
 
 

 
 

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、自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令、自動車検査業

務等実施要領について（依命通達）（昭和 36 年 11 月 25 日自車第 880 号）及び独立行政

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 

（１）自動車の登録及び検査に関する申請書等の様式等を定める省令の一部改正に

伴う改正 

○ 軽第二号様式（自動車検査証記入等申請書）の改正「原動機の型式」欄の

最大記入桁数を 12 桁から 24 桁に改める。 

（様式７－２関係） 

（２）自動車検査業務等実施要領について（依命通達）の一部改正に伴う改正 

○ 新規検査前の自動車に備えるために必要な基準に適合している交換用マフ

ラーは、新たに性能等確認表示が設けられたことに伴う改正 

（３－３－１５関係） 

（３）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に伴う改正 

○ 自動車の製作年月日の判定資料に、税関の押印がある輸入（納税）申告書

を追加する。 

（２－５関係） 

    ○ 検査に必要な書面に、製作年月日の判定資料の追加及び書面提出時の原本・

写しの取扱いを明確化する 

（２－１１－２関係） 

○ 審査事務規程第７章及び第８章の適用の見直しに伴い検査事務規程第４章

及び第５章の適用の見直しを行う 

（４－１、５－１関係） 

（４）その他所要の改正を行う 

  ○ 検査の受付時に軽自動車検査票の記載内容の確認方法を明確化 

（２－６関係） 

  ○ 様式 5 の諸元に係る軽自動車検査票２の見直しに伴う改正  

（様式５関係） 

                         

３．施行日 

平成３０年４月２日から施行する。 

 

平成 30 年 4 月 2 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） 

新 旧 

目 次 （略） 

第１章総則 

 

２－１－～２－４（略） 

 

２－５ 製作年月日 

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～イ（略） 

ウ 輸入自動車にあっては、自動車通関証明書（自動車の車台又は原動

機のみを輸入したものを除く。）又は税関の押印がある輸入（納税）申

告書（自動車の車台又は原動機のみを輸入したものを除く。）に記載さ

れた輸入許可年月日（輸入許可年月日の記載がないものは発行年月日） 

エ～ケ（略） 

目 次 （略） 

第１章総則（略） 

 

２－１－～２－４（略） 

 

２－５ 製作年月日 

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～イ（略） 

ウ 輸入自動車にあっては、自動車通関証明書（自動車の車台又は原動

機のみを輸入したものを除く。）に記載された輸入許可年月日（輸入許

可年月日の記載がないものは自動車通関証明書の発行年月日） 

 

エ～ケ（略） 
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（２）（略） 

 

２－６検査の受付等 

２－６－１ 検査の受付 

（１） （略） 

（２） 検査票の検査年月日欄、車両番号欄、原動機の型式欄、車台番号欄及

び走行距離計表示値欄については、ボールペン等容易に消すことができな

いものを用いて記載されていることを確認する。 

なお、記載が無い場合は、原則として申請者に対して記載するよう依頼

するものとする。 

この場合において、走行距離計の表示値については、走行距離計の 100km 

未満の端数を切り捨てるものとする。 

 

２－６－２～２－１１－１（略） 

 

２－１１－２ 検査に必要な書面 

（１）～（８）（略） 

（９）製作年月日を判断する資料 

並行輸入自動車の新規検査及び予備検査は、検査に係る申請書の提出年

月日を製作年月日とする場合を除き、2-5 の規定に基づき製作年月日に関

する資料の提出を求め検査するものとする。 

この場合において、2-5（1）②のうち、イからカまでに掲げるものにつ

いては、原本又は原本と照合済みの写しを提出させること。 

 

２－１２～２－１４－１（略） 

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

（２）（略） 

 

２－６検査の受付等 

２－６－１ 検査の受付 

（１） （略） 

（２） 検査票の検査年月日欄、車両番号欄、原動機の型式欄、車台番号欄及

び走行距離計表示値欄については、原則として申請者に対し、ボールペン

等容易に消すことができないものを用いて記載するよう依頼するものとす

る。 

この場合において、走行距離計の表示値については、走行距離計の 100km 

未満の端数を切り捨てて記載するよう依頼するものとする。 

 

 

２－６－２～２－１１－１（略） 

 

２－１１－２ 検査に必要な書面 

（１）～（８）（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

２－１２～２－１４－１（略） 

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
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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） 

6.2.4.  本則 5-3-8 規程 3-3-8 

（略） （略） （略） 

 

２－１５～３－３－１４（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。 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

15．平成 10 年騒音規制

適合自動車及びそれ以

降に規制強化がなされ

た騒音規制適合自動車 

（15-1.に掲げる自動

車を除く。） 

 

 

 

 

 

 

騒音規制に適合してい

る旨及び近接排気騒音

規制値。 

 

平成 10 年騒音規制車 

近接排気騒音規制値

96dB 

 

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） 

6.2.4.（2） 本則 5-3-9 規程 3-3-8 

（略） （略） （略） 

 

２－１５～３－３－１４（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。 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

15．平成 10 年騒音規制

適合自動車及びそれ以

降に規制強化がなされ

た騒音規制適合自動車 

※１ 

騒音規制に適合してい

る旨及び近接排気騒音

規制値。 

ただし、平成 28 年規制

適合車及びそれ以降に

規制強化がなされた騒

音規制適合車について

は、騒音規制に適合し

ている旨、自動車型式

認証実施要領附則 5 の

1-35 に規程される車両

のカテゴリ、新車時等

平成 10 年騒音規制車 

近接排気騒音規制値

96db 

平成 28 年騒音規制車、 

騒音カテゴリＭ1Ａ1Ａ

／近接排気騒音値 85dB

／測定回転数 3,750rpm 

（旧基準適用時測定回

転数 4,500rpm） 
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15-1.平成 28 年騒音規

制適合自動車及びそれ

以降に規制強化がなさ

れた騒音規制適合自動

車 

※１ 

騒音規制に適合してい

る旨、自動車型式認証

実施要領附則 5 の 1-35

に規定される車両のカ

テゴリ、新車時等の近

接排気騒音値、協定規

則第 51 号による近接

排気騒音の測定回転

数、細目告示別添 38 に

よる近接排気騒音の測

定回転数及び消音器の

加速走行騒音性能規制

が適用される旨 

平成 28 年騒音規制車、 

騒音カテゴリＭ1Ａ1Ａ

／近接排気騒音値 85dB

／測定回転数 3,750rpm 

（旧基準適用時測定回

転数 4,500rpm） 

マフラー加速騒音規制

適用車 

（略） （略） （略） 

※１ 15-1．の記載事項は、初めて検査証を交付する検査時に確認したものを

記載する。 

なお、平成 28 年騒音規制適合車の近接排気騒音値は、公的試験機関又は

自動車製作者等（消音器の改造を行う場合を除く。）が発行する加速走行騒音

試験結果成績表の提出があった場合は、加速走行騒音試験結果成績表の近接

排気騒音値とし、消音器に細目告示別添 112「後付消音器の技術基準」に規定

する市街地加速走行騒音有効防止後付消音器に係る性能等確認済表示があっ

の近接排気騒音値、協

定規則第 51 号による

近接排気騒音の測定回

転数及び細目告示別添

38 による近接排気騒

音の測定回転数 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（略） （略） （略） 

※１ 15．の記載事項は、初めて検査証を交付する検査時に確認したものを記

載する。 

なお、平成 28 年騒音規制適合車の近接排気騒音値は、公的試験機関又は

自動車製作者等（消音器の改造を行う場合を除く。）が発行する加速走行騒音

試験結果成績表の提出があった場合は、加速走行騒音試験結果成績表の近接

排気騒音値とする。それ以外の場合であって、指定自動車等にあっては自動

車型式認証実施要領別添１又は別添２の別表、共通構造部（多仕様自動車）
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た場合は、表示に記載された近接排気騒音値とする。それ以外の場合であっ

て、指定自動車等にあっては自動車型式認証実施要領別添１又は別添２の別

表、共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領の別表又は輸入自動車特

別取扱制度別紙の別表に掲げる諸元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等

以外の自動車（二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及び

そりを有する軽自動車並びに大型特殊自動車を除く。）にあっては、次に掲げ

る書面に記載された近接排気騒音値とする。 

①～③（略） 

 

（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。 

 

装置の性能等 審査事務規程よ 

り適用した規定 

備考欄の記載内

容 

備考 

欄コ 

ード 

①～⑦(略) (略) (略) (略) 

⑧ポールとの側

面衝突時の乗員

保護に係る性能

等 

7-30-1（3） この自動車に備

える車枠及び車

体は、保安基準

第 1 条の 3 ただ

し書の規定によ

り、ポールとの

側面衝突時の乗

員保護の基準へ

の適合性の判定

476 

型式指定実施要領の別表又は輸入自動車特別取扱制度別紙の別表に掲げる諸

元表の近接排気騒音値とし、指定自動車等以外の自動車（二輪自動車、側車

付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに大型

特殊自動車を除く。）にあっては、次に掲げる書面に記載された近接排気騒音

値とする。 

 

 

(1)～(3)（略） 

 

（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。 

 

装置の性能等 審査事務規程よ 

り適用した規定 

備考欄の記載内

容 

備考 

欄コ 

ード 

①～⑦(略) (略) (略) (略) 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） （新設） 
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に当たり同一の

構造を有する装

置に対する破壊

試験を行ってい

ません。 

⑨～⑫ (略) (略) (略) 

 

（３）～（６）（略） 

 

３－３－１６～３－４－６（略） 

 

 

第４章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 

４－１ 適用 

（１）指定自動車等について、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（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

は予備検査に係る検査を行う場合を除く。）の保安基準適合性の判定は、審査

事務規程第 6 章の規定を準用して適用するものとする。 

ただし、審査事務規程 7-115 の最大積載量の算出にあたっては、その最大

値を 350 ㎏とする。（次項及び第３項において同じ。）また、審査事務規程 7-

6-1(3)②の規定による傾斜角度計算により算出する場合における前車輪を揚

げたときの揚程については、「60cm 以上」を「40cm 以上」と、審査事務規程

7‐49-１(1) ②の規定は「専ら砂利、土砂の運搬に用いる軽自動車の荷台（荷

台が傾斜するものに限る。）であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の

容積（0.1 ㎥未満は切り捨てるものとする。）で除した数値が、1.3ｔ/㎥未満

のもの」と、それぞれ読み替えるものとする。 

 

 

 

 

 

⑧～⑪ (略) (略) (略) 

 

（３）～（６）（略） 

 

３－３－１６～３－４－６（略） 

 

 

第４章 新規検査及び予備検査 

４－１ 適用 

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（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に係る検査を行う

場合を除く。）の保安基準適合性の判定は、指定自動車等については審査事務

規程第 6 章、指定自動車等以外の自動車については、審査事務規程第 7 章の

規定を準用して適用するものとする。 

ただし、審査事務規程 7-115 の最大積載量の算出にあたっては、その最大

値を 350 ㎏とする。（次章において同じ。）また、審査事務規程 7-6-1(3)②の

規定による傾斜角度計算により算出する場合における前車輪を揚げたときの

揚程については、「60cm 以上」を「40cm 以上」と、審査事務規程 7‐49-１

(1) ②の規定は「専ら砂利、土砂の運搬に用いる軽自動車の荷台（荷台が傾

斜するものに限る。）であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積

（0.1 ㎥未満は切り捨てるものとする。）で除した数値が、1.3ｔ/㎥未満のも
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（２）指定自動車等以外の自動車について、法第 59条第 1項の規定による新

規検査又は法第 71 条第 1 項の規定による予備検査（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。）の保安基準適合性の判定は、審査事務規程第 7 章の規定を準用

して適用するものとする。 

（３）法第 59条第 1 項の規定による新規検査又は法第 71 条第 1項の規定に

よる予備検査（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に限る。）、法第 62条第 1項の規定によ

る継続検査及び法第 67 条第 3 項の規定による構造等変更検査に係る検査

の保安基準適合性の判定は、審査事務規程第 7 章の規定を準用して適用す

るものとする。 

（４）（３）の場合において、次に掲げる全てを満たすと認められる部分につ

いては、（３）の規定にかかわらず、第 5章の規定を適用するものとする。 

① 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ない部分 

② 構造又は取付に関する定量要件に影響を及ぼす損傷等が生じていない

部分 

③ 用途、車体の形状又は使用方法等の変更があった自動車においては、そ

の前後で適用される基準に相違がない部分 

（５）保安基準第 56 条第 4 項の規定により認定を受けた自動車について、    

当該認定が効力を失った後の初めて、法第 59条第 1項の規定による新規検

査又は法第 71 条第 1 項の規定による予備検査（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に限

の」と、それぞれ読み替えるものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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る。）を行う場合には、当該認定の対象となっていた構造、装置又は性能に

関する部分については、（４）の規定は適用しない。 

 

 

第５章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 

（改造等による変更のない使用過程車） 

５－１ 適用 

４－１（４）の規定を適用する検査の保安基準適合性の適合性の判定は、審

査事務規程第 8 章の規定を準用して適用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

附 則〔平成 30年 4月 2日協会規程第 13号〕 

この規程は、平成 30年 4月 2日から施行する。 

ただし、３－３－１５（２）、様式５及様式７－２の改正規定は平成３０年

４月１日から施行する。 

なお、改正前の様式５（軽自動車検査票（２））及び様式７－２については、

改正後のそれぞれの様式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用すること

ができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 継続検査及び構造等変更検査等 

 

５－１ 適用 

法第 62 条第 1 項の規定による継続検査、法第 67 条第 3 項の規定による構

造等変更検査及び法第 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

査の保安基準適合性の判定は、審査事務規程第 8 章の規定を準用して適用す

るものとする。 
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様式５（検査票２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式５（検査票２） 
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様式７－２（様式省令第２号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

様式７－２（様式省令第２号様式） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


