とする 。
７ 国土 交通 大臣は 、総 合効 率化計 画につ いて 第一項 の認 定をし よう とす るとき は、 あらか じめ 、国土 交通 省令で 定める とこ ろに より関 係す る道路
管 理者（ 道路 法（ 昭和二 十七 年法律 第百 八十 号）第 十八条 第一 項に規 定す る道路 管理 者をい う。 以下 この項 にお いて同 じ。 ）に、 国土 交通省 令・
内閣府 令で定 める ところ によ り関係 する 都道 府県公 安委 員会に 、そ れぞれ 意見 を聴く もの とする 。た だし、 道路 管理者 の意 見を 聴く必 要が ないも
のとし て国 土交通 省令 で定め る場 合、又 は都 道府県 公安 委員会 の意 見を 聴く必 要が ないも のと して国 土交 通省令 ・内閣 府令 で定 める場 合は 、この
限りで ない 。
主務大 臣は 、第三 項各号 に掲 げる 事項が 記載 された 総合 効率 化計画 につ いて第 一項の 認定 をしよ うと すると きは 、あ らかじ め、 都道府 県知 事の
８
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意見を 聴く ものと する。
９ 国 土交 通大臣 は、 第三項 各号 に掲げ る事 項（港 湾流 通拠点 地区 におい て同 項の特 定流 通業 務施設 の整 備を行 うも のに係 るもの に限 る。 次項に お
いて同 じ。 ）が記 載さ れた 総合効 率化 計画に つい て第一 項の 認定を しよ うとす ると きは、 あら かじめ 、当 該港 湾流通 拠点 地区を 指定 した港 湾管理
者に 協議し 、そ の同意 を得 るもの とす る。
国土 交通 大臣は 、第 三項 各号に 掲げる 事項 が記載 され た総合 効率 化計 画につ いて 第一項 の認 定をし たと きは、 遅滞な く、 その 旨を当 該港 湾流通
拠点 地区 を指定 した 港湾管 理者 に通 知する もの とする 。
第 一項の 認定 に関し 必要 な事項 は、 主務省 令で 定め る。

（ 総合効 率化 計画 の変更 等）
第五条 （ 略）
２ 主 務大 臣は、 前条 第一項 の認 定に係 る総 合効率 化計 画（前 項の 規定に よる 変更の 認定 があ ったと きは 、その 変更後 のも の。以 下「 認定 総合効 率
化計画 」と いう。 ）が 同条 第四項 各号 のいず れか に適合 しな くなっ たと 認める とき 、又は 認定 総合効 率化 事業 者が認 定総 合効率 化計 画に従 って事
業を 実施し てい ないと 認め るとき は、 その認 定を 取り 消すこ とが できる 。
３ 前条第 四項 から 第十一 項ま での規 定は 、第一 項の認 定に つい て準用 する 。この 場合 におい て、 同条 第六項 中「軌 道法 第三条 の特 許」と ある のは
、「 軌道 法第十 六条 第一項 （軌 道の 譲渡に 係る 部分に 限る 。）若 しくは 第二 十二条 ノ二 の許 可又は 同法 第二十 二条 の認 可」と 読み替 える ものと す
る。

鉄 道事 業法（ 昭和 六十一 年法 律第九 十二 号）（ 抄）

（ 特定流 通業 務施 設の確 認）
第七条 総合 効率 化事業 者が 実施す る流 通業務 総合 効率 化事業 の用 に供す るた め特定 流通 業務施 設を整 備し よう とする 者は 、当該 整備 しよ うとす る
特定流 通業 務施設 の計 画が 第四条 第四項 第十 一号の 主務 省令で 定め る基 準に適 合す るもの であ ること につ いて、 主務省 令で 定め るとこ ろに より主
務大臣 の確 認を申 請す るこ とがで きる 。
２ 主務大 臣は 、前項 の申請 があ った 場合に おい て、当 該申 請に 係る計 画が 第四条 第四項 第十 一号の 基準 に適合 する と認 めると きは 、確認 をす るも
のと する 。
３ 前項の 確認 に係 る特定 流通 業務施 設（ 同項 の確認 を受 けてか ら主務 省令 で定め る期 間を経 過し てい ないも のに 限る。 ）を 利用し て実 施する 総合
効 率化計 画に 対する 第四条 （第 五条 第三項 にお いて準 用す る場 合を含 む。 ）の規 定の適 用に ついて は、 第四条 第四 項中 「次の 各号 」とあ るの は、
「 次の各 号（ 第十 一号を 除く 。）」 とする 。

〇
（定 義）
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10

11

第二条
２～６

こ の法律 におい て「 鉄道事 業」 とは、 第一 種鉄 道事業 、第 二種鉄 道事 業及び 第三 種鉄道 事業を いう 。
（ 略）

（許 可）
第三 条 鉄 道事 業を 経営し よう とする 者は 、国土 交通大 臣の 許可 を受け なけ ればな らな い。
２～ ４ （ 略）

（ 許可基 準）
第 五条 国土 交通大 臣は 、鉄 道事業 の許 可をし よう とす るとき は、次 の基 準に適 合す るかど うか を審査 して 、こ れをし なけ ればな らな い。
一 そ の事 業の計 画が経 営上 適切な もの であ ること 。
二 そ の事 業の計 画が 輸送 の安全 上適切 なも のであ るこ と。
三 前 二号 に掲げ るも のの ほか、 その 事業の 遂行 上適切 な計 画を有 する もので ある こと。
四 その事 業を 自ら適 確に 遂行す るに 足る能 力を 有す るもの であ ること 。
２・ ３ （ 略）

（ 欠格事 由）
第 六条 国土 交通大 臣は 、鉄 道事業 の許可 を受 けよう とす る者が 次の 各号 のいず れか に該当 する 場合に は、 その許 可を しては なら ない。
一 一年 以上 の懲 役又は 禁錮 の刑に 処せ られ 、その 執行を 終わ り、又 は執 行を受 ける ことが なく なつ た日か ら二 年を経 過し ない者
二 鉄 道事業 の許 可の取 消し を受け 、そ の取 消しの 日か ら二年 を経 過し ない者
三 破 産手 続開始 の決 定を 受けて 復権を 得な い者
四 心 身の 故障に より 鉄道 事業を 適確 に遂行 する ことが でき ない者 とし て国土 交通 省令で 定め るもの
五 営業に 関し 成年者 と同 一の行 為能 力を有 しな い未 成年者 でそ の法定 代理 人が前 各号又 は次 号のい ずれ かに 該当す るも の
六 法人 であつ て、 その役 員（ いかな る名称 によ るか を問わ ず、 これと 同等 以上の 職権 又は 支配力 を有 する者 を含む 。） のうち に第 一号 から第 四
号ま での いずれ かに 該当 する者 のあ るもの

（ 事業基 本計 画等 の変更 ）
第 七条 鉄道 事業の 許可 を受 けた者 （以 下「鉄 道事 業者」 とい う。） は、 事業基 本計 画又は 第四 条第一 項第 八号 若しく は第 十号に 掲げ る事項 を変更
しよう とする とき は、国 土交 通大臣 の認 可を 受けな けれ ばなら ない 。ただ し、 国土交 通省 令で定 める 軽微な 変更 につい ては 、こ の限り でな い。
第 五条 第一項 の規 定は、 前項 の認可 につ いて準 用す る。
鉄 道事 業者は 、第 一項た だし 書の 国土交 通省 令で定 める 軽微な 変更を し、 又は第 四条 第一 項第九 号に 掲げる 事項 の変 更をし たとき は、 遅滞な く
、そ の旨を 国土 交通大 臣に 届け出 なけ ればな らな い。
２
３

- 29 -

（鉄道 線路 の使用 等）
第十五 条 第一種 鉄道 事業者 及び 第三 種鉄道 事業 の許可 を受 けた者 （以 下「第 三種鉄 道事 業者 」とい う。 ）は、 許可 を受 けた路 線に 係る鉄 道線路 を
第二 種鉄道 事業 者に使 用さ せよう とす るとき は、 使用 料その 他の 国土交 通省 令で定 める 使用条 件につ いて 、国 土交通 大臣 の認可 を受 けな ければ な
らな い。 これを 変更 しよう とす るとき も、 同様と する 。
２・ ３ （ 略）

（ 旅客の 運賃 及び 料金）
第 十六条 鉄 道運送 事業 者は 、旅客 の運 賃及び 国土 交通 省令で 定める 旅客 の料金 （以 下「旅 客運 賃等」 とい う。 ）の上 限を 定め、 国土 交通大 臣の認
可を受 けな ければ ならな い。 これを 変更 しよ うとす ると きも、 同様 とす る。
２ 国 土交 通大臣 は、 前項の 認可 をしよ うと すると きは 、能率 的な 経営の 下に おける 適正 な原 価に適 正な 利潤を 加えた もの を超え ない もの である か
どうか を審 査して 、こ れを しなけ れば ならな い。
３ 鉄道運 送事 業者は 、第一 項の 認可 を受け た旅 客運賃 等の 上限 の範囲 内で 旅客運 賃等 を定め 、あら かじ め、そ の旨 を国 土交通 大臣 に届け 出な けれ
ばな らな い。こ れを 変更し よう とする とき も、同 様と する。
４ 鉄道運 送事 業者 は、特 別車 両料金 その 他の 客車の 特別 な設備 の利用 につ いての 料金 その他 の国 土交 通省令 で定 める旅 客の 料金を 定め るとき は、
あ らかじ め、 その旨 を国土 交通 大臣 に届け 出な ければ なら ない 。これ を変 更しよ うとす ると きも、 同様 とする 。
（略 ）
５

（運行 計画）
第十七 条 鉄道運 送事 業者は 、国 土交通 省令 で定め ると ころに より 、列車 の運 行計画 を定 め、 あらか じめ 、その 旨を国 土交 通大臣 に届 け出 なけれ ば
ならな い。 これを 変更 しよ うとす ると きも、 同様 とする 。

（運 輸に 関する 協定 ）
第十 八条 鉄道 運送 事業者 は、 他の運 送事 業者 と連絡 運輸 若しく は直通 運輸 又は運 賃に 関する 協定 その 他の運 輸に 関する 協定 をしよ うと すると きは
、 国土交 通省 令で定 めると ころ によ り、そ の旨 を国土 交通 大臣 に届け 出な ければ ならな い。 これを 変更 しよう とす ると きも、 同様 とする 。

（ 列車の 運行 の管 理等の 受委 託）
第二十 五条 列車 の運行 の管 理その 他国 土交通 省令 で定 める鉄 道事 業に係 る業 務の管 理の 委託及 び受託 につ いて は、国 土交 通大臣 の許 可を 受けな け
ればな らな い。
２・３ （ 略）
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（事業 の譲 渡及び 譲受等 ）
第二十 六条 鉄道 事業 の譲渡 及び 譲受は 、国 土交通 大臣 の認可 を受 けなけ れば 、その 効力 を生 じない 。
２ 鉄 道事 業者た る法 人の合 併及 び分 割は、 国土 交通大 臣の 認可を 受け なけれ ば、そ の効 力を 生じな い。 ただし 、鉄 道事 業者た る法 人と鉄 道事業 を
経営 しない 法人 が合併 する 場合に おい て鉄道 事業 者た る法人 が存 続する とき 又は鉄 道事 業者た る法人 が分 割を する場 合に おいて 鉄道 事業 を承継 さ
せな いと きは、 この 限りで ない 。
３～ ７ （ 略）

（ 事業の 休止 ）
第 二十八 条 鉄道事 業者 は、 鉄道事 業の 全部又 は一 部を 休止し ようと する ときは 、あ らかじ め、 その旨 を国 土交 通大臣 に届 け出な けれ ばなら ない。
２ （ 略）

軌 道ヲ敷 設シ テ運輸 事業 ヲ経営 セム トスル 者ハ 国土交 通大 臣ノ特 許ヲ 受クヘ シ

軌道 法（ 大正十 年法 律第 七十六 号） （抄）

（事業 の廃 止）
第二 十八条 の二 鉄道 事業者 は、 鉄道 事業の 全部 又は一 部を 廃止 しよう とす るとき （当 該廃止 が貨物 運送 に係る もの であ る場合 を除 く。） は、 廃止
の日 の一 年前ま でに 、その 旨を 国土交 通大 臣に届 け出 なけれ ばな らない 。
２～ ６ （ 略）

〇
第三条

軌 道経営 者ハ 国土 交通大 臣ノ 許可ヲ 受ケ タル場 合ニ 限リ特 許ニ 因リテ 生ス ル権利 義務 ヲ他人 ニ譲 渡ス ルコト ヲ得

第十 一条 軌道 経営者 ハ旅客 及荷 物ノ 運賃其 ノ他 運輸ニ 関ス ル料 金（国 土交 通省令 ヲ以テ 定ム ル料金 ヲ除 ク）並 運転 速度 及度数 ヲ定 メ国土 交通 大臣
ノ認 可ヲ 受クヘ シ
前項ノ 国土 交通 省令ヲ 以テ 定ムル 料金 ヲ定 メント スル トキハ 国土交 通大 臣ニ届 出ヅ ベシ
（略 ）
２
３
第 十五条

第十六 条 軌道経 営者 ハ国土 交通 大臣ノ 許可 ヲ受ケ タル 場合ニ 限リ 軌道ノ 譲渡 又ハ事 業若 ハ運 転ノ管 理ノ 委託若 ハ受託 ヲ為 スコト ヲ得
２ （ 略）
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第二十 二条

軌道 会社ハ 国土 交通大 臣ノ 認可ヲ 受ク ルニ 非サレ ハ合 併又ハ 分割 ヲ為ス コト ヲ得ス

軌道 経営者 ハ国 土交 通大臣 ノ許 可ヲ受 クル ニ非ザ レバ 運輸事 業ノ全 部又 ハ一 部ヲ休 止シ 又ハ廃 止ス ルコ トヲ得 ズ

海上運 送法 （昭 和二十 四年 法律第 百八 十七 号）（ 抄）

第二十 二条 ノ二

〇

（ 一般旅 客定 期航 路事業 の許 可）
第 三条 一般 旅客定 期航 路事 業を営 もう とする 者は 、航 路ごと に、国 土交 通大臣 の許 可を受 けな ければ なら ない 。
２～４ （ 略）

（許可 基準 ）
第四 条 国 土交 通大臣 は、一 般旅 客定 期航路 事業 の許可 をし よう とする とき は、次 の基 準に適 合する かど うかを 審査 して 、これ をし なけれ ばな らな
い。
一 当該 事業に 使用 する船 舶、 係留 施設そ の他 の輸送 施設 が当該 航路に おけ る輸送 需要 の性 質及び 当該 航路の 自然 的性 質に適 応した もの である こ
と。
二 当該 事業 の計 画が輸 送の 安全を 確保す るた め適切 なも ので あるこ と。
三 前号 に掲 げる ものの ほか 、当該 事業 の遂 行上適 切な計 画を 有する もの である こと 。
四 当 該事業 を自 ら適確 に遂 行する に足 る能 力を有 する もので ある こと 。
五 当 該事 業の開 始に よつ て船舶 交通の 安全 に支障 を生 ずるお それ のな いもの であ ること 。
六 指 定区 間を含 む航 路に 係るも のに あつて は、 当該指 定区 間に係 る船 舶運航 計画 が、当 該指 定区間 に係 る離 島その 他の 地域の 住民が 日常 生活又
は社 会生活 を営 むため に必 要な船 舶に よる 輸送を 確保 するた めに 適切な もの である こと。

第五 条 国 土交 通大 臣は、 一般 旅客定 期航 路事 業の許 可を 受けよ うとす る者 が次の 各号 のいず れか に該 当する 場合 には、 その 許可を して はなら ない
。
一 一年 以上 の懲 役又は 禁錮 この刑 に処せ られ 、その 執行 を終 わり、 又は 執行を 受け ること がな くなつ た日 から二 年を 経過し てい ない者 であ ると
き。
二 一 般旅客 定期 航路事 業の 許可、 特定 旅客 定期航 路事 業の許 可又 は第二 十一 条第一 項に 規定す る旅 客不定 期航 路事業 の許 可の 取消し を受 け、そ
の取消 しの 日か ら二年 を経過 して いない 者で あると き。
法 人で ある場 合に おい て、そ の法 人の役 員（ いかな る名 称によ るか を問わ ず、 これと 同等 以上の 職権 又は 支配力 を有 する者 を含む 。） が前二
号の いずれ かに 該当す ると き。
三
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（船舶 運航 計画の 届出 ）
第六条 一 般旅客 定期 航路事 業の 許可 を受け た者 は、船 舶運 航計画 （指 定区間 に係る もの を除 く。） を定 め、国 土交 通省 令の定 める 手続に より、 運
航を 開始す る日 までに 、国 土交通 大臣 に届け 出な けれ ばなら ない 。

（運 賃及 び料金 ）
第 八条 一般 旅客定 期航路 事業 を営む 者（ 以下 「一般 旅客 定期航 路事 業者 」とい う。） は、 旅客、 手荷 物及び 小荷 物の運 賃及 び料 金並び に自 動車航
送 をする 一般 旅客 定期航 路事 業者に あつて は当 該自動 車航 送に 係る運 賃及 び料金 を定 め、国 土交 通省 令の定 める手 続に より、 あら かじめ 、国 土交
通 大臣に 届け 出な ければ なら ない。 これ を変 更しよ うと すると きも同 様で ある。
２ （ 略）
３ 一 般旅 客定期 航路 事業者 は、 旅客の 運賃 、国土 交通 省令で 定め る手荷 物の 運賃及 び自 動車 航送を する 一般旅 客定期 航路 事業者 にあ つて は当該 自
動車航 送に 係る運 賃で あつ て指定 区間 に係る もの につい て当 該運賃 の上 限を定 め、 国土交 通省 令の定 める 手続 により 、国 土交通 大臣 の認可 を受け
なけ ればな らな い。こ れを 変更し よう とする とき も同 様であ る。
４ 国土交 通大 臣は 、前項 の認 可をし よう とする ときは 、能 率的 な経営 の下 におけ る適 正な原 価に 適正 な利潤 を加え たも のを超 えな いもの であ るか
どう かを 審査し て、 これを しな けれ ばなら ない 。
（略 ）
５

（ 事業計 画の 変更 ）
第十一 条 一 般旅 客定期 航路 事業者 がそ の事業 計画 を変 更しよ うと すると きは 、国土 交通 省令の 定める 手続 によ り、国 土交 通大臣 の認 可を 受けな け
ればな らな い。た だし 、国 土交通 省令で 定め る軽微 な事 項に係 る変 更に ついて は、 この限 りで ない。
第 四条 の規定 は、 前項の 認可 につ いて準 用す る。
一般旅 客定 期航路 事業者 は、 第一 項ただ し書 の事項 につ いて 事業計 画を 変更し たとき は、 遅滞な く、 国土交 通大 臣に その旨 を届 け出な けれ ばな
らな い。
２
３

（ 船舶運 航計 画の変 更）
第 十一条 の二 一般 旅客 定期 航路事 業者が その 船舶運 航計 画を変 更し よう とする とき は、国 土交 通省令 で定 める手 続によ り、 あら かじめ 、国 土交通
大 臣にそ の旨 を届 け出な けれ ばなら ない 。た だし、 国土交 通省 令で定 める 軽微な 事項 に係る 変更 につ いては 、こ の限り でな い。
２ 一 般旅客 定期 航路事 業者 が指定 区間 に係る その 船舶 運航計 画を 変更し よう とする とき は、前 項の規 定に かか わらず 、国 土交通 省令 の定 める手 続
により 、国 土交通 大臣 の認可 を受 けなけ れば ならな い。 ただし 、国 土交 通省令 で定 める軽 微な 事項に 係る 変更に ついて は、 この 限りで ない 。
第 四条 （第六 号に 係るも のに 限る 。）の 規定 は、前 項の 認可に ついて 準用 する。
一般旅 客定 期航路 事業者 は、 第一 項ただ し書 又は第 二項 ただ し書の 事項 につい て船舶 運航 計画を 変更 したと きは 、遅 滞なく 、国 土交通 大臣 にそ
３
４
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の旨を 届け 出なけ ればな らな い。

（事業 の休 廃止の 届出 ）
第十 五条 一般 旅客定 期航 路事業 者は 、その 事業 を休止 し、 又は 廃止し よう とする とき は、国 土交通 省令 の定め る手 続に より、 休止 又は廃 止の 日の
三十 日前 までに 、国 土交通 大臣 にその 旨を 届け出 なけ ればな らな い。
２ 一般旅 客定 期航 路事業 者は 、指定 区間 に係 るその 事業 を休止 し、又 は廃 止しよ うと すると き（ 利用 者の利 便を 阻害し ない と認め られ る国土 交通
省 令で定 める 場合を 除く。 ）は 、前 項の規 定に かかわ らず 、国 土交通 省令 の定め る手続 によ り、休 止又 は廃止 の日 の六 月前ま でに 、国土 交通 大臣
に その旨 を届 け出 なけれ ばな らない 。

（事業 の譲 渡及び 譲受の 認可 等）
第十八 条 一般旅 客定 期航路 事業 の譲渡 及び 譲受は 、国 土交通 大臣 の認可 を受 けなけ れば 、そ の効力 を生 じない 。
２ 一 般旅 客定期 航路 事業を 経営 する 法人の 合併 及び分 割は 、国土 交通大 臣の 認可を 受け なけ れば、 その 効力を 生じ ない 。ただ し、 一般旅 客定期 航
路事 業を経 営す る法人 が一 般旅客 定期 航路事 業を 行わ ない法 人を 合併す る場 合又は 分割 により 一般旅 客定 期航 路事業 を承 継させ ない 場合 は、こ の
限り でな い。
３～ ５ （ 略）

貨物 自動 車運送 事業 法（ 平成元 年法律 第八 十三号 ）（ 抄）

（ 不定期 航路 事業 の届出 ）
第 二十条 （ 略）
２ 人 の運送 をす る不定 期航 路事業 （第 二十一 条第 一項 に規定 する 旅客不 定期 航路事 業を 除く。 次条に おい て同 じ。） を営 もうと する 者は 、国土 交
通省令 の定 める手 続に より 、その 事業の 開始 の日の 三十 日前ま でに 、国 土交通 大臣 にその 旨を 届け出 なけ ればな らない 。届 出を した事 項を 変更し
ようと する ときも 同様 であ る。
前二項 の不 定期航 路事業 を営 む者 が、そ の事 業を廃 止し たと きは、 国土 交通省 令の定 める 手続に より 、その 事業 の廃 止の日 から 三十日 以内 に、
国土 交通 大臣に その 旨を届 け出 なけれ ばなら ない 。
３

〇

（定義 ）
第二条 （ 略）
２ こ の法 律にお いて 「一般 貨物 自動 車運送 事業 」とは 、他 人の需 要に応 じ、 有償で 、自 動車 （三輪 以上 の軽自 動車 及び 二輪の 自動車 を除 く。次 項
及び 第七項 にお いて同 じ。 ）を使 用し て貨物 を運 送す る事業 であ って、 特定 貨物自 動車運 送事 業以外 のも のを いう。
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３～７

（ 略）

（一般 貨物 自動車 運送 事業 の許可 ）
第三 条 一 般貨 物自動 車運 送事業 を経 営しよ うと する者 は、 国土 交通大 臣の 許可を 受け なけれ ばなら ない 。

（欠 格事 由）
第 五条 国土 交通大 臣は、 次に 掲げる 場合 には 、第三 条の 許可を して はな らない 。
一 許可 を受 けよ うとす る者 が、一 年以上 の懲 役又は 禁錮 の刑 に処せ られ 、その 執行 を終わ り、 又は 執行を 受ける こと がなく なっ た日か ら五 年を
経 過し ない者 であ るとき 。
二 許 可を 受けよ うとす る者 が、一 般貨 物自 動車運 送事 業又は 特定 貨物 自動車 運送事 業の 許可の 取消 しを受 け、 その取 消し の日 から五 年を 経過し
ない者 （当 該許 可を取 り消 された 者が法 人で ある場 合に おい ては、 当該 取消し に係 る聴聞 の通 知が到 達し た日（ 行政 手続法 （平 成五年 法律 第八
十八号 ）第 十五 条第一 項の 通知が 到達 した 日（同 条第三 項に より通 知が 到達し たも のとみ なさ れた 日を含 む。 ）をい う。 第四号 にお いて同 じ。
）前 六十日 以内 にその 法人 の役員 （い かな る名称 によ るかを 問わ ず、こ れと 同等以 上の 職権又 は支 配力を 有す る者を 含む 。第 六号及 び第 八号に
おい て同 じ。） であ った者 で当 該取消 しの 日から 五年 を経過 しな いも のを含 む。 ）であ ると き。
三 許可 を受け よう とする 者と 密接 な関係 を有 する者 （許 可を受 けよう とす る者（ 法人 に限 る。以 下こ の号に おい て同 じ。） の株式 の所 有その 他
の 事由を 通じ て当該 許可 を受け よう とする 者の 事業 を実質 的に 支配し 、若 しくは その事 業に 重要な 影響 を与 える関 係に ある者 とし て国 土交通 省
令 で定 めるも の（ 以下こ の号 におい て「許 可を 受け ようと する 者の親 会社 等」と いう 。） 、許可 を受け よう とする 者の 親会社 等が 株式 の所有 そ
の 他の 事由を 通じ てその 事業 を実 質的に 支配 し、若 しくは その 事業に 重要 な影響 を与 える 関係に ある 者とし て国 土交 通省令 で定め るも の又は 当
該許可 を受け よう とする 者が 株式 の所有 その 他の事 由を 通じ てその 事業 を実質 的に支 配し 、若し くは その事 業に 重要 な影響 を与 える関 係に ある
者とし て国 土交 通省令 で定 めるも ののう ち、 当該許 可を 受け ようと する 者と国 土交 通省令 で定 める密 接な 関係を 有す る法人 をい う。） が、 一般
貨物自 動車 運送 事業又 は特 定貨物 自動 車運 送事業 の許可 の取 消しを 受け 、その 取消 しの日 から 五年 を経過 しな い者で ある とき。
四 許可を 受け ようと する 者が、 一般 貨物自 動車 運送 事業又 は特 定貨物 自動 車運送 事業の 許可 の取消 しの 処分 に係る 聴聞 の通知 が到 達し た日か ら
当該 処分 をする 日又 は処分 をし ないこ とを 決定す る日 までの 間に 第三 十二条 （第 三十五 条第 六項に おい て準用 する場 合を 含む 。）の 規定 による
事業 の廃 止の届 出を した 者（当 該事 業の廃 止に ついて 相当 の理由 があ る者を 除く 。）で 、当 該届出 の日 から 五年を 経過 しない もので ある とき。
五 許可 を受 けよう とする 者が 、第 六十条 第四 項の規 定に よる 検査が 行わ れた日 から聴 聞決 定予定 日（ 当該検 査の 結果 に基づ き一 般貨物 自動 車運
送 事業 又は特 定貨 物自動 車運 送事業 の許可 の取 消し の処分 に係 る聴聞 を行 うか否 かの 決定 をする ことが 見込 まれる 日と して国 土交 通省 令で定 め
る とこ ろによ り国 土交通 大臣 が当 該許可 を受 けよう とする 者に 当該検 査が 行われ た日 から 十日以 内に 特定の 日を 通知し た場 合にお ける 当該特 定
の日を いう。 ）ま での間 に第 三十 二条（ 第三 十五条 第六 項に おいて 準用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる事 業の 廃止 の届出 をし た者（ 当該 事業
の廃止 につ いて 相当の 理由が ある 者を除 く。 ）で、 当該 届出 の日か ら五 年を経 過し ないも ので あると き。
第 四号 に規定 する 期間 内に第 三十 二条（ 第三 十五条 第六 項にお いて 準用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる 事業の 廃止 の届出 があっ た場 合にお
いて 、許可 を受 けよう とす る者が 、同 号の 聴聞の 通知 が到達 した 日前六 十日 以内に 当該届 出に 係る 法人（ 当該 事業の 廃止 につ いて相 当の 理由が
六
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ある法 人を 除く。 ）の役 員で あっ た者で 、当 該届出 の日 から 五年を 経過 しない もので ある とき。
七 許 可を 受けよ うと する 者が営 業に関 し成 年者と 同一 の行為 能力 を有 しない 未成 年者で ある 場合に おい て、そ の法 定代理 人が 前各号 （第 三号を
除く。 ）又 は次 号のい ずれ かに該 当す るも のであ るとき 。
許可を 受け ようと する 者が法 人で ある場 合に おい て、そ の役 員のう ちに 前各号 （第 三号を 除く。 ）の いず れかに 該当 する者 があ ると き。
八

（許 可の 基準）
第 六条 国土 交通大 臣は、 第三 条の許 可の 申請 が次に 掲げ る基準 に適 合し ている と認め ると きでな けれ ば、同 条の 許可を して はな らない 。
一 その 事業 の計 画が過 労運 転の防 止、事 業用 自動車 の安 全性 その他 輸送 の安全 を確 保する ため 適切 なもの である こと 。
二 前号 に掲 げる ものの ほか 、事業 用自 動車 の数、 自動 車車庫 の規模 その 他の国 土交 通省令 で定 める 事項に 関し 、その 事業 を継続 して 遂行す るた
めに適 切な 計画を 有する もの であ ること 。
三 そ の事 業を自 ら適 確に 、かつ 、継続 して 遂行す るに 足る経 済的 基礎 及びそ の他 の能力 を有 するも ので あるこ と。
四 特 別積 合せ貨 物運 送に 係るも のに あって は、 事業場 にお ける必 要な 積卸施 設の 保有及 び管 理、事 業用 自動 車の運 転者 の乗務 の管 理、積 合せ貨
物に 係る紛 失等 の事故 の防 止その 他特 別積 合せ貨 物運 送を安 全か つ確実 に実 施する ため 特に必 要と なる事 項に 関し適 切な 計画 を有す るも のであ
るこ と。

（ 緊急調 整措 置）
第 七条 国土 交通大 臣は 、特 定の地 域にお いて 一般貨 物自 動車運 送事 業の 供給輸 送力 （以下 この 条にお いて 単に「 供給 輸送力 」と いう。 ）が 輸送需
要 量に対 し著 しく 過剰と なっ ている 場合 であ って、 当該供 給輸 送力が 更に 増加す るこ とによ り、 第三 条の許 可を 受けた 者（ 以下「 一般 貨物自 動車
運送事 業者」 とい う。） であ ってそ の行 う貨 物の運 送の 全部又 は大 部分 が当該 特定の 地域 を発地 又は 着地と する ものの 相当 部分 につい て事 業の継
続が困 難と なると 認め ると きは、 当該特 定の 地域を 、期 間を定 めて 緊急 調整地 域と して指 定す ること がで きる。
２～６ （ 略）

駐 車場 法（昭 和三 十二年 法律 第百 六号） （抄 ）

第九 条 一 般貨 物自 動車運 送事 業者は 、事業 計画 の変更 （第 三項 に規定 する ものを 除く 。）を しよ うと すると きは、 国土 交通大 臣の 認可を 受け なけ
れば なら ない。
２ （略 ）
３ 一般 貨物 自動車 運送 事業 者は、 事業用 自動 車に関 する 国土交 通省 令で 定める 事業 計画の 変更 をする とき は、あ らかじ めそ の旨 を、国 土交 通省令
で 定める 軽微 な事 項に関 する 事業計 画の 変更 をした ときは 、遅 滞なく その 旨を、 国土 交通大 臣に 届け 出なけ れば ならな い。

〇
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都 市計 画法（ 昭和四 十三 年法律 第百 号）（ 抄）

（駐車 場整 備計画 ）
第四条 （ 略）
２ 駐 車場 整備計 画に おいて は、 おお むね次 に掲 げる事 項を 定める もの とする 。
一・ 二 （ 略）
三 前号 の目標 量を 達成す るた めに必 要な 路上駐 車場 及び路 外駐 車場の 整備 に関す る施 策
四・ 五 （略）
３ ～５ （略 ）

〇

中 心市 街地の 活性 化に関 する 法律（ 平成 十年法 律第 九十二 号） （抄）

（市町 村の 都市計 画に 関す る基本 的な 方針）
第十 八条の 二 市町村 は、議 会の 議決 を経て 定め られた 当該 市町 村の建 設に 関する 基本 構想並 びに都 市計 画区域 の整 備、 開発及 び保 全の方 針に 即し
、当 該市 町村の 都市 計画に 関す る基本 的な 方針（ 以下 この条 にお いて「 基本 方針」 とい う。 ）を定 める ものと する。
市町村 は、 基本 方針を 定め ようと する とき は、あ らか じめ、 公聴会 の開 催等住 民の 意見を 反映 させ るため に必 要な措 置を 講ずる もの とする 。
市町 村は 、基本 方針を 定め たとき は、 遅滞 なく、 これ を公表 する とと もに、 都道府 県知 事に通 知し なけれ ばな らない 。
市町 村が 定める 都市 計画 は、基 本方針 に即 したも ので なけれ ばな らな い。
２
３
４

〇

（基 本計画 の認 定）
第九 条 市 町村 は、 基本方 針に 基づき 、当該 市町 村の区 域内 の中 心市街 地に ついて 、中 心市街 地の 活性 化に関 する施 策を 総合的 かつ 一体的 に推 進す
るた めの 基本的 な計 画（以 下「 基本 計画」 とい う。） を作 成し、 内閣総 理大 臣の認 定を 申請 するこ とが できる 。
２ 基本 計画 におい ては、 次に 掲げる 事項 につ いて定 める ものと する 。
一 中心 市街 地の 位置及 び区 域
二 土地 区画 整理 事業、 市街 地再開 発事 業、 道路、 公園、 駐車 場等の 公共 の用に 供す る施設 の整 備そ の他の 市街 地の整 備改 善のた めの 事業に 関す
る事項
都 市福 利施設 を整 備する 事業 に関す る事 項
公 営住 宅等を 整備 する 事業、 中心 市街地 共同 住宅供 給事 業その 他の 住宅の 供給 のため の事 業及び 当該 事業 と一体 とし て行う 居住環 境の 向上の
ため の事業 に関 する事 項（ 地方住 宅供 給公 社の活 用に より中 心市 街地共 同住 宅供給 事業を 促進 する ことが 必要 と認め られ る場 合にあ って は、地
三
四
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方住宅 供給 公社に よる中 心市 街地 共同住 宅供 給事業 の促 進に 関する 業務 の実施 に関す る事 項）
五 中 小小 売商業 高度 化事 業、特 定商業 施設 等整備 事業 、民間 中心 市街 地商業 活性 化事業 その 他の経 済活 力の向 上の ための 事業 及び措 置に 関する
事項
六 第二号 から 前号ま でに 規定す る事 業及び 措置 と一 体的に 推進 する次 に掲 げる事 業に 関する 事項
イ 公共 交通機 関の 利用 者の利 便の増 進を 図るた めの 事業
ロ 特定 事業
七 第二 号か ら前号 までに 規定 する 事業及 び措 置の総 合的 かつ 一体的 推進 に関す る事項
八 中心 市街 地に おける 都市 機能の 集積の 促進 を図る ため の措 置に関 する 事項
九 計画 期間
３ 前 項各 号に掲 げるも のの ほか、 基本 計画を 定め る場 合には 、次 に掲げ る事 項につ いて 定める よう努 める もの とする 。
一 中 心市 街地の 活性 化に 関する 基本的 な方 針
二 中 心市 街地の 活性 化の 目標
三 その他 中心 市街地 の活 性化に 資す る事項
４ 第二項 第二 号か ら第六 号ま でに掲 げる 事項に は、道 路法 （昭 和二十 七年 法律第 百八 十号） 第三 十二 条第一 項第一 号又 は第四 号か ら第七 号ま でに
掲げ る施 設、工 作物 又は物 件（ 以下 この項 及び 第四十 一条 におい て「施 設等 」とい う。 ）の うち、 中心 市街地 の活 性化 に寄与 し、道 路（ 同法に よ
る 道路に 限る 。第四 十一条 にお いて 同じ。 ）の 通行者 又は 利用 者の利 便の 増進に 資する もの として 政令 で定め るも のの 設置（ 道路 交通環 境の 維持
及 び向上 を図 るた めの清 掃そ の他の 措置で あっ て、当 該施 設等 の設置 に伴 い必要 とな るもの が併 せて講 じら れるも のに 限る。 ）で あって 、同 項又
は 同法第 三十 二条 第三項 の許 可に係 るも のに 関する 事項を 定め ること がで きる。
５ 基 本計画 は、 都市計 画及 び都市 計画 法（昭 和四 十三 年法律 第百 号）第 十八 条の二 の市 町村の 都市計 画に 関す る基本 的な 方針に 適合 する ととも に
、地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 に関す る法 律（平 成十 九年法 律第 五十 九号） 第五 条第一 項に 規定す る地 域公共 交通網 形成 計画 との調 和が 保たれ
たもの でな ければ なら ない 。
６ 市町村 は、 第一項 の規定 によ り基 本計画 を作 成しよ うと する ときは 、第 十五条 第一項 の規 定によ り中 心市街 地活 性化 協議会 が組 織され てい る場
合に は、 基本計 画に 定める 事項 につい て当該 中心 市街 地活性 化協 議会の 意見 を、同 項の 規定 により 中心 市街地 活性化 協議 会が組 織さ れて いない 場
合に は、 第二項 第五 号に掲 げる 事項 につい て当 該市町 村の 区域を その地 区と する商 工会 又は 商工会 議所 の意見 を聴 かな ければ ならな い。
７ 市町 村は 、地方 住宅供 給公 社によ る中 心市 街地共 同住 宅供給 事業 の促 進に関 する業 務の 実施に 関す る事項 を定 めよう とす ると きは、 あら かじめ
、 当該地 方住 宅供 給公社 の同 意を得 なけれ ばな らない 。
８ 市町 村は 、第四 項に 規定 する事 項を 定めよ うと すると きは 、あら かじ め、道 路法 第三十 二条 第一項 又は 第三 項の許 可の 権限を 有す る道路 管理者
（同法 第十八 条第 一項に 規定 する道 路管 理者 をいう 。第 四十一 条に おいて 同じ 。）及 び都 道府県 公安 委員会 の同 意を得 なけ れば ならな い。
９ 市 町村 は、第 一項 の規定 によ る認定 の申 請に当 たっ ては、 中心 市街地 にお いて実 施し 又は その実 施を 促進し ようと する 中心市 街地 の活 性化に 係
る事業 及び これに 関連 する 事業に 関す る規制 につ いて規 定す る法律 及び 法律に 基づ く命令 （告 示を含 む。 ）の 規定の 解釈 につい て、関 係行 政機関
の長 （当該 行政 機関が 合議 制の機 関で ある場 合に あっ ては、 当該 行政機 関。 以下こ の項に おい て同じ 。） に対 し、そ の確 認を求 める こと ができ る
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〇

。この 場合 におい て、当 該確 認を求 めら れた 関係行 政機 関の長 は、 当該 市町村 に対し 、速 やかに 回答 しなけ れば ならな い。
内閣総 理大 臣は 、第一 項の 規定に よる認 定の 申請が あっ た場 合にお いて 、基本 計画 のうち 第二 項各号 に掲 げる事 項（ 第四項 の規 定によ り同 項に
規定す る事 項を定 めた 場合 にあっ ては 、当該 事項 を含む 。） に係る 部分 が次に 掲げ る基準 に適 合する と認 める ときは 、そ の認定 をす るもの とする
。
一 基本 方針に 適合 するも ので あるこ と。
二 当該 基本計 画の 実施が 当該 市町 村にお ける 中心市 街地 の活性 化の実 現に 相当程 度寄 与す るもの であ ると認 めら れる こと。
三 当該 基本 計画が 円滑か つ確 実に 実施さ れる と見込 まれ るも のであ るこ と。
内 閣総 理大臣 は、 前項の 認定 を行う に際し 必要 と認 めると きは 、中心 市街 地活性 化本 部に 対し、 意見 を求め ること がで きる。
内 閣総 理大臣 は、 第十項 の認 定を しよう とす るとき は、 第二項 第二号 から 第八号 まで に掲 げる事 項に ついて 、経 済産 業大臣 、国土 交通 大臣、 総
務大臣 その 他の当 該事項 に係 る関係 行政 機関 の長（ 次条 、第十 二条 及び 第十三 条にお いて 単に「 関係 行政機 関の 長」と いう 。） の同意 を得 なけれ
ばなら ない 。
内閣総 理大 臣は 、第十 項の 認定を した とき は、遅 滞なく 、そ の旨を 当該 市町村 に通 知しな けれ ばな らない 。
市町 村は、 前項 の通知 を受 けたと きは 、遅 滞なく 、都 道府県 及び 第六項 の規 定によ り意 見を聴 いた 中心市 街地 活性化 協議 会又 は商工 会若 しくは
商工 会議 所に当 該認 定を受 けた 基本計 画（ 以下「 認定 基本計 画」 という 。） の写し を送 付す るとと もに 、その 内容を 公表 しなけ れば なら ない。
都道 府県 は、認 定基 本計 画の写 しの 送付を 受け たとき は、 市町村 に対 し、当 該認 定基本 計画 の円滑 かつ 確実 な実施 に関 し必要 な助言 をす ること
が できる 。

高 齢者、 障害 者等の 移動 等の円 滑化 の促進 に関 する 法律（ 平成 十八年 法律 第九十 一号 ）（抄 ）

（移動 等円 滑化促 進方 針）
第二 十四条 の二 市町 村は、 基本 方針 に基づ き、 単独で 又は 共同 して、 当該 市町村 の区域 内の 移動等 円滑 化促進 地区 につ いて、 移動 等円滑 化の 促進
に関 する 方針（ 以下 「移動 等円 滑化促 進方針 」と いう 。）を 作成 するよ う努 めるも のと する 。
２ 移動等 円滑 化促 進方針 には 、次に 掲げ る事 項につ いて 定める ものと する 。
一 移動 等円 滑化促 進地区 の位 置及 び区域
二 生活 関連 施設 及び生 活関 連経路 並びに これ らにお ける 移動 等円滑 化の 促進に 関す る事項
三 前二 号に 掲げ るもの のほ か、移 動等 円滑 化促進 地区に おけ る移動 等円 滑化の 促進 のため に必 要な 事項
３ 前 項各号 に掲 げるも のの ほか、 移動 等円滑 化促 進方 針には 、移 動等円 滑化 促進地 区に おける 移動等 円滑 化の 促進に 関す る基本 的な 方針 につい て
定める よう 努める もの とする 。
移 動等 円滑化 促進 方針に は、 市町 村が行 う移 動等円 滑化 促進地 区に所 在す る旅客 施設 の構 造及び 配置 その他 の移 動等 円滑化 に関す る情 報の収 集
、整 理及び 提供 に関す る事 項を定 める ことが でき る。
４
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５ 移 動等 円滑化 促進方 針は 、都市 計画 、都市 計画 法第 十八条 の二 の市町 村の 都市計 画に 関する 基本的 な方 針及 び地域 公共 交通の 活性 化及 び再生 に
関する 法律 （平成 十九 年法 律第五 十九号 ）第 五条第 一項 に規定 する 地域 公共交 通網 形成計 画と の調和 が保 たれた もの でなけ れば ならな い。
６ 市 町村 は、移 動等 円滑化 促進 方針 を作成 しよ うとす ると きは、 あら かじめ 、住民 、生 活関 連施設 を利 用する 高齢 者、 障害者 等そ の他利 害関係 者
、関 係する 施設 設置管 理者 及び都 道府 県公安 委員 会（ 以下「 公安 委員会 」と いう。 ）の 意見を 反映さ せる ため に必要 な措 置を講 ずる もの とする 。
７ 市町村 は、 移動 等円滑 化促 進方針 を作 成した ときは 、遅 滞な く、こ れを 公表す ると ともに 、主 務大 臣、都 道府県 並び に関係 する 施設設 置管 理者
及び 公安 委員会 に送 付しな けれ ばな らない 。
８ 主務 大臣 は、前 項の規 定に より移 動等 円滑 化促進 方針 の送付 を受 けた ときは 、市町 村に 対し、 必要 な助言 をす ること がで きる 。
９ 都道 府県 は、市 町村 に対 し、そ の求め に応 じ、移 動等 円滑化 促進 方針 の作成 及び その円 滑か つ確実 な実 施に関 し、 各市町 村の 区域を 超え た広域
的 な見地 から 、必 要な助 言そ の他の 援助 を行 うよう 努め なけれ ばなら ない 。
第六項 から 前項ま での規 定は 、移 動等円 滑化 促進方 針の 変更 につい て準 用する 。

（移動 等円 滑化基 本構 想）
第二 十五条 市 町村は 、基本 方針 （移 動等円 滑化 促進方 針が 作成 されて いる ときは 、基 本方針 及び移 動等 円滑化 促進 方針 。以下 同じ 。）に 基づ き、
単独 で又 は共同 して 、当該 市町 村の区 域内 の重点 整備 地区に つい て、移 動等 円滑化 に係 る事 業の重 点的 かつ一 体的な 推進 に関す る基 本的 な構想 （
以下 「基 本構想 」と いう。 ）を 作成 するよ う努 めるも のと する。
２ 基本 構想 には、 次に掲 げる 事項に つい て定 めるも のと する。
一 重点 整備 地区 の位置 及び 区域
二 生活 関連 施設 及び生 活関 連経路 並び にこ れらに おける 移動 等円滑 化に 関する 事項
三 生 活関連 施設 、特定 車両 及び生 活関 連経 路を構 成す る一般 交通 用施 設につ いて移 動等 円滑化 のた めに実 施す べき特 定事 業そ の他の 事業 に関す
る事項 （旅 客施 設の所 在地 を含ま ない重 点整 備地区 にあ って は、当 該重 点整備 地区 と同一 の市 町村の 区域 内に所 在す る特定 旅客 施設と の間 の円
滑な移 動の ため に実施 すべ き特定 事業 その 他の事 業に関 する 事項を 含む 。）
四 前号に 掲げ る事業 と併 せて実 施す る土地 区画 整理 事業、 市街 地再開 発事 業その 他の市 街地 開発事 業に 関し 移動等 円滑 化のた めに 考慮 すべき 事
項、 自転 車その 他の 車両の 駐車 のため の施 設の整 備に 関する 事項 その 他の重 点整 備地区 にお ける移 動等 円滑化 に資す る市 街地 の整備 改善 に関す
る事 項そ の他重 点整 備地 区にお ける 移動等 円滑 化のた めに 必要な 事項
３ 前項 各号 に掲げ るもの のほ か、基 本構 想に は、重 点整 備地区 にお ける 移動等 円滑化 に関 する基 本的 な方針 につ いて定 める よう 努める もの とする
。
４ 市町 村は 、特定 旅客 施設 の所在 地を 含む重 点整 備地区 につ いて基 本構 想を作 成す る場合 には 、当該 基本 構想 に当該 特定 旅客施 設を 第二項 第二号
及び第 三号の 生活 関連施 設と して定 めな けれ ばなら ない 。
５ 基 本構 想には 、道 路法第 十二 条ただ し書 及び第 十五 条並び に道 路法の 一部 を改正 する 法律 （昭和 三十 九年法 律第百 六十 三号。 以下 「昭 和三十 九
年道路 法改 正法」 とい う。 ）附則 第三 項の規 定に かかわ らず 、国道 又は 都道府 県道 （道路 法第 三条第 三号 の都 道府県 道を いう。 第三十 二条 第一項
にお いて同 じ。 ）（道 路法 第十二 条た だし書 及び 第十 五条並 びに 昭和三 十九 年道路 法改正 法附 則第三 項の 規定 により 都道 府県が 新設 又は 改築を 行
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うこと とさ れてい るもの （道 路法第 十七 条第 一項か ら第 四項ま での 規定 により 同条第 一項 の指定 市、 同条第 二項 の指定 市以 外の 市、同 条第 三項の
町村又 は同 条第四 項の 指定 市以外 の市町 村が 行うこ とと されて いる もの を除く 。） に限る 。以 下同じ 。） に係る 道路 特定事 業を 実施す る者 として
、市町 村（ 他の市 町村 又は 道路管 理者 と共同 して 実施す る場 合にあ って は、市 町村 及び他 の市 町村又 は道 路管 理者。 第三 十二条 にお いて同 じ。）
を定 めるこ とが できる 。
６ 市町村 は、 基本 構想を 作成 しよう とす るとき は、あ らか じめ 、住民 、生 活関連 施設 を利用 する 高齢 者、障 害者等 その 他利害 関係 者の意 見を 反映
させ るた めに必 要な 措置を 講ず るも のとす る。
７ 市町 村は 、基本 構想を 作成 しよう とす る場 合にお いて 、第二 十六 条第 一項の 協議会 が組 織され てい ないと きは 、これ に定 めよ うとす る特 定事業
に 関する 事項 につ いて、 関係 する施 設設置 管理 者及び 公安 委員 会と協 議を しなけ れば ならな い。
８ 市町 村は 、第二 十六 条第 一項の 協議 会が組 織さ れて いない 場合に は、 基本構 想を 作成す るに 当たり 、あ らか じめ、 関係 する施 設設 置管理 者及び
公安委 員会 に対し 、特定 事業 に関す る事 項に ついて 基本 構想の 案を 作成 し、当 該市町 村に 提出す るよ う求め るこ とがで きる 。
９ 前 項の 案の提 出を 受けた 市町 村は、 基本 構想を 作成 するに 当た っては 、当 該案の 内容 が十 分に反 映さ れるよ う努め るも のとす る。
第二十 四条 の二 第四項 、第 五項及 び第 七項 から第 九項ま での 規定は 、基 本構想 の作 成につ いて 準用 する。 この 場合に おい て、同 条第 四項中 「移
動等 円滑化 促進 地区」 とあ るのは 、「 重点整 備地 区」 と読み 替え るもの とす る。
第二 十四 条の二 第七 項から 第九 項まで 及び この条 第六 項から 第九 項ま での規 定は 、基本 構想 の変更 につ いて準 用する 。

〇

（定義 ）
第二条 （ 略）
２～７ （ 略）
８ この法 律に おいて 「第二 種貨 物利 用運送 事業 」とは 、他 人の 需要に 応じ 、有償 で、船 舶運 航事業 者、 航空運 送事 業者 又は鉄 道運 送事業 者の 行う
運送 に係 る利用 運送 と当該 利用 運送に 先行し 及び 後続 する当 該利 用運送 に係 る貨物 の集 貨及 び配達 のた めにす る自動 車（ 道路運 送車 両法 （昭和 二
十六 年法 律第百 八十 五号） 第二 条第 二項の 自動 車（三 輪以 上の軽 自動車 及び 二輪の 自動 車を 除く。 ）を いう。 以下 同じ 。）に よる運 送（ 貨物自 動
車 運送事 業者 の行う 運送に 係る 利用 運送を 含む 。以下 「貨 物の 集配」 とい う。） とを一 貫し て行う 事業 をいう 。
（ 登録）
第三条 第一 種貨 物利用 運送 事業を 経営 しよう とす る者 は、国 土交 通大臣 の行 う登録 を受 けなけ ればな らな い。
２ （ 略）
（登 録の拒 否）
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第六条 国 土交通 大臣は 、第 四条の 規定 による 登録 の申 請をし た者 が次の 各号 のいず れか に該当 すると きは 、そ の登録 を拒 否しな けれ ばな らない 。
一 一 年以 上の懲 役又 は禁 錮この 刑に処 せら れ、そ の執 行を終 わり 、又 は執行 を受 けるこ とが なくな った 日から 二年 を経過 しな い者
二 第 一種 貨物利 用運 送事 業の登 録又 は第二 種貨 物利用 運送 事業の 許可 の取消 しを 受け、 その 取消し の日 から 二年を 経過 しない 者
三 申請前 二年 以内に 貨物 利用運 送事 業に関 し不 正な 行為を した 者
四 法人 であっ て、 その役 員（ いかな る名 称によ るか を問わ ず、 これと 同等 以上の 職権 又は 支配力 を有 する者 を含む 。以 下同じ 。） のう ちに前 三
号の いず れかに 該当 する 者のあ るも の
五 船舶 運航 事業者 若しく は航 空運 送事業 者が 本邦と 外国 との 間にお いて 行う貨 物の運 送（ 以下「 国際 貨物運 送」 とい う。） 又は 航空運 送事 業者
が 行う 本邦内 の各 地間に おい て発着 する貨 物の 運送 （以下 「国 内貨物 運送 」とい う。 ）に 係る第 一種 貨物利 用運送 事業 を経営 しよ うと する者 で
あ って 、次に 掲げ る者に 該当 する もの
イ 日 本国 籍を有 しない 者
ロ 外 国又 は外 国の公 共団 体若し くはこ れに 準ずる もの
ハ 外 国の 法令 に基づ いて 設立さ れた 法人 その他 の団体
ニ 法人で あっ て、イ から ハまで に掲 げる 者がそ の代 表者で ある もの又 はこ れらの 者が その役 員の 三分の 一以 上若し くは 議決 権の三 分の 一以上
を占 める もの
その 事業に 必要 と認め られ る国 土交通 省令 で定め る施 設を有 しない 者
その 事業 を遂行 するた めに 必要 と認め られ る国土 交通 省令 で定め る基 準に適 合する 財産 的基礎 を有 しない 者
（略 ）
２

（変更 登録等 ）
第七条 第 三条第 一項 の登録 を受 けた者 （以 下「第 一種 貨物利 用運 送事業 者」 という 。） は、 第四条 第一 項第四 号に掲 げる 事項を 変更 しよ うとす る
ときは 、国 土交通 大臣 の行 う変更 登録 を受け なけ ればな らな い。た だし 、国土 交通 省令で 定め る軽微 な変 更に ついて は、 この限 りでな い。
２ （略）
３ 第一種 貨物 利用 運送事 業者 は、第 四条第 一項 第一号 から 第三 号まで に掲 げる事 項に ついて 変更 があ ったと き又は 第一 項ただ し書 の軽微 な変 更を
した とき は、そ の日 から三 十日 以内 に、そ の旨 を国土 交通 大臣に 届け出 なけ ればな らな い。
（略 ）
４

（ 運輸に 関す る協 定）
第十一 条 第 一種 貨物利 用運 送事業 者は 、他の 運送 事業 者と設 備の 共用又 は共 同経営 に関 する協 定その 他の 運輸 に関す る協 定で国 土交 通省 令で定 め
る事項 に係 るもの を締 結しよ うと すると きは 、その 旨を 国土交 通大 臣に 届け出 なけ ればな らな い。こ れを 変更し ようと する とき も、同 様と する。
（許 可）
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第二十 条

第二種 貨物利 用運 送事業 を経 営しよ うと する 者は、 国土 交通大 臣の 許可を 受け なけれ ばなら ない 。

（欠格 事由 ）
第二 十二条 次 の各号 のい ずれか に該 当する 者は 、第二 十条 の許 可を受 ける ことが でき ない。
一 第六 条第一 項第 一号か ら第 四号ま での いずれ かに 該当す る者
二 船舶 運航事 業者 若しく は航 空運 送事業 者の 行う国 際貨 物運送 又は航 空運 送事業 者の 行う 国内貨 物運 送に係 る第 二種 貨物利 用運送 事業 を経営 し
よ うとす る者 であっ て、 第六条 第一 項第五 号イ から ニまで に掲 げる者 （以 下「外 国人等 」と いう。 ）に 該当 するも の

（ 許可の 基準 ）
第二十 三条 国土 交通大 臣は 、第二 十条 の許可 の申 請が 次に掲 げる 基準に 適合 してい ると 認める ときで なけ れば 、同条 の許 可をし ては なら ない。
一 そ の事 業の遂 行上 適切 な計画 （集配 事業 計画を 除く 。）を 有す るも のであ るこ と。
二 そ の事 業を自 ら適 確に 遂行す るに 足る能 力を 有する もの である こと 。
三 その事 業に 係る実 運送 により 定時 に、及 び定 量で 提供さ れる 輸送力 の利 用効率 の向 上に資 するも ので ある こと。
四 貨物 の集配 を利 用運送 と一 貫して 円滑 に実施 する ための 適切 な集配 事業 計画が 定め られ ている もの である こと。
五 貨物 の集配 を申 請者が 自動 車を 使用し て行 おうと する 場合で あって 申請 者が当 該貨 物の 集配に つい て貨物 自動 車運 送事業 法第三 条又 は第三 十
五 条第一 項の 許可を 受け ていな い者 である とき は、 集配事 業計 画が当 該貨 物の集 配に係 る輸 送の安 全を 確保 するた め適 切なも ので ある こと。

第 二十五 条 第二種 貨物 利用 運送事 業者 は、事 業計 画及び 集配 事業計 画の 変更（ 第三 項に規 定す るもの を除 く。 ）をし よう とする とき は、国 土交通
大臣の 認可を 受け なけれ ばな らない 。
２ （ 略）
３ 第 二種 貨物利 用運 送事業 者は 、国 土交通 省令 で定め る集 配事業 計画の 変更 をする とき は、 あらか じめ その旨 を、 国土 交通省 令で定 める 軽微な 事
項に 関する 事業 計画及 び集 配事業 計画 の変更 をし たと きは、 遅滞 なくそ の旨 を、国 土交通 大臣 に届け 出な けれ ばなら ない 。

外 国人等 は、第 二十 条及 び第二 十二 条（第 二号 に係 る部分 に限 る。） の規定 にか かわら ず、 国土交 通大 臣の 許可を 受け て、船 舶運 航事

（準 用規 定）
第 三十四 条 第十条 、第十 一条 、第十 三条 並び に第十 八条 第一項 及び 第二 項の規 定は、 第二 種貨物 利用 運送事 業者 につい て準 用す る。こ の場 合にお
い て、第 十三 条第 一項中 「第 一種貨 物利用 運送 事業の ため 」と あるの は「 貨物利 用運 送事業 のた め」と 、同 条第二 項中 「第一 種貨 物利用 運送 事業
を 」とあ るの は「 貨物利 用運 送事業 を」 と読 み替え るもの とす る。
（ 略）
２
（許可 ）
第四 十五条
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業者の 行う 国際貨 物運送 に係 る第二 種貨 物利 用運送 事業 又は航 空運 送事 業者の 行う国 際貨 物運送 に係 る第二 種貨 物利用 運送 事業 を経営 する ことが
できる 。
２～５ （ 略）

独立行 政法 人鉄 道建設 ・運 輸施設 整備 支援 機構法 （平 成十四 年法律 第百 八十号 ）（ 抄）

（事 業計 画）
第四 十六条 （ 略）
２ 外国 人国 際第二 種貨物 利用 運送事 業者 は、 事業計 画の 変更（ 第四 項に 規定す るもの を除 く。） をし ようと する ときは 、国 土交 通大臣 の認 可を受
け なけれ ばな らな い。
３ （略 ）
４ 外 国人 国際第 二種貨 物利 用運送 事業 者は、 国土 交通 省令で 定め る事業 計画 の変更 をす るとき は、あ らか じめ その旨 を、 国土交 通省 令で 定める 軽
微な事 項に 関する 事業 計画 の変更 をした とき は、遅 滞な くその 旨を 、国 土交通 大臣 に届け 出な ければ なら ない。
（ 略）
５

○

（ 役員の 欠格 条項 の特例 ）
第 十条 通則 法第二 十二 条に 定める もの のほか 、次 の各号 のい ずれか に該 当する 者は 、役員 とな ること がで きな い。
一 （ 略）
二 鉄 道事 業者、 海上 運送 事業者 若しく は第 十三条 第一 項第九 号に 掲げ る業務 （地 域公共 交通 の活性 化及 び再生 に関す る法 律（ 平成十 九年 法律第
五十九 号） 第二 十九条 の二 第一項 第一 号に 掲げる 業務に 限る 。）の 対象 となる 事業 若しく は第 十三 条第二 項第 三号に 掲げ る業務 の対象 とな る事
業等 を行う その 他の者 又は これら の者 が法 人であ ると きはそ の役 員（い かな る名称 による かを 問わ ず、こ れと 同等以 上の 職権 又は支 配力 を有す
る者 を含 む。）
三～ 六 （略）
（略 ）
２

（ 役員及 び職 員の 秘密保 持義 務）
第十一 条 機 構の 役員及 び職 員は、 第十 三条第 一項 第七 号及び 第九 号に掲 げる 業務並 びに これら に附帯 する 業務 に係る 職務 に関し て知 るこ とので き
た秘密 を漏 らし、 又は 盗用し ては ならな い。 その職 を退 いた後 も、 同様 とする 。
（業 務の範 囲）
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第十三 条 機構は 、第三 条の 目的を 達成 するた め、 次の 業務を 行う 。
一～九 （ 略）
十 前 各号 の業務 に附 帯す る業務 を行 うこと 。
２～ ４ （ 略）

（業 務の 委託）
第 十五条 機 構は、 国土交 通大 臣の認 可を 受け て、第 十三 条第一 項第 九号 に掲げ る業務 （地 域公共 交通 の活性 化及 び再生 に関 する 法律第 二十 九条の
二 第一項 第一 号に 掲げる 業務 に限り 、出資 の決 定及び 貸付 けの 決定を 除く 。）の 一部 を金融 機関 に委 託する ことが でき る。
２ ・３ （略 ）
（区分 経理 等）
第十七 条 機構は 、次 に掲げ る業 務ご とに経 理を 区分し 、そ れぞれ 勘定を 設け て整理 しな けれ ばなら ない 。
一・ 二 （ 略）
三 第十 三条第 一項 第九号 の業 務及び これ に附帯 する 業務
四 （略 ）
２ ～６ （略 ）

附 則
（業務 の特例 ）
第十一 条 （略）
２ 機 構は 、第十 三条 及び前 項に 規定 する業 務の ほか、 次の 業務を 行うも のと する。
一～ 三 （ 略）
四 平成 三十三 年三 月三十 一日 までの 間、債 務等 処理 法附則 第五 条第一 項に 規定す る業 務を 行うこ と。
３～ ８ （ 略）
９ 第一 項、 第三項 及び第 五項 の規定 によ りこ れらの 規定 に規定 する 業務 が行わ れる場 合に は、第 十一 条中「 第九 号に掲 げる 業務 」とあ るの は「第
九 号並び に附 則第 十一条 第一 項第四 号に掲 げる 業務」 と、 第十 七条第 一項 第一号 中「 第六号 まで の業務 及び 」とあ るの は「第 六号 までの 業務 及び
附 則第十 一条 第一 項第一 号の 業務並 びに 」と 、「同 条第三 項」 とある のは 「第十 三条 第三項 」と 、同 項第二 号中 「並び にこ れらに 附帯 する業 務」
とある のは「 、附 則第十 一条 第一項 第二 号の 業務並 びに 同条第 五項 の規定 によ りなお その 効力を 有す るもの とさ れる旧 事業 団法 第二十 条第 一項第
八号及 び第 九号の 業務 並びに これ らに附 帯す る業務 」と 、同項 第三 号中 「これ に附 帯する 業務 」とあ るの は「附 則第十 一条 第一 項第三 号の 業務並
びにこ れら に附帯 する 業務 」と、 同項 第四号 中「 業務」 とあ るのは 「業 務、附 則第 十一条 第一 項第四 号及 び第 五号の 業務 並びに 同条第 五項 の規定
によ りなお その 効力を 有す るもの とさ れる旧 事業 団法 第二十 条第 一項第 二号 の業務 並びに これ らに附 帯す る業 務並び に附 則第十 一条 第三 項の業 務
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○

」と、 第十 九条第 一項第 一号 中「業 務」 とあ るのは 「業 務並び に附 則第 十一条 第一項 第一 号から 第四 号まで の業 務並び に同 条第 五項の 規定 により
なおそ の効 力を有 する もの とされ る旧事 業団 法第二 十条 第一項 第八 号及 び第九 号の 業務並 びに これら に附 帯する 業務 」と、 第二 十九条 中「 第十一
条」と ある のは「 第十 一条 （附則 第十 一条第 九項 の規定 によ り読み 替え て適用 する 場合を 含む 。）」 と、 第三 十一条 第二 号中「 第十 三条」 とある
のは 「第十 三条 、附則 第十 一条第 一項 及び第 三項 並び に同条 第五 項の規 定に よりな おそ の効力 を有す るも のと される 旧事 業団法 第二 十条 第一項 第
二号 、第 八号及 び第 九号」 とす る。
（略 ）

登録 免許 税法（ 昭和 四十 二年法 律第 三十五 号） （抄 ）

（認定 が鉄 道事業 の許 可等 とみな される 場合 の取扱 い）
第三十 四条 の五 地域 公共交 通の 活性 化及び 再生 に関す る法 律（平 成十九 年法 律第五 十九 号） 第二十 七条 の二第 一項 （地 域公共 交通 再編事 業の実 施
）に 規定す る地 域公共 交通 再編実 施計 画の同 法第 二十 七条の 三第 二項（ 地域 公共交 通再 編実施 計画の 認定 ）（ 同条第 六項 におい て準 用す る場合 を
含む 。） の認定 が次 の各号 に掲 げる規 定に より当 該各 号に定 める 登記等 とみ なされ る場 合に おける 同法 第二十 七条の 二第 三項の 同意 をし た者に つ
いて は、 当該地 域公 共交通 再編 実施 計画に 係る 同法第 二十 七条の 三第一 項の 規定に よる 申請 を当該 同意 をした 者の 当該 登記等 に係る 申請 とみな し
て 、前章 及び この章 の規定 を適 用す る。
一 ～四 （略 ）

別表第 一 課 税範 囲、課 税標 準及び 税率 の表（ 第二 条、 第五条 、第 九条、 第十 条、第 十三 条、第 十五条 ―第 十七 条、第 十七 条の三 ―第 十九 条、第 二
十三条 、第 二十四 条、 第三 十四条 ―第三 十四 条の五 関係 ）

登記 、登録 、特 許、免 許、 許可、 認可 、認定 、指 定又 は技能 証明 の事項
課税 標準
税率
一～ 百十 九の二 （ 略）
百二 十 鉄道事 業の 許可、 索道 事業 の許可 若し くは軌 道事 業の特 許又は 鉄道 事業へ の変 更の 許可
（ 注）都 市鉄 道等利 便増進 法（ 平成 十七年 法律 第四十 一号 ）第 九条第 一項 （鉄道 事業法 の特 例）、 流通 業務の 総合 化及 び効率 化の 促進に 関す る
法 律（ 平成十 七年 法律第 八十 五号。 以下 「流通 業務 総合効 率化 促進 法」と いう 。）第 十三 条第一 項（鉄 道事 業法の 特例 ）、 地域公 共交 通の
活 性化 及び再 生に 関す る法律 第二 十五条 第一 項（鉄 道事業 法の 特例 ）、第 二十 七条の 四（ 鉄道事 業法 の特 例）若 しくは 第三 十二条 第一 項（
鉄道事 業法等 の特 例） 又は都 市の 低炭素 化の 促進 に関す る法 律（平 成二十 四年 法律第 八十 四号） 第二 十四 条（鉄 道事 業法の 特例 ）の 規定に
より 第一種 鉄道 事業、 第二種 鉄道 事業又 は第 三種 鉄道事 業の 許可を 受け たもの とみ なさ れる場 合にお ける 都市鉄 道等 利便増 進法 第五 条第四
項（ 速達性 向上 計画） （同 条第 六項に おい て準用 する場 合を 含む。 以下 この号 にお いて 同じ。 ）の 規定に よる 速達性 向上 計画の 認定 、流通
業務 総合効 率化 促進法 第四 条第 一項（ 総合 効率化 計画 の認 定）の 規定に よる 総合効 率化 計画の 認定 、地域 公共 交通 の活性 化及 び再生 に関 す
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る法律 第二 十四条 第二 項（鉄 道事 業再構 築実 施計 画の認 定） （同条 第六 項にお いて準 用す る場合 を含 む。 ）の規 定に よる鉄 道事 業再 構築実
施計 画の認 定、 同法第 二十 七条の 三第二 項（ 地域 公共交 通再 編実施 計画 の認定 ）（ 同条 第六項 におい て準 用する 場合 を含む 。以 下こ の号に
おい て同じ 。） の規定 によ る地 域公共 交通 再編実 施計画 の認 定若し くは 同法第 三十 条第 三項（ 新地 域旅客 運送 事業 計画の 認定） の規 定によ
る新 地域旅 客運 送事業 計画 の認 定又は 都市 の低炭 素化 の促 進に関 する 法律第 二十三 条第 三項（ 鉄道 利便増 進実 施計 画の認 定） （同条 第七 項
にお いて 準用 する場 合を 含む。 ）の規 定に よる鉄 道利 便増 進実施 計画 の認定 は当 該許可 とみ なし、 都市 鉄道等 利便 増進法 第十 条第一 項（ 軌
道法 の特 例） 、流通 業務 総合効 率化 促進 法第十 四条第 一項 （軌道 法の 特例） 、地 域公共 交通 の活 性化及 び再 生に関 する 法律第 十条第 一項 若
し くは第 二項 （軌道 法の 特例） 、第 二十 七条の 五（ 軌道法 の特 例）若 しく は第三 十三条 第一 項（ 軌道法 の特 例）又 は都 市の 低炭素 化の 促進
に 関す る法律 第二 十七条 （軌 道法の 特例 ）の規 定に より軌 道事 業の 特許を 受け たもの とみ なされ る場 合にお ける都 市鉄 道等 利便増 進法 第五
条 第四 項の規 定に よる 速達性 向上 計画の 認定 、流通 業務 総合効 率化 促進法 第四 条第一 項の 規定に よる 総合 効率化 計画 の認定 、地域 公共 交通
の活性 化及 び再生 に関 する法 律第 九条第 三項 （軌 道運送 高度 化実施 計画 の認定 ）（同 条第 七項に おい て準 用する 場合 を含む 。） の規 定によ
る軌 道運送 高度 化実施 計画 の認定 、同法 第二 十七 条の三 第二 項の規 定に よる地 域公 共交 通再編 実施計 画の 認定若 しく は同法 第三 十条 第三項
の規 定によ る新 地域旅 客運 送事 業計画 の認 定又は 都市の 低炭 素化の 促進 に関す る法 律第 二十六 条第 三項（ 軌道 利便増 進実 施計画 の認 定）（
同条 第八項 にお いて準 用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる 軌道利 便増進 実施 計画の 認定 は当該 特許 とみな す。
（略 ）
（略 ）
（略 ）
百二 十一 ～百二 十四 （略 ）
百 二十五 道 路運送 事業の 許可 又は 事業計 画の 変更の 認可
（ 注）地 域再 生法 （平成 十七 年法律 第二十 四号 ）第十 七条 の四 十五（ 道路 運送法 の特 例）、 地域 公共交 通の 活性化 及び 再生に 関す る法律 第十 五
条 （道 路運送 法の 特例 ）、第 二十 七条の 六第 一項（ 道路運 送法 の特 例）若 しく は第三 十四 条第一 項（ 道路 運送法 の特 例）又 は都市 の低 炭素
化の促 進に関 する 法律 第三十 条（ 道路運 送法 の特 例）の 規定 により 一般 旅客自 動車運 送事 業の許 可又 は事 業計画 の変 更の認 可を 受け たもの
とみ なされ る場 合にお ける 地域再 生法第 十七 条の 四十四 第三 項（住 宅団 地再生 道路 運送 利便増 進実施 計画 の認定 ）（ 同条第 七項 にお いて準
用す る場合 を含 む。以 下こ の号 におい て同 じ。） の規定 によ る住宅 団地 再生道 路運 送利 便増進 実施 計画の 認定 、地域 公共 交通の 活性 化及び
再生 に関す る法 律第十 四条 第三 項（道 路運 送高度 化実 施計 画の認 定）（ 同条 第七項 にお いて準 用す る場合 を含 む。 ）の規 定に よる道 路運 送
高度 化実 施計 画の認 定、同 法第 二十七 条の 三第二 項（ 地域 公共交 通再 編実施 計画 の認定 ）（ 同条第 六項 におい て準 用する 場合 を含む 。） の
規定 によ る地 域公共 交通 再編実 施計 画の認 定若 しくは 同法 第三十 条第 三項（ 新地 域旅客 運送 事業 計画の 認定 ）の規 定に よる新 地域旅 客運 送
事 業計画 の認 定又は 都市 の低炭 素化 の促 進に関 する 法律第 二十 九条第 三項 （道路 運送利 便増 進実 施計画 の認 定）（ 同条 第七 項にお いて 準用
す る場 合を含 む。 以下こ の号 におい て同 じ。） の規 定によ る道 路運 送利便 増進 実施計 画の 認定は 当該許 可又 は事業 計画 の変 更の認 可と 、地
域 公共 交通の 活性 化及 び再生 に関 する法 律第 三十四 条第二 項又 は特 定地域 及び 準特定 地域 におけ る一 般乗 用旅客 自動車 運送 事業の 適正 化及
び活性 化に関 する 特別 措置法 （平 成二十 一年 法律 第六十 四号 ）第八 条の八 第一 項（道 路運 送法の 特例 ）若 しくは 第十 三条第 一項 （道 路運送
法の 特例） の規 定によ り事業 計画 の変更 の認 可を 受けた もの とみな され る場合 にお ける 地域公 共交通 の活 性化及 び再 生に関 する 法律 第三十
条第 七項に おい て準用 する 同条 第三項 の規 定によ る新地 域旅 客運送 事業 計画の 変更 の認 定又は 特定 地域及 び準 特定地 域に おける 一般 乗用旅
客自 動車運 送事 業の適 正化 及び 活性化 に関 する特 別措 置法 第八条 の七第 一項 （事業 者計 画の認 可） の規定 によ る事 業者計 画の 認可若 しく は
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同法第 十一 条第四 項（ 活性化 事業 計画の 認定 ）（ 同条第 六項 におい て準 用する 場合を 含む 。）の 規定 によ る活性 化事 業計画 の認 定は 当該事
業計 画の変 更の 認可と 、地 域再生 法第十 七条 の四 十五又 は都 市の低 炭素 化の促 進に 関す る法律 第三十 条の 規定に より 特定旅 客自 動車 運送事
業の 許可を 受け たもの とみ なさ れる場 合に おける 地域再 生法 第十七 条の 四十四 第三 項の 規定に よる 住宅団 地再 生道 路運送 利便増 進実 施計画
の認 定又は 都市 の低炭 素化 の促 進に関 する 法律第 二十 九条 第三項 の規 定によ る道路 運送 利便増 進実 施計画 の認 定は 当該許 可と 、地域 再生 法
第十 七条 の五 十（貨 物自 動車運 送事業 法の 特例） 、流 通業 務総合 効率 化促進 法第 十条第 一項 （貨物 自動 車運送 事業 法の特 例） 、福島 復興 再
生特 別措 置法 第七十 一条 第一項 （流 通機 能向上 事業に 係る 許認可 等の 特例） 又は 都市の 低炭 素化 の促進 に関 する法 律第 三十六 条（貨 物自 動
車 運送事 業法 の特例 ）の 規定に より 一般 貨物自 動車 運送事 業の 許可を 受け たもの とみな され る場 合にお ける 地域再 生法 第十 七条の 四十 七第
三 項（ 住宅団 地再 生貨物 運送 共同化 実施 計画の 認定 ）（同 条第 七項 におい て準 用する 場合 を含む 。） の規定 による 住宅 団地 再生貨 物運 送共
同 化実 施計画 の認 定、 流通業 務総 合効率 化促 進法第 四条 第一項 （総 合効率 化計 画の認 定） の規定 によ る総 合効率 化計 画の認 定、福 島復 興再
生特別 措置 法第六 十一 条第九 項（ 産業復 興再 生計 画の認 定） の規定 によ る産業 復興再 生計 画の認 定若 しく は同法 第六 十二条 第一 項（ 東日本
大震 災復興 特別 区域法 の準 用）に おいて 読み 替え て準用 する 東日本 大震 災復興 特別 区域 法第六 条第一 項（ 認定復 興推 進計画 の変 更） の規定
によ る産業 復興 再生計 画の 変更 の認定 又は 都市の 低炭素 化の 促進に 関す る法律 第三 十三 条第三 項（ 貨物運 送共 同化実 施計 画の認 定） （同条
第七 項にお いて 準用す る場 合を 含む。 ）の 規定に よる 貨物 運送共 同化実 施計 画の認 定は 当該許 可と みなす 。
（略 ）
（略 ）
（略 ）
百二 十五 の二 （略 ）
百 二十五 の三 自家 用有償 旅客 運送 者の登 録
（ 注）地 域公 共交 通の活 性化 及び再 生に関 する 法律第 二十 七条 の六第 一項 （道路 運送 法の特 例） の規定 によ り自家 用有 償旅客 運送 者の登 録又 は
変 更登 録を受 けた もの とみな され る場合 にお ける同 法第二 十七 条の 三第二 項（ 地域公 共交 通再編 実施 計画 の認定 ）（ 同条第 六項に おい て準
用する 場合を 含む 。） の規定 によ る地域 公共 交通 再編実 施計 画の認 定は 、当該 登録又 は変 更登録 とみ なす 。
（略）
（ 略）
（略）
百二十 六～ 百三十 二の 二 （略）
百三 十三 船舶 運航事 業の 許可
（注 ）流 通業務 総合 効率化 促進 法第十 二条第 一項 （海 上運送 法の 特例） 又は 地域公 共交 通の 活性化 及び 再生に 関する 法律 第二十 条（ 海上 運送法
の特 例） 、第 二十七 条の 七（海 上運 送法の 特例 ）若し くは 第三十 五条 第一項 （海 上運送 法の 特例 ）の規 定に より一 般旅 客定期 航路事 業の 許
可 を受け たも のとみ なさ れる場 合に おけ る流通 業務 総合効 率化 促進法 第四 条第一 項（総 合効 率化 計画の 認定 ）の規 定に よる 総合効 率化 計画
の 認定 又は地 域公 共交通 の活 性化及 び再 生に関 する 法律第 十九 条第 三項（ 海上 運送高 度化 実施計 画の認 定） （同条 第六 項に おいて 準用 する
場 合を 含む。 ）の 規定 による 海上 運送高 度化 実施計 画の認 定、 同法 第二十 七条 の三第 二項 （地域 公共 交通 再編実 施計画 の認 定）（ 同条 第六
項にお いて準 用す る場 合を含 む。 ）の規 定に よる 地域公 共交 通再編 実施計 画の 認定若 しく は同法 第三 十条 第三項 （新 地域旅 客運 送事 業計画
の認 定）の 規定 による 新地域 旅客 運送事 業計 画の 認定は 、当 該許可 とみ なす。
（略）
（略）
（略）
百三 十四～ 百三 十八 （略 ）
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○

百三十 九 貨物利 用運送 事業 の登録 若し くは 許可又 は事 業計画 の変 更の 認可
（注） 中心 市街地 の活 性化 に関す る法律 （平 成十年 法律 第九十 二号 ）第 五十七 条第 一項、 第三 項若し くは 第四項 （貨 物利用 運送 事業法 の特 例）
、地 域再生 法第 十七条 の四 十八 第一項 （貨 物利用 運送事 業法 の特例 ）、 流通業 務総 合効 率化促 進法 第八条 第一 項若 しくは 第二項 （貨 物利用
運送 事業法 の特 例）、 福島 復興 再生特 別措 置法第 七十 一条 第一項 （流 通機能 向上事 業に 係る許 認可 等の特 例） 又は 都市の 低炭 素化の 促進 に
関す る法 律第 三十四 条第 一項（ 貨物利 用運 送事業 法の 特例 ）の規 定に より第 一種 貨物利 用運 送事業 の登 録又は 変更 登録を 受け たもの とみ な
され る場 合に おける 中心 市街地 の活 性化 に関す る法律 第四 十八条 第一 項（特 定民 間中心 市街 地活 性化事 業計 画の認 定） の規定 による 特定 民
間 中心市 街地 活性化 事業 計画の 認定 若し くは同 法第 四十九 条第 一項（ 認定 特定民 間中心 市街 地活 性化事 業計 画の変 更等 ）の 規定に よる 認定
特 定民 間中心 市街 地活性 化事 業計画 の変 更の認 定、 地域再 生法 第十 七条の 四十 七第三 項（ 住宅団 地再 生貨物 運送共 同化 実施 計画の 認定 ）（
同 条第 七項に おい て準 用する 場合 を含む 。以 下この 号に おいて 同じ 。）の 規定 による 住宅 団地再 生貨 物運 送共同 化実 施計画 の認定 、流 通業
務総合 効率 化促進 法第 四条第 一項 （総合 効率 化計 画の認 定） の規定 によ る総合 効率化 計画 の認定 若し くは 流通業 務総 合効率 化促 進法 第五条
第一 項（総 合効 率化計 画の 変更の 認定） の規 定に よる総 合効 率化計 画の 変更の 認定 、福 島復興 再生特 別措 置法第 六十 一条第 九項 （産 業復興
再生 計画の 認定 ）の規 定に よる 産業復 興再 生計画 の認定 若し くは同 法第 六十二 条第 一項 （東日 本大 震災復 興特 別区域 法の 準用） にお いて読
み替 えて準 用す る東日 本大 震災 復興特 別区 域法第 六条 第一 項（認 定復興 推進 計画の 変更 ）の規 定に よる産 業復 興再 生計画 の変 更の認 定又 は
都市 の低 炭素 化の促 進に関 する 法律第 三十 三条第 三項 （貨 物運送 共同 化実施 計画 の認定 ）（ 同条第 七項 におい て準 用する 場合 を含む 。以 下
この 号に おい て同じ 。） の規定 によ る貨 物運送 共同化 実施 計画の 認定 は当該 登録 又は変 更登 録と みなし 、地 域再生 法第 十七条 の四十 九第 一
項 （貨物 利用 運送事 業法 の特例 ）、 流通 業務総 合効 率化促 進法 第九条 第一 項若し くは第 二項 （貨 物利用 運送 事業法 の特 例） 、福島 復興 再生
特 別措 置法第 七十 一条第 一項 又は都 市の 低炭素 化の 促進に 関す る法 律第三 十五 条第一 項（ 貨物利 用運送 事業 法の特 例） の規 定によ り第 二種
貨 物利 用運送 事業 の許 可又は 事業 計画の 変更 の認可 を受け たも のと みなさ れる 場合に おけ る地域 再生 法第 十七条 の四 十七第 三項の 規定 によ
る住宅 団地再 生貨 物運 送共同 化実 施計画 の認 定、 流通業 務総 合効率 化促 進法第 四条第 一項 の規定 によ る総 合効率 化計 画の認 定若 しく は流通
業務 総合効 率化 促進法 第五 条第一 項の規 定に よる 総合効 率化 計画の 変更 の認定 、福 島復 興再生 特別措 置法 第六十 一条 第九項 の規 定に よる産
業復 興再生 計画 の認定 若し くは 同法第 六十 二条第 一項に おい て読み 替え て準用 する 東日 本大震 災復 興特別 区域 法第六 条第 一項の 規定 による
産業 復興再 生計 画の変 更の 認定 又は都 市の 低炭素 化の 促進 に関す る法律 第三 十三条 第三 項の規 定に よる貨 物運 送共 同化実 施計 画の認 定は 当
該許 可又 は事 業計画 の変更 の認 可とみ なす 。
（略 ）
（略 ）
（略 ）
百 四十～ 百六 十 （ 略）

地 域再生 法（ 平成十 七年 法律第 二十 四号） （抄 ）

別表（ 第六 条の二 関係 ）
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○

（ 略）

（略）
地域公 共交 通の活 性化 及び 再生に 関する 法律 （平成 十九 年法律 第五 十九 号）第 五条 第
一項の 規定 により 作成 した 地域公 共交 通網形 成計 画（当 該地 域公共 交通 網形成 計画 の
変更 があっ たと きは、 その 変更後 のも の）

（ 略）

（ 略）
国 土交 通大 臣及び 総務 大臣

国 家戦 略特別 区域法 （平 成二十 五年 法律第 百七 号） （抄）

（ 略）
同法第 五条 第八 項（
同条第 十項 にお いて
準用 する場 合を 含む
。） の規 定によ る送
付
（ 略）

（道路 運送 法の特 例）
第十 六条の 二 国家戦 略特別 区域 会議 が、第 八条 第二項 第二 号に 規定す る特 定事業 とし て、国 家戦略 特別 区域自 家用 有償 観光旅 客等 運送事 業（ 国家
戦略 特別 区域に おい て、市 町村 、特定 非営 利活動 促進 法第二 条第 二項に 規定 する特 定非 営利 活動法 人そ の他の 国土交 通省 令で定 める 者（ 以下こ の
項に おい て「運 送者 」とい う。 ）が 、自家 用有 償観光 旅客 等運送 （一の 市町 村の区 域内 にお ける外 国人 観光旅 客そ の他 の観光 旅客の 移動 のため の
交 通手段 を提 供する ことを 主た る目 的とし て有 償で自 家用 自動 車（道 路運 送法（ 昭和二 十六 年法律 第百 八十三 号） 第七 十八条 に規 定する 自家 用自
動 車をい う。 ）に より行 われ る旅客 の運送 であ って、 一般 旅客 自動車 運送 事業者 （道 路運送 法第 九条第 六項 第三号 に規 定する 一般 旅客自 動車 運送
事 業者を いう 。第 四項に おい て同じ 。） によ ること が困難 であ るもの をい う。以 下こ の項及 び第 四項 におい て同 じ。） を行 う事業 をい う。以 下こ
の条及 び別表 の四 の二の 項に おいて 同じ 。） を定め た区 域計画 につ いて 、内閣 総理大 臣の 認定を 申請 し、そ の認 定を受 けた とき は、当 該認 定の日
以後は 、当 該国家 戦略 特別 区域自 家用有 償観 光旅客 等運 送事業 の実 施主 体とし て当 該区域 計画 に定め られ た運送 者が行 う当 該国 家戦略 特別 区域自
家用有 償観 光旅客 等運 送事 業に係 る自 家用有 償観 光旅客 等運 送を、 道路 運送法 第七 十八条 第二 号に規 定す る自 家用有 償旅 客運送 とみな して 、同法
の規 定を適 用す る。こ の場 合にお いて 、同法 第七 十九 条の四 第一 項及び 第七 十九条 の七第 二項 中「各 号」 とあ るのは 「各 号（第 五号 を除 く。） 」
と、 同項 中「及 び第 七十九 条の 四」と あるの は「 及び 国家戦 略特 別区域 法（ 平成二 十五 年法 律第百 七号 ）第十 六条の 二第 一項の 規定 によ り読み 替
えて 適用 される 第七 十九条 の四 」と 、「第 七十 九条の 四第 一項」 とある のは 「同法 第十 六条 の二第 一項 の規定 によ り読 み替え て適用 され る第七 十
九 条の四 第一 項」と 、「第 五号 又は 第六号 」と あるの は「 第六 号」と 、同 法第七 十九条 の十 二第一 項第 四号中 「第 七十 九条の 四第 一項第 五号 の合
意 が当該 合意 の定 め又は 同号 に規定 する関 係者 の合意 によ り解 除され た」 とある のは 「国家 戦略 特別区 域法 第九条 第一 項の規 定に よる認 定区 域計
画 （同法 第十 一条 第一項 に規 定する 認定 区域 計画を いう。 以下 この号 にお いて同 じ。 ）の変 更（ 同法 第八条 第二 項第二 号に 規定す る特 定事業 とし
て国家 戦略特 別区 域自家 用有 償観光 旅客 等運 送事業 （同 法第十 六条 の二第 一項 に規定 する 国家戦 略特 別区域 自家 用有償 観光 旅客 等運送 事業 をいう
。以下 この 号にお いて 同じ。 ）を 定めな いこ ととす るも のに限 る。 ）の 認定が あつ たとき 又は 同法第 十一 条第一 項の規 定に より 認定区 域計 画（同
法第八 条第 二項第 二号 に規 定する 特定 事業と して 国家戦 略特 別区域 自家 用有償 観光 旅客等 運送 事業を 定め たも のに限 る。 ）の認 定が取 り消 された
」と するほ か、 必要な 技術 的読替 えは 、政令 で定 める 。
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２～５

（ 略）
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