
 
 

 
 
 
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．改正理由 

今般、「独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規程」の一部改正（第１３次改正）

が行われたことから、軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正を行う必要がある。 

 

２．主な改正概要 

○ 道路運送車両法施行規則の一部改正に伴い、自動車の種類（指定自動車等、試

作車、組立車、並行輸入車）に応じた書面等による検査の実施方法、提出又は提

示する書面を明確化する。 

（２－７、２－１１関係） 

○ 受検車両と書面の同一性の確認方法について、自動車の種類に応じた確認方法

を明確化する。 

（２－８関係） 

○ 新規検査等の提出書面審査について、審査事務規程別添２の構成の見直しに伴

う改正を行う。 

（２－１２関係） 

  ○ 検査票等の記載方法のうち、原動機の型式欄の記載方法を追加する。 

（３－３－１関係） 

○ 並行輸入自動車の区分について、「指定自動車と同一」、「指定自動車と類似」、

「不明」と区分していたが、「指定自動車等と関連」と「不明」の 2種類に変更

するとともに、届出様式の一部を変更する。 

（２－２３、２－２４関係） 

○その他所要の改正を行う 

 ●審査事務規程８章の構成の見直しに伴う改正 （３－３－９、３－３－１１関係） 

  ●新規検査等の実施方法のうち、装置に関する検査について、速度表示灯の表示の

検査項目の削除                      （別表１関係） 

  

３．施行日 

平成２９年１１月８日から施行する。 

 

 

 

 

 

平成 29 年 11 月 8 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章総則 

 

２－１－～１－６（略） 

 

２－７ 検査の実施方法 

(1) 検査は、別表 1「検査の実施の方法」に定めるところにより、第 4 章及

び第 5 章に規定する項目について実施する。この場合において、書面等によ

り審査を行う項目については、受検者に対し必要な書面の提出又は提示を求

め審査するものとする。 

(削除)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2）第 4 章における書面等による審査は、次に掲げる自動車の種類に応じ

目 次 （略） 

第１章総則（略） 

 

２－１－～１－６（略） 

 

２－７ 検査の実施方法 

(1) 検査は、別表 1「検査の実施の方法」に定めるところにより、第 4 章及

び第 5 章に規定する項目について実施する。この場合において、書面等によ

り審査を行う項目については、受検者に対し必要な書面の提出又は提示を求

め審査するものとする。 

(2) 第４章における書面等による審査は、別に定める場合を除き、次の書面

により行うものとする。 

① 当該自動車又は当該装置の試験成績書（写しをもって代えることができ

る。） 

② 同一構造を有する自動車の試験成績書（写しをもって代えることができ

る。） 

③ 自動車製作者が発行した適合証明書 

④ 協定規則に基づく認定証（写しをもって代えることができる。） 

⑤ 当該自動車と変更前の自動車の比較による適合説明書 

⑥ 当該自動車と他の自動車の比較による適合説明書 

⑦ 計算による適合説明書 

⑧ 基準適合性について判断できるその他適切な書面 

 

(新設) 
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て、それぞれに定めるとおり取扱うものとする。（施行規則第 36 条第 5 項、

第 6 項、第 12 項、第 37 条の 2 第 1 項、第 37 条の 2 の 2 第 3 項及び第

42 条第 1 項並びに「道路運送車両法施行規則第三十六条第十二項等に基づ

き国土交通大臣が指定する自動車及び基準」（平成 19 年国土交通省告示第

857 号）関係） 

① 指定自動車等 

ア 新規検査又は予備検査（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を除く。）に係る審査を行う場合には、

2-11及び 2-12 の規定によるものとする。 

イ ア以外の検査に係る審査を行う場合であって、自動車又はその部品の

改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為により構造、

装置又は性能に係る変更が行われていると認められる場合には、当該

変更に係る部分に適用される技術基準等に対し、2-11 に規定する書面

の提出又は提示を求め審査するものとする。 

② 試作車又は組立車 

（「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）記 2．(2)の試作車（以下「試作車」という。））又は(3）の組立

車（以下「組立車」という。）) 

ア 新規検査又は予備検査（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を除く。）に係る審査を行う場合には、

2-11-2（6）の規定によるものとする。 

 

イ ア以外の検査に係る審査を行う場合であって、自動車又はその部品の
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改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為により構造、

装置又は性能に係る変更が行われていると認められる場合には、当該

変更に係る部分に適用される技術基準等に対し、2-11に規定する書面

の提出又は提示を求め審査するものとする。 

③ 並行輸入自動車 

ア 新規検査又は予備検査（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を除く。）に係る審査を行う場合には、

2-11 及び 2-14 の規定によるものとする。 

イ ア以外の検査に係る審査を行う場合であって、自動車又はその部品の

改造、装置の取付け又は取外しその他これらに類する行為により構造、

装置又は性能に係る変更が行われていると認められる場合には、当該

変更に係る部分に適用される技術基準等に対し、2-11 に規定する書面

の提出又は提示を求め審査するものとする。 

 

(3) (1)において、視認等による方法で判定することが困難な場合は、当該自

動車にかかる点検整備記録簿又は分解整備記録簿の提示を求め、当該記録簿

の記載事項を検討する等の方法により確認するものとする。 

 

(4) ～(9)（略） 

 

２－８ 受検車両と書面の同一性確認 

(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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) (1)において、別表 1「検査の実施の方法」に定める視認等の方法で判定

することが困難な場合は、当該自動車にかかる点検整備記録簿又は分解整備

記録簿の提示を求め、当該記録簿の記載事項を検討する等の方法により確認

するものとする。 

(4) ～(9)（略） 

 

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。 
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なお、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 （この項において「検査票１、２」という。）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 新規検査又は予備検査（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

自動車の新規検査又は予備検査を除く。）の場合 

ア 指定自動車等 

完成検査終了証、出荷検査証、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及び検査票１、2 

イ 並行輸入自動車 

自動車通関証明書、輸入申告書又は打刻届出書及び検査票１、2 

ウ 試作車又は組立車 

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。）及び検査票 1、2 

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 
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② 新規検査又は予備検査（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

自動車の新規検査又は予備検査に限る。）の場合 

登録識別情報等通知書、返納証明書（交付を受けているものに限る。）

又は限定検査証及び検査票１、2 

③ 構造等変更検査の場合 

法第 58 条の規定により交付された自動車検査証（以下「検査証」

という。）及び検査票１、2 

④ 継続検査の場合 

検査証又は限定検査証及び検査票 1 

 

(2) 検査において、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、（1）の書面に記載されている車台番号及び原動機の型式と相違

する場合又は相違するおそれがある場合には、受検者に対し検査できな

いため検査を中断する旨口頭で通告するものとする。 

 

 

 

(3) 検査コース移動後の入場時及び 2－10 に規定する再入場時には、その

都度提示のあった自動車に打刻されている車台番号について、検査票 1 

に記載されている車台番号と同一であることを確認するものとする。 

 

 

 

 

 

② 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の新規検査及び

予備検査の場合には、登録識別情報等通知書若しくは返納証明書（交

付を受けているものに限る。）及び限定検査証並びに検査票１及び検査

票 2 

 

③ 構造等変更検査の場合には、法第 58 条の規定により交付された自動

車検査証（以下「検査証」という。）又は自動車予備検査証（以下「予

備検査証」という。）並びに検査票１及び検査票 2 

④ 継続検査の場合には、検査証又は限定検査証及び検査票 1 

 

 

(2) (1)に規定する確認において、当該自動車に打刻又は表示がされている

車台番号又はシリアル番号若しくは製造番号及び原動機の型式につい

て、確認書面（検査票 1 及び検査票 2 を除く。）に記載されている車台

番号又はシリアル番号若しくは製造番号及び原動機の型式と相違する場

合又は相違するおそれがある場合には、受検者に対し検査できないため

検査を中断する旨口頭で通告するものとする。 

 

(3) 2－10 に規定する再入場の場合には、その都度提示のあった自動車に

打刻されている車台番号が検査票1 に記載されている車台番号と同一で

あることを確認するものとする。 

ただし、(1)に規定する並行輸入自動車、試作車及び組立車であって車

台番号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。 
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（4）並行輸入自動車、試作車又は組立車であって車台番号が特定されていな

いものについては、（1）から（3）において、「打刻されている車台番号」

を「表示されているシリアル番号又は製造番号」に、「記載されている車

台番号」を「記載されているシリアル番号又は製造番号」に読み替える

ものとする。 

 

２－９～２－１０（略） 

 

２－１１ 検査における書面の提出又は提示 

 

２－１１－１ 保安基準への適合性を証する書面 

(1)技術基準への適合性を証する書面 

次のいずれかの書面とする。 

① 当該自動車又は当該装置の試験成績書（写しをもって代えることがで

きる。） 

② 同一構造を有する自動車の試験成績書（写しをもって代えることがで

きる。） 

③ 自動車製作者が発行した適合証明書 

④ 協定規則に基づく認定証（写しをもって代えることができる。） 

⑤ 当該自動車と変更前の自動車の比較による適合説明書 

⑥ 当該自動車と他の自動車の比較による適合説明書 

⑦ 計算による適合説明書 

⑧ 基準適合性について判断できるその他適切な書面 

 

(2)自主防犯活動用自動車の証明書 

① 自主防犯活動用自動車の証明書の提示があった自動車（検査証備考欄

に自主防犯活動に使用する自動車である旨の記載のあるものを除く。）

(新設) 

 

 

 

 

 

２－９～２－１０（略） 

 

２－１１ 検査における書面の提示等 

 

(新設) 

(新設) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設) 
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について、新規検査又は構造等変更検査を行う場合には、当該証明書

により自主防犯活動用自動車であることの確認を行うものとする。 

② 青色防犯灯を備えた自主防犯活動用自動車について、継続検査を行う

場合には、当該自動車の検査証備考欄の記載事項により自主防犯活動

用自動車であることの確認を行うものとする。 

この場合において、自主防犯活動用自動車であって、保安基準第 55 

条の規定により青色防犯灯に係る基準緩和の認定を受け、検査証備考

欄にその旨の記載があるものは、3-3-15（1）20 の記載があるものと

して取扱う。 

 

(3)タンク証明書 

爆発性液体を運送するタンク自動車にあっては、そのタンクについて

消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第 11 条第 5 項の市町村長等の行う

完成検査に合格したことを証する書面（以下「タンク証明書」という。）

を参考として検査するものとする。 

 

２－１１－２ 検査に必要な書面 

(1) 返納証明書等 

 (略) 

 

(2) 完成検査終了証 

 ① 法第 75 条第 1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動

車であって完成検査終了証が発行されてから9 月を経過した自動車に

ついては、期間が満了した完成検査終了証を確認のうえ、諸元表を参

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(新設)  

 

 

 

 

 

(新設) 

２－１１－１ 返納証明書等 

(略) 

 

２－１１－２ 完成検査終了証 

(1) 法第 75 条第 1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車

であって完成検査終了証が発行されてから9 月を経過した自動車につい

ては、期間が満了した完成検査終了証を確認のうえ、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
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るものとして取扱う。 

② ①の場合において、法第 59 条第 4 項又は施行規則第 42 条第 2 項の

規定により、完成検査終了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、完成検査終了証の提出に替えるとき

は、完成検査終了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。 

 

(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。 

   ア～イ（略） 

 

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。 

 

(4) 新型届出資料 

して取扱う。 

(2)  (1)の場合において、法第 59 条第 4 項又は施行規則第 42 条第 2 項の

規定により、完成検査終了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、完成検査終了証の提出に替えるときは、完

成検査終了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。 

 

２－１１－３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。 

①～② (略) 

 

（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 新型届出資料 
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① 新型届出自動車の新規検査及び予備検査は、諸元表を参考として検査

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 提示された自動車に適用される技術基準等のうち、技術基準等に係る

部位について、当該自動車の構造・装置と技術基準等に適合している

新型届出自動車（諸元表に記載されている新型届出年月日（変更届出

年月日）が、当該新型届出自動車に適用される技術基準等の適用年月

日以降のものをいう。）の構造・装置が同一である場合には、当該技術

基準等に適合しているものとして取扱うものとする。 

 

(5) 輸入自動車特別取扱届出済書 

① 輸入自動車特別取扱制度による輸入自動車特別取扱届出済書等の資

料の提出があった自動車の新規検査及び予備検査は、提示された自動車

と輸入自動車特別取扱届出済書に記載されている型式の自動車との同一

性を確認のうえ、諸元表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 提示された自動車に適用される技術基準等のうち、技術基準等に係る

部位について、当該自動車の構造・装置と技術基準等に適合している輸

入自動車特別取扱自動車（輸入自動車特別取扱届出済書又は諸元表に記

載されている届出年月日（変更届出年月日）が、当該輸入自動車特別取

扱自動車に適用される技術基準等の適用年月日以降のものをいう。）の構

造・装置が同一である場合には、当該技術基準等に適合しているものと

して取扱うものとする。 

（1）新型届出自動車の新規検査及び予備検査は、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。 

（2）提示された自動車に適用される技術基準等のうち、技術基準等に係る

部位について、当該自動車の構造・装置と技術基準等に適合している新

型届出自動車（諸元表等に記載されている新型届出年月日（変更届出年

月日）が、当該新型届出自動車に適用される技術基準等の適用年月日以

降のものをいう。）の構造・装置が同一である場合には、当該技術基準等

に適合しているものとして取扱うものとする。 

 

２－１１－５ 輸入自動車特別取扱届出済書 

(1) 輸入自動車特別取扱制度による輸入自動車特別取扱届出済書等の資料

の提出があった自動車の新規検査及び予備検査は、提示された自動車と

輸入自動車特別取扱届出済書に記載されている型式の自動車との同一性

を確認のうえ、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。 

(2) 提示された自動車に適用される技術基準等のうち、技術基準等に係る

部位について、当該自動車の構造・装置と技術基準等に適合している輸

入自動車特別取扱自動車（輸入自動車特別取扱届出済書又は諸元表等に

記載されている届出年月日（変更届出年月日）が、当該輸入自動車特別

取扱自動車に適用される技術基準等の適用年月日以降のものをいう。）の

構造・装置が同一である場合には、当該技術基準等に適合しているもの

として取扱うものとする。 
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③ 輸入自動車特別取扱届出済書について、表面の内容に疑義が生じた場

合には本部に確認するものとし、裏面の内容は次の点に注意すること。 

ア 「取扱要領第 9 第 2 項の確認結果」欄 

当該自動車の構造・装置の仕様（自動車製作者が製作工場から出荷

した状態をいい、検査コースに持ち込まれた状態ではない。）と諸元表

に記載されている仕様に相違があるときには、記載及び押印されてい

ること。 

イ  (略) 

 

(6) 試作車及び組立車の審査結果通知書 

① ～③ （略） 

 

(7)基準緩和認定書 (略) 

 

(削除) 

 

 

 

 

 

(削除) 

 

(8)試験自動車の認定書等  

(略) 

 

(削除) 

 

（3）輸入自動車特別取扱届出済書について、表面の内容に疑義が生じた場

合には本部に確認するものとし、裏面の内容は次の点に注意すること。 

① 「取扱要領第 9 第 2 項の確認結果」欄 

当該自動車の構造・装置の仕様（自動車製作者が製作工場から出荷

した状態をいい、検査コースに持ち込まれた状態ではない。）と諸元表

等に記載されている仕様に相違があるときには、記載及び押印されて

いること。 

②  (略) 

 

２－１１－６ 試作車及び組立車の審査結果通知書 

(1) ～(3) （略） 

 

２－１１－７ 基準緩和認定書 (略) 

 

２－１１－８ タンク証明書 

爆発性液体を運送するタンク自動車にあっては、そのタンクについて消防法

（昭和 23 年法律第 186 号）第 11 条第 5 項の市町村長等の行う完成検査に

合格したことを証する書面（以下「タンク証明書」という。）を参考として検

査するものとする。 

 

２－１１－９ 欠番 

 

２－１１－１０ 試験自動車の認定書等  

(略) 

 

２－１１－１１ 自主防犯活動用自動車の証明書 

(1) 自主防犯活動用自動車の証明書の提示があった自動車（検査証備考欄に
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(削除)  

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１２ 新規検査等の提出書面審査 

 

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)当日 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 条の規定による自動車予備検査証（以下「予備検査証」 と

いう。）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

自主防犯活動に使用する自動車である旨の記載のあるものを除く。）につい

て、新規検査又は構造等変更検査を行う場合には、当該証明書により自主防

犯活動用自動車であることの確認を行うものとする。 

(2) 青色防犯灯を備えた自主防犯活動用自動車について、継続検査を行う場

合には、当該自動車の検査証備考欄の記載事項により自主防犯活動用自動車

であることの確認を行うものとする。 

この場合において、自主防犯活動用自動車であって、保安基準第 55 条の規

定により青色防犯灯に係る基準緩和の認定を受け、検査証備考欄にその旨の

記載があるものは、3-3-15（1）20 の記載があるものとして取扱う。 

 

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 

 

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
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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」附則１によ

り実施するものとする。 

② 指定自動車等（事前届出対象自動車を除く。）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」附則１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 (略) 

(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」4.（1）又は（2）の自動車に限る。）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 「新規

検査等提出書面審査要領」附則 2により実施するものとする。 

 

 

 

 

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 「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、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」 4.（2）の自動車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

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 (略) 

(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。 

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



- 13 - 

る旨の申告があった場合には、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。 

 

④～⑤ (略) 

 

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（3.③及び 3.④を除

く。）、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。 

 

新規検査等提出書面要領 中欄 右欄 

2. 

4. 

附則１ 4.1.（10） 

附則１ 4.12.（2） 

本則 審査事務規程 

4. 

以下同じ 

改造自動車審査結果通知書

等  

改造自動車等審査結果通知

書  

附則１ 3.1. 本則4-13-1（2）  規程2-12-1（1）②  

（削除） （削除） （削除） 

 
附則１ 3.1.（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  

附則１ 3.2.(1) 

（以下、附則１において同

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、分室長を含む。）  

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。 

④～⑤ (略)  

 

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。 

 

新規検査等提出書面要領 中欄 右欄 

(新設) 

 

 

 

(新設) (新設) 

(新設) 

 

(新設) (新設) 

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。）  
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じ。） 

附則１ 4.1.(4) 

附則２ 4.1.(2)② 

附則２ 7.1.(9)① 

関東技審  東京事審  

附則１ 4.2.(5) 

以下同じ 

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  

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 

附則１ 5.  

以下同じ  

現車審査  現車検査  

附則１ 4.10.(3) 本則4-12-1(1) 規程2-11-1(1) 

附則１ 5.(1)   

以下同じ  

本則4-7  規程2-7  

附則１ 5.(2)  

以下同じ 

自動車機構検査部長  本部検査部長  

附則１ 6. 事務所等 主管事務所又は事務所（支

所、分室を含む。）  

（削除） （削除） （削除） 

 

 
附則２ 3.1. 本則4-13-2(4) 規程2-12-1(2)② 

 

附則２ 3.2.(1) 

（以下、附則２において同

じ。） 

運輸支局等と同一敷地内に

ある事務所等  

主管事務所又は事務所（支

所を含む。）  

附則２ 3.2.（2）  地方検査部 各主管事務所又は沖縄事務

 

(新設) 

 

 

(新設) (新設) 

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  

(新設) (新設) (新設) 
6. （1）  

以下同じ  

本則4-7  規程2-7  

(新設) 

 

(新設) (新設) 

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  

附則1  

4.1.  

本則4-13-2（3）  規程2-12-1（2）②  

(新設) 

 

 

(新設) (新設) 

附則1  地方検査部  各主管事務所又は沖縄事務
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以下同じ  

 

所  

附則２ 3.2.（4）  

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２ 4.1.(2)  

附則２ 4.3.(3) 

附則２ 8.2. 

附則２ 10.1. 

登録  記載 

（削除） （削除） （削除） 

 

 

 

 
附則２ 4.1.(2)② 検査部記号 主管事務所及び沖縄事務所

記号 

（削除） （削除） （削除） 

 
附則２ 4.1.(2)② 関東検査部の場合  東京主管事務所の場合  

附則２ 4.1.(2)② 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  

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  

4.2.（2）  

以下同じ  

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。）  

(新設) 

 

 

 

(新設) (新設) 

附則1  

5.1.(2)  

5.3.（3）  

9.2.  

11.1.  

登録  記載  

(新設) 

 

(新設) (新設) 

附則1  

5.3.（1）  

本則4-13-2（4）  規程2-12-1（2）③  

(新設) (新設) (新設) 
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  

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  
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九州検査部 九州技審  

沖縄事務所 沖縄技審  

福岡主管事務所 福岡事審  

沖縄事務所 沖縄事審  

（削除） （削除） （削除） 
（削除） （削除） （削除） 
（削除） （削除） （削除） 

 
附則２ 4.3. 本則4-13-2（5） 規程2-12-1(2)③ 

附則２ 7.10.(3) 本則4-12-1（1） 規程2-11-1(1) 

第１号様式（その1）（別添

2の5.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  

第８号様式（別添2の5.関

係） 

以下同じ 

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  

第９号様式（別添2の5関係） 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 

 

２－１３（略） 

２－１４ 並行輸入自動車 

２－１４－１ 

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 

（略） （略） （略） 

九州検査部 九州技審  

沖縄事務所 沖縄技審  

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  

附則1  

9.4.（2）  

自動車機構検査部長  本部検査部長  

(新設) (新設) (新設) 
(新設) (新設) (新設) 
(新設) 

 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

附則1  

第７号様式（附則1） 

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  

(新設) 

 

(新設) 

 

(新設) 

 

 

２－１３（略） 

２－１４ 並行輸入自動車 

２－１４－１ 

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 

（略） （略） （略） 
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6.2.4.（2） 本則 5-3-9 規程 3-3-8 

（略） （略） （略） 

 

２－１５～２－１６（略） 

２－１７ 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査 

 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた四輪以上の指定自動車等（諸元表において許容限度

が不明なものに限る。）であって架装等により車両重量が増加したものの審査

については、第 4章によるほか、次により取扱うことができる。 

（1）次に該当する場合には、それぞれの技術基準等に係る書面等による 

審査を省略することができる。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基準

等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する技術

基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら

に類する行為による制動装置の変更がなく、受検車両の諸元表に記載

された類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受検

車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①から

⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）に規

定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代え

て適用する技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら

に類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の変更がなく、

受検車両の諸元表に記載された類別区分番号に対応する車両重量に

1.1 を乗じた値が、受検車両の車両重量と同一又は大きいもの 

6.2.4.（2） 本則 5-3-8 規程 3-3-8 

（略） （略） （略） 

 

２－１５～２－１６（略） 

２－１７ 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の審査 

 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた四輪以上の指定自動車等（諸元表等において許容限

度が不明なものに限る。）であって架装等により車両重量が増加したものの審

査については、第 4章によるほか、次により取扱うことができる。 

（1）次に該当する場合には、それぞれの技術基準等に係る書面等による 

審査を省略することができる。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基準

等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する技術

基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら

に類する行為による制動装置の変更がなく、受検車両の諸元表等に記

載された類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受

検車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①から

⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）に規

定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代え

て適用する技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これら

に類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の変更がなく、

受検車両の諸元表等に記載された類別区分番号に対応する車両重量に

1.1 を乗じた値が、受検車両の車両重量と同一又は大きいもの 
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（2）それぞれの技術基準等に係る書面等による審査にあたり、提出された

書面により次に該当することが確認できる場合には、当該技術基準等に

適合するものとする。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基

準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する

技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これ

らに類する行為による制動装置の変更がなく、アからウまでのいず

れかに該当するもの 

ア 制動装置について同一構造を有する自動車の諸元表に記載され

た類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受検

車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

イ 特種用途自動車、緊急自動車又は道路維持作業用自動車であっ

て、（ｱ）から（ｴ）までのいずれかを満たすもの 

 

（ｱ）6.43(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｲ）70(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表に記載された車両総重量(kg)
 

（ｳ）5.0(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｴ）36.72(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表に記載された車両総重量(kg)
 

注 1 「平均飽和減速度」「制動停止距離」「諸元表等

に記載された車両総重量」は、受検車両の諸元表

等に記載された類別区分番号に対応する数値を用

 

（2）それぞれの技術基準等に係る書面等による審査にあたり、提出された

書面により次に該当することが確認できる場合には、当該技術基準等に

適合するものとする。 

① 審査事務規程 7-16-2-3（1）又は 7-15-2-3（2）に規定する技術基

準等若しくは「従前規定の適用」においてこれらに代えて適用する

技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他これ

らに類する行為による制動装置の変更がなく、アからウまでのいず

れかに該当するもの 

ア 制動装置について同一構造を有する自動車の諸元表等に記載さ

れた類別区分番号に対応する車両総重量に 1.1 を乗じた値が、受

検車両の車両総重量と同一又は大きいもの 

イ 特種用途自動車、緊急自動車又は道路維持作業用自動車であっ

て、（ｱ）から（ｴ）までのいずれかを満たすもの 

 

（ｱ）6.43(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表等に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｲ）70(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表等に記載された車両総重量(kg)
 

（ｳ）5.0(m/s2) ≦平均飽和減速度(m/s2) ×
諸元表等に記載された車両総重量(kg)

受検車両の車両総重量(kg)
 

（ｴ）36.72(m) ≧制動停止距離(m) ×
受検車両の車両総重量(kg)

諸元表等に記載された車両総重量(kg)
 

注 1 「平均飽和減速度」「制動停止距離」「諸元表等

に記載された車両総重量」は、受検車両の諸元表

等に記載された類別区分番号に対応する数値を用
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いること。 

注 2 霊柩車の場合には、「受検車両の車両総重量」に

100kgを加算して計算すること。 

注 3 （ｱ）及び（ｲ）の計算式は、諸元表に記載され

た制動初速度が 100km/hの自動車に適用する。 

注 4 （ｳ）及び（ｴ）の計算式は、諸元表に記載され

た制動初速度が 60km/hの自動車に適用する。 

ウ UN R13H-01 附則 3 又は UN R13-11 附則 4 の「タイプ O 試験（原

動機切り離し）［常温時制動試験］の積載状態」及び「タイプⅠ試

験［フェード試験］」の基準に適合することが、（ｱ）又は（ｲ）に

より確認できるもの（試験成績書中の試験時重量が、受検車両の

車両総重量と同一又は重いものに限る。） 

（ｱ）当該自動車の試験成績書（写しをもって代えることができる。） 

（ｲ）制動装置について同一構造を有する自動車の試験成績書（写し

をもって代えることができる。） 

 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①か

ら⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）

に規定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれら

に代えて適用する技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他

これらに類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の

変更がなく、アに該当するもの 

ア それぞれの技術基準等に係る部位について同一構造を有

する自動車の諸元表に記載された類別区分番号に対応する

車両重量に 1.1 を乗じた値が、受検車両の車両重量と同一

又は大きいもの 

いること。 

注 2 霊柩車の場合には、「受検車両の車両総重量」に

100kgを加算して計算すること。 

注 3 （ｱ）及び（ｲ）の計算式は、諸元表等に記載さ

れた制動初速度が 100km/hの自動車に適用する。 

注 4 （ｳ）及び（ｴ）の計算式は、諸元表等に記載さ

れた制動初速度が 60km/hの自動車に適用する。 

ウ UN R13H-01 附則 3 又は UN R13-11 附則 4 の「タイプ O 試験（原

動機切り離し）［常温時制動試験］の積載状態」及び「タイプⅠ試

験［フェード試験］」の基準に適合することが、（ｱ）又は（ｲ）に

より確認できるもの（試験成績書中の試験時重量が、受検車両の

車両総重量と同一又は重いものに限る。） 

（ｱ）当該自動車の試験成績書（写しをもって代えることができる。） 

（ｲ）制動装置について同一構造を有する自動車の試験成績書（写し

をもって代えることができる。） 

 

② 審査事務規程 7-22-1-2（3）、7-24-1-2（2）、7-25-1-2（2）①か

ら⑤まで、7-27-1（1）、7-28-1（1）、7-29-1（1）及び 7-30-1（1）

に規定する技術基準等若しくは「従前規定の適用」においてこれら

に代えて適用する技術基準等 

自動車又はその部品の改造、装置の取付け又は取外しその他

これらに類する行為によるそれぞれの技術基準等に係る部位の

変更がなく、アに該当するもの 

ア それぞれの技術基準等に係る部位について同一構造を有

する自動車の諸元表等に記載された類別区分番号に対応す

る車両重量に 1.1 を乗じた値が、受検車両の車両重量と同

一又は大きいもの 
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２－１８～２－２１（略） 

２－２２ 画像の取得及び保存 

２－２２－１(略) 

２－２２－２ 改造部位等の画像の取得 

(1) 2-22-1 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)（略） 

 

２－２３ 特種用途自動車の検査 

新規検査、予備検査又は構造等変更検査に係る特種用途自動車の検査にあ

っては、用途区分通達及び「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」

の細部取扱いについて」（平成 13 年 4月 6日付け国自技第 50号。以下「用途

区分細部取扱い通達」という。）によるほか、次により取扱うものとする。 

① 型式を「不明」とする並行輸入自動車又は型式が「不明」の自動車で

あって、当該自動車に装備されている特種用途の設備を除いた状態にお

いて用途区分通達における乗用自動車等に分類されるものについては、

用途区分通達 4-1（3）①における「型式認証等を受けた自動車の用途が

乗用自動車」とみなすものとし、同項中の「車体の形状」の判断につい

ては、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」6.2.4.を準用す

るものとする。 

 ② (略) 

 

２－２４貨物自動車の検査 

 

２－１８～２－２１（略） 

２－２２ 画像の取得及び保存 

２－２２－１(略) 

２－２２－２ 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)（略） 

 

２－２３ 特種用途自動車の検査 

新規検査、予備検査又は構造等変更検査に係る特種用途自動車の検査にあ

っては、用途区分通達及び「「自動車の用途等の区分について（依命通達）」

の細部取扱いについて」（平成 13年 4月 6日付け国自技第 50号。以下「用途

区分細部取扱い通達」という。）によるほか、次により取扱うものとする。 

① 型式を「不明」とする並行輸入自動車又は型式が「不明」の自動車であっ

て、当該自動車に装備されている特種用途の設備を除いた状態において用途

区分通達における乗用自動車等に分類されるものについては、用途区分通達

4-1（3）①における「型式認証等を受けた自動車の用途が乗用自動車」とみ

なすものとし、同項中の「車体の形状」の判断については、審査事務規程別

添 3「並行輸入自動車審査要領」6.2.4.（2）を準用するものとする。 

 

② (略)  

 

２－２４貨物自動車の検査 
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新規検査、予備検査又は構造等変更検査に係る貨物自動車の検査にあって

は、次により取扱うものとする。 

２－２４－１（略） 

２－２４－２ 制動装置の規定の適用 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた指定自動車等及びこれらの自動車に対し「指定自動

車等と関連」に区分される並行輸入自動車（乗車定員 10 人未満（平成 15 年

12月 31日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員 11人未満）のもの

に限る。）の用途を貨物自動車（車両総重量 3.5t以下のものに限る。）に変更

する場合の制動装置の規定については、審査事務規程 7-15の規定にかかわら

ず、審査事務規程 7-16の規定を適用することができる。 

ただし、平成 12 年 6 月 30 日以前に製作された自動車（平成 10 年 10 月 1

日以降の型式指定自動車を除く。）であって、原動機の相当部分が運転者室又

は客室の下にある軽自動車及び全ての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝

達装置を備えた軽自動車であって車枠を有する自動車については、審査事務

規程 7-16-5 の規定は適用できないものとする。 

 

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 

 

３－１～３－２（略）  

 

３－３ 検査票等の記載方法 

 

３－３―１車台番号及び原動機の型式欄 

検査票 1及び検査票 2の車台番号及び原動機の型式欄は、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 

新規検査、予備検査又は構造等変更検査に係る貨物自動車の検査にあって

は、次により取扱うものとする。 

２－２４－１（略） 

２－２４－２ 制動装置の規定の適用 

乗用自動車（車体の形状が箱型、幌型又はステーションワゴンのものに限

る。）として認証を受けた指定自動車等及び該当する指定自動車等と「同一」

又は「類似」に区分される並行輸入自動車（乗車定員 10 人未満（平成 15 年

12月 31日以前に製作された自動車にあっては、乗車定員 11人未満）のもの

に限る。）の用途を貨物自動車（車両総重量 3.5t以下のものに限る。）に変更

する場合の制動装置の規定については、審査事務規程 7-15の規定にかかわら

ず、審査事務規程 7-16の規定を適用することができる。 

ただし、平成 12 年 6 月 30 日以前に製作された自動車（平成 10 年 10 月 1

日以降の型式指定自動車を除く。）であって、原動機の相当部分が運転者室又

は客室の下にある軽自動車及び全ての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝

達装置を備えた軽自動車であって車枠を有する自動車については、審査事務

規程 7-16-5の規定は適用できないものとする。 

 

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 

 

３－１～３－２（略）  

 

３－３ 検査票等の記載方法 

 

３－３―１車台番号及び原動機の型式欄 

検査票 1及び検査票 2の車台番号及び原動機の型式欄は、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 
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2－8により受検車両と書面の同一性確認をしたときは、検査票 1の所定の欄

に押印を行うものとする。また、検査票 1 の欄外等に車台番号の下三桁をボ

ールペン等容易に消すことができないもので記載する。なお、運輸支局等で

職権により車台番号又は原動機の型式を打刻したものにあってはその番号又

は型式、原動機に表示された打刻等（鋳造浮出しを含む。）により原動機の型

式が判明するものにあってはその型式、並行輸入自動車にあっては、審査事

務規定別添 3「並行輸入自動車審査要領」6.2.7.により判定した原動機の型

式を記載し、電気式ハイブリッド自動車（ガソリン、ＬＰＧ又はＣＮＧを燃

料とする自動車であって、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、

当該自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電

装置（以下「蓄電装置」という。）に充電する機能を備えたもの（ただし、蓄

電装置を充電するための外部充電装置を備えている自動車を除く。））等複数

の原動機により駆動する自動車にあっては、それぞれの原動機の型式を「－」

でつなぐものとする。 

３－３―２～３－３－３初度検査年月欄(略)   

 

３－３―４ 車名欄及び型式欄 

検査票 2 の車名欄及び型式欄は、次により記載し、検査証等に印字するも

のとする。 

なお、電子情報処理システムにおいてコード設定されている車名について

はその表記とすること。 

① 指定自動車等にあっては、諸元表に記載された車名及び型式 

②～⑥（略） 

 

 

３－３－５～３－３―８（略） 

 

2－8により同一であることを確認したときは、検査票 1の所定の欄に押印を

行うものとする。また、検査票 1 の欄外等に車台番号の下三桁をボールペン

等容易に消すことができないもので記載する。なお、運輸支局等で職権によ

り車台番号又は原動機の型式を打刻したものにあってはその番号又は型式を

記載し、電気式ハイブリッド自動車（ガソリン、ＬＰＧ又はＣＮＧを燃料と

する自動車であって、原動機として内燃機関及び電動機を備え、かつ、当該

自動車の運動エネルギーを電気エネルギーに変換して電動機駆動用蓄電装置

（以下「蓄電装置」という。）に充電する機能を備えたもの（ただし、蓄電装

置を充電するための外部充電装置を備えている自動車を除く。））等複数の原

動機により駆動する自動車にあっては、それぞれの原動機の型式を「－」で

つなぐものとする。 

 

 

 

３－３―２～３－３－３初度検査年月欄(略)   

 

３－３―４ 車名欄及び型式欄 

検査票 2 の車名欄及び型式欄は、次により記載し、検査証等に印字するも

のとする。 

なお、電子情報処理システムにおいてコード設定されている車名について

はその表記とすること。 

① 指定自動車等にあっては、諸元表等に記載された車名及び型式 

②～⑥（略） 

 

 

３－３－５～３－３―８（略） 
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３－３－９ 乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄 

検査票 2の乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 

①（略） 

② 折畳式座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあっては、当該座席を

折り畳み又は取外し物品積載装置を最大に利用した状態において定めた乗

車定員及び最大積載量を記載するほか、乗車装置を最大に利用した状態に

おいて定めた乗車定員及び最大積載量を括弧書で付記する。  

なお、最大積載量の算定にあたっては、審査事務規程第 7 章

(7-115(7-115(5)から(9)までを除く))の規定にかかわらず 100 から 350 ま

では 50毎とする（単位は kg）。ただし、二輪車で牽引される被牽引軽自動

車又は超小型モビリティ（道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第

五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定

めるものを定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1320 号）第１条第５

号に掲げる軽自動車をいう。）であって 100 未満の場合は 10 毎とする（単

位は kg）。 

 

③（略） 

 

３－３－１０（略） 

 

３－３－１１ 長さ欄、幅欄及び高さ欄 

(1) 検査票 2 の長さ欄、幅欄及び高さ欄は、審査事務規程 7－2－1(2)に

より計測した数値を記載し、検査証等に印字するものとする。 

ただし、自動車の最も前方及び後方に当たる部分が車両番号標又は

字光式車両番号標用照明用具等の番号標に係る部品であるときは、当

該部分を除いた状態で審査事務規程 7-2-1(2)①又は審査事務規程

３－３－９ 乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄 

検査票 2の乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄は、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 

①（略） 

② 折畳式座席又は脱着式座席を有する貨物自動車にあっては、当該座席を

折り畳み又は取外し物品積載装置を最大に利用した状態において定めた乗

車定員及び最大積載量を記載するほか、乗車装置を最大に利用した状態に

おいて定めた乗車定員及び最大積載量を括弧書で付記する。  

なお、最大積載量の算定にあたっては、審査事務規程第 7 章

(7-115(7-115(5)から (9)までを除く ))又は審査事務規程第 8 章

(8-115(8-115(5)から(9)までを除く))の規定にかかわらず 100 から 350 ま

では 50毎とする（単位は kg）。ただし、二輪車で牽引される被牽引軽自動

車又は超小型モビリティ（道路運送車両の保安基準第五十五条第一項、第

五十六条第一項及び第五十七条第一項に規定する国土交通大臣が告示で定

めるものを定める告示（平成 15 年国土交通省告示第 1320 号）第１条第５

号に掲げる軽自動車をいう。）であって 100 未満の場合は 10 毎とする（単

位は kg）。 

③（略） 

 

３－３－１０（略） 

 

３－３－１１ 長さ欄、幅欄及び高さ欄 

(1) 検査票 2 の長さ欄、幅欄及び高さ欄は、審査事務規程 7－2－1(2)又

は審査事務規程 8－2－1(2)により計測した数値を記載し、検査証等に

印字するものとする。 

ただし、自動車の最も前方及び後方に当たる部分が車両番号標又は

字光式車両番号標用照明用具等の番号標に係る部品であるときは、当
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8-2-1(2)①の規定に基づき測定した数値を記載し、検査証等に印字す

るものとする。 

(2) （略） 

 

 

３－３－１２～３－３－１３（略） 

 

３－３－１４ 軸重欄 

検査票 2の軸重欄は、審査事務規程 7－5－1(5)により計測した数値を記載

し、検査証等に印字するものとする。 

なお、作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取外し、又は取

替えて使用できる自動車については、当該附属装置等を装着した状態のうち

の最も重い車両重量のときの数値とする。 

 

３－３－１６ 許容荷重欄 

許容荷重は、指定自動車等にあっては諸元表等に記載された許容限度とし、

指定自動車等以外の自動車にあっては、自動車製作者等が定めた値とする。 

また、改造等により当該諸元表等の構造及び装置と受検車両の構造及び装

置が相違することにより許容限度に影響を与えるおそれがある場合には、提

示のあった書面等を審査し、適当と認められる許容限度とすることができる 

 

３－３－１７～３－４－４（略） 

３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(4)、2-8(2)、2-11-2 (6)

③、2-11-2(8)①、2-12-1（1）③、2-12-1（2）⑤、2-13-1(5)、2-14-1(5)、

2-16、2-18 (1)、2-19 及び 2-22-1 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

該部分を除いた状態で審査事務規程 7-2-1(2)①又は審査事務規程

8-2-1(2)①の規定に基づき測定した数値を記載し、検査証等に印字す

るものとする。 

(2) （略） 

 

３－３－１２～３－３－１３（略） 

 

３－３－１４ 軸重欄 

検査票 2の軸重欄は、審査事務規程 7－5－1(5)又は、8－5－1(4)により計

測した数値を記載し、検査証等に印字するものとする。 

なお、作業用附属装置、除雪装置、道路清掃装置等を随時取外し、又は取

替えて使用できる自動車については、当該附属装置等を装着した状態のうち

の最も重い車両重量のときの数値とする。 

 

３－３－１６ 許容荷重欄 

許容荷重は、指定自動車等にあっては諸元表等に記載された許容限度とし、

指定自動車等以外の自動車にあっては、自動車製作者等が定めた値とする。 

また、改造等により当該諸元表等の構造及び装置と受検車両の構造及び装

置が相違することにより許容限度に影響を与えるおそれがある場合には、提

示のあった書面等を審査し、適当と認められる許容限度とすることができる 

 

３－３－１７～３－４－４（略） 

３－４－５ 中断 

(1) 検査途中において、2-3、2-6-3(3)⑤、2-7(4)、2-8(2)、2-11-6 (3)、

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

2-18 (1)、2-19 及び 2-22-1 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
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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 2-18（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)～(3)（略） 

 

以下（略） 

 

 

附 則〔平成 29 年 11月 8日協会規程第 42号〕 

この規程は、平成 29 年 11 月 8日から施行する。 

 

 

 

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 

新規検査及

び予備検査 

1 構造に関する検査 

 次に掲げる事項について、画像取得装置、巻尺、重量計、

傾斜角度測定機等を用いて検査するものとする。この場合

において、(1)、(3)（車両重量に限る。）及び（4）に掲げ

る事項以外の事項については、道路運送車両の保安基準に

適合するかどうかを視認等により容易に判定することがで

きるときに限り、視認等により検査することができる。た

だし、発行後 9 月を経過した完成検査終了証（完成検査終

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 2-18（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)～(3)（略） 

 

以下（略） 

 

 

 

 

 

 

 

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 構造に関する検査 

 次に掲げる事項について、画像取得装置、巻尺、重量計、

傾斜角度測定機等を用いて検査するものとする。この場合

において、(1)、(3)（車両重量に限る。）及び（4）に掲げ

る事項以外の事項については、道路運送車両の保安基準に

適合するかどうかを視認等により容易に判定することがで

きるときに限り、視認等により検査することができる。た

だし、発行後 9 月を経過した完成検査終了証（完成検査終
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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。）、登録識別情報等通知書

又は検査証返納証明書の提出若しくは提示がある自動車（8

に掲げるものを除く。）については、(1)、(3)（車両重量に

限る。）及び（4）に掲げる事項についても、同様とする。 

(1)長さ、幅及び高さ 

(2)最低地上高 

(3)車両重量及び車両総重量 

(4)車輪にかかる荷重 

(5)車輪にかかる荷重の車両重量及び車両総重量に対す

る割合 

(6)最大安定傾斜角度 

(7)最小回転半径 

(8)接地部及び接地圧 

2 装置に関する検査（その 1） 

 次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げ

る器具を用いて検査するものとする。この場合において、

(1)、(2)及び(9)に掲げる事項については、当該器具を用い

て検査することが困難であるときに限り走行その他の適切

な方法により、（3）及び（6）から（8）に掲げる事項につ

いては、道路運送車両の保安基準に適合するかどうかを視

認等により容易に判定することができるときに限り視認等

により、それぞれ検査することができる。 

(1)～(9)(略)   

（削除） （削除） 

3～6（略） 

7 完成検査終了証又は出荷検査証の提出がある検査 

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。）、登録識別情報等通知書

又は検査証返納証明書の提出若しくは提示がある自動車（8

に掲げるものを除く。）については、(1)、(3)（車両重量に

限る。）及び（4）に掲げる事項についても、同様とする。 

(1)長さ、幅及び高さ 

(2)最低地上高 

(3)車両重量及び車両総重量 

(4)車輪にかかる荷重 

(5)車輪にかかる荷重の車両重量及び車両総重量に対す

る割合 

(6)最大安定傾斜角度 

(7)最小回転半径 

(8)接地部及び接地圧 

2 装置に関する検査（その 1） 

 次の表の左欄に掲げる事項について、同表の右欄に掲げ

る器具を用いて検査するものとする。この場合において、

(1)、(2)、(9)及び(10)に掲げる事項については、当該器具

を用いて検査することが困難であるときに限り走行その他

の適切な方法により、（3）及び（6）から（8）までに掲げ

る事項については、道路運送車両の保安基準に適合するか

どうかを視認等により容易に判定することができるときに

限り視認等により、それぞれ検査することができる。 

(1)～(9)(略)   

(10)速度表示灯の表示の誤差 速度計試験機 

3～6（略） 

7 完成検査終了証又は出荷検査証の提出がある検査 
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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。）、4(5)及び 4(6)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。）があること 

② 改造自動車以外の自動車であること 

③事前届出対象自動車以外の自動車であって、新規検査

等届出書の「事前審査管理番号」欄が空欄であること 

④当該自動車に係る構造・装置について変更がないこと

（諸元表に記載される事項に変更のない軽微な装置の

変更を除く。） 

⑤新規検査等届出書の「前照灯の明るさ及び主光軸の向

き測定」欄に○印が付されていること（被牽引自動車

を除く。） 

 

 

 

(2) 共通構造部型式指定自動車 

① 次のいずれかの出荷検査証（発行後 11 月を経過し

ないものに限る。）があること 

ア 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

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

の変更を除く。） 

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
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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 

イ 「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当該自動車に係る構造・装置について変更がないこと。 

  ただし、次に掲げるものを除く。 

   ア 同一型式内の他の類別（類別区分番号）に設定

されている構造・装置の仕様への変更 

   イ 次に掲げる構造・装置の変更 

（a）（略） 

（b）燃料タンク（UN R34 を適用しない自動車に限

る。） 

 

（c）～（f）（略） 

ウ（略） 

③新規検査等届出書の「前照灯の明るさ及び主光軸の向

き測定」欄に○印が付されていること（被牽引自動車

を除く。） 

 

 

 

 
 

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当該自動車に係る構造・装置について変更がないもの。 

  ただし、次に掲げるものを除く。 

   ア 同一型式内の他の類別（類別区分番号）に設定

されている構造・装置の仕様への変更 

   イ 次に掲げる構造・装置の変更 

（a）（略） 

（b）燃料タンク（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

ないものに限る。） 

（c）～（f）（略） 

ウ（略） 

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。） 

 
 

 


