
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 

 検査の高度化システムからの電子的な通知の利用が平成 31年 1月 4日から開始されること及

び、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）第 3

条第 1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して検査の申請（以下、「OSS申

請」という。）に対応するべく、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） 検査の高度化システムからの電子的な通知の利用に伴う改正

○ 検査状況を電磁的に検査と同時に記録される検査の高度化システムの検査票情報

を電子情報処理システムに通知し、通知された情報を申請書に記載する内容に代替

を可能とすることを開始することに伴い、所要の改正を行います。

（第 2章、第 3章、第 6章及び様式） 

（２）OSS申請の開始に向けた改正

○ OSS申請に対応するべく、検査手数料及び自動車重量税の電子納付が可能となるよう、

所要の改正を行います。

（第 2章及び第 6 章） 

（３）その他所要の改正

（全体） 

３．施行日 

平成 31年 1月 4日から施行する。 

平成 30 年 12 月 18 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 

第 1章～第 2章（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又は検査の高度化システ

ムへの入力 

第 4章 新規検査、予備検査、継続検査又は構造等変更検査 

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） 

第 6章（略） 

第 7章 電子情報処理組織による軽自動車検査ファイルへの記録 

第 8章～第 9章（略） 

別表 

様式 

（削除） 

 

第 1 章 総則 

1-1～1-2（略） 

1-3 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及び

これらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるほか、次に

定めるところによるものとする。 

なお、審査事務規程 1-3「用語の定義」中、「地方検査部及び地方事務所」

は「事務所、支所及び分室」と、「審査時車両状態」は「検査時車両状態」

と読み替えるものとする。 

目 次 

第 1 章～第 2 章（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 

 

第 4 章 新規検査及び予備検査 

第 5 章 継続検査及び構造等変更検査等 

 

第 6 章（略） 

第 7 章 電子情報処理組織の軽自動車検査ファイルによる記録 

第 8 章～第 9 章（略） 

別表 

様式 

別添 

 

第 1 章 総則 

1-1～1-2（略） 

1-3 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及び

これらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるものとす

る。 

なお、審査事務規程 1-3「用語の定義」中、「地方検査部及び地方事務所」

は「事務所、支所及び分室」と、「審査時車両状態」は「検査時車両状態」

と読み替えるものとする。 
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(1) 「電子情報処理システム」とは、車両法第 72条第 1項に規定された

軽自動車検査ファイルに記録するための電子情報処理組織をいう。 

(2) 「OSS インターフェースシステム」とは、行政手続等における情報

通信の技術の利用に関する法律（平成 14年法律第 151 号）第 3条第

1項の規定により電磁的に作成された申請データを受け付け、申請手

続を進めるためのシステムをいう。 

(3) 「検査の高度化システム」とは、検査状況等を電磁的に記録するた

めのシステムをいう。 

(4) 「画像取得装置」とは、2-22-2 の規定により受検車両の画像を取得

するための装置をいう。 

1-4～1-5（略） 

 

第 2 章 検査の実施方法 

2-1（略） 

2-2 自動車検査場における掲示等 

(1)（略） 

(2) 受検時の注意事項には、原則として次に掲げる事項が含まれていな

ければならない。 

ただし、設置されている検査機器等により変更することができる。 

① 各検査コース共通の受検時の注意事項 

ア～ト（略） 

ナ 受検車両の走行距離計がマイル表示の場合には、その旨を検査

担当者に申し出てください。 

ニ 窓口より交付された自動車検査証の走行距離表示値その他記載

内容が自動車と相違していないことを確認してください。相違

している場合は、ただちに申し出てください。 

②～④（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-4～1-5（略） 

 

第 2 章 検査の実施方法 

2-1（略） 

2-2 自動車検査場における掲示等 

(1)（略） 

(2) 受検時の注意事項には、原則として次に掲げる事項が含まれていな

ければならない。 

ただし、設置されている検査機器等により変更することができる。 

① 各検査コース共通の受検時の注意事項 

ア～ト（略） 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

②～④（略） 
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(3)～(5)（略） 

2-2 の 2～2-4（略） 

2-5 製作年月日 

(1)（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（以下「返納証明書」という。）

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 検査の受付等 

2-6-1 検査の受付 

(1)  検査は、2-11 及び 6-8 の規定による申請書及び添付書面に不備が

ないことを確認のうえ、軽自動車検査票（以下「検査票」という。）に

受付日付印を押印し、検査を開始するものとする。この場合において、

当該受付日付印は、2-6-2(2)の規定による検査担当者印を用いて押印

することにより受付日付印に代えることができるものとし、事務所等

の長が別途認めた手続きにより検査予約が行われたものにあっては、

検査票に受付日付印が押印されたものとみなすことができる。 

(2) 検査票の検査実施日欄、車両番号欄、原動機の型式欄及び車台番号

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。 

 

(3)～(5)（略） 

2-2 の 2～2-4（略） 

2-5 製作年月日 

(1)（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 検査の受付等 

2-6-1 検査の受付 

(1)  検査は、2-11 及び 6-8 の規定による申請書及び添付書類に不備が

ないことを確認のうえ、軽自動車検査票（以下「検査票」という。）に

受付日付印を押印し、検査を開始するものとする。この場合において、

当該受付日付印は、2-6-2(2)の規定による検査担当者印を用いて押印

することにより受付日付印に代えることができるものとし、事務所等

の長が別途認めた手続きにより検査予約が行われたものにあっては、

検査票に受付日付印が押印されたものとみなすことができる。 

(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
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2-6-2 検査手数料の納付及び消印 

(1) 道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令 255 号。以下「手数料

令」という。）により検査手数料の納付が必要とされた自動車について、

検査手数料収納計器（以下「収納計器」という。）による様式 1 の検査

手数料収納済印影（以下「収納済印影」という。）が申請書、様式 2の

申請審査書又は様式 3 の申請手数料一括納付書（以下 2-6-2 において

「申請書等」という。）に表示され、かつ、提出があった場合若しくは、

行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律（平成 14 年法

律第 151 号）第３条第１項の規定により同項に規定する電子情報処理

組織を使用して検査の申請（以下、「OSS 申請」という。）をする場合で

あって、検査手数料収納業務に係る契約を締結した者を通じて申請者

から納付された検査手数料の納付情報を取得した場合には、検査手数

料の納付があったものとして検査を行うものとする。 

この場合において持込検査（出張検査によるものを除く。）にあって

は、複数件数の手数料を一括表示（以下「手数料一括納付」という。）

することはできないものとする。 

(2) 収納済印影の消印は、検査コースへの初回の入場において、手数料

令に規定する額の有効な収納済印影が表示されていることを確認し、

別に定める受付日付印又は部署及び日付を表示した検査担当者印を用

いて、表示された収納済印影の表示と申請書等の紙面にかけて印影の

半分程度が当該収納済印影にかかるように朱印、青インク又は黒イン

クにより明瞭に行うものとする。なお、特段の理由がある場合に限り、

朱印、青インク又は黒インク以外の色を使用することができる。 

2-6-3 検査の実施 

(1)（略） 

(2) 検査票は、様式 4-1の軽自動車の諸元事項以外に係る検査票 1（以下

100km 未満の端数を切り捨てるものとする。 

2-6-2 検査手数料の納付及び消印 

(1) 道路運送車両法関係手数料令（昭和 26 年政令 255 号。以下「手数料

令」という。）により検査手数料の納付が必要とされた自動車について、

検査手数料収納計器（以下「収納計器」という。）による様式 1の検査

手数料収納済印影（以下「収納済印影」という。）が申請書、様式 2の

申請審査書又は様式 3 の申請手数料一括納付書（以下「申請審査書等」

という。）に表示され、かつ、提出があった場合には、検査手数料の納

付があったものとして検査を行うものとする。 

この場合において持込検査（出張検査によるものを除く。）にあって

は、複数件数の手数料を一括表示（以下「手数料一括納付」という。）

することはできないものとする。 

 

 

 

 

 

(2) 収納済印影の消印は、検査コースへの初回の入場において、手数料

令に規定する額の有効な収納済印影が表示されていることを確認し、

別途定める受付日付印又は部署及び日付を表示した検査担当者印を用

いて、表示された収納済印影の表示と申請審査書等の紙面にかけて印

影の半分程度がそれぞれにかかるように朱印、青インク又は黒インク

により明瞭に行うものとする。なお、特段の理由がある場合に限り、朱

印、青インク又は黒インク以外の色を使用することができる。 

2-6-3 検査の実施 

(1)（略） 

(2) 検査票は、様式 4 の軽自動車の諸元事項以外に係る検査票 1（以下
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「検査票 1」という。）及び様式 5-1 の諸元に係る検査票 2（以下「検査

票 2」という。）の 2 種類とし、検査は検査票を使用して行うものとす

る。ただし、法第 71条の 2の規定による限定自動車検査証（以下「限

定検査証」という。）の交付を受けている場合にあっては、限定検査証

を使用して行うことができるものとする。 

(3) 検査において、保安基準適合性について疑義が生じた等により 2-

7(1)に規定する検査が完了せず、検査当日中に検査担当者が速やかに

判定を行うことができない場合にあっては、次により取り扱うものと

する。 

①～③（略） 

④ 検査担当者は、この期間内に可及的速やかに判定を行うことがで

きるよう努めるものとし、判定を行うことができるようになった際

には、検査票 1 又は検査票 2 の備考欄に記載された理由を抹消する

ことなく、当該箇所に検査担当者印の押印を行うものとする。 

⑤（略） 

(4)（略） 

2-7 検査の実施方法 

(1)～（2）（略） 

(3) 有効な限定検査証の提示がある自動車については、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を整備した場合における当該

整備に係る部分を検査するものとする。 

 

(4) (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ことができる。 

(5) 検査に際して、受検車両が検査時車両状態にない場合には、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。 

「検査票 1」という。）及び様式 5 の諸元に係る検査票 2（以下「検査票

2」という。）の 2種類とし、検査は検査票を使用して行うものとする。

ただし、法第 71 条の 2の規定による限定自動車検査証（以下「限定検

査証」という。）の交付を受けている場合にあっては、限定検査証を使

用して行うことができるものとする。 

(3) 検査において、保安基準適合性について疑義が生じた等により 2-

7(1)に規定する検査が完了せず、検査当日中に検査担当者が速やかに

判定を行うことができない場合にあっては、次により取り扱うものと

する。 

①～③（略） 

④ 検査担当者は、この期間内に可及的速やかに判定を行うことがで

きうよう努めるものとし、判定を行うことができるようになった際

には、検査票 1 又は検査票 2 の備考欄に記載された理由を抹消する

ことなく、当該箇所に検査担当者印の押印を行うものとする。 

⑤（略） 

(4)（略） 

2-7 検査の実施方法 

(1)～（2）（略） 

(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) 検査に際して、受検車両が検査時車両状態にない場合には、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。 

 

(5) 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出された場合を含む。）の提出がある自
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（削除） 

 

 

 

（削除） 

 

 

 

 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

 

2-8 受検車両と書面の同一性確認 

(1)（略） 

(2) 検査において、自動車に打刻又は表示が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を口頭で通告するものとす

る。 

動車については、当該完成検査終了証により検査するものとする。 

   また、自動車型式指定規則（昭和 26 年運輸省令第 85 号）第 11条の

規定により連署された完成検査終了証の発行日は、車体の製作者が完

成検査を終了した日とする。 

(6) 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。 

(7) 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。 

(8) 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。 

(9) 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 受検車両と書面の同一性確認 

(1)（略） 

(2) 検査において、自動車に打刻又は表示が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。 
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(3)～(4)（略） 

2-9 走行距離計表示値の確認 

(1)（略） 

(2) 走行距離計の確認は、次により行うものとする。 

① 検査当日の初回の入場において、同一性確認を開始した際の受検

車両の走行距離計（オドメータ）の表示値を確認する。 

 

 

 

（削除） 

 

 

2-10 再入場 

検査当日の検査において、自動車の構造又は装置が保安基準に適合しな

いと認めた場合には、当該検査を行った事務所等において、検査当日の検

査時間内に限り、不適合箇所の保安基準適合性確認のための検査コースへ

の入場（以下「再入場」という。）について、次に掲げる検査の種別毎に

定める回数を限度として認めるものとする。 

この場合において、検査票又は様式 4-2 の検査結果通知書 1（以下「検

査結果通知書 1」という。）に適合しない旨の記載がある項目以外の項目

については、検査を省略することができる。また、再入場回数は、検査票

1の所定の欄の検査担当者印の押印により確認するものとする。 

なお、検査当日に新たな検査を行う場合にあっては、改めて回数を数え

るものとする。 

①～②（略） 

2-11 検査における書面の提出又は提示等 

2-11-1（略） 

(3)～(4)（略） 

2-9 走行距離計表示値の確認 

(1)（略） 

(2) 走行距離計の確認は、次により行うものとする。 

① 受検車両の総走行距離計表示値と検査票1の走行距離計表示値欄

に記載された数値が同一であることを確認する。この場合において、

受検車両の総走行距離計の表示値と検査票 1 の走行距離計表示値欄

に記載された数値の差が200㎞（表示単位が mileの場合は 200mile）

以下のときは、同一であるとみなす。 

② 総走行距離計（オドメータ）と区間距離計（トリップメータ）を

切り換える方式の距離計を備える自動車にあっては、表示されてい

る距離計が総走行距離計であることを確認する。 

2-10 再入場 

検査当日の検査において、自動車の構造又は装置が保安基準に適合しな

いと認めた場合には、当該検査を行った事務所等において、検査当日の検

査時間内に限り、不適合箇所の保安基準適合性確認のための検査コースへ

の入場（以下「再入場」という。）について、次に掲げる検査の種別毎に

定める回数を限度として認めるものとする。 

この場合において、検査票に適合しない旨の記載がある項目以外の項目

については、検査を省略することができる。また、再入場回数は、検査票

1 の所定の欄の検査担当者印の押印により確認するものとする。 

なお、検査当日に新たな検査を行う場合にあっては、改めて回数を数え

るものとする。 

 

①～②（略） 

2-11 検査における書面の提出又は提示等 

2-11-1（略） 
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2-11-2 検査に必要な書面 

(1)（略） 

(2) 完成検査終了証 

①（略） 

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

提出に代えるときは、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)～(9)（略） 

2-12～2-14（略） 

2-15 破壊試験 

2-15-1 破壊試験 

この規程に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準等

については、当該技術基準等が適用される装置と同一の構造を有する装置

の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないもの

とする。ただし、審査事務規程 7-13-1-3(3)、7－22-1-2(3)、7－24-1-2(2)、

7-25-1-2(2)①から⑤並びに審査事務規程 7-27-1(1)､7-28-1(1)､7-29-

1(1)、7-30-1(1)及び 7-31-1(2)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を、同一の構造を

有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うこと

が著しく困難である次の装置に適用する場合にあっては、この限りでな

い。 

① 次に掲げる装置以外の装置 

ア 指定自動車等に備える装置 

イ 法第 75 条の 2 の規定によりその型式について指定を受けた特

2-11-2 検査に必要な書面 

(1)（略） 

(2) 完成検査終了証 

①（略） 

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)～(9)（略） 

2-12～2-15（略） 

2-15 破壊試験 

2-15-1 破壊試験 

この規程に規定する衝突等による衝撃と密接な関係を有する技術基準等

については、当該技術基準等が適用される装置と同一の構造を有する装置

の破壊試験により適合するかどうかの判定を行わなければならないもの

とする。ただし、審査事務規程 7-13-1-3(3)、7－22-1-2(3)、7－24-1-2(2)、

7-25-1-2(2)①から⑤並びに審査事務規程 7-27-1(1)､7-28-1(1)､7-29-

1(1)、7-30-1(1)及び 7-31-1(2)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を、同一の構造を

有する装置が他に存在しない又は著しく少ないため破壊試験を行うこと

が著しく困難である次の装置に適用する場合にあっては、この限りでな

い。 

① 次に掲げる装置以外の装置 

ア 指定自動車等に備える装置 

（新設） 
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定共通構造部に備えられている装置 

ウ～エ（略） 

② ①アからウに掲げる装置（原動機用蓄電池を除く。）であって改造

が行われたもの 

2-15-2（略） 

2-16 自動車検査証の記載事項変更等に係る保安基準適合性の確認 

(1) 牽引自動車と被牽引自動車の組合せの変更、車両重量の変更等の検

査証の記載事項の変更等に係る保安基準適合性については、書面等適

切な方法により確認するものとする。 

なお、検査の実施方法等については、2-7 に準ずるものとする。 

(2) 検査証の記載事項の変更に係る保安基準適合性の確認の場合であっ

て、自動車の提示がなく確認に必要となる測定ができないとき（軽自

動車以外の牽引自動車の追加等を除く。）及び確認に必要となる値が

不明なときは、申請者に対し確認できないため確認を中断する旨を通

告する。 

2-17 架装等により車両重量が増加した乗用自動車等の検査 

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

ものの検査については、第 4章によるほか、次により取扱うことができる。 

(1)～(2)（略） 

2-18 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

 

イ～ウ（略） 

② ①ア及びイに掲げる装置（原動機用蓄電池を除く。）であって改造

が行われたもの 

2-15-2（略） 

2-16 自動車検査証の記載事項変更等に係る保安基準適合性の確認 

牽引自動車と被牽引自動車の組合せの変更、車両重量の変更等の検査証

の記載事項の変更等に係る保安基準適合性については、書面等適切な方法

により確認するものとする。 

なお、検査証の記載事項の変更に係る保安基準適合性の確認の場合であ

って、自動車の提示がなく確認に必要となる測定ができないとき（軽自動

車以外の牽引自動車の追加等を除く。）及び確認に必要となる値が不明な

ときは、申請者に対し確認できないため検査を中断する旨通告する。 

 

 

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)～(2)（略） 

2-18 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
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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

断する旨を口頭で通告するものとする。 

(2)～(3)（略） 

2-19 車台番号等の打刻依頼等 

検査等の際、法第 32条の各号に該当する自動車については、その旨を運

輸支局又は自動車検査登録事務所（運輸監理部及び陸運事務所を含む。以

下、「運輸支局等」という。）へ連絡するものとする。 

 

 

2-20 出張検査 

出張検査にあっては、この規程の定めるところによるほか、別に定める

ところにより実施するものとする。 

2-21 街頭検査 

街頭検査にあっては、別に定めるところにより実施するものとする。 

 

2-22 検査状況等の電磁的な記録 

2-22-1 検査状況の記録 

(1) この章の規定に基づく受検車両の検査状況については、別に定める

方法により検査の高度化システム（以下「高度化システム」という。）

を用いて検査の経過と同時に記録するものとする。 

(2) 出張検査又は障害等により高度化システムを使用できない場合は、

検査票 1及び検査票 2に記録を行うものとする。 

2-22-2 画像の取得及び保存 

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） 

2-19 車台番号等の打刻依頼等 

検査等の際、法第 32 条の各号に該当する自動車については、その旨を運

輸支局又は自動車検査登録事務所（運輸監理部及び陸運事務所を含む。以

下、「運輸支局等」という。）へ連絡するものとする。 

なお、受検者に対し検査は、職権による打刻を受けた後でなければ、検

査できないため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

2-20 出張検査 

出張検査にあっては、この規程の定めるところによるほか、別に定める

出張検査実施基準により実施するものとする。 

2-21 街頭検査 

街頭検査にあっては、別に定める街頭検査実施要領により実施するもの

とする。 

2-22 画像の取得及び保存 

（新設） 

 

 

 

 

 

2-22-1 画像の取得及び保存 
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(1) 新規検査、予備検査又は構造等変更検査（完成検査終了証の発行後 9

月を経過した型式指定自動車、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であって、当該自動車に係る構造、装置

又は性能について変更がないものを除く。以下 2-22-2 において「新規

検査等」という。）の受検車両にあっては、画像取得装置を用いて、画

像の取得及び高度化システムへの保存を行うものとする。 

ただし、自動車検査上屋に入場できない自動車に係る新規検査等の

場合又は画像取得装置に障害が発生した場合にあっては、デジタルカ

メラ等により当該自動車の外観を撮影し、取得した画像を高度化シス

テムに保存すればよい。 

この場合において、高度化システムへの画像の保存は、画像の取得

後速やかに行うこと。 

(2) 改造自動車の改造部位、特種用途自動車の特種な設備、乗用から貨

物へ改造した自動車の座席及び物品積載設備、その他画像取得装置で

は画像を取得できない部位であって、継続検査時等において画像照合

による同一性の確認が困難であると認められるものについては、別途、

デジタルカメラ等により当該部位を撮影し、取得した画像を高度化シ

ステムに保存すること。 

(3) 新規検査等の受検車両であって、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、デジタルカメラ等により、当該装置の取付状況を撮影し、

取得した画像を高度化システムに保存すること。 

(4) (1)から(3)までにおいて取得する画像は、保安基準に適合している

状態のものとする。 

新規検査、予備検査及び構造等変更検査の検査において、提示された自

動車（型式指定自動車又は法第 69 条第４項の規定により検査証が返納さ

れた自動車であって、当該自動車に係る構造等に関する事項が完成検査終

了証又は返納証明書（交付を受けているものに限る。）に記載された構造

等に関する事項と同一であるものを除く。）の画像を画像取得装置を用い

て、その取得及び保存を行うものとする。 

また、画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、

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 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

（新設） 
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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。 

(5) (1)から(3)までにおいて取得した画像は、国土交通省へ提供するも

のとする。 

(6) 画像の取得に際して、受検者が画像の撮影を拒否した場合には、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。 

 

2-23（略） 

2-24 貨物自動車の検査 

2-24-1 用途の判定 

①（略） 

② 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の乗車人員の携

帯品の積載箇所は、用途区分通達における物品積載設備とは判断しな

い。 

ただし、車体の形状がステーションワゴンのもの（ステーションワ

ゴン以外の自動車であるが審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要

領」6.2.4.(2)を準用した場合にステーションワゴンと分類できるもの

又は幌型の自動車であって座席後方の幌が車両の最後尾附近まである

ものを含む。）に限り、後部座席等の取外し（座席定員の設定が複数あ

る状態で認証等を受けたものについて、後部座席の取外しを行った状態

のものと同様な状態で認証等を受けたものを含む。）又は床面への格納

固定を行い、これによってできた床面及び当該床面と連続した乗車人員

の携帯品の積載箇所については物品積載設備とするものとする。 

ア～ウ（略） 

③ 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

 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

2-22-2 改造部位等の画像の取得（削除） 

2-23（略） 

2-24 貨物自動車の検査 

2-24-1 用途の判定 

①（略） 

② 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の乗車人員の携

帯品の積載箇所は、用途区分通達における物品積載設備とは判断しな

い。 

ただし、車体の形状がステーションワゴンのもの（ステーションワ

ゴン以外の自動車であるが審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要

領」6.2.4.(2)を準用した場合にステーションワゴンと分類できるもの

又は幌型の自動車であって座席後方の幌が車両の最後尾附近まである

ものを含む。）に限り、後部座席等の取外し等（座席定員の設定が複数

ある状態で認証等を受けたものについて、後部座席の取外しを行った状

態のものと同様な状態で認証等を受けたものを含む。）又は床面への格

納固定を行い、これによってできた床面及び当該床面と連続した乗車人

員の携帯品の積載箇所については物品積載設備とするものとする。 

ア～ウ（略） 

③ 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
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については、①及び用途区分通達により検査するものとする。 

2-24-2（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又は検査の高度化システムへの入力 

3-1 検査証、予備検査証、限定検査証及び返納証明書の記載 

検査証、予備検査証、限定検査証及び返納証明書（以下「検査証等」と

いう。）の記載は、3-3 により電子情報処理システムから出力し、印字した

ものとする。 

3-2 検査結果通知情報の高度化システムへの入力又は検査票への検査結果

の記載 

(1) 高度化システムにより検査を行う場合は、3-3 に掲げる情報を別に

定める方法により高度化システムに入力するものとする。 

なお、当分の間は、検査票 1 の各所定の欄及び合格印欄に検査担当

者印を押印するものとし、検査機器による検査結果を検査票 1 に印字

するものとする。 

この場合において、2-8 により同一性確認をしたときは、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

もので記載するものとする。 

 (2)  検査票 1 及び検査票 2 により検査を行う場合は、3-3 に掲げる情

報を記載するものとする。 

①～③（略） 

④ 完成検査終了証（発行されてから 9月を経過したものに限る。）

又は返納証明書が交付されている自動車を検査するに際し、構造等

に関する事項に変更がない場合にあっては、検査票 1に「構造等変

更無」と記載し、検査担当者印の押印を行うことにより、検査票 2

に係る必要な事項の記載に代えることができる。 

については、①及び用途区分通達により審査するものとする。 

2-24-2（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 検査証、予備検査証、限定検査証及び返納証明書の記載 

検査証、予備検査証、限定検査証及び返納証明書（以下「検査証等」と

いう。）の記載は、3-3 により電子情報処理組織（以下「電子情報処理シス

テム」）から出力し、印字したものとする。 

3-2 検査結果の記載 

検査票 1 及び検査票 2 は、次により記載するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①～③（略） 

④ 完成検査終了証（発行されてから９月を経過したものに限る。）

又は返納証明書が交付されている自動車を検査するに際し、構造等

に関する事項に変更がない場合にあっては、検査票１の備考欄に

「構造等変更無」と記載し、検査担当者印の押印を行うことにより、

検査票２に係る必要な事項の記載に代えることができる。 
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⑤（略） 

3-3 検査票等の記載方法及び検査結果通知情報 

検査票により検査結果の記録を行う場合は次のとおりとし、高度化シス

テムにより検査結果通知情報の記録を行う場合は、各々の規定に準じて検

査結果通知情報を入力し、検査証等に印字するものとする。 

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。 

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

の欄に検査担当者印の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、審査事務規程別添 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 走行距離計表示値欄 

検査票 1 の走行距離計表示値欄は、2-9 によるほか、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 

① 受検車両の走行距離計の表示値を走行距離計表示値欄に記載

⑤（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。 

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 走行距離計表示値欄 

検査票 1 の走行距離計表示値欄は、2-9 によるほか、次により記載し、

検査証等に印字するものとする。 

① 受検車両の総走行距離計の表示値と走行距離計表示値欄に記載
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し、当該欄に検査担当者印の押印を行う。 

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 100 の位未満は切り捨てるものとする。 

（削除） 

 

 

（削除） 

 

 

② 受検車両の走行距離計がマイル表示であると判断した場合は、走

行距離計表示値欄の「mile」を「○」で囲む。 

3-3-3～3-3-14（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 

1.～4-3.（略） （略） （略） 

5．被けん引自動車（施

行規則第 35 条の 3 第 1

項第15号に規定するも

のに限る。） 

（1）けん引自動車の型

式が「不明」のもの 

（略） （略） 

5-1.～27.（略） （略） （略） 

（2）（略） 

された数値が同一である場合は、走行距離計表示値の欄に検査担当

者印の押印を行う。 

 

② ①の値が同一でない場合は、走行距離計表示値欄に記載された数

値をボールペン等で訂正のうえ、訂正部分に重なるように検査担当

者印の押印を行う。 

③ 走行距離計表示値欄に数値が記載されていない場合には、受検車

両の総走行距離計の表示値をボールペン等で当該欄に記載し、走行

距離計表示値の欄に検査担当者印の押印を行う。 

④ 受検車両の総走行距離計がマイル表示であると判断した場合は、

走行距離計表示値欄の「mile」を「○」で囲む。 

3-3-3～3-3-14（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 

1.～4-3.（略） （略） （略） 

5．けん引自動車（施行

規則第35条の 3第 1項

第15号に規定するもの

に限る。） 

（1）被けん引自動車の

型式が「不明」のもの 

（略） （略） 

5-1.～27.（略） （略） （略） 

（2）（略） 
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3-3-16～3-3-17（略） 

3-4 検査結果の通知 

3-4-1（略） 

3-4-2 適合 

検査を行った場合において、自動車の構造及び装置が保安基準に適合す

ると認めたときは、検査票 1 又は様式 5-2 の検査結果通知書 2（障害等に

より高度化システムによる検査が行えない場合は検査票 2）の該当する箇

所に検査担当者印の押印を行うとともに、高度化システムにより適合の入

力を行い、受検者に通知するものとする。 

この場合において、当日中に自動車検査証の交付又は返付が行えない事

由がある場合にあっては、受検者と内容について確認するものとし、当該

自動車の検査合格日から 15 日以内であれば、既に通知を行った検査票を

有効なものとして処理して差し支えない。 

なお、再入場による検査を行った場合において、保安基準に適合すると

認めたときは、該当する構造又は装置を検査した者が適合しない旨の記載

を抹消することなく、当該箇所へ検査担当者印の押印を行うとともに、高

度化システムにより適合の入力を行うものとする。 

3-4-3 不適合 

検査を行った場合において、自動車の構造又は装置が保安基準に適合す

ると認められないときは、高度化システムから出力された検査結果通知書

1を検査票に添付し、受検者に通知するものとする。 

ただし、出張検査又は障害等により高度化システムを使用できない場合

は、検査票の当該項目を「○」で囲む等により保安基準に適合しない部分

及び不具合の状況が容易に分かるように記載し、受検者に通知するものと

する。 

3-4-4 使用停止 

検査を行った場合において、当該自動車が次に掲げる事例のように明ら

3-3-16～3-3-17（略） 

3-4 検査結果の通知 

3-4-1（略） 

3-4-2 適合 

検査を行った場合において、自動車の構造及び装置が保安基準に適合す

ると認めたときは、検査票 1又は検査票 2 の該当する箇所に検査担当者印

の押印を行い、受検者に通知するものとする。 

この場合において、当日中に自動車検査証の交付又は返付が行えない事

由がある場合にあっては、受検者と内容について確認するものとし、当該

自動車の検査合格日から 15 日以内であれば、既に通知を行った検査票を

有効なものとして処理して差し支えない。 

なお、再入場による検査を行った場合において、保安基準に適合すると

認めたときは、該当する構造又は装置を検査した者が適合しない旨の記載

を抹消することなく、当該箇所へ検査担当者印の押印を行うものとする。 

 

 

 

3-4-3 不適合 

検査を行った場合において、自動車の構造又は装置が保安基準に適合す

ると認められないときは、検査票 1又は検査票 2の当該項目を「○」で囲

む等により保安基準に適合しない部分及び不具合の状況が容易に分かる

ように記載し、受検者に通知するものとする。ただし、検査結果の分析・

活用の高度化システムから出力される保安基準に適合しない部分及び不

具合の状況の記載がある検査結果が検査票１又は検査票２に添付されて

いる場合は、検査票 1又は検査票 2への記載を省略することができる。 

3-4-4 使用停止 

検査を行った場合において、当該自動車が次に掲げる事例のように明ら
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かに危険な状態で運行されると認められるときは、法第 71 条の 2 第 1 項

に規定する当該自動車の使用を停止する必要があると認める場合として、

検査票 1 の備考欄に「使用停止」と朱書きにより記載するものとする。 

①～③（略） 

なお、当該自動車の検査証を複写したものに「使用停止」と朱書きによ

り記載し、これを手渡すものとする。 

また、当該修理が行われた旨の申告があった際は、6-2 により限定検査

証を交付するものとする。 

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)及び 2-22-2(6)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を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が記載された検査結果通知書

１を検査票に添付し、受検者に通知するものとする。 

この場合において、2-8(2)、2-11-2(6)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) (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、高度化システムにより検査中断の通知

ができない理由を入力する。 

ただし、出張検査又は障害等により高度化システムが使用できない

場合は、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。 

かに危険な状態で運行されると認められるときは、法第 71 条の 2 第 1 項

に規定する当該自動車の使用を停止する必要があると認める場合として、

検査票 1 の備考欄に「使用停止」と朱書きにより記載するものとする。 

①～③（略） 

また、継続検査等の場合は、当該自動車の検査証を複写したものに「使

用停止」と朱書きにより記載するものとする。 

 

 

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) (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。 
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(3)（略） 

3-4-6（略） 

 

第 4 章～第 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 

(1)（略）  

（削除） 

 

 

(2) 限定検査証を交付するときは、次の各号によるものとする。 

①（略） 

② 電子情報処理システムから印字した限定検査証（その 2）の保安

基準に適合しない部分の欄に、手書きにて検査票 1の保安基準に適

合しない部分を記載する。 

この場合において、高度化システムを用いて検査状況を記録した

車両にあっては、検査結果通知書 1（疑義が生じた場合は高度化シス

テムにより検査結果通知情報）を確認し、限定検査証（その 2）に保

安基準に適合しない部分を記載する。 

③（略） 

6-3 自動車重量税の納付の確認 

新規検査及び予備検査証に基づく検査証の交付並びに継続検査、臨時検

査及び構造等変更検査による検査証の返付は、自動車重量税法（昭和 46 年

法律第 89号、（以下「重量税法」という。））第 8条又は第 10 条の 2（OSS

申請をする場合に限る。）に規定する方法により自動車重量税（以下「重

(3)（略） 

3-4-6（略） 

 

第 4 章～第 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 

(1)（略）  

(2) 新規検査又は予備検査の結果、限定検査証を交付するときは、施行

規則第 43条の 2 の規定による構造等に関する事項について、検査票に

記載された検査結果を返納証明書と照合するものとする。 

(3)  限定検査証を交付するときは、次の各号によるものとする。 

①（略） 

② 電子情報処理システムから印字した限定検査証（その 2）の保安

基準に適合しない部分の欄に、手書きにて検査票 1 の保安基準に適

合しない部分を記載する。 

 

 

 

 

③（略） 

6-3 自動車重量税の納付の確認 

新規検査及び予備検査証に基づく検査証の交付並びに継続検査、臨時検

査及び構造等変更検査による検査証の返付は、自動車重量税法（昭和 46年

法律第 89号、（以下「重量税法」という。））第 8条の規定による自動車

重量税（以下「重量税」という。）を納付した後でなければ行わないもの
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量税」という。）を納付した後でなければ行わないものとする。 

6-3-1 自動車重量税の納付の確認等 

(1) 重量税法第 8 条に規定する方法による納付の確認等は自動車重量税

関係法令によるほか、次によるものとする。  

① 重量税は、自動車重量税印紙（以下「重量税印紙」という。）を

自動車重量税納付書（以下「重量税納付書」という。（様式 6））

に貼付して納付させること。 

②～③（略） 

(2) 重量税法第 10条の 2に規定する方法による納付の確認は、申請者か

ら納付された重量税納付情報を財務省が所有する歳入金電子納付シス

テムから取得することによって確認するものとする。 

6-3-2～6-3-3（略） 

6-4（略） 

6-5 放置違反金滞納情報の確認 

(1)  継続検査後の検査証の有効期間の更新又は構造等変更検査後の記載

事項を変更した検査証の返付であって、道路交通法（昭和 35 年法律第

105 号）第 51 条の 7 第 2 項に基づく放置違反金の滞納によって、検査

証の有効期間の更新又は記載事項を変更した検査証の返付ができない

場合には、検査証の備考欄に「放置違反金滞納情報あり」である旨の記

載と受付日付印を押印し、申請書並びに添付書面（検査票を除く。）を

申請者に返却するものとする。 

なお、放置違反金の納付後に、再度申請が行われ、当該検査の合格

日から 15日以内の場合は、回収済の検査票が有効なものとして処理し

て差し支えない。 

(2)（略） 

6-6～6-7（略） 

6-8 申請書等の受理 

とする。 

6-3-1 自動車重量税納付書の確認等 

自動車重量税納付書（以下「重量税納付書」という。（様式 6））の確認

等は、自動車重量税関係法令によるほか、次によるものとする。 

① 重量税は、自動車重量税印紙（以下「重量税印紙」という。）を

重量税納付書に貼付して納付させること。 

 

②～③（略） 

（新設） 

 

 

6-3-2～6-3-3（略） 

6-4（略） 

6-5 放置違反金滞納情報の確認 

(1) 継続検査に合格した自動車の検査証の有効期間の更新又は構造等変

更検査に合格し記載事項を変更した検査証の返付であって、道路交通

法（昭和 35 年法律第 105 号）第 51 条の 7 第 2 項に基づく放置違反金

の滞納によって、検査証の有効期間の更新又は記載事項を変更した検

査証の返付ができない場合には、検査票を回収して、検査証の備考欄に

「放置違反金滞納情報あり」である旨の記載と受付日付印を押印し、検

査票を除いた申請書並びに添付書面は申請者に返却するものとする。  

 

 

 

(2)（略） 

6-6～6-7（略） 

6-8 申請書等の受理 
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 (1) 検査等に関し、申請書又は光ディスク申請による提出があったとき

は、申請書又は光ディスク申請並びにこれらの添付書面（以下「申請

書等」という。）に不備のないことを確認したうえ、当該申請書又は

光ディスク申請一覧表に受付日付印を押印して受理するものとする。 

この場合において、申請書に氏名を記載し押印することに代えて署

名しているときは、楷書で明瞭に申請者の氏名が記載されていること

を確認するものとする。 

（記載例）（略） 

ただし、申請に際し代理人申請を行う場合には、申請依頼書又はこ

れと同等の書面を提出すること。 

(2) OSS 申請の場合において、6-10 に規定されている提出書面のうち電

磁的方法により OSS インターフェースシステムが受理したものにあっ

ては、当該書面が提出されたものとし、当該書面への押印等が必要な

場合には、これを省略することができる。 

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

(1) 車両番号の指定を受けたことのない自動車（新車） 

① 新規検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に変更があ

る場合に限る。ただし、高度化システムに入力した電磁的情報が電

子情報処理システムに作成された場合を除く。）） 

②（略） 

③ 完成検査終了証（完成検査終了証が交付された場合（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

れた場合を除く。）に限る。） 

④ 排出ガス検査終了証（排出ガス検査終了証が交付された場合（排出

ガス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

機関に提供された場合を除く。）に限る。） 

検査等に関し、申請書又は光ディスク申請による提出があったときは、

申請書又は光ディスク申請並びにこれらの添付書類（以下「申請書等」と

いう。）に不備のないことを確認したうえ、当該申請書又は光ディスク申

請一覧表に受付日付印を押印して受理するものとする。 

この場合において、申請書に氏名を記載し押印することに代えて署名し

ているときは、楷書で明瞭に申請者の氏名が記載されていることを確認す

るものとする。 

（記載例）（略） 

ただし、申請に際し代理人申請を行う場合には、申請依頼書又はこれと

同等の書類を提出すること。 

（新設） 

 

 

 

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

(1) 車両番号の指定を受けたことのない自動車（新車） 

① 新規検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に変更が

ある場合に限る。）） 

 

②（略） 

③ 完成検査終了証（完成検査終了証が交付された場合（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除く。）に限る。） 

④ 排出ガス検査終了証（排出ガス検査終了証が交付された場合（排

出ガス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除く。）に限る。） 



- 21 - 

⑤～⑦（略） 

⑧ 譲渡証明書（譲渡証明書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た場合を除く。）、販売証明書等（以下「使

用者であることを証する書面」という。） 

⑨～⑩（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た場合を除く。）） 

 

⑫～⑭（略） 

(2) 車両番号の指定を受けたことのある自動車 

① 新規検査申請書（様式 7-1（車両番号欄に返納時の車両番号を記載

する。）、様式 7-2（自動車の諸元等に変更がある場合に限る。ただ

し、高度化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理システム

に作成された場合を除く。）） 

②～③（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

れた場合を除く。）に限る。） 

⑤（略） 

⑥ 返納証明書、軽自動車届出済証返納証明書（交付を受けている自動

車に限る。）若しくは軽自動車届出済証（昭和 48年 9 月 30 日以前に

交付を受けている自動車に限る。） 

⑦～⑩（略） 

⑪ 保険証明書（保険証明書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た場合を除く。） 

⑫～⑮（略） 

⑤～⑦ 

⑧ 譲渡証明書（譲渡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。）、販売証明書等（以

下「使用者であることを証する書面」という。） 

⑨～⑩（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。）） 

⑫～⑭（略） 

(2) 車両番号の指定を受けたことのある自動車 

① 新規検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に変更が

ある場合に限る。））（車両番号欄に返納時の車両番号を記載す

る。）） 

 

②～③（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（略） 

⑥ 返納証明書、軽自動車届出済証返納証明書（交付を受けている自

動車に限る。）若しくは軽自動車届出済証（平成 48年 9月 30 日以

前に交付を受けている自動車に限る。） 

⑦～⑩（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） 
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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た場合を除く。）） 

 

⑨～⑩（略） 

6-10-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-10-1 に定める書面の内容を確認

するものとする。 

6-10-3（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

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。）） 

⑨～⑩（略） 

6-10-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-10-1 に定める書類の内容を確認

するものとする。 

6-10-3（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
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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た場合においては、登録情報処理機関に

記載す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) 諸元欄事項以外に変更がある場合 

① 自動車検査証記入申請書（様式 7-1 及び様式 7-2（高度化システム

に入力した電磁的情報が電子情報処理システムに作成された場合を除

く。））又は自動車予備検査証記入申請書（様式 7-1 及び様式 7-2（高

度化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理システムに作成さ

れた場合を除く。）（車両番号欄に自動車予備検査証番号（以下「予

備検査証番号」という。）を記載する。）） 

②～⑥（略） 

⑦ 保険証明書（予備検査証の交付を受けている場合、保険証明書に記

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た場合

を除く。） 

⑧～⑪（略） 

(2) 諸元欄事項以外に変更がない場合 

① 自動車検査証記入申請書（様式 7-2（高度化システムに入力した電

磁的情報が電子情報処理システムに作成された場合は、諸元欄事項へ

の記入は不要とする。））又は自動車予備検査証記入申請書（様式 7-2

（（高度化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理システムに

作成された場合は、諸元欄事項への記入は不要とする。）（車両番号欄

に予備検査証番号を記載する。）） 

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 自動車検査証記入申請書（様式 7-1 及び様式 7-2）又は自動車予備

検査証記入申請書（様式 7-1 及び様式 7-2（車両番号欄に自動車予備

検査証番号（以下「予備検査証番号」という。）を記載する。）） 

 

 

 

②～⑥（略） 

⑦ 保険証明書（予備検査証の交付を受けている場合保険証明書に記載

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） 

（新設） 
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② 申請依頼書等 

③ 譲渡証明書（予備検査証の交付を受けている場合であって、所有者

に変更がある場合に限る。） 

④ 検査証、予備検査証又は限定検査証（限定検査証の交付を受けてい

る場合に限る。） 

⑤ 算定燃費値取得済証（提出された場合に限る。） 

⑥ 点検整備記録簿（車両番号の指定を受けたことのある自動車に限

る。） 

⑦ 保険証明書（予備検査証の交付を受けている場合、保険証明書に記

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た場合

を除く。） 

⑧ 重量税納付書（予備検査証の交付を受けている場合を除く。） 

⑨ その他の書面 

⑩ 申請依頼書（代理人による申請の場合に限る。） 

⑪ 検査票 

6-11-2～6-11-4（略） 

6-12 臨時検査 

6-12-1 必要な書面 

①～④（略） 

⑤ 保険証明書（保険証明書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) 車両番号の指定を受けたことのない自動車 

① 自動車予備検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-11-2～6-11-4（略） 

6-12 臨時検査 

6-12-1 必要な書面 

①～④（略） 

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) 車両番号の指定を受けたことのない自動車 

① 自動車予備検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に
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変更がある場合に限る。ただし、高度化システムに入力した電磁的

情報が電子情報処理システムに作成された場合を除く。）） 

②（略） 

③ 完成検査終了証（完成検査終了証が交付された場合（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

供された場合を除く。）に限る。） 

④ 排出ガス検査終了証（排出ガス検査終了証が交付された場合（排

出ガス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た場合を除く。）に限る。） 

⑤～⑪（略） 

(2)  車両番号の指定を受けたことのある自動車 

① 自動車予備検査申請書（様式 7-1（車両番号欄に返納時の車両番

号を記載する。）、様式 7-2（自動車の諸元等に変更がある場合に限

る。ただし、高度化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理

システムに作成された場合を除く。）） 

②～③（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た場合を除く。） 

⑦～⑨ 

変更がある場合に限る。）） 

 

②（略） 

③ 完成検査終了証（完成検査終了証が交付された場合（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除く。）に限る。） 

④ 排出ガス検査終了証（排出ガス検査終了証が交付された場合（排

出ガス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除く。）に限る。） 

⑤～⑪（略） 

(2)  車両番号の指定を受けたことのある自動車 

① 自動車予備検査申請書（様式 7-1、様式 7-2（自動車の諸元等に

変更がある場合に限る。）） 

 

 

②～③（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 
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6-14-2～6-14-4（略） 

6-15（略） 

6-16 検査証の記入 

6-16-1 必要な書面 

①～⑤（略） 

⑥ 譲渡証明書（ただし、申請書に旧所有者印が押印されている場合、

又は、申請依頼書に旧所有者印が押印されている場合を除く。） 

 

⑦（略） 

6-16-2～6-16-4（略） 

6-17～6-25（略） 

 

第 7 章 電子情報処理組織による軽自動車検査ファイルへの記録 

7-1 電子情報処理システム 

 電子情報処理組織による軽自動車検査ファイルに記録する検査対象軽自

動車に係る検査等に関する第 6 章に係る事務処理は、電子情報処理システ

ムにより、オンライン・リアルタイム処理方式により行うものとする。 

7-2～7-3（略） 

7-4 検査記録内容等 

(1)～(2)（略） 

(3)  軽自動車検査ファイルの記録事項の変更、訂正又は復元の処理は、

記録の際に用いた申請書又は業務用申請書で行うものとする。 

7-5（略） 

 

第 8 章（略） 

 

第 9 章 雑則 

6-14-2～6-14-4（略） 

6-15（略） 

6-16 検査証の記入 

6-16-1 必要な書面 

①～⑤（略） 

⑥ 譲渡証明書（ただし、OCR シートに旧所有者印が押印されている

場合、又は、申請依頼書に旧所有者印が押印されている場合を除

く。以下同じ。） 

⑦（略） 

6-16-2～6-16-4（略） 

6-17～6-25（略） 

 

第 7 章 電子情報処理組織の軽自動車検査ファイルによる記録 

7-1 電子情報処理システム 

 電子情報処理組織の軽自動車検査ファイルに記録する検査対象軽自動車

に係る検査等に関する第 6 章に係る事務処理は、電子情報処理システムに

より、オンライン・リアルタイム処理方式により行うものとする。 

7-2～7-3（略） 

7-4 検査記録内容等 

(1)～(2)（略） 

(3) 電子情報処理システムの記録事項の変更、訂正又は抹消をするとき

は、業務運用シートで処理するものとする。 

7-5（略） 

 

第 8 章（略） 

 

第 9 章 雑則 
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9-1～9-4（略） 

（削除） 

 

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)～(8)（略） 

2～5（略） 

（削除） 

 

 

 

 

9-1～9-4（略） 

9-5 申請書の紙質等 

 

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)～(8)（略） 

2～5（略） 

6 限定検査証の提出がある検査 

有効な限定検査証の提出がある自動車（9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を整備した場合における当該整備に

係る部分について、1から 4 までに掲げる方法により検査
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6 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。）、4(5)及び 4(6)の検

査を提出書面の審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)～(2)（略） 

7 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（法第 94 条の 5 第 9 項の規定により申請書への記載

をもって提出に代える場合（継続検査に係る場合を除く。）

を含む。以下この号において同じ。）がある自動車の検査 

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、当該返納証明書及び保安基

準適合証（法第 94 条の 5 第 2 項の規定により登録情報処

理機関に提供される保安基準適合証に記載すべき事項を

含む。）を審査することにより検査するものとする。 

8 限定保安基準適合証の提出及び限定検査証の提出があ

る自動車の検査 

限定保安基準適合証の提出及び限定検査証の提出があ

る自動車については、当該限定保安基準適合証及び限定検

査証を審査することにより検査するものとする。 

継続検査 1～3（略） 

（削除） 

するほか、当該限定検査証を検査することにより検査する

ものとする。 

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。）、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)～(2)（略） 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

継続検査 1～3（略） 

4 限定検査証の提出がある検査 
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4 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（法第 94 条の 5 第 9 項の規定に

より申請書への記載をもって提出に代える場合（継続検査

に係る場合に限る。）を含む。以下この号において同じ。）

がある自動車については、当該保安基準適合証（法第 94

条の 5 第 2 項の規定により登録情報処理機関に提供され

る保安基準適合証に記載すべき事項を含む。）を審査する

ことにより検査するものとする。 

5 限定保安基準適合証の提出及び限定検査証の提出があ

る検査 

限定保安基準適合証の提出及び限定検査証の提出があ

る自動車については、当該限定保安基準適合証及び限定検

査証を審査することにより検査するものとする。 

 

別表 2（改造自動車等の届出先及び添付資料等一覧表） 

（注 2） 届出する自動車に関する資料として、自動車検査証、譲渡証明書等

の写しを添付する。 

また、複数台数届出の場合は、審査事務規程別添 4「改造自動車審

査要領」の第 5 号様式の提出及び限定した車両であることが当該改

造自動車から明確に判別できる資料を添付するものとする。 

なお、試作車・組立車の改造の場合は、改造自動車等審査結果通知

有効な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を整備した場合における当該整備

に係る部分について、１、２及び３に掲げる方法により検

査するほか、当該限定検査証を検査することにより検査す

るものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

 

別表 2（改造自動車等の届出先及び添付資料等一覧表） 

（注 2） 届出する自動車に関する資料として、自動車検査証、譲渡証明書等

の写しを添付する。 

また、複数台数届出の場合は、第 3 号様式の提出及び限定した車

両であることが当該改造自動車から明確に判別できる資料を添付す

るものとする。 

なお、試作車・組立車の改造の場合は、改造自動車等審査結果通知
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書（写）を添付するものとする。 

様式 1～3（略） 

様式 4-1 

（検査票 1） 

様式 4-2 

（検査結果通知書 1） 

様式 5-1 

（検査票 2） 

様式 5-2 

（検査結果通知書 2） 

様式6～様式14（略） 

 

（削除） 

 

附則〔平成 30年 12月 18 日協会規程第 20 号〕 

この規程は、平成 31 年 1月 4 日から施行する。 

書（写）を添付するものとする。 

様式 1～3（略） 

様式 4 

（検査票 1） 

様式 4-2（新設） 

 

様式 5 

（検査票 2） 

様式 5-2（新設） 

 

様式6～様式14（略） 

 

別添（略） 
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様式 4-2 
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様式 5-2 
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