
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 

 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新規検査の申請（以下「OSS 申請」とい

う。）が開始されること及び「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）OSS申請（新規検査）の開始に向けた改正

新規検査において、OSS申請を受理したものにあっては、提出書面及び押印等の省

略を可能とします。 

（6-8） 

（２）自動車の用途等の変更に伴う技術基準等の適合性書面審査

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

された自動車に限る。）において、予備検査時又は検査証返納時の諸元から自動車の用

途等（用途、乗車定員、車両総重量又は自動車の種別を言う。以下同じ。）の変更が

あった場合、又は、構造等変更検査において、自動車の用途等の変更があった場合に

おいて、当該自動車に係る保安基準の適用が異なり改めて保安基準の審査が必要とな

る場合には、検査に先立って、受検予定の事務所等に事前に申請者が必要な書面を提

出することを義務付け、当該事務所等において審査を行うこととします。 

また、構造・装置が同一である複数台数の自動車について当該検査の申請を行う場

合においては、申請者の負担等を考慮し、代表車両一台について必要な書面を主管事

務所に申請し、当該主管事務所が審査した結果をもって他の車両の検査の際に事前に

書面を提出することを省略することができるものとします。 

※新車に係るものは実施済み。

（2-7、2-12関係） 

（３）特種用途自動車に適用する基準の判断方法を規定します。

（2-23 関係） 

（４）その他、検査方法の明確化、書きぶりの適正化等所要の改正を行います。

３．施行日 

令和元年 9月 1日から施行する。 

（（２）の規定の適用については、令和元年 10 月 1 日） 

令 和元年 8 月 3 0 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 

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。 

(1)（略） 

(2)（略） 

(3)「軽検協接続サブシステム」とは、OSS インターフェースシステムから

送信された、法に基づく申請に係る申請データを審査するためのシステ

ムをいう。 

(4)（略） 

(5)（略） 

 

第 2 章 検査の実施方法 

2-1～2-6（略） 

2-7 検査の実施方法 

(1)（略） 

(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

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

目 次 

第 1 章（略） 

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。 

(1)（略） 

(2)（略） 

 

 

 

(3)（略） 

(4)（略） 

 

第 2 章 検査の実施方法 

2-1～2-6（略） 

2-7 検査の実施方法 

(1)（略） 

(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

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
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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、第

38 条第 9 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（④の自動車を除く。） 

（略） 

② 試作車又は組立車（④の自動車を除く。） 

（略） 

③ 並行輸入自動車（使用の過程にある④の自動車を除く。） 

（略） 

④ 使用の過程にある自動車、自動車予備検査証の交付を受けた自動

車（審査事務規程別添 2「新規検査等提出書面審査要領」4.(3)及び

(4)に掲げる自動車に限る。）であって、新規検査、予備検査又は構

造等変更検査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。 

 (3)～(5)（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。 

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。 

ただし、①及び②の規定の適用にあたって、法第 71 条による自動車予

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 

（略） 

② 試作車又は組立車 

（略） 

③ 並行輸入自動車 

（略） 

（新設） 

 

 

 

 

(3)～(5)（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。 

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。 
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備検査証の交付を受けた自動車については、自動車予備検査証によるこ

とができる。 

① 新規検査又は予備検査（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

た自動車の新規検査又は予備検査を除く。）の場合 

 

ア～ウ（略） 

② 新規検査又は予備検査（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 

 

③～④（略） 

(2)～(4)（略） 

2-9～2-11（略） 

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

返納された自動車の新規検査又は予備検査を除く。）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。 

 

 

 

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～ウ（略） 

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 

③～④（略） 

(2)～(4)（略） 

2-9～2-11（略） 

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。 
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② 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。）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。）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（審査事務規程別添 2「新規検査等提出書面

審査要領」4.(3)又は(4)の自動車に限る。）の新規検査、予備検査

又は構造等変更検査に係る検査は、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 3

により実施するものとする。 

③ 事前届出対象自動車の新規検査、予備検査又は構造等変更検査（以

下 2-12-1 において「新規検査等」という。）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

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。 

 

 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

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
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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)及び(4)の代

表届出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。 

④～⑥（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 

削除 

 

 

 

 

 

削除 削除 

（略） （略） （略） 

附則1 4.1.(4) 

附則2 4.1.(2）

② 

附則2 7.1.(9)

① 

附則3 4.1.(2)

② 

附則3 7.1.(2) 

関東技審 東京事審 

（略） （略） （略） 

附則1 本則4-12-1(1) 規程2-11-1(1) 

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。 

 

③～⑤（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 

（略） （略） （略） 

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  

（略）  （略） （略） 

附則1 本則4-12-1(1) 規程2-11-1(1) 
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4.10.(3) 

附則2 

7.10.(3) 

附則3 

7.10.(2) 

（略） （略） （略）  

附則1 3.1. 

附則3 3.1. 

本則 4-13-2(4) 規程2-12-1(2)③ 

 

附則2 3.2.(1) 

（以下、附則2及

び附則3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。）  

（略） （略） （略） 

附則2 4.1.(2) 

附則3 4.1.(2) 

別添16「業務量統計システム報

告要領」2.(5)に定める必要事

項 

様式13の新規検査等事前審査

管理台帳に定める記載事項 

附則2 4.1.(2) 

附則2 4.3.(3) 

附則2 8.2. 

附則2 10.1. 

附則3 4.1.(2) 

附則3 4.3.(3) 

附則3 8.2. 

附則3 10.1. 

業務量統計システム 新規検査等事前審査管理台帳 

附則2 4.1.(2) 

附則2 4.3.(3） 

附則2 8.2. 

登録  記載 

4.10.(3) 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

附則1 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。）  

（略） （略） （略） 

（新設） 

 

 

  

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

  

附則2 4.1.(2)  

附則2 4.3.(3) 

附則2 8.2. 

登録  記載 
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附則2 10.1. 

附則3 4.1.(2) 

附則3 4.3.(3) 

附則3 8.2. 

附則3 10.1. 

附則2 4.1.(2)

② 

附則3 4.1.(2)

② 

検査部記号 主管事務所及び沖縄事務所記

号 

附則2 4.1.(2)

② 

附則3 4.1.(2)

② 

関東検査部 東京主管事務所 

附則2 4.1.(2)

② 

附則3 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 

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 

附則 2 4.3.(1) 

附則 3 4.3.(1) 

本則 4-13-2(5) 規程 2-12-1(2)④ 

削除 

 

削除 削除 

附則2 10.1. 

 

 

 

 

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 

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 

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 

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) 
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（略） （略） （略） 

2-13（略） 

2-14 並行輸入自動車 

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） 

3.2.(2) 

以下同じ 

地方検査部 主管事務所 

3.2.(2) 

以下同じ 

検査課 検査課又は検査・企画課 

（略） （略） （略） 

削除 削除 削除 

（略） （略） （略） 

2-15～2-22（略） 

2-23 特種用途自動車の検査 

2-23-1 規定の適用 

(1) 特種用途自動車に適用する規定については、それぞれの規定におい

て、受検車両の受検時における各々の要素（例：自動車の種別、乗車定

員、車両総重量等）を基に判断するものとする。  

この場合において、次のいずれかに該当する特種用途自動車について

は「貨物の運送の用に供する自動車」とみなして取扱うものとし、それ

以外の特種用途自動車については「専ら乗用の用に供する自動車」とみ

なして取扱うものとする。 

（略） （略） （略） 

2-13（略） 

2-14 並行輸入自動車 

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） 

（新設） 

 

  

（新設）   

（略） （略） （略） 

5. 

以下同じ 

地方検査部 主管事務所 

（略） （略） （略） 

2-15～2-22（略） 

2-23 特種用途自動車の検査 

（新設） 
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① 用途区分通達4-1-3(1)「特種な物品を運搬するための特種な物品

積載設備を有する自動車」に規定する特種用途自動車  

車体の形状：「粉粒体運搬車」「タンク車」「現金輸送車」「ア

スファルト運搬車」「コンクリートミキサー車」「冷

蔵冷凍車」「活魚運搬車」「保温車」「販売車」「散

水車」「塵芥車」「糞尿車」「ボートトレーラ」「オ

ートバイトレーラ」「スノーモービルトレーラ」「粉

粒体運搬車（トラクタ）」「冷蔵冷凍車（トラクタ）」 

※セミトレーラ、フルトレーラにあっては、車体

の形状を次例のとおり読み替える。  

例：「粉粒体運搬車」→粉粒体運搬

セミトレーラ、粉粒体運搬フルトレ

ーラ 

② 指定自動車等を架装した特種用途自動車（①の自動車を除く。）

であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 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用途

が「乗用」、「幼児専用」又は「特種」以外のもの 

イ 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用途

が「特種」であって、型式の頭部に付与されている排出ガス規

制の識別記号が「乗用車」又は「二輪車」以外のもの 

③ 指定自動車等以外の自動車を架装した特種用途自動車（①の自動

車を除く。）であって、次のいずれかに該当するもの 

ア 車両型式認可を受けた時点のカテゴリが「M
1
」、「M

2
」、「M

3
」、

「L
3
」、「L

4
」又は「L

5
」以外のもの 

イ FMVSSラベル又はCMVSSラベルに表示されたTYPEが「Passenger 

Vehicle」、「Multipurpose Passenger Vehicle」又は「BUS」

以外のもの 
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ウ 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貨物自動車等に分類されるもの 

(2) 次の①に掲げるいずれかに該当する特種用途自動車については、(1)

の規定にかかわらず、②に掲げる規定において、「貨物の運送の用に供

する自動車」に該当しないものとして取扱うことができる。 

① 対象となる特種用途自動車 

ア 用途区分通達 4-1-3(1)に規定する特種用途自動車以外の特種

用途自動車 

イ 消防車 

ウ 職務遂行に必要な放水装置を備えた警察車 

② 対象となる規定 

ア 審査事務規程 6-34,7-34,8-34 突入防止装置 

2-23-2 車体の形状の判定 

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。 

①～②（略） 

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 

3-3-1～3-3-2（略） 

3-3-3 初度検査年月欄 

検査票 2 の初度検査年月欄は、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。 

①～②（略） 

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 

3-3-1～3-3-2（略） 

3-3-3 初度検査年月欄 

検査票 2 の初度検査年月欄は、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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初度検査年（初めて検査証の交付された日の属する年及び月の数）を初

度検査年月欄に記載し、不明のものは「―」とする。 

ただし、初めて検査証の交付された日の属する年及び月の数のうち月の

数の不明のものは年のみとする。 

また、車両番号の指定を受けたことがない自動車の予備検査にあっては

「―」とするものとする。 

3-3-4～3-3-11（略） 

3-3-12 燃料の種類欄 

検査票 2 の燃料の種類欄は、「ガソリン」、「軽油」、「ＬＰＧ」、「灯

油」、「電気」、「ガソリン ＬＰＧ」、「ガソリン 灯油」、「ガソリ

ン・ＬＰＧ」、「ガソリン・灯油」、「メタノール」、「ＣＮＧ」、「Ｌ

ＮＧ」、「ＡＮＧ」、「圧縮水素」、「ガソリン・電気」、「ＬＰＧ・電

気」、「軽油・電気」又は「その他」のいずれかを記載し、検査証等に印

字するものとする。 

この場合において、それぞれの燃料の種類の間を「 」（1 字空白）で

つないでいるものは切替式を示し、「・」でつないでいるものは併用式を

示す。 

また、「その他」とは、当該自動車に用いている燃料の種類が上記に掲

げられていない場合に記載するものとする。 

3-3-13 総排気量又は定格出力欄 

検査票 2 の総排気量又は定格出力欄は、次により記載し、検査証等に印字す

るものとする。 

①（略） 

② 定格出力は、単位を kW とし、小数第 2位以下を切り捨て小数第 1

位までとし、1 kW 未満の場合、小数第 3 位以下を切り捨て小数第 2

位までとする。 

ただし、小数第 2 位が不明なものは小数第 2位を「0」とする。 

初度検査年（初めて検査証の交付された日の属する年及び月の数）を初度検

査年月欄に記載する。ただし、車両番号の指定を受けたことがない自動車の

予備検査にあっては「―」とするものとする。 

 

 

 

3-3-4～3-3-11（略） 

3-3-12 燃料の種類欄 

検査票 2 の燃料の種類欄は、「ガソリン」、「軽油」、「ＬＰＧ」、「灯

油」、「電気」、「ガソリン・ＬＰＧ」、「ガソリン・灯油」、「メタノ

ール」、「ＣＮＧ」、「ＬＮＧ」、「ＡＮＧ」、「圧縮水素」、「ガソリ

ン・電気」、「ＬＰＧ・電気」、「軽油・電気」又は「その他」のいずれ

かを記載し、検査証等に印字するものとする。 

 

 

 

 

 

 

3-3-13 総排気量又は定格出力欄 

検査票 2 の総排気量又は定格出力欄は、次により記載し、検査証等に印字す

るものとする。 

①（略） 

② 定格出力は、単位を kW とし、小数第 1位（小数第 2位切り捨て）

までとする。 
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3-3-14（略）  

3-3-15 備考欄 

(1)～(2)（略） 

(3) 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」（施行規則第

35 条の 3 第 1 項第 15 号ロに規定する車両総重量をいう。以下本項にお

いて同じ。）を算出した場合は、次の例により検査票 2 の備考欄に記載

し、検査証等に印字するものとする。 

ただし、他の書面等で算出した場合であって、次の例が記載されてい

るものにあっては、この限りではない。 

なお、各記号の意味は次のとおりとする。 

ｍ ：牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量（kg） 

Ｍ ：牽引自動車の車両総重量（kg） 

Ｍ’：牽引自動車の車両重量（kg） 

Ｗｄ：牽引自動車の駆動軸重（kg） 

ＫＷ：牽引自動車の諸元表等に記載された原動機の最高出力（kW） 

Ｖ ：牽引自動車の諸元表等に記載された制動初速度（km/ｈ） 

Sｖ：牽引自動車の諸元表等に記載されたＶkm/ｈからの制動距離（ｍ） 

ａ ：牽引自動車の諸元表等に記載された減速度（ｍ／S2）。ただし、新規

検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において制動装置に係る

基準に適合することが明らかな自動車又は有効な自動車検査証が交付されて

いる自動車であって、制動距離及び減速度が不明な場合は、測定した牽引自

動車の制動力をＭで除した値とする。 

ＦS：牽引自動車の諸元表等に記載された駐車ブレーキ力（Ｎ）。ただし、新

規検査又は予備検査を受ける自動車であってその検査において制動装置に係

る基準に適合することが明らかな自動車又は有効な自動車検査証が交付され

ている自動車であって、操作力が細目告示に規定された値よりも小さいもの

の場合は、細目告示に規定された操作力による駐車ブレーキ力を比例計算に

3-3-14（略） 

3-3-15 備考欄 

(1)～(2)（略） 

(3) 「牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量」（施行規則第

35 条の 3 第 1 項第 15 号ロに規定する車両総重量をいう。以下本項にお

いて同じ。）を算出した場合は、次の例により検査票 2 の備考欄に記載

し、検査証等に印字するものとする。 

ただし、他の書面等で算出した場合であって、次の例が記載されてい

るものにあっては、この限りではない。 

なお、各記号の意味は次のとおりとする。 

ｍ ：牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量（kg） 

Ｍ ：牽引自動車の車両総重量（kg） 

Ｍ’：牽引自動車の車両重量（kg） 

Ｗｄ：牽引自動車の駆動軸重（kg） 

ＫＷ：牽引自動車の諸元表等に記載された原動機の最高出力（kW） 

Ｖ ：牽引自動車の諸元表等に記載された制動初速度（km/ｈ） 

Sｖ：牽引自動車の諸元表等に記載されたＶkm/ｈからの制動距離（ｍ） 

ａ ：牽引自動車の諸元表等に記載された減速度（ｍ／S2）。ただし、有効

な自動車検査証が交付されている自動車であって、制動距離、減速度が不明

な場合は、測定した牽引自動車の制動力をＭで除した値とする。 

 

 

ＦS：牽引自動車の諸元表等に記載された駐車ブレーキ力（Ｎ）。ただし、有

効な自動車検査証が交付されている自動車であって、操作力が細目告示に規

定された値よりも小さいものの場合は、細目告示に規定された操作力による

駐車ブレーキ力を比例計算により求めた値とする。なお、駐車ブレーキ力が

不明なものの場合は、測定した値を用いるものとする。 
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より求めた値とする。なお、駐車ブレーキ力が不明なものの場合は、測定し

た値を用いるものとする。 

(例)（略） 

(4)～(6)（略） 

3-3-16～3-3-17（略） 

3-4（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 

6-1～6-2（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

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。 

6-3-1～6-3-2（略） 

6-3-3 重量税の還付 

租税特別措置法第90条の15第4項及び租税特別措置法施行令第51条の

5 第 6項の規定により、還付金を受けようとする使用済自動車の所有者は、

解体届出と同時に、重量税還付申請書を検査協会に対し提出しなければな

らない。 

6-4～6-7（略） 

6-8 申請書等の受理 

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」

 

 

(例)（略） 

(4)～(6)（略） 

3-3-16～3-3-17（略） 

3-4（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 

6-1～6-2（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

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。 

6-3-1～6-3-2（略） 

6-3-3 重量税の還付 

租税特別措置法第90条の15第2項及び租税特別措置法施行令第51条の

4 第 6項の規定により、還付金を受けようとする使用済自動車の所有者は、

解体届出と同時に、重量税還付申請書を検査協会に対し提出しなければな

らない。 

6-4～6-7（略） 

6-8 申請書等の受理 

(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」
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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） 

OSS 申請があったときは、当該申請データに不備がないことを確認し

たうえ、受理するものとする。 

この場合において、6-9 及び 6-10 に規定されている提出書面のうち電

磁的方法により軽検協接続サブ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、

国土交通省の所管する法令に係る行政手続等における情報通信の技術の

利用に関する法律施行規則第 3 条第 3 項に規定する電子署名及び電子証

明書の送信をもってこれを省略することができる。 

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。 

（削除） 

 

 

 

 

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） 

①～⑧（略） 

⑨ 使用者の住所を証する書面（国若しくは地方公共団体の使用する

自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車の場合を除く。以下

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） 

①～⑧（略） 

⑨ 使用者の住所を証する書面（国若しくは地方公共団体の使用する

自動車又は自動車運送事業の用に供する自動車の場合を除く。以下
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同じ。） 

ア 使用者が個人の場合 

 発行されてから 3 ヶ月以内のものであって、住民票、印鑑

（登録）証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行し

たもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（写しでも

よい。） 

ただし、OSS 申請であって、公的個人認証サービスが発行

する署名用電子証明書の送信があった場合は当該電子証明書 

イ 使用者が法人の場合 

ａ 発行されてから 3 ヶ月以内のものであって、商業登記簿謄

（抄）本若しくは登記事項証明書又は印鑑（登録）証明書（写

しでもよい。） 

ただし、OSS 申請であって、商業登記電子証明書の送信が

あった場合は当該電子証明書 

ｂ ａに掲げる書面が存在しない法人にあっては、発行されて

から 3 ヶ月以内のものであって、公的機関が発行する事業証

明書、営業証明書、課税証明書等又は電気・都市ガス・水道・

固定電話料金領収書（写しでもよい。）  

⑩～⑭（略） 

(2)（略） 

6-9-2（略） 

6-9-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2)（略） 

(3) 電子情報処理システムに申請書を投入し、車両番号を指定後、検査証

を出力し、印字するものとする。 

OSS 申請にあっては、電子情報処理システムにより申請車両を確定し、

車両番号を指定後、検査証を出力し、印字するものとする。 

同じ。） 

ア 使用者が個人の場合 

発行されてから 3 ヶ月以内のものであって、住民票、印鑑

（登録）証明書、大使館又は領事館若しくは官公署が発行

したもので氏名及び住所が記載されたサイン証明書（写し

でもよい。） 

 

 

イ 使用者が法人の場合 

ａ 発行されてから 3 ヶ月以内のものであって、商業登記簿謄

（抄）本若しくは登記事項証明書又は印鑑（登録）証明書（写

しでもよい。） 

 

 

ｂ ａに掲げる書面が存在しない法人にあっては、発行されて

から 3 ヶ月以内のものであって、公的機関が発行する事業証

明書、営業証明書、課税証明書等又は電気・都市ガス・水道・

固定電話料金領収書（写しでもよい。） 

⑩～⑭（略） 

(2)（略） 

6-9-2（略） 

6-9-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2)（略） 

(3) 電子情報処理システムに申請書を投入し、車両番号を指定後、検査証

を出力し、印字するものとする。 
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6-9-4（略） 

 

6-10 継続検査 

6-10-1～6-10-2（略） 

6-10-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2)（略） 

(3) 電子情報処理システムに申請書を投入し、検査証を出力し、印字する

ものとする。 

OSS 申請にあっては、電子情報処理システムにより申請車両を確定し、

検査証を出力し、印字するものとする。 

6-11～6-25（略） 

 

第 7 章～第 9章（略） 

 

附則〔令和元年 8月 30 日協会規程第 9号〕 

1.この規程は、令和元年 9 月 1日から施行する。 

2.令和元年 9月 30日以前に検査する自動車については、2-7、2-12-1、2-12-2

の規定にかかわらず、令和元年 8月 30日付け協会規程第 9号による改正前

の 2-12-1、2-12-2 の規定によることができる。 

3.3-3-12 の改正規定は令和 2年 4月 1日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

6-9-4（略） 

 

6-10 継続検査 

6-10-1～6-10-2（略） 

6-10-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2)（略） 

(3) 電子情報処理システムに申請書を投入し、検査証を出力し、印字する

ものとする。 

 

 

6-11～6-25（略） 

 

第 7 章～第 9 章（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 17 - 

別表（略） 

様式 1～様式 12（略） 

様式 13 

（新規検査等事前審査管理台帳） 

01- 1234(例） 類別(0001)助手席回転シート

検査終了年月日 備考

様式１３（2-12-2.関係）

新規検査等事前審査管理台帳

受付年月日 届出者の氏名又は名称 車名 型式 車台番号 決裁年月日事前審査

 

別表（略） 

様式 1～様式 12（略） 

（新設） 

 


