
 
 

 
 

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）

の一部改正について 

 

１．改正概要 

 

（１）保安基準適合証及び自動車損害賠償責任保険証明書の電磁的方法による登録情報処

理機関への提出 

 

道路運送車両法施行規則（昭和２６年８月１６日運輸省令第７４号）、自動車損害

賠償法施行規則（昭和３０年１２月１日運輸省令第６６号）及び関連する告示の改正

が行われ、平成２９年４月１日より保安基準適合証及び自動車損害賠償責任保険証明

書が電磁的方法により登録情報処理機関に提供することができることとなったことに

伴い、検査事務規程の一部改正を行う。 

 

（２）新規検査又は予備検査（以下「新規検査等」という。）における検査当日の提出書

面を明確化及び新規検査等における事前提出書面の審査の実施 

 

審査事務規程の改正により、新規検査等における検査当日の提出書面を明確化する

とともに、新規検査等について、指定を受けた構造・装置の変更箇所及び架装を行っ

た部位を容易に判断することが可能な統一的な書面の提出を求めることとした。また、

指定を受けた構造・装置及び性能の変更又は架装により当該自動車の保安基準（技術

基準に限る。）の適合性に影響がある場合には、新規検査等に先立って事務所等にお

いて提出書面を事前に審査することが規定されたことから、当協会についても、審査

事務規程に準じて事前提出書面の審査を実施するために検査事務規程の一部改正を行

う。 

 

（３）試作車、組立車について改造自動車としての取扱いの実施 

 

   研究・開発等のための試作車、組立車については、型式指定自動車等と同様に改造

自動車として取り扱うこととする「改造自動車の取扱いについて（平成７年１１月２

１日付、自技第２３９号）の一部改正が行われたことに伴い、検査事務規程の一部改

正を行う。 

 

２．施行日 

 

平成 29年４月１日から施行する。 

 ただし、２－１１－１３（保安基準への適合性を証する書面）及び２－１２（新規検査

等の提出書面審査及び事前提出書面審査）の改正規定は、平成２９年５月１日から施行す

ることとし、平成２９年９月３０日までの間は、改正後の２－１１－１３及び２－１２の

規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

平成 29 年３月 28 日 
軽自動車検査協会 
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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） 

改 　 正 現   行 

目 次 （略） 

第１章（略） 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－６－３（略） 

２－７ 検査の実施方法 

(1)～(4)（略） 

(5) 限定検査証の提出がある自動車（(7)に掲げるものを除く。）について

は、当該限定検査証に記載された保安基準に適合しない部分の整備に係

る部分について、(1)に掲げる方法により検査するほか、当該限定検査証

を審査することにより検査するものとする。 

(6) 自動車検査証返納証明書（以下「返納証明書」という。）の提出若しく

は提示及び保安基準適合証（保安基準適合証に記載されるべき事項が電

磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を含む。）の提出があ

る自動車については、当該返納証明書および保安基準適合証を審査する

ことにより検査するものとする。 

（7）略 

（8）保安基準適合証（保安基準適合証に記載されるべき事項が電磁的方法に

より登録情報処理機関に提供された場合を含む。）の提出がある自動車につ

いては、当該保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。 

 

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

目 次 （略） 

第１章（略） 

第２章 検査の実施方法 

２－１～２－６－３（略） 

２－７ 検査の実施方法 

(1)～(4)（略） 

(5) 限定検査証の提出がある自動車（(5)に掲げるものを除く。）について

は、当該限定検査証に記載された保安基準に適合しない部分の整備に係

る部分について、(1)に掲げる方法により検査するほか、当該限定検査証

を審査することにより検査するものとする。 

(6) 自動車検査証返納証明書（以下「返納証明書」という。）の提出若しく

は提示及び保安基準適合証の提出がある自動車については、当該返納証

明書および保安基準適合証を審査することにより検査するものとする。 

 

 

（7）略 

（8）保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安基準適合証

を審査することにより検査するものとする。 

 

 

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

 



- 2 - 

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 2-13-2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2－13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及び検査

票2  

②～④（略） 

 (2)～(3)（略） 

２－９～２－１１－２（略） 

 

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） 

２－９～２－１１－２（略） 
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２－１１－３出荷検査証 

（1）共通構造部型式指定自動車の新規検査又は予備検査は、当該自動車の出

荷検査証の提出がある場合は確認のうえ、諸元表等を参考として検査す

るものとする。 

この場合において、書面等その他適切な方法により検査する項目につ

いては、諸元表等と同一であり、かつ、その機能を損なうおそれのある

損傷のないものは、基準に適合しているものとして取扱う。 

なお当分の間、出荷検査証に類別区分番号が記載できないものにあっ

ては、次に掲げるものが備考欄に記載されていることを確認するものと

する。 

① 共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領第 3 号様式の出荷検

査証の備考欄 

「類別設定無」又は「当該型式で認証を受けていない仕様に変更有」 

② 「排出ガス検査終了証」の備考欄を利用した出荷検査証（排出ガス検

査終了証備考欄） 

類別設定がないものとして「型式指定番号 ※1」又は当該型式で認証

を受けていない仕様に変更があるものとして「型式指定番号 ※2」 

（2）（1）の場合において、出荷検査証に記載すべき事項が電磁的方法により

登録情報処理機関に提供され、新規検査申請書又は予備検査申請書にそ

の旨の記載をすることをもって、出荷検査証の提出に代えられたときは、

出荷検査証に記載すべき事項が記載された書面により確認するものとす

る。 

 

２－１１－４～２－１１－５（略） 

２－１１－６ 試作車及び組立車の審査結果通知書 

 (1)  試作車及び組立車の検査は、提示された自動車と 2-13-3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」記 6.(2)に定められ

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

２－１１－３～２－１１－４（略） 

２－１１－５ 試作車及び組立車の審査結果通知書 

 (1)  試作車及び組立車の検査は、提示された自動車と 2-12-3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」記 6.(2)に定められ
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た改造自動車等審査結果通知書、外観図、各装置の詳細図及びその他特

に指示された資料（以下「改造自動車等審査結果通知書等」という。）に

記載されている自動車との同一性を確認の上、改造自動車等審査結果通

知書等を参考として検査するものとする。 

この場合において、書面等その他適切な方法により検査する項目につ

いては、これらの資料と同一であり、かつ、その機能を損なうおそれの

ある損傷のないものは、基準に適合しているものとして取扱う。 

 (2)～(3)（略） 

 

２－１１－７ 基準緩和認定書 

２－１１－８ タンク証明書 

２－１１－９ 欠番 

２－１１－１０～２－１１－１１（略） 

 

２－１１－１２ 保安基準への適合性を証する書面 

指定自動車等以外の自動車について、新規検査又は予備検査（法第 71

条の規定による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 項の規定により検査証が返

納された自動車の新規検査又は予備検査を除く。）を行う場合には、当該

自動車に適用される技術基準等への適合性を証する書面の提出を求め検

査するものとする。 

ただし、試作車及び組立車にあっては、2-13 の規定によるものとする。

（施行規則第 36 条第 12項関係、平成 19年国土交通省告示第 857号） 

 

 

２－１２ 新規検査等の提出書面審査及び事前提出書面審査 

 

た改造自動車等審査結果通知書、外観図、各装置の詳細図及びその他特

に指示された資料（以下「改造自動車等審査結果通知書等」という。）に

記載されている自動車との同一性を確認の上、改造自動車等審査結果通

知書等を参考として検査するものとする。 

この場合において、書面等その他適切な方法により検査する項目につ

いては、これらの資料と同一であり、かつ、その機能を損なうおそれの

ある損傷のないものは、基準に適合しているものとして取扱う。 

 (2)～(3)（略） 

 

２－１１－６ 基準緩和認定書 

２－１１－７ タンク証明書 

２－１１－８ 欠番 

２－１１－１０～２－１１－１１（略） 

 

２－１１－１２ 保安基準への適合性を証する書面 

指定自動車等以外の自動車について、新規検査及び予備検査（法第 71

条の規定による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 項の規定により検査証が返

納された自動車の新規検査又は予備検査を除く。）を行う場合には、当該

自動車に適用される技術基準等への適合性を証する書面の提示を求め検

査するものとする。 

ただし、試作車及び組立車にあっては、審査事務規程第 7章において規

定されている技術基準等のうち、当該自動車に適用される技術基準等への

適合性を証する書面の提示を求め検査するものとする。（施行規則第 36条

第 12項関係、平成 19年国土交通省告示第 857号） 

（新設） 
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２－１２－１ 審査事務規程別添２「新規検査等提出書面審査要領」の準用 

(1) 提出書面審査   
① 指定自動車等（事前届出対象自動車を除く。）の新規検査又は予備

検査（法第 71条の規定による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 項の規定により検査証が返納された自動車の新規検査又は予備検

査を除く。以下 2-12-1 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 2「新

規検査等提出書面審査要領」（3.(3)を除く。）により実施するものと

する。 

② 指定自動車等の新規検査等の申請を行おうとする者に対しては、

審査事務規程別添 2「新規検査等提出書面審査要領」に定める新規

検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料を提出すること

を求めるものとする。 

③ 新規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料に不備が

あった場合には、受検者に対し検査できないため検査を中断する旨

を口頭で通告する。 

 

 (2)  事前提出書面審査 
① 事前届出対象自動車（審査事務規程別添 2 「新規検査等提出書面

審査要領」3.（1）又は（2）の自動車に限る。また、審査事務規程

別添 2附則 1「事前提出書面審査要領（技術基準等の審査を要する自

動車）」9.3.（2）に基づく事前審査管理番号を有する自動車と自動

車の型式及び構造・装置が同一の自動車を除く。）の新規検査等に係

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 2

の附則 1「事前提出書面審査要領（技術基準等の審査を要する自動

車）」により実施するものとする。 

（新設） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

（新設） 
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② 事前届出対象自動車の新規検査等の申請を行おうとする者に対し

ては、新規検査等に先立って、審査事務規程別添 2 の附則 1「事前

提出書面審査要領（技術基準等の審査を要する自動車）」に定める新

規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料を、新規検査

等を申請する事務所等（審査事務規程別添 2「新規検査等提出書面

審査要領」 3.（2）の代表届出自動車に係る届出にあっては各主管

事務所又は沖縄事務所）に提出することを求めるものとする。 

③ 事前届出対象自動車の新規検査等の申請を行おうとする者から、

提出した新規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料を

取下げる旨の申告があった場合には、審査事務規程別添 2 の附則 1

「事前提出書面審査要領（技術基準等の審査を要する自動車）」に定

める取下願出書を、当該届出書等を提出した事務所等に提出するこ

とを求めるものとする。 

④ 事前届出対象自動車の新規検査等に係る検査は、新規検査等届出

書、自動車を特定する書面及び添付資料の書面審査が新規検査等の

前日までに終了したものについて実施するものとする。 

⑤ 書面審査が新規検査等の前日までに終了していない事前届出対象

自動車の新規検査等の申請があった場合又は書面審査が終了した新

規検査等届出書、自動車を特定する書面及び添付資料の内容と提示

された自動車に構造・装置の相違等があり、検査当日中に保安基準

への適合性を判断することが困難な場合には、受検者に対し検査で

きないため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

 

２－１２－２ 審査事務規程別添２「新規検査等提出書面審査要領」の読み

替え 

審査事務規程別添２「新規検査等提出書面審査要領」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。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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新規検査等提出

書面要領 
中欄 右欄 

4.1. 本則 4-13-1（2） 規程 2-12-1（1）② 

4.1. 

以下同じ 

改造自動車審査結果通知書 改造自動車等審査結果通知書 

4.1.（備考）（10） 

以下同じ 

本則 4-15（2）に基づき別添 4

「改造自動車審査要領」に定め

る改造自動車届出書、改造概要 

等説明書 

規程 2-13-1（2）に定める様式

9 の改造自動車等届出書、様式

10の改造概要等説明書 

4.2. （1） 

以下同じ 

運輸支局等と同一敷地内にあ

る事務所等 

主管事務所長又は事務所長（支

所長を含む。） 

5.2.（5） 

以下同じ 

は、自動車機構が構築した新規

検査等に係る事前入力ソフト

を用いて作成された二次元コ

ードが付されたものであるこ

と 

の二次元コードの表示につい

ては、当分の間、記載を要しな

い 

6. 

以下同じ 

現車審査 現車検査 

6. （1） 

以下同じ 

本則 4-7 規程 2-7 

7. 事務所等 主管事務所又は事務所（支所を

含む。） 

第１号様式（そ

の 1）（別添 2 の

4.1関係） 

以下同じ 

独立行政法人自動車技術総合

機構 

軽自動車検査協会 
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附則 1 

4.1. 

本則 4-13-2（3） 規程 2-12-1（2）② 

附則 1 

4.2.（2） 

以下同じ 

地方検査部 各主管事務所又は沖縄事務所 

附則 1  

4.2.(3) 

以下同じ 

事務所等 主管事務所又は事務所（支所を

含む。） 

附則 1 

5.1.(2) 

5.3.（3） 

9.2. 

11.1. 

登録 記載 

附則 1 

5.3.（1） 

本則 4-13-2（4） 規程 2-12-1（2）③ 

附則 1 

8.1.（3） 

北海道検査部  北海道技審 

東北検査部  東北技審 

関東検査部  関東技審 

北陸信越検査部  北信技審 

中部検査部  中部技審 

近畿検査部  近畿技審 

中国検査部  中国技審 

四国検査部  四国技審 

九州検査部  九州技審 

沖縄事務所  沖縄技審 

札幌主管事務所  札幌事審 

宮城主管事務所  宮城事審 

東京主管事務所  東京事審 

新潟主管事務所  新潟事審 

愛知主管事務所  愛知事審 

大阪主管事務所  大阪事審 

広島主管事務所  広島事審 

香川主管事務所  香川事審 

福岡主管事務所  福岡事審 

沖縄事務所    沖縄事審 

8.1.（3） 関東検査部の場合 東京主管事務所の場合 

8.1.（3） 関東技審 28-0001 東京事審 28-0001 
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附則 1 

9.4.（2） 

自動車機構検査部長 本部検査部長 

附則 1 

第７号様式（附

則1の9.1.関係） 

所長（課長） 次長 上席検査

官 主席検査官 検査官 

所長 課長 特別検査員 総

括検査員 上級検査員 主任

検査員 検査員 

 

２－１３ 改造自動車等 

２－１３－１ 改造自動車、試作車及び組立車の検査 

 (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 2-13 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」（平成 7 年 11 月 21 日付け自技第 239 号）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) 改造自動車等の新規検査等の申請を行おうとする者又は改造施工者

（以下 2-13において「届出者」という。）に対しては、新規検査等に先立ち、

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」及び「改造自動車等の取扱い」

にかかわらず、様式 9 の改造自動車等届出書（以下「届出書」という。）、様

式 10の改造概要等説明書（以下「説明書」という。）及び添付資料（届出書、

説明書及び添付資料（以下 2-13 において「届出書等」という。））を別表 2に

掲げる届出先の区分により、最寄りの主管事務所長又は事務所長（支所長を

含む。以下 2-13 及び 2－14 において「事務所長等」という。）に提出するこ

とを求めるものとする。 

 (3)～(5) （略） 

 

 

 

 

 

 

２－１２ 改造自動車等 

２－１２－１改造自動車、試作車及び組立車の検査 

 (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」（平成 7 年 11 月 21 日付け自技第 239 号）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) 改造自動車等の新規検査等の申請を行おうとする者又は改造施工者

（以下 2-12において「届出者」という。）に対しては、新規検査等に先立ち、

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」及び「改造自動車等の取扱い」

にかかわらず、様式 9 の改造自動車等届出書（以下「届出書」という。）、様

式 10の改造概要等説明書（以下「説明書」という。）及び添付資料（届出書、

説明書及び添付資料（以下 2-12において「届出書等」という。））を別表 2に

掲げる届出先の区分により、最寄りの主管事務所長又は事務所長（支所長を

含む。以下 2-12 及び 2－13 において「事務所長等」という。）に提出するこ

とを求めるものとする。 

 (3)～(5) （略） 
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２－１３－２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 

（略） （略） （略） 

3.（2）① 本則 4-14（2） 規程 2-14-1(2) 

4.1. 

4.2.（1） 

本則 4-15（2） 規程 2-13-1(2) 

（略） （略） （略） 

 

２－１３－３ 「改造自動車等の取扱いについて」の読み替え 

「改造自動車等の取扱いについて」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。 

 

改造自動車等の

取扱いについて 
中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

3.(2) 試作車・組立車等届出書（以下

「届出書」という。）、概要等説

明書（以下「説明書」という。）

及び別表に定める添付資料を

検査に先立って最寄りの運輸

局長に提出するものとする。 

改造自動車等届出書（以下「届

出書」という。）、概要等説明書

（以下「説明書」という。）及

び規程別表２に定める添付資

料を検査に先立って最寄りの

事務所長等に提出するものと

 

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 

（略） （略） （略） 

3.（2）① 本則 4-14（2） 規程 2-13-1(2) 

4.1. 

4.2.（1） 

本則 4-15（2） 規程 2-12-1(2) 

（略） （略） （略） 

 

２－１２－３ 「改造自動車等の取扱いについて」の読み替え 

「改造自動車等の取扱いについて」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。 

 

改造自動車等の

取扱いについて 
中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

3.(2) 試作車・組立車届出書（以下「届

出書」という。）、概要等説明書

（以下「説明書」という。）及

び別表に定める添付資料を検

査に先立って最寄りの運輸局

長に提出するものとする。 

改造自動車等届出書（以下「届

出書」という。）、概要等説明書

（以下「説明書」という。）及

び規程別表２に定める添付資

料を検査に先立って最寄りの

事務所長等に提出するものと
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する。 

3.(2) 

 

使用の本拠の位置を管轄する

運輸局長に提出するものとす

る。この場合、使用の本拠の位

置を管轄する運輸支局又は自

動車検査登録事務所を経由す

ることができるものとする。 

規程別表２に定める届出先の

区分により、使用の本拠の位置

を管轄する事務所長等に提出

するものとする。 

この場合において、届出書等の

提出は郵送等によることがで

きる。 

ただし、普通郵便等、事務所等

への到達の事実が確認できな

い方法にて届出書等を提出す

る場合であって、到達した事実

を確認する必要があるときは、

届出者が挙証責任を負うもの

とする。 

3.(4) 

以下同じ 

運輸局長 事務所長等 

6.(2) 

 

試作車・組立車審査結果通知書

（提出のあった説明書を試作

車・組立車審査結果通知書とし

たもの。以下「試作車等通知書」

という。） 

改造自動車等審査結果通知書 

6.(3) 

 

試作車・組立車改造審査結果通

知書（提出のあった説明書を試

作車・組立車改造審査結果通知

書としたもの。以下「改造通知

書」という。） 

改造自動車等審査結果通知書 

する。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

3.(4) 

以下同じ 

運輸局長 主管事務所長（沖縄事務所長含

む） 

6.(2) 試作車・組立車審査結果通知書

（提出のあった説明書を試作

車・組立車審査結果通知書とし

たもの。以下「通知書」という。） 

 

改造自動車等審査結果通知書

（提出のあった説明書を改造

自動車等審査結果通知書とし

たもの。以下「通知書」という。） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 
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7.(1) 当該運輸支局等と同一敷地内

にある事務所長等 

 

 

主管事務所長又は事務所長（支

所長を含む。） 

7.(1) 

 

試作車等通知書又は改造通知

書（写しをもって代えることが

できる。以下同じ。） 

改造自動車等審査結果通知書 

7.(2) 

 

試作車等通知書又は改造通知

書 

改造自動車等審査結果通知書 

２－１４ 並行輸入自動車 

  

２－１４－１審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の準用 

(1) 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査（法第 71条の規定による予備

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項の規定により検査証が返納された自動車の新

規検査又は予備検査を除く。以下 2-14において「新規検査等」という。）

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 3「並行輸

入自動車審査要領」により実施するものとする。 

(2) 並行輸入自動車の新規検査等の申請を行おうとする者（以下 2-14にお

いて「届出者」という。）に対しては、新規検査等に先立って新規検査等

を申請する事務所長等に対し、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審

査要領」に定めるところにより、並行輸入自動車届出書及び添付資料

（2-14 において「届出書等」という。）を提出することを求めるものと

する。 

(3)～(5)（略） 

 

 

7.(1) 当該運輸支局等と同一敷地内

にある事務所長等に対して、通

知書（写しをもって代えること

ができる。以下同じ。） 

主管事務所長又は事務所長（支

所長を含む。）に対して、通知

書 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

２－１３ 並行輸入自動車 

  

２－１３－１審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の準用 

(1) 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査（法第 71条の規定による予備

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項の規定により検査証が返納された自動車の新

規検査又は予備検査を除く。以下 2-13において「新規検査等」という。）

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 3「並行輸

入自動車審査要領」により実施するものとする。 

(2) 並行輸入自動車の新規検査等の申請を行おうとする者（以下 2-13にお

いて「届出者」という。）に対しては、新規検査等に先立って新規検査等

を申請する事務所長等に対し、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審

査要領」に定めるところにより、並行輸入自動車届出書及び添付資料

（2-13 において「届出書等」という。）を提出することを求めるものと

する。 

(3)～(5)（略） 
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２－１４－２ 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 

6.12.2.（4） 

以下同じ 

本部 本部検査部検査企画課 

第 12号様式 本部検査部検査課 本部検査部検査企画課 

 

２－１５ 破壊試験 

２－１５－１ （略） 

２－１５－２ 書面審査 

2-15-1 に掲げる技術基準等への適合性を書面により審査する場合は、次

により行うものとする。 

 ①～③（略） 

 

２－１６（略） 

 

２－１７ 軌陸車等の架装の仕様の確認 

 (1) 「自動車の用途等の区分について（依命通達）」（昭和 35年 9月 6日付

け自車第 452号。以下「用途区分通達」という。）4-1で定める特種用途

自動車のうち、同通達 4-1-1 の自動車（保線作業車に限る。）及び 4-1-2

の自動車（軌道兼用車に限る。）（以下「軌陸車等」という。）にあっては、

新規検査及び予備検査に限り、使用者が架装事業者等に発注した架装の

仕様書その他の実際に運行の用に供する際の架装状態を示す書面（以下

2-17 において「仕様書等」という。）の提示を求め、架装の仕様の確認

を行うものとする。この場合において、仕様書等の提示のないとき及び

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 

6.12.2.（4） 

以下同じ 

本部 本部検査部業務課 

第 12号様式 本部検査部検査課 本部検査部業務課 

 

２－１４ 破壊試験 

２－１４－１ （略） 

２－１４－２ 書面審査 

2-14-1に掲げる技術基準等への適合性を書面により審査する場合は、次

により行うものとする。 

 ①～③（略） 

 

２－１５（略） 

  

２－１６ 軌陸車等の架装の仕様の確認 

 (1) 「自動車の用途等の区分について（依命通達）」（昭和 35年 9月 6日付

け自車第 452号。以下「用途区分通達」という。）4-1で定める特種用途

自動車のうち、同通達 4-1-1の自動車（保線作業車に限る。）及び 4-1-2

の自動車（軌道兼用車に限る。）（以下「軌陸車等」という。）にあっては、

新規検査及び予備検査に限り、使用者が架装事業者等に発注した架装の

仕様書その他の実際に運行の用に供する際の架装状態を示す書面（以下

2-16 において「仕様書等」という。）の提示を求め、架装の仕様の確認

を行うものとする。この場合において、仕様書等の提示のないとき及び



- 14 - 

仕様書等に記載されている内容と当該自動車の装置が相違するときは、

受検者に対し検査できないため検査を中断する旨口頭で通告するものと

する。 

 (2) ～(3)（略） 

 

２－１８～２－２４（略） 

 

第３章 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証、自動車検査

証返納証明書及び軽自動車検査票の記載 

３－１～３－３－１４（略） 

３－３－１５ 備考欄 

（1）検査証等の備考欄への記載が必要な次表左欄に掲げる自動車について、

同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により検査票 2 の備考欄に記載す

る。また、その他必要な事項についても必要に応じて記載し、検査証等

に印字する。 

表 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

27.共通構造部型式指定自

動車（出荷検査証が発行

されたものであって、発

行後 11 月を経過しない

ものに限る。） 

適用する保安基準の

判定年月日（出荷検

査証発行日） 

保安基準適用年月日

平成 28 年 11 月 1 

日 

 

（2） 下表の「装置の性能等」欄に掲げる内容に関し、2-15-1ただし書の規

定により破壊試験による適合性の判断を行わず、「審査事務規程より適用

した規定」欄に掲げる規定により判断を行った場合は、検査票 2 の備考

仕様書等に記載されている内容と当該自動車の装置が相違するときは、

受検者に対し検査できないため検査を中断する旨口頭で通告するものと

する。 

 (2) ～(3)（略） 

 

２－１８～２－２４（略） 

 

第３章 自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査証、自動車検査

証返納証明書及び軽自動車検査票の記載 

３－１～３－３－１４（略） 

３－３－１５ 備考欄 

（1）検査証等の備考欄への記載が必要な次表左欄に掲げる自動車について、

同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により検査票 2 の備考欄に記載す

る。また、その他必要な事項についても必要に応じて記載し、検査証等

に印字する。 

表 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） （新設） 

 

（2） 下表の「装置の性能等」欄に掲げる内容に関し、2-14-1ただし書の規

定により破壊試験による適合性の判断を行わず、「審査事務規程より適用

した規定」欄に掲げる規定により判断を行った場合は、検査票 2 の備考
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欄に「備考欄の記載内容」欄の例により記載し、検査証等に印字するも

のとする。 

（3）～（4）（略） 

（5） 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の検査証の備考

欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を次のとおり印字す

るものとする。 

① 保安基準適合証（保安基準適合証に記載されるべき事項が電磁的方法

により登録情報処理機関に提供された場合を含む。）又は限定保安基準

適合証の提出があった自動車 

[受検種別] [検査時の点検整備実施状況] [受検形態] 

指定整備車 点検整備記録簿記載あり 指定整備工場 

指定整備車（限定保安

基準適合証の提出） 

  

(注)限定保安基準適合証の提出があった自動車については、受検種別のみ

印字する。 

② その他の自動車 

[受種別] [検査時の点検整備実状況 [受検態] 

 

 

 

 

持込検査車 

点検整備記録簿記載あり  

認証整備工場 
点検整備記録簿記載なし 

点検整備記録簿記載あり  

使用者 
点検整備記録簿記載なし 

点検整備記録簿記載あり その他（使用者以外

の者により受検が

代行された場合） 点検整備記録簿記載なし 

（6）（略） 

 

３－３―１６～３－４－４（略） 

 

欄に「備考欄の記載内容」欄の例により記載し、検査証等に印字するも

のとする。 

（3）～（4）（略） 

（5） 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の検査証の備考

欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を次のとおり印字す

るものとする。 

① 保安基準適合証又は限定保安基準適合証の提出があった自動車 

 

 

[受検種別] [検査時の点検整備実施状況] [受検形態] 

指定整備車 点検整備記録簿記載あり 指定整備工場 

指定整備車（限定保安

基準適合証の提出） 

  

(注)限定保安基準適合証の提出があった自動車については、受検種別のみ

印字する。 

② その他の自動車 

[受種別] [検査時の点検整備実状況 [受検態] 

 

 

 

 

持込検査車 

点検整備記録簿記載あり  

認証整備工場 
点検整備記録簿記載なし 

点検整備記録簿記載あり  

使用者 
点検整備記録簿記載なし 

点検整備記録簿記載あり その他（使用者以外

の者により受検が

代行された場合） 点検整備記録簿記載なし 

（6）（略） 

 

３－３―１６～３－４－４（略） 
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３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(3)、2-8(2)、2-11-5(3)、

2-11-10①、2-12-1（1）③、2-12-1（2）⑤、2-13-1(5)、2-14-1(5)、2-16、

2-17(1)、2-18及び 2-21-1 の規定に基づき、受検者に対し検査できない

ため検査を中断する旨通告した場合並びに2-2(1)⑦に規定する事項が反

復又は継続して行われ適正な検査を実施できない場合には、その理由又

は 2-3(1)に該当する番号のいずれかを検査票 1又は検査票 2の備考欄に

記載し、受検者に通知するものとする。 

この場合において、2-8(2)、2-11-5(3)、2-13-1（5）及び 2-17（1）

の規定に基づく通告の理由は、それぞれ①、②及び③の例によるものと

する。 

①～③（略） 

(2) (1)の規定による通知ができない場合であって、他の事務所等における

申請が予想されるときは、新たな検査票 2 を用い、備考欄に車両番号又

は車台番号及び検査中断の通知ができない理由を記載し、他の事務所に

通知するものとする。 

(3)（略） 

 

３－４－６ 記載事項変更等に係る通知 

2-16 の規定による確認を実施した場合には、3-4-2 から 3-4-5 までの規定

にかかわらず、その結果を受検者に通知するものとする。 

 

第４章～５章（略） 

第６章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

６－１（略） 

 

６－２ 限定検査証の交付 

３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(3)、2-8(2)、2-11-5(3)、

2-11-10①、2-12-1(5)、2-13-1(5)、2-15、2-16(1)、2-18 及び 2-21-1

の規定に基づき、受検者に対し検査できないため検査を中断する旨通告

した場合並びに2-2(1)⑦に規定する事項が反復又は継続して行われ適正

な検査を実施できない場合には、その理由又は 2-3(1)に該当する番号の

いずれかを検査票 1 又は検査票 2 の備考欄に記載し、受検者に通知する

ものとする。 

この場合において、2-8(2)、2-11-5(3)、2-12-1（5）及び 2-16（1）

の規定に基づく通告の理由は、それぞれ①、②及び③の例によるものと

する。 

①～③（略） 

(2) (1)の規定による通知ができない場合であって、他の事務所等における

申請が予想されるときは、新たな検査票 2 を用い、備考欄に車両番号又

は車台番号及び検査保留の通知ができない理由を記載し、他の事務所に

通知するものとする。 

(3)（略） 

 

３－４－６ 記載事項変更等に係る通知 

2-15 の規定による確認を実施した場合には、3-4-2 から 3-4-5 までの規定

にかかわらず、その結果を受検者に通知するものとする。 

 

第４章～５章（略） 

第６章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

６－１（略） 

 

６－２ 限定検査証の交付 
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(1) 検査の結果、不適合の通知を行ったときは、法第 71条の 2第 1項の規

定による限定検査証を交付するものとする。この場合において、限定検

査証の有効期間の起算日は、不適合の通知を行った日とする。ただし、

検査当日のうちに 2-10に規定する再入場を認める場合は、限定検査証を

交付しないことができるものとする。 

なお、当該自動車が自動車点検基準（昭和 26 年運輸省令第 70 号）別

表第 8 に該当する状態が複数ある等自動車全体の劣化・磨耗が進行して

いると認められるときはこの限りでない。 

 (2)～(3)（略） 

 

６－３～６－８（略） 

６－９ 新規検査 

６－９－１ 必要な書類 

（１）車両番号の指定を受けたことのない自動車（新車） 

①～⑩（略） 

⑪自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

（（以下「保険証明書」という。）（保険証明書に記載されるべき事項が

電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を除く。）） 

⑫～⑬（略） 

⑭ その他の書面（次の左欄に該当する自動車にあっては、それぞれ右

欄に示す書面。以下同じ。） 

自動車の別 書 面 

（略） （略） 

2-13 の改造自動車であらかじめ書

面審査を受けた自動車 

改造自動車等審査結果通知書及び改

造等審査に係る添付資料 

（略） （略） 

2-14 の並行輸入自動車であらかじ 自動車通関証明書、並行輸入自動車

(1) 検査の結果、法第 71条の 2第 1項の規定により当該自動車が保安基準

に適合しないと認めたときは、限定検査証を交付するものとする。この

場合において、限定検査証の有効期間の起算日は、検査を行った日とす

る。ただし、検査当日のうちに 2-10に規定する再入場を認める場合は、

限定検査証を交付しないことができるものとする。 

なお、当該自動車が自動車点検基準（昭和 26 年運輸省令第 70 号）別

表第 8 に該当する状態が複数ある等自動車全体の劣化・磨耗が進行して

いると認められるときはこの限りでない。 

 (2)～(3)（略） 

 

６－３～６－８（略） 

６－９ 新規検査 

６－９－１ 必要な書類 

（１）車両番号の指定を受けたことのない自動車（新車） 

①～⑩（略） 

⑪自動車損害賠償責任保険証明書又は自動車損害賠償責任共済証明書

（以下「保険証明書という」 

 

⑫～⑬（略） 

⑭ その他の書面（次の左欄に該当する自動車にあっては、それぞれ右

欄に示す書面。以下同じ。） 

自動車の別 書 面 

（略） （略） 

2-12 の改造自動車であらかじめ書

面審査を受けた自動車 

改造自動車等審査結果通知書及び改

造等審査に係る添付資料 

（略） （略） 

2-13 の並行輸入自動車であらかじ 自動車通関証明書、並行輸入自動車
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め書面審査を受けた自動車 審査に係る添付資料 

（略） （略） 

 

（２）車両番号の指定を受けたことのある自動車 

  ①～③（略） 

  ④保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合（保安基準適合

証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提

供された場合を除く。）に限る）   

⑤～⑩（略） 

⑪保険証明書（保険証明書に記載されるべき事項が電磁的方法により

登録情報処理機関に提供された場合を除く。） 

⑫～⑮（略） 

６－９－２～６－９－４（略） 

６－１０ 継続検査 

６－１０－１ 必要な書面 

①～④（略）  

⑤ 保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合（保安基準適

合証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関

に提供された場合を除く。）に限る。） 

⑥～⑦（略）  

⑧ 保険証明書（（保険証明書の提示を省略しない場合に限る。ただ

し、保安基準適合標章を交付した自動車であって、保険証明書の提

示を省略しない場合は、当該保険証明書の写。）（保険証明書に記載

されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された

場合を除く。）） 

⑨～⑫（略） 

６－１０－２～６－１０－３（略） 

め書面審査を受けた自動車 審査に係る添付資料 

（略） （略） 

 

（２）車両番号の指定を受けたことのある自動車 

  ①～③（略） 

  ④保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合に限る） 

   

 

⑤～⑩（略） 

⑪保険証明書 

 

⑫～⑮（略） 

６－９－２～６－９－４（略） 

６－１０ 継続検査 

６－１０－１ 必要な書面 

①～④（略）  

⑤ 保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合に限る。） 

 

 

⑥～⑦（略）  

⑧ 保険証明書（保険証明書の提示を省略しない場合に限る。ただし、

保安基準適合標章を交付した自動車であって、保険証明書の提示を

省略しない場合は、当該保険証明書の写） 

 

 

⑨～⑫（略） 

６－１０－２～６－１０－３（略） 
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６－１０－４ 検査証等の返付等 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果、若しくは保安基準適合証

及び検査証又は限定保安基準適合証及び限定検査証の記載内容と電子情

報処理システムから出力し、印字した検査証を照合したうえ、検査証を返

付及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、旧検査証及び限定検査証には受付日付印等を押印す

るなどにより無効の措置を構ずるものとする。 

ただし、電子情報処理システムを導入していない出張検査場において

は、検査証の有効期間を記入したときにその記入した有効期間の末尾に事

務所名小印を押印することにより検査証を返付できるものとする。 

また、検査標章を交付する場合には、予め一括して出力しておき、これ

を検査証を返付する際に同時に交付するものとする 

なお、保安基準適合証及び保険証明書に記載されるべき事項が電磁的方

法により登録情報処理機関に提供された場合においては、事務所等に記載

されるべき事項の照会を行い処理することとする。 

 

６－１１ 構造等変更検査 

６－１１－１ 必要な書面 

①～⑥（略）  

⑦ 保険証明書（予備検査証の交付を受けている場合及び保険証明書

に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関に提

出された場合を除く。） 

⑧～⑪（略） 

６－１１－２～６－１１－４（略） 

６－１２ 臨時検査 

６－１２－１ 必要な書面 

①～④（略） 

６－１０－４ 検査証等の返付等 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果、若しくは保安基準適合証

及び検査証又は限定保安基準適合証及び限定検査証の記載内容と電子情

報処理システムから出力し、印字した検査証を照合したうえ、検査証を返

付及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、旧検査証及び限定検査証には受付日付印等を押印す

るなどにより無効の措置を構ずるものとする。 

ただし、電子情報処理システムを導入していない出張検査場において

は、検査証の有効期間を記入したときにその記入した有効期間の末尾に事

務所名小印を押印することにより検査証を返付できるものとする。 

また、検査標章を交付する場合には、予め一括して出力しておき、これ

を検査証を返付する際に同時に交付するものとする 

 

 

 

 

６－１１ 構造等変更検査 

６－１１－１ 必要な書面 

①～⑥（略）  

⑦ 保険証明書（予備検査証の交付を受けている場合を除く。） 

 

 

⑧～⑪（略） 

６－１１－２～６－１１－４（略） 

６－１２ 臨時検査 

６－１２－１ 必要な書面 

①～④（略） 
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⑤ 保険証明書（保険証明書に記載されるべき事項が電磁的方法によ

り登録情報処理機関に提出された場合を除く。） 

⑥～⑦（略）  

６－１２－２（略） 

 

６－１３ 予備検査 

６－１３－１ 必要な書面 

(1)（略）  

(2) 車両番号の指定を受けたことのある自動車 

①～③（略）  

④ 保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合（保安基準適

合証に記載されるべき事項が電磁的方法により登録情報処理機関

に提供された場合を除く。）に限る。） 

⑤～⑪（略）  

６－１３－２～６－１３－４（略） 

６－１４ 予備検査証に基づく検査証の交付 

６－１４－１ 必要な書面 

①～⑤（略） 

⑥ 保険証明書（保険証明書に記載されるべき事項が電磁的方法によ

り登録情報処理機関に提供された場合を除く。） 

⑦～⑨（略）  

６－１４－２～６－２５－４（略） 

 

第７章～９章（略） 

 

以下（略） 

 

⑤ 保険証明書 

 

⑥～⑦（略） 

６－１２－２（略） 

 

６－１３ 予備検査 

６－１３－１ 必要な書面 

(1)（略）  

(2) 車両番号の指定を受けたことのある自動車 

①～③（略）  

④ 保安基準適合証（保安基準適合証の提出がある場合に限る。） 

 

 

⑤～⑪（略）  

６－１３－２～６－１３－４（略） 

６－１４ 予備検査証に基づく検査証の交付 

６－１４－１ 必要な書面 

①～⑤（略） 

⑥ 保険証明書 

 

⑦～⑨（略）  

６－１４－２～６－２５－４（略） 

 

第７章～９章（略） 

 

以下（略） 
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附 則〔平成 29年 3月 28日協会規程第 31号〕 

この規程は、平成 29 年 4月１日から施行する。 

 ただし、２－１１－１２及び２－１２の改正規定は、平成２９年５月１日  

から施行することとし、平成２９年９月３０日までの間は改正後の２－１１

－１２及び２－１２の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

 

 

別表１（検査の実施の方法）（２－７関係） 

検査の種別 検査の実施の方法 

新規検査又

は予備検査 

1～6（略）   

7 完成検査終了証又は出荷検査証の提出がある検査 

型式指定自動車及び共通構造部型式指定自動車は、次に

掲げる全ての要件を満足するものについては、2、3（共通

構造部型式指定自動車は（9）を除く。）及び 4（(5)及び(6)

に限る。）の検査を提出書面の検査に代えることができる。 

ただし、提出のあった書面又は当該自動車の構造・装置

の内容に疑義が生じ、検査を代えることが妥当ではないと

判断する場合はこの限りではない。 

（1）型式指定自動車 

① 完成検査終了証（発行後 9 月を経過しないものに限

る。）があるもの 

② 改造自動車に該当しないもの 

③ 審査事務規程別添 2「新規検査等提出書面審査要領」 

3.に掲げる事前届出対象自動車に該当しないもの 

④ 当該自動車に係る構造・装置について変更がないもの

（諸元表等に記載される事項に変更のない軽微な装置

の追加又は変更であるものについてはこれに該当す

 

 

 

 

 

 

 

別表１（検査の実施の方法）（２－７関係） 

検査の種別 検査の実施の方法 

新規検査及

び予備検査 

1 

7 完成検査終了証の提出がある検査 

完成検査終了証（完成検査終了証に記載されるべき事項

が電磁的方法により登録情報処理機関に提供された場合を

含む。）の提出がある自動車については、当該完成検査終了

証を検査することにより検査するものとする。 
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る） 

⑤ 届出者又は諸元確認者が保有する前照灯試験機によ

り前照灯の明るさ及び主光軸の向きに関する基準適合

性の確認がなされた自動車であり、かつ、審査事務規

程別添 2「新規検査等提出書面審査要領」4.1.新規検査

等届出書（第 1 号様式（その 1））により適合している

旨が確認できるもの（被牽引自動車を除く。） 

(2) 共通構造部型式指定自動車 

① 出荷検査証（発行後 11 月を経過しないものに限る。）

があり、かつ、共通構造部（多仕様自動車）型式指定

実施要領第 3 号様式の出荷検査証であって、備考欄に

「当該型式で認証を受けていない仕様に変更有」と記

載されていないもの又は「排出ガス検査終了証」の備

考欄を利用した出荷検査証であって、当該備考欄に「型

式指定番号 ※2」と記載されていないもの 

② 型式指定を受けた自動車から構造・装置（乗車定員（乗

車定員を減らすものに限る。）、突入防止装置、物品積

載装置並びに運転台以外に装着される灯火装置、反射

器及び指示装置を除く。）に変更がないもの 

③ 届出者又は諸元確認者が保有する前照灯試験機によ

り前照灯の明るさ及び主光軸の向きに関する基準適合

性の確認がなされた自動車であり、かつ、審査事務規

程別添 2「新規検査等提出書面審査要領」4.1 新規検査

等届出書（第 1 号様式（その 1））により適合している

旨が確認できるもの（被牽引自動車を除く。） 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 検査証返納証明書の提出若しくは提示及び保安基準適合

証の提出がある検査 
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（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

継続検査 

検査の実施の方法 

1～4（略） 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査証返納証明書の提出若しくは提示及び保安基準適合

証の提出がある自動車については、検査証返納証明書及び

保安基準適合証を審査することにより検査するものとす

る。 

9 限定検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自動車

の検査 

有効な限定検査証及び限定保安基準適合証の提出がある

自動車については、当該限定検査証及び限定保安基準適合

証を審査することにより検査するものとする。 

 

 

 

 

継続検査 

検査の実施の方法 

1～4（略） 

5 保安基準適合証の提出がある検査 

保安基準適合証の提出がある自動車については、当該保安

基準適合証を審査することにより検査するものとする。 

6 限定検査証及び限定保安基準適合証の提出がある検査 

有効な限定検査証及び限定保安基準適合証の提出がある自

動車については、当該限定検査証及び限定保安基準適合証

を審査することにより検査するものとする。 
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別表 2  

  

 

 

 

様式１～８（略） 

 

 

 

 

 

 

別表 2  

  

 

 

 

様式１～８（略） 
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様式９ 

 

様式 10～12（略） 

様式９ 

 

様式 10～12（略） 

 


