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軽自動車検査協会検査事務規程の一部を改正する新旧対照表 

○軽自動車検査協会検査事務規程（昭和４８年９月２６日協会規程第１６号） 

　　新 　　　旧

目 次 （略） 

第１章（略） 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－３（略） 

２－４ 不適切な補修等 

(1)  第 4章から第 5章の規定に基づく基準適合性検査にあたり、検査後

の取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置又は部

品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は装置への表示につい

て、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置され

たものであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の

構造を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないものと

して取扱うものとする。 

① 装置又は部品の取付け 

ア～エ （略） 

オ 灯火器（審査事務規程 7-62（8-62）から 7-91（8-91）に規定す

る灯火等のうち装備義務があるものに限る。）の配線（配線の周

囲の保護部材等を含む。）が、バンパ及び後写鏡等を含む自動車

の外側表面上に確認できるもの（溶接、リベット、ボルト・ナッ

ト又はねじにより確実に取付けられていることが明らかな灯火

器にあっては、当該灯火器を取付けるための必要最小限の配線部

分を除く。） 

②～④（略） 

(2)（略）  

２－５ 製作年月日 

目 次 （略） 

第１章（略） 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－３（略） 

２－４ 不適切な補修等 

(1) 自動車の装置又は部品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は

装置への表示について、次に掲げる例による方法及びこれらに類する

方法により措置されたものであることが外観上確認された場合は、指

定自動車等と同一の構造を有すると認められる場合を除き、保安基準

に適合しないものとして取扱うものとする。 

 

 

① 装置又は部品の取付け 

ア～エ（略） 

オ 灯火器（審査事務規程 7-62（8-62）から 7-91（8-91）に規定す

る灯火等のうち、備付けを要するものに限る。）及び審査事務規

程 7-100（8-100）に規定する鏡その他の装置の取付けに伴い、当

該装置の電気配線が車体外表面に露出しているもの（三輪自動車

及び被牽引自動車であって、露出しないよう配線することが困難

なものを除く。） 

 

②～④（略） 

(2) （略）  

２－５ 製作年月日 

 

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト

k-wakasu
タイプライターテキスト
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自動車の製作年月日については、次のとおり取扱うものとする。 

（1）法第 59 条の規定による新規検査又は法第 71 条の規定による予備検

査に係る検査を行う場合（法第 71 条の規定による自動車予備検査証

の交付を受けた自動車、法第 16 条の規定による一時抹消登録を受け

た自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により自動車検査証が返納され

た自動車の新規検査又は予備検査に係る検査を行う場合を除く。） 

① （略） 

② ①に規定する自動車以外の自動車については、原則として、初

めての検査に係る申請書の提出年月日。ただし、次の各号のいず

れかに該当する自動車にあっては、それぞれ当該各号に掲げる製

作年月日、発行年月日等とする。この場合において、複数の製作

年月日となる場合は、そのうちの最も古い年月日とする。 

ア～エ （略） 

オ 輸入自動車であって、次に掲げる証明書により当該自動車の製

作年、製作年月又は製作日が明らかとなるものにあっては、当該

証明書に係る製作年若しくは製作年月の末日又は製作年月日 

(ｱ)～(ｴ) （略） 

カ～ケ （略） 

（2）（1）以外の場合には、自動車検査証、自動車予備検査証、登録識別情

報等通知書、自動車検査証返納証明書又は限定自動車検査証（法第 71条

の 2の規定により交付を受けた場合に限る。）の初度検査年月欄や備考欄

に記載されている情報を基に判断するものとする。 

ただし、自動車検査証等に記載されている情報だけでは各項における

従前規定の適用の可否を判断することが困難な場合にあっては、（1）に

準じて判断するものとする。 

 

２－６～２－７（略） 

自動車の製作年月日は、次のとおりとする。 

（新設） 

 

 

 

 

(1) (略) 

(2) (1)に規定する自動車以外の自動車については、原則として、初めて

の検査に係る申請書の提出年月日。ただし、次の各号のいずれかに該

当する自動車にあっては、それぞれ当該各号に掲げる製作年月日、発

行年月日等とする。この場合において、複数の製作年月日となる場合

は、そのうちの最も古い年月日とする。 

①～④ （略） 

⑤ 輸入自動車であって、次に掲げる証明書により当該自動車の製作

年、製作年月又は製作日が明らかとなるものにあっては、当該証明

書に係る製作年若しくは製作年月の末日又は製作年月日 

ア～エ （略） 

⑥～⑨ （略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

２－６～２－７（略） 
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２－８ 車台番号及び原動機の型式の確認 

(1) 検査にあたっては、自動車に打刻されている車台番号及び原動機の

型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面（この項にお

いて「確認書面」という。）に記載されている車台番号及び原動機の

型式と同一であることを確認するものとする。 

ただし、①の規定の適用にあたって、並行輸入自動車又は、「改造

自動車等の取扱いについて」（平成 7年 11月 21日付け自技第 239号。

以下「改造自動車等の取扱いについて」という。）記 2．(2)の試作

車（以下「試作車」という。）及び(3）の組立車（以下「組立車」と

いう。） であって車台番号又は原動機の型式が特定されないものに

ついては、当該自動車に表示されたシリアル番号又は製造番号と確

認書面に記載されたシリアル番号又は製造番号が同一であることを

確認するものとする。 

また、① から③ までの規定の適用にあたって、改造自動車であ

って審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1 (2)① に

該当する改造を行ったものについては、当該自動車の原動機の型式

と 2-12-2 により読み替えて適用する改造自動車等審査結果通知書

の本紙並びに検査票１及び検査票 2 に記載されている原動機の型式

が同一であることを確認するものとする。 

① 新規検査及び予備検査（法第 16条の規定により一時抹消登録を

受けた自動車又は法第 69条第4項の規定により自動車検査証が返

納された自動車を除く。）の場合には、指定自動車等にあっては完

成検査終了証、排出ガス検査終了証、輸入自動車特別取扱届出済

書又は譲渡証明書、並行輸入自動車にあっては自動車通関証明書、

輸入申告書又は打刻届出書、試作車及び組立車にあっては 2－12

により読み替えて適用する「改造自動車等の取扱いについて」に

基づく改造自動車等審査結果通知書（写しをもって代えることが

２－８ 車台番号及び原動機の型式の確認 

(1) 検査にあたっては、自動車に打刻されている車台番号及び原動機の

型式について、次に掲げる検査の種別毎に定める書面（この項にお

いて「確認書面」という。）に記載されている車台番号及び原動機の

型式と同一であることを確認するものとする。 

ただし、①の規定の適用にあたって、並行輸入自動車又は、「改造

自動車等の取扱いについて」（平成 7年 11月 21日付け自技第 239号。

以下「改造自動車等の取扱いについて」という。）記 2．(2)の試作

車（以下「試作車」という。）及び(3）の組立車（以下「組立車」と

いう。） であって車台番号又は原動機の型式が特定されないものに

ついては、当該自動車に表示されたシリアル番号又は製造番号と確

認書面に記載されたシリアル番号又は製造番号が同一であることを

確認するものとする。 

また、① から③ までの規定の適用にあたって、改造自動車であ

って審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1 (2)① に

該当する改造を行ったものについては、当該自動車の原動機の型式

と 2-12-2 により読み替えて適用する改造自動車等審査結果通知書

の本紙並びに検査票１及び検査票 2 に記載されている原動機の型式

が同一であることを確認するものとする。 

① 新規検査及び予備検査（法第 16条の規定により一時抹消登録を

受けた自動車又は法第 69条第4項の規定により自動車検査証が返

納された自動車を除く。）の場合には、指定自動車等にあっては完

成検査終了証、排出ガス検査終了証又は譲渡証明書、並行輸入自

動車にあっては自動車通関証明書、輸入申告書又は打刻届出書、

試作車及び組立車にあっては 2－12 により読み替えて適用する

「改造自動車等の取扱いについて」に基づく改造自動車等審査結

果通知書（写しをもって代えることができる。）並びに検査票 1及
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できる。）並びに検査票 1及び検査票 2 

②～④（略） 

（2）～（3）（略） 

 

２－９～２－１１（略） 

２－１２ 改造自動車 

２－１２－１ 

(1) 改造自動車、試作車及び組立車(以下「改造自動車等」という。)

の新規検査、予備検査又は構造等変更検査並びに自動車検査証の記

載事項変更（以下 2-12 において「新規検査等」という。）に係る検

査は、この規程の定めるところによるほか、審査事務規程別添 4「改

造自動車審査要領」により実施するものとする。 

また、試作車及び組立車の届出にあっては、「改造自動車等の取扱

いについて」及び「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取

扱いについて」（平成 7年 11月 21日付け自技第 240号。以下「細部

取扱いについて」という。）を準用するものとする。 

(2)～(5)（略） 

 

２－１２－２ 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」中、次の表の中欄の字句は

同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車審査要領 中欄 右欄 

2.～4.1. （略）  

4.2.（1）① 

以下同じ 
地方検査部 主管事務所 

4.2.（1）② 

～第 5号様式 
（略）  

び検査票 2 

②～④（略） 

  （2）～（3）（略） 

 

２－９～２－１１（略） 

２－１２ 改造自動車 

２－１２－１ 

(1) 改造自動車、試作車及び組立車(以下「改造自動車等」という。)

の新規検査、予備検査又は構造等変更検査並びに自動車検査証の記

載事項変更（以下 2-12 において「新規検査等」という。）に係る検

査は、この規程の定めるところによるほか、審査事務規程別添 4「改

造自動車審査要領」により実施するものするものとする。 

また、試作車及び組立車の届出にあっては、「改造自動車等の取扱

いについて」及び「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取

扱いについて」（平成 7年 11月 21日付け自技第 240号。以下「細部

取扱いについて」という。）を準用するものとする。 

  (2) ～(5)（略） 

 

２－１２－２ 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」中、次の表の中欄の字句は

同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車審査要領 中欄 右欄 

2.～4.1. （略）  

4.2.（1）① 

以下同じ 
検査部 主管事務所 

4.2.（1）② 

～第 5号様式 
（略）  
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２－１２－３～２－１３－１（略） 

２－１３－２ 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」中、次の表の中欄の字

句は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

並行輸入自動車審査

要領 
中欄 右欄 

3.2.（2）～ 

4.1.（2） 

4.3.（3） 

7.2. 

9.1. 

（略）  

5. 

以下同じ 
地方検査部 主管事務所 

5. 

以下同じ 
地方事務所 事務所（支所を含む） 

6.2.3.（3）～ 

6.12.2.（4） 
（略）  

（削除） 

 
  

6.12.2.（4）①～ 

第 12号様式 
（略）  

第 12号様式 検査部 主管事務所 

第 12号様式 事務所 事務所・支所 

第 13 号様式、第 14

号様式及び第 17 号

様式中 

（略）  

 

２－１２－３～２－１３－１（略） 

２－１３－２ 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」中、次の表の中欄の字

句は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

並行輸入自動車審査

要領 
中欄 右欄 

3.2.（2）～ 

4.1.（2） 

4.3.（3） 

7.2. 

9.1. 

（略）  

（新設） 

 
  

（新設） 

 
  

6.2.3.（3）～ 

6.12.2.（4） 
（略）  

6.12.2.（4）① 

以下同じ 
検査部 主管事務所 

6.12.2.（4）①～ 

第 12号様式 
（略）  

（新設）   

（新設）   

第 13 号様式、第 14

号様式及び第 17 号

様式中 

（略）  
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２－１４～２－２０（略） 

２－２１ 画像の取得及び保存 

２－２１－１（略） 

 

２－２１－２ 改造部位等の画像の取得 

(1) 2-21-1 により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等で

は改造部位等が不明な場合若しくは画像取得が困難な場合には、画像

取得装置以外の汎用のデジタルカメラ（以下「デジタルカメラ」とい

う。）により、当該自動車の当該部位を撮影し、これを当該自動車の電

子データとして画像取得装置により取得した画像と一緒に保存する。 

  (2) 新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、審査事務

規程 7-100（8-100）に規定する鏡その他の装置を備えているもの（指

定自動車等であって審査事務規程 7-100（8-100）に規定する鏡その他

の装置に変更がないものを除く。）は、デジタルカメラにより、当該部

位を撮影し、これを当該自動車の電子データとして画像取得装置によ

り取得した画像と一緒に保存する。 

なお、画像を保存する際には、当該自動車に備えている装置を撮影

したものであることを十分に確認すること。 

 

以下（略） 

 

□一括改正事項 

・「かじ取り」について、「かじ取」に統一 

・「（単位 ○○）」について、「（単位：○○）」に統一 

・「取り扱う」について、「取扱う」に統一 

・「取り替え」について、「取替え」に統一 

・「取り付け」について、「取付け」に統一 

２－１４～２－２０（略） 

２－２１ 画像の取得及び保存 

２－２１－１ （略） 

 

２－２１－２ 改造部位等の画像の取得 

2-21-1により取得した自動車の外観画像又は通知書の外観図等では改造

部位等が不明又は画像取得が困難な場合には、画像取得装置以外の汎用の

デジタルカメラにより、当該自動車の当該部位を撮影し、これを当該自動

車の電子データとして画像取得装置により取得した画像と一緒に保存す

る。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

以下（略） 
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・「取り外し」について、「取外し」に統一 

・「％」について、全角に統一 

・「諸元表」について、「諸元表等」に統一 

・「窓拭き器」、「窓拭器」について、「窓ふき器」に統一 

・「輸入された自動車」について、「輸入自動車」に統一 

・「すべて」について、「全て」に統一 

・「または」について、「又は」に統一 

 

附則〔平成 28年 7月 8日協会規程第 15号〕 

この規程は、平成 28 年 7月 8日から施行する。（認可日） 

ただし、２－１３－２の規定については、平成 28年 8月 1日から施行する。 

 

 




