
 

 

 

 

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）

の一部改正及び工業標準化法（昭和 24 年法律第 185 号）の一部改正並びに道路運送

車両法施行規則（昭和 26年運輸省令第 74号）の一部改正、道路運送車両の保安基準

（昭和 26年運輸省令第 67号）の一部改正、道路運送車両の保安基準の細目を定める

告示（平成 14 年国土交通省告示第 619 号）等の一部改正及び独立行政法人自動車技

術総合機構審査事務規程（平成 28年 4 月 1 日規程第 2号）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。 

２．主な改正概要 

（１）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の一部改正 

 ○ 法律名が「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」から「情

報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律」に改正されたことに伴い、

所要の改正を行う。 
（第 1章及び第 6章関係） 

 

（２）工業標準化法の一部改正 

○ 法律名が「工業標準化法」から「産業標準化法」に改正されたことに伴い、

「日本工業規格」を「日本産業規格」に改める。 
（第 1章、第 2章及び第 6章関係） 

 

（３）道路運送車両法施行規則の一部改正 

○ 量産型の超小型モビリティであることを自動車検査証の記載事項とする。ま

た、当該記載事項に変更がある場合には構造等変更検査を命じることとする。 
（3-3-15関係） 

 

（４）道路運送車両の保安基準等の一部改正及び道路運送車両の保安基準の細目を定

める告示の一部改正 

○ 自動運行装置を備える自動車は、プログラムによる当該自動車の自動的な運

行の安全性を確保できるものとして、機能、性能等に関する基準に適合するも

のでなければならないこととする。     
（2-25 及び 3-3-15関係） 

                      

（５）その他、書きぶりの適正化等、所要の改正を行う。 
 

３．今後の予定 

道路運送車両法第 76条の 30の規定に基づき、国土交通大臣あて認可申請を行う。 

（施行予定 令和 2年 10月 2日） 
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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

ムへの記録 

第 4章～第 9 章 (略) 

別表 

様式 

 

第 1章 総則 

1-1 目的 

この軽自動車検査協会検査事務規程（以下「規程」という。）は、軽自

動車の検査事務の実施に関する規程を定め、適正かつ確実な実施を図る

ことを目的とする。 

1-2 適用 

軽自動車の検査（以下「検査」という。）については、道路運送車両法

（昭和 26年法律第 185号。以下「法」という。）、道路運送車両法施行規

則（昭和 26年運輸省令第 74号。以下「施行規則」という。）道路運送車

両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号。以下「保安基準」という。）、

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（昭和 45

年運輸省令第 8号。以下「様式省令」という。）及びこれらの法令に基づ

く国の関係通達並びに独立行政法人自動車技術総合機構法（平成 11年法

律第 218号）第 13条第 1項に基づく審査事務規程（以下「審査事務規程」

という。）によるほか、この規程の定めるところによる。 

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又は検査の高度化システ

ムへの入力 

第 4章～第 9章 (略) 

別表 

様式 

 

第 1章 総則 

1-1 目的 

この検査事務規程（以下「規程」という。）は、軽自動車の検査事務の

実施に関する規程を定め、適正かつ確実な実施を図ることを目的とする。 

 

1-2 適用 

軽自動車の検査（以下「検査」という。）については、道路運送車両法

（昭和 26年法律第 185号。以下「法」という。）、道路運送車両法施行規

則（昭和 26年運輸省令第 74号。以下「施行規則」という。）道路運送車

両の保安基準（昭和 26年運輸省令第 67号。以下「保安基準」という。）、

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（昭和 45

年運輸省令第 8号。以下「様式省令」という。）及びこれらの法令に基づ

く国の関係通達並びに独立行政法人自動車技術総合機構法第 13条第 1項

に基づく審査事務規程（以下「審査事務規程」という。）によるほか、こ

の規程の定めるところによる。 
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なお、理事長が軽自動車の検査事務に当分の間適用する取扱いとして

別に定めたものについては、当該取扱いによることとする。 

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) 「軽自動車 OSSインターフェースシステム」とは、情報通信技術

を活用した行政の推進等に関する法律（平成 14 年法律第 151 号）

第 6 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) 「軽検協接続サブシステム」とは、軽自動車 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)～(5) (略)  

(6) 「持込検査」とは、検査のうち自動車の提示が必要な新規検査、

予備検査、継続検査、構造等変更検査又は臨時検査をいう。   

(7) 「改造自動車等審査結果通知書等」とは、改造自動車等審査結果

通知書、外観図、改造部分詳細図（装置の詳細図を含む。）及びその

他特に指示された資料をいう。 

1-4 (略)  

1-5 燃料の規格 

この規程の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する

技術基準は、次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲

なお、理事長が軽自動車の検査事務に当分の間適用する取扱いとして

別に定めたものについては、当該取扱いによることとする。 

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) 「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) 「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)～(5) (略) 

(6) (新設) 

   

(7) (新設) 

 

 

1-4  (略) 

1-5 燃料の規格 

この規程の燃料の性状又は燃料に含まれる物質と密接な関係を有する

技術基準は、次表の左欄に掲げる燃料の種類ごとに設けられた右欄に掲
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げる基準を満たす燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の

安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 

燃料の種類 基準 

(略) (略) 

軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

次に掲げるいずれかの要件を満たすものであるこ

と。 

(1) (略) 

(2) 脂肪酸メチルエステルが質量比 0.1％超 5％以

下であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たすこ

と。 

①～④ (略) 

(略) 

備考 

1 「鉛が検出されないこと」とは、日本産業規格 K2255の原子吸光 A法

又は原子吸光 B 法で定める試験方法により測定した場合において、そ

の結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。 

2  (略) 

3 「酸素分」とは、日本産業規格 K2536 号の 2、日本産業規格 K2536 号

の 4又は日本産業規格 K2536 号の 6 に定める方法により測定した場合

における数値とする。 

4 「セタン指数」とは、日本産業規格 K2280で定める方法で算出した軽

油の性状をいう。 

5 「90％留出温度」とは、日本産業規格 K2254に定める方法で測定した

軽油の性状をいう。 

6 「酸価」とは、軽油 1ｇのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カ

リウムの mg 数をいい、日本産業規格 K2501号の電位差滴定法（酸価）

げる基準を満たす燃料が使用される場合に自動車又は原動機付自転車の

安全性の確保及び公害の防止が図られるよう定めるものである。 

燃料の種類 基準 

(略) (略) 

軽油 

 

 

 

 

 

 

 

 

(略) 

次に掲げるいずれかの要件を満たすものである

こと。 

(1) (略) 

(2) 脂肪酸メチルエステルが質量比 0.1％超５％

以下であり、かつ、次に掲げる要件を全て満たす

こと。 

①～④ (略) 

(略) 

備考 

1 「鉛が検出されないこと」とは、日本工業規格 K2255の原子吸光Ａ法

又は原子吸光Ｂ法で定める試験方法により測定した場合において、そ

の結果が当該方法の適用区分の下限値以下であることをいう。 

2  (略) 

3 「酸素分」とは、日本工業規格 K2536号の 2、日本工業規格 K2536号

の 4又は日本工業規格 K2536号の 6に定める方法により測定した場合

における数値とする。 

4 「セタン指数」とは、日本工業規格 K2280で定める方法で算出した軽

油の性状をいう。 

5 「90％留出温度」とは、日本工業規格 K2254に定める方法で測定した

軽油の性状をいう。 

6 「酸価」とは、軽油 1ｇのうちに含まれる酸の中和に要する水酸化カ

リウムの mg数をいい、日本工業規格 K2501号の電位差滴定法（酸価）
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により測定した数値とする。 

7 「酸価の増加量」とは、軽油中の酸価の増加の測定方法として経済産

業大臣が定める方法（平成 19 年経済産業省告示第 81 号）により測定

した数値とする。 

 

第 2章 検査の実施方法 

2-1 構内における掲示等 

(1) 事務所等の構内の適当な箇所には、検査等の申請者が見やすいよう

に次に掲げる事項を掲示するものとする。 

 

① 申請手続の順序 

②～⑤ (略) 

(2) (略) 

2-2 自動車検査場における掲示等 

(1) 自動車検査上屋の入口附近の適当な箇所には、受検者等が見やすい

ように次に掲げる事項を掲示するものとする。 

①～③ (略) 

（削除） 

④～⑦ (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 受検車両の操作方法（特にトラクションコントロール装置、衝

突被害軽減ブレーキ、コーナーセンサー、横滑り防止装置、坂道

発進補助装置及び灯火器類）については、取扱説明書等により十

分に理解しておくようにしてください。 

により測定した数値とする。 

7 「酸価の増加量」とは、軽油中の酸価の増加の測定方法として経済産

業大臣が定める方法（平成１9年経済産業省告示第 81号）により測定

した数値とする。 

 

第 2章 検査の実施方法 

2-1 構内における掲示等 

(1) 事務所、支所及び分室（以下「事務所等」という。）の構内の適当な

箇所には、検査等の申請者が見やすいように次に掲げる事項を掲示す

るものとする。 

① 申請手続の要領 

②～⑤ (略) 

(2) (略)  

2-2 自動車検査場における掲示等 

(1) 自動車検査上屋の入口附近の適当な箇所には、受検者が見やすいよ

うに次に掲げる事項を掲示するものとする。 

①～③ (略) 

④ 検査コース毎の入場できる自動車の種類 

⑤～⑧ (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 受検車両の操作方法（特にトラクションコントロール装置、横

滑り防止装置、坂道発進補助装置及び灯火器類）については、

取扱説明書等により十分に理解しておくようにして下さい。 
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イ 自動車の構造・装置の変更を行っている場合には、あらかじめ

検査担当者に申し出てください。 

ウ 初めて受検する方及び受検に不安な方はあらかじめ検査担当

者に申し出てください。 

エ 最低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ（扁平率 50％以下）を

装着した車両で受検する方は、検査担当者に申し出てください。 

オ トラクションコントロール装置を備えている車両は、当該装置

の作動を解除して受検してください。 

カ 車の中心をテスタの中心に合わせ、まっすぐに進入してくださ

い。 

キ テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査担

当者の指示に従ってください。 

ク 受検時は急停止、急発進をしないでください。 

ケ テスタ上ではハンドルを切らないでください。 

コ ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行してください。 

サ ディーゼル車は CO・HCテスタを使用しないでください。 

シ 降車するときは、シフトレバーを確実に「P」レンジ又はニュ

ートラルの位置にして駐車ブレーキをかけてください。 

ス 排気ガス・テスタのプローブを入れたままエンジンをスタート

したり、回転を上げたりしないでください。 

セ 検査コース内において車両を後退させる場合は表示器又は検

査担当者の指示に従ってください。 

（削除） 

ソ サンダル、スリッパ等運転装置の誤操作のおそれのある履物で

の受検はご遠慮ください。 

タ 受検する方の不注意又は検査担当者の指示に従わずに受検車

両を操作し、受検車両が損傷しても、当方は一切責任を負いませ

イ 自動車の構造・装置の変更を行っている場合には、あらかじめ

検査担当者に申し出て下さい。 

ウ 初めて受検する方はあらかじめ検査担当者に申し出て下さ

い。 

エ 最低地上高の低い車両、幅の広いタイヤ（扁平率 50％以下）

を装着した車両で受検する方は、検査担当者に申し出て下さい。 

オ トラクションコントロール装置装備車は、当該装置の作動を

解除して受検して下さい。 

カ 車の中心をテスタの中心に合わせまっすぐに進入して下さ

い。 

キ テスタへの乗り入れ、脱出、その他の動作は表示器又は検査担

当者の指示に従って下さい。 

ク テスタ上では急停止、急発進をしないで下さい。 

ケ テスタ上ではハンドルを切らないで下さい。 

コ ヘッドライト・テスタの動きに注意して進行して下さい。 

サ ディーゼル車はＣＯ・ＨＣテスタを使用しないで下さい。 

シ オートマチック車から離れるときは、サイドブレーキを掛け、

シフトレバーを確実に「Ｐ」レンジの位置にして下さい。 

ス 排気ガス・テスタのプローブを入れたままエンジンをスター

トしたり、回転を上げたりしないで下さい。 

セ 検査コース内において車両を後退させる場合は表示器又は検

査担当者の指示に従って下さい。 

ソ 検査コース内は禁煙です。 

タ 検査中の携帯電話の使用及びサンダル、スリッパ等運転装置

の誤操作のおそれのある履物での受検はご遠慮下さい。 

チ 検査担当者の指示に従わずに受検車両を操作し、車両が損傷

しても、当方は一切責任を負いません。また、施設等に損害を
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ん。また、施設等に損害を与えた場合は、弁償していただく場合

がありますので、細心の注意を払って受検するとともに検査担

当者の指示に従ってください。 

（削除） 

 

 

 

チ 上記タの場合のほか、事故が発生した場合は、当方と受検され

た方等の過失割合に応じた対応とさせていただきます。 

ツ 必要な場合を除き、前後の受検車両との間に立たないでくださ

い。また、その間を通行しないでください。 

テ (略) 

ト 窓口より交付された自動車検査証の走行距離計表示値その他

の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 自動方式総合検査機器（マルチテスタ）の受検時の注意事項 

ア 軸重 1,000kg 以上の車両及び三輪車は検査コースに乗り入れ

ないでください。 

イ 再入場車両、4WS車及びオートライト検査車は必要に応じ該当

する申告ボタンを押してください。 

ウ 進入表示器の「進入」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタ

に乗り入れてください。 

③ 自動方式検査機器の受検時の注意事項 

ア 軸重 1,000kg 以上の車両は検査コースに乗り入れないでくだ

さい。 

イ 前輪駆動車（FF車）は、スピードメータ検出選択ボタンを押し

てください。 

与えた場合は、弁償していただく場合がありますので、検査担

当者の指示に従って下さい。 

 

ツ 受検する方の不注意により、受検車両が損傷しても、当方は一

切責任を負いません。また、施設等に損害を与えた場合は、弁

償していただく場合がありますので、細心の注意を払って受検

して下さい。 

テ 上記チ、ツの場合のほか、事故が発生した場合は、当方と受検

された方等の過失割合に応じた対応とさせていただきます。 

ト 必要な場合を除き、前後の受検車両との間に立たないで下さ

い。また、その間を通行しないで下さい。 

ナ (略) 

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 自動方式総合検査機器（マルチテスタ）の受検時の注意事項 

ア 軸重 1,000kg 以上の車両及び三輪車は検査コースに乗り入れ

ないで下さい。 

イ 再入場車両及び 4WS車は該当する申告ボタンを押して下さい。 

 

ウ 進入表示器の「進入」表示を確認したのち、ゆっくりとテスタ

に乗り入れて下さい。 

③ 自動方式検査機器の受検時の注意事項 

ア 軸重 1,000kg 以上の車両は検査コースに乗り入れないで下さ

い。 

イ 前輪駆動車は、スピードメーター検出選択ボタンを押して下

さい。 
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ウ 再入場する車両は該当する申告ボタンを押してください。な

お、ヘッドライト、排気ガス及び下回りの再入場の場合は、イン

ターホン等で申告してください。 

エ パートタイム 4WD 車は二輪駆動に切り替えて受検してくださ

い。 

オ 入場信号灯の「青色」を確認したのち、ゆっくりとテスタに乗

り入れてください。 

カ ヘッドライト検査の際は車両の停止位置案内線に沿って正し

くテスタに正対させてください。 

キ フルタイム 4WD 車及び三輪車は検査担当者に申し出てくださ

い。 

④ 画像取得装置使用時の注意事項 

ア 停止位置案内線に沿って、検査担当者の指示により直進姿勢で

停止してください。 

（削除） 

 

(3) (略) 

(4) 受検者の禁止事項には、次に掲げる事項が含まれていなければなら

ない。 

①  暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為によ

り検査担当者にその場での再検査、合格の判定及び説明等を強要し

ないこと。 

② (略) 

③  検査コース内において、歩行速度以上の速度で通行しないこと。 

④  検査コース内において、整備等しないこと。 

⑤～⑥ (略) 

⑦  凶器、爆発物等の危険物（自動車の燃料タンク内にある燃料を除

ウ 再入場する車両は該当する申告ボタンを押して下さい。なお、

ヘッドライト、排気ガス及び下回りの再入場の場合は、インタ

ーホン等で申告して下さい。 

エ パートタイム 4WD車は 2輪駆動に切り替えて受検して下さい。 

 

オ 入場信号灯の「青色」を確認したのち、ゆっくりとテスタに乗

り入れて下さい。 

カ ヘッドライト検査の際は車両の停止位置案内線に沿って正し

くテスタに正対させて下さい。 

キ フルタイム 4WD車及び三輪車は検査担当者に申し出て下さい。 

 

④ 画像取得装置使用時の注意事項 

ア 停止位置案内線に沿って、検査担当者の指示により直進姿勢

で停止して下さい。 

イ 画像の撮影の際は、受検車両以外の写り込みを防ぐため受検

車両の近傍に近寄らないで下さい。 

(3) (略) 

(4) 受検者の禁止事項には、次に掲げる事項が含まれていなければなら

ない。 

①  暴力、暴言等を行わないこと及び暴力、暴言等の威圧的行為によ

り検査担当者にその場での再検査、合格の判定等を強要しないこ

と。 

② (略) 

③  検査コース内は歩行速度以上の速度で通行しないこと。 

④  検査コース内で整備等しないこと。 

⑤～⑥ (略) 

⑦  旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこと。 
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く。）、旗、のぼり、プラカード類を検査コース内に持ち込まないこ

と。 

⑧ (略) 

（削除） 

⑨ (略) 

⑩  検査中及び検査コース等に所在している間は、喫煙しないこと。 

 

⑪ 検査担当者の許可なく検査コース内の撮影、録画又は録音をしな

いこと。 

⑫ 検査コース内において、携帯電話及び受検車両の検査に関係ない

電子機器類は操作及び使用しないこと。 

⑬ 現車検査中の検査担当者に対して、検査担当者の許可なく、自身

が現に受検又は届出している車両に関すること以外の内容につい

て話しかけないこと。 

⑭ 他の受検車両の状態や他の受検者等の相談等に対し、干渉しない

こと。 

 (5) (略) 

2-2の 2 自動車検査場における検査時間及び検査コースの閉鎖 

(1) 持込検査は、1 日を 4 つのラウンドに区分し、それぞれのラウンド

において実施するものとする。 

ただし、事務所等の長は、繁忙期等においてラウンド内に検査業務

が適正かつ確実に処理できないと判断した場合には、4 つのラウンド

以外のラウンドを定めることができる。また、検査の種別に応じて、

検査を行うラウンドを限定することができる。 

(2)～(3) (略) 

2-2の 3 持込検査の予約 

検査業務の円滑な処理及びユーザーの利便の確保を図る観点から、持

 

 

⑧ (略) 

⑨  凶器、爆発物等の危険物を持ち込まないこと。 

⑩ (略) 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

（新設） 

 

 

（新設） 

 

 (5) (略) 

2-2の 2 自動車検査場における検査時間及び検査コースの閉鎖 

(1) 検査は、1 日を 4 つの時間帯（以下「ラウンド」という。）に区分

し、それぞれのラウンドにおいて実施するものとする。 

ただし、事務所等の長は、繁忙期等においてラウンド内に検査業務

が適正かつ確実に処理できないと判断した場合には、4 つの時間帯以

外のラウンドを定めることができる。また、検査の種別に応じて、検

査を行うラウンドを限定することができる 

(2)～(3) (略) 

2-2の 3 検査の予約 

検査業務の円滑な処理及びユーザーの利便の確保を図る観点から、検
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込検査は予約により行うことを原則とする。 

なお、2-6-3(3)及び 3-4-5(3)の取扱い又は有効な限定自動車検査証の

提出があった場合については、検査の予約は要しないものとする。 

2-3 持込検査時における指示等 

(1) 検査担当者は、持込検査時において、受検車両が次の各号に掲げる

状態にない場合又は受検者が次の各号に掲げる行為を行わなかった場

合には、それぞれ該当する指示を受検者に対し行う。また、検査担当

者は、自動車検査場内における検査業務を適正かつ円滑に実施するた

めに必要な範囲内において、受検車両の操作等に関する指示を受検者

に対し行う。 

検査担当者がこれらの指示を行った場合において、受検者が検査担

当者の指示に従わず、次の各号に掲げる状態にない場合又は次の各号

に掲げる行為が行われなかった場合には、受検者に対し検査できない

ため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

 

① 持込検査中は軽自動車検査票を保持すること。 

② 泥、雪等の付着がなく、装置等の確認ができる状態とすること。 

 

③～⑤ (略) 

⑥ 座席、座席ベルト、非常信号用具及び消火器等は確認できる状態

とすること。 

⑦～⑨ (略) 

⑩ 窓ガラスの検査を行う場合は、窓ガラスを閉じた状態とするこ

と。 

⑪～⑯ (略) 

⑰ 検査が終了した場合には、軽自動車検査票に総合判定結果の記

入を受け、所定の窓口に提出すること。 

査は予約により行うことを原則とする。 

なお、2-6-3(3)及び 3-4-5(3)の取扱いについては、検査の予約は要し

ないものとする。 

2-3 検査時における指示等 

(1) 検査担当者は、検査時において、受検車両（検査を受ける自動車を

いう。以下同じ。）が次の各号に掲げる状態にない場合又は受検者（検

査を受検する者をいう。以下同じ。）が次の各号に掲げる行為を行わな

かった場合には、それぞれ該当する指示を受検者に対し行う。また、

検査担当者は、自動車検査場内における検査業務を適正かつ円滑に実

施するために必要な範囲内において、受検車両の操作等に関する指示

を受検者に対し行う。 

検査担当者がこれらの指示を行った場合において、受検者が検査担

当者の指示に従わず、次の各号に掲げる状態にない場合又は次の各号

に掲げる行為が行われなかった場合には、受検者に対し検査できない

ため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

① 検査中は検査票を保持すること。 

② 下回り部分は泥等の付着がなく装置等の確認ができる状態とす

ること。 

③～⑤ (略) 

⑥ 座席、シートベルト、非常信号用具及び消火器等は確認できる

状態とすること。 

⑦～⑨ (略) 

⑩ 運転者席及び助手席の側面ガラスの検査を行う場合は、窓ガラ

スを閉じた状態とすること。 

⑪～⑯ (略) 

⑰ 検査が終了した場合には、検査票に総合判定結果の記入を受け、

所定の窓口に提出すること。 
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⑱ 走行距離計は総走行距離を表示した状態とすること。 

 

⑲～㉔ (略) 

(2) (略) 

2-4 不適切な補修等 

(1)  第 4 章及び第 5 章の規定に基づく基準適合性検査にあたり、持込

検査後の取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置

又は部品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は装置への表示に

ついて、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置

されたものであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同

一の構造を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないも

のとして取扱うものとする。 

①～② (略) 

③ 装置又は部品の補修 

ア～イ (略) 

ウ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管の

開口部が延長又は変更されているもの 

エ～カ (略) 

④ (略) 

(2) (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。） 

⑱ 走行距離計は総走行距離（オドメータ）を表示した状態とする

こと。 

⑲～㉔ (略) 

(2) (略) 

2-4 不適切な補修等 

(1)  第 4 章から第 5 章の規定に基づく基準適合性検査にあたり、検査

後の取外し及び一時的な取付け等を防止するため、自動車の装置又は

部品の取付け、取外し若しくは補修及び車体又は装置への表示につい

て、次に掲げる例による方法及びこれらに類する方法により措置され

たものであることが外観上確認された場合は、指定自動車等と同一の

構造を有すると認められる場合を除き、保安基準に適合しないものと

して取扱うものとする。 

①～② (略) 

③ 装置又は部品の補修 

ア～イ (略) 

ウ 空き缶、金属箔、金属テープ又は非金属材料を用いて排気管

の開口方向が変更されているもの 

エ～カ (略) 

④ (略) 

(2) (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



- 11 - 

 

① 型式指定自動車については、完成検査終了証の発行日 

 

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 新型届出自動車と同一のもの（新型届出自動車と異なる荷台

等の架装を行ったものを除く。）であって、自動車製作者の証

明により当該自動車の製作日が明らかとなるものにあっては、

当該証明書に係る製作年月日 

 

 

イ～エ (略) 

オ 輸入自動車であって、次に掲げる証明書により当該自動車の

製作年、製作年月又は製作日が明らかとなるものにあっては、

当該証明書に係る製作年若しくは製作年月の末日又は製作年

月日 

(ｱ)～(ｳ) (略) 

(ｴ)  COCペーパー 

 

カ (略) 

キ 輸入自動車であって、FMVSS ラベル又は CMVSS ラベルにより

製作年月が表示されているものにあっては、当該表示に係る製

作年月の末日 

 

く。） 

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て

いる自動車については、完成検査終了証の発行日 

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 自動車型式認証実施要領別添2新型自動車取扱要領により国

土交通大臣から審査結果及び資料が送付された自動車（以下

第 2章において「新型届出自動車」という。）と同一のもの（新

型届出自動車と異なる荷台等の架装を行ったものを除く。）で

あって、自動車製作者の証明により当該自動車の製作日が明

らかとなるものにあっては、当該証明書に係る製作年月日 

イ～エ (略) 

オ 輸入自動車であって、次に掲げる証明書により当該自動車の

製作年、製作年月又は製作日が明らかとなるものにあっては、

当該証明書に係る製作年若しくは製作年月の末日又は製作年

月日 

(ｱ)～(ｳ) (略) 

(ｴ) 欧州経済共同体指令に基づき自動車製作者が発行する

完成車の適合性証明書(いわゆる「COCペーパー」) 

カ (略) 

キ 輸入自動車であって、米国連邦自動車安全基準（FMVSS）又は

カナダ自動車安全基準（CMVSS）に適合している旨のラベルに

より製作年月が表示されているものにあっては、当該表示に

係る製作年月の末日 
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ク～ケ (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 持込検査の受付 

(1) 持込検査は、6-8の規定に基づき、申請書の記載事項に不備がない

こと及び添付書面（2-11に規定する書面を含む。）を確認のうえ、軽

自動車検査票に受付日付印を押印し、開始するものとする。この場合

において、2-6-2(2)の規定による検査担当者印を当該受付日付印に

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

より持込検査の予約が行われたものにあっては、軽自動車検査票に

受付日付印が押印されたものとみなすことができる。 

 

(2) 軽自動車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。 

2-6-2 検査手数料の納付及び消印 

(1) 手数料令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

ク～ケ (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。 

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
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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 の申請審査書若しくは様式 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

った場合又は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律

（平成 14年法律第 151号）第 6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、協会に納められた予納金から精算するものと

して申請者による検査手数料の納付手続が完了した場合若しくは検

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) (略) 

2-6-3 持込検査の実施 

(1) 持込検査は、当該自動車が提示された日（以下「検査当日」とい

う。）に行うものとする。ただし、天災その他の事由により検査が困

難になった場合は、この限りでない。 

(2) 持込検査は、軽自動車検査票を使用して行うものとし、軽自動車

検査票は、様式 4-1 の軽自動車の諸元事項以外に係る軽自動車検査

票 1（以下「軽自動車検査票 1」という。）及び様式 5-1 の諸元に係る

軽自動車検査票 2（以下「軽自動車検査票 2」という。）の 2 種類とす

る。ただし、法第 71条の 2の規定による限定自動車検査証の交付を

受けている場合にあっては、限定自動車検査証を使用して行うこと

ができるものとする。 

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 の申請審査書若しくは様式 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

った場合又は、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、協会に納められた予納金から精算す

るものとして申請者による検査手数料の納付手続が完了した場合若

しくは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) (略) 

2-6-3 検査の実施 

(1) 検査は、当該自動車が提示された日（以下「検査当日」という。）

に行うものとする。ただし、天災その他の事由により検査が困難に

なった場合は、この限りでない。 

(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「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。 
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(3) 持込検査において、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、次により取扱う

ものとする。 

① 3-4-5(1)の規定に基づき検査中断として通知する事例に該当

しないときは、(1)の規定にかかわらず、検査継続（検査当日か

ら 15日以内（証明書等について真正性の照会を行っている期間

は除く。）を限度として検査を継続することをいう。）とすること

ができる。 

② 検査継続とした場合には、受検者に対しその旨通告するととも

に、軽自動車検査票 1 又は軽自動車検査票 2 の備考欄に、検査

継続の旨及び理由を記載するものとする。 

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、軽自動車検査票 1 又は軽自動車検査票 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) カーボン紙による複写等でなく、軽自動車検査票に直接ボールペ

ン等により車台番号が記載されている場合には、車台番号の文字の

一部を消しゴム、指等で擦り、擦った部分の文字が消えないことを確

認する。 

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実施す

るものとする。この場合において、持込検査にあっては第 4 章及び

第 5 章に規定する項目について実施する。なお、書面等により審査

(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 3-4-5(1)の規定に基づき中断として通知する事例に該当しな

いときは、(1)の規定にかかわらず、検査継続（検査当日から 15

日以内（証明書等について真正性の照会を行っている期間は除

く。）を限度として検査を継続することをいう。）とすることが

できる。 

② 検査継続とした場合には、受検者に対しその旨通告するとと

もに、検査票 1 又は検査票 2 の備考欄に、検査継続の旨及び理

由を記載するものとする。 

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) カーボン紙による複写等でなく、検査票に直接ボールペン等によ

り車台番号が記載されている場合には、車台番号の文字の一部を消

しゴム、指等で擦り、擦った部分の文字が消えないことを確認する。 

 

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
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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、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。） 

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。以下 2-

7において「新規検査等」という。）に係る審査を行う場合には、

2-11、2-12 及び 2-13 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、2-11及び 2-13の規定によるものとする。 

 

 

② 試作車又は組立車（④の自動車を除く。） 

（削除） 

 

 

ア 新規検査等に係る審査を行う場合には、2-11及び 2-13の規定

によるものとする。 

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、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。） 

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（④の自動車を除く。） 

（「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
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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、2-11及び 2-13の規定によるものとする。 

 

 

③ 並行輸入自動車（使用の過程にある④の自動車を除く。） 

ア 新規検査等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、2-11及び 2-13の規定によるものとする。 

 

 

④ 使用の過程にある自動車、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（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、2-12 及び 2-13 の規定によるものとする。 

(3) 有効な限定自動車検査証の提示がある自動車については、当該限

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（使用の過程にある④の自動車を除く。） 

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。 

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) 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
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定自動車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) 持込検査において、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特定整備記録簿の提

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) 持込検査に際して、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。 

2-8 受検車両と書面の同一性確認 

(1) 持込検査にあたっては、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、型式の異なる原動機に変更する改造自動車の場合には、当該

自動車の原動機の型式については、改造自動車等審査結果通知書等

及び軽自動車検査票１及び軽自動車検査票 2（この項において「軽自

動車検査票 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

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。 

 

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 
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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、譲渡証明書又は自動車製作者による証明書及

び軽自動車検査票 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軽自動車検

査票 1、2 

ウ 試作車又は組立車 

改造自動車等審査結果通知書等及び軽自動車検査票 1、2 

この場合において、改造自動車等審査結果通知書は、写しをもっ

て代えることができる。 

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限る。）の場合 

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。）及び軽自動車検査票 1、2 

③ 構造等変更検査の場合 

自動車検査証及び軽自動車検査票 1、2 

④ 継続検査の場合 

自動車検査証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。）及び軽自動車検査票 1 

(2) 持込検査において、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

 

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 

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 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 継続検査の場合には、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
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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。 

(3) 検査コース移動後の入場時及び再入場時の場合には、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について、軽自動車

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。 

(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)までにおいて、「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 走行距離計表示値の確認 

(1) 走行距離計を備える自動車（最高速度 20km/h未満の自動車及び被

けん引自動車を除く。）であって、次に掲げる持込検査に際しては、

走行距離計の確認を行うものとする。 

① 新規検査及び予備検査（法第 16条第 1項の規定による一時抹消

登録を受けた自動車及び法第 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に限る。） 

②～③ (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の表示値を確認する。 

2-10 再入場 

検査当日の持込検査において、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、再入場について、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。 

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。 

(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。 

(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 走行距離計表示値の確認 

(1) 走行距離計を備える自動車（最高速度 20km/h 未満の自動車及び

被けん引自動車を除く。）であって、次に掲げる検査に際しては、走

行距離計の確認を行うものとする。 

① 新規検査及び予備検査（法第 16条第 1項の規定による抹消登録

を受けた自動車及び法第 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。） 

②～③ (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

検車両の総走行距離計（オドメータ）の表示値を確認する。 

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



- 20 - 

この場合において、軽自動車検査票又は様式 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（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

備に係る部分を除く。）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、軽自動車検査票 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 新規検査、予備検査及び構造等変更検査にあっては、保安検査コ

ース（主として軽自動車検査票 1 に係る検査を行う検査コース又

は検査コース外の検査場所をいう。）及び計測検査コース（主とし

て軽自動車検査票 2 に係る検査を行う検査コース又は検査コース

外の検査場所をいう。）について、それぞれ 2回まで 

② 継続検査にあっては、保安検査コース及び計測検査コースにつ

いて 2 回まで（同一性の検査を受けるため、計測検査コースに入

場した回数を除く。） 

2-11 検査における書面の提出又は提示等 

2-11-1 保安基準への適合性を証する書面 

(1) (略)  

(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、当該自動車の自動車検査証備考欄の記載事項によ

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 新規検査、予備検査及び構造等変更検査にあっては、保安検査

（主として検査票1に係る検査を行う検査コース又は検査コース

外の検査場所をいう。）及び計測検査（主として検査票 2 に係る

検査を行う検査コース又は検査コース外の検査場所をいう。）に

ついて、それぞれ 2回まで 

② 継続検査にあっては、保安検査及び計測検査について 2 回まで

（同一性の検査を受けるため、計測検査に入場した回数を除く。） 

 

2-11 検査における書面の提出又は提示等 

2-11-1 保安基準への適合性を証する書面 

(1) (略) 

(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。）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
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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、自動

車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

てタンク証明書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)  自動車検査証返納証明書等 

① 法第 16条第 1項の申請に基づく一時抹消登録を受けた自動車の

新規検査又は予備検査に際しては、登録識別情報等通知書の提示

を求め検査するものとする。 

 

② 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際しては、自動車検査証返納証明書の

提示を求め検査するものとする。 

この場合において、法第 94 条の 5 第 1 項の規定による保安基準

適合証の提出があったときは、当該申請に係る自動車と提示された

自動車検査証返納証明書の構造等に関する事項が同一である場合

に限り、別表 1「検査の実施の方法」新規検査及び予備検査の項の

検査の実施方法欄 7により検査することができるものとする。 

(2) 完成検査終了証 

① 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

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 

法第 16 条第 1 項の申請に基づく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

又は予備検査に際しては、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。）の提示を求め検査するものとする。 

  （新設） 

 

 

 

 

 

 

 

(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
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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 (略) 

(3)～(4) (略)  

(5) 輸入自動車特別取扱届出済書 

① 輸入自動車特別取扱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 (略) 

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、本部検査部検査企画課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～イ (略) 

(6) 試作車又は組立車の審査結果通知書 

① 試作車又は組立車の検査は、提示された自動車と改造自動車等

審査結果通知書等に記載されている自動車との同一性を確認の

上、改造自動車等審査結果通知書等を参考として検査するものと

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、基準に適合しているものとして取

扱う。 

② (略) 

(3)～(4) (略)   

(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 (略) 

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～イ (略) 

(6) 試作車及び組立車の審査結果通知書 

① 試作車及び組立車の検査は、提示された自動車と 2-13-3により

読み替えて適用する「改造自動車等の取扱いについて」記 6.(2)

に定められた改造自動車等審査結果通知書、外観図、各装置の詳
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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、改造自動車等審査結果通知書等と同一であり、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 提示された自動車と、改造自動車等審査結果通知書等に記載さ

れている自動車との同一性を確認する際に許容される製作誤差

は、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 4 に定め

る範囲内とする。  

この場合において、提示された自動車の長手方向、横手方向及び

高さ方向の各寸法並びに重量に係る製作誤差は、それぞれ、「長

さ」、「幅」及び「高さ」並びに「車両重量」の範囲を準用する。 

ただし、この寸法及び重量に係る製作誤差の範囲を超えるもの

であっても、改造自動車等審査結果通知書等に記載されている内

容（装置の概要欄に記載されている項目）に変更がなく、長さ、

幅、高さ、車両重量及び最大積載量（改造自動車等審査結果通知

書の最大積載量を超えない範囲に限る。）並びに車両総重量につい

ては、提示された自動車を確認することにより保安基準への適合

性の判定が可能なものにあっては、この限りでない。 

 

③ (略) 

(7)～(8) (略)  

(9) 製作年月日を判断する資料 

初めての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

細図及びその他特に指示された資料（以下「改造自動車等審査結

果通知書等」という。）に記載されている自動車との同一性を確

認の上、改造自動車等審査結果通知書等を参考として検査するも

のとする。 

この場合において、書面等その他適切な方法により検査する項

目については、これらの資料と同一であり、かつ、その機能を損

なうおそれのある損傷のないものは、基準に適合しているものと

して取扱う。 

② 提示された自動車と、改造自動車等審査結果通知書等に記載さ

れている自動車との同一性を確認する際に許容される製作誤差

は、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 4に定め

る範囲内とする。  

この場合において、提示された自動車の長さ方向、幅方向及び

高さ方向の各寸法並びに重量に係る製作誤差は、それぞれ、「長

さ」、「幅」及び「高さ」並びに「車両重量」の範囲を準用する。 

ただし、この寸法及び重量に係る製作誤差の範囲を超えるもの

であっても、改造自動車等審査結果通知書等に記載されている内

容（装置の概要欄に記載されている項目）に変更がなく、長さ、

幅、高さ、車両重量及び最大積載量（改造自動車等審査結果通知

書の最大積載量を超えない範囲に限る。）並びに車両総重量につ

いては、試作車又は組立車の提示された自動車を確認することに

より保安基準への適合性の判定が可能なものにあっては、この限

りでない。 

③ (略)  

(7)～(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
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を除き、2-5の規定に基づき製作年月日を判定する際の根拠が確認で

きる資料の提出（2-5(1)①は提示）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、原本の提示及びその写しの提出があり、事務所等において

写しに原本と照合済みである旨を表示した場合には、写しをもって代

えることができる。 

  (10) 適用する基準の判断資料 

    自動車に適用される基準が提示された自動車及び書面等により判

断できない場合にあっては、当該自動車に適用される基準が判断でき

る資料（写しをもって代えることができる。）の提出を求め検査する

ものとする。 

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。2-12-1(1)②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。 

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。 

 

 

（新設） 

 

 

 

 

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。 

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、
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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「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 (略) 

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(2)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)の代表届出の自動車にあっては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（3.④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 中欄 右欄 

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「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 (略) 

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。 

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 中欄 右欄 
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書面要領 

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

等  

(略) (略) (略) 

附則 1 3.2.(1) 

（以下、附則 1に

おいて同じ。） 

運輸支局等と同一敷地内にあ

る事務所等  

事務所、支所又は分室  

附則 1 4.1.(4) 

以下同じ 

 

 

 

 

 

 

関東技審  東京事審  

(略) (略) (略) 

附 則 1 

4.10.(3) 

以下同じ 

 

 

 

本則 4-12-1(1) 規程 2-11-1(1) 

(略) (略) (略) 

附則 1 6. 

 

事務所等 事務所、支所又は分室 

 

附則 2 3.1. 

以下同じ 

本則 4-13-2(4) 規程 2-12-1(2)③ 

 

書面要領 

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  

(略) (略) (略) 

附則 1 3.2.(1) 

（以下、附則1に

おいて同じ。） 

運輸支局等と同一敷地内にあ

る事務所等  

主管事務所長又は事務所長（支

所長、分室長を含む。）  

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 

4.10.(3) 

附則 2 

7.10.(3) 

附則 3 

7.10.(2) 

本則 4-12-1(1) 規程 2-11-1(1) 

(略) (略) (略) 

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。）  

附則 1 3.1. 

附則 3 3.1. 

本則 4-13-2(4) 規程 2-12-1(2)③ 
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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  

事務所又は支所  

附則 2 3.2.(2)  

以下同じ  

地方検査部 主管事務所又は沖縄事務所  

附則 2 3.2.(4)  

（以下、附則 2及

び附則 3 におい

て同じ。） 

事務所等  事務所又は支所 

 

附則 2 4.1.(2) 

以下同じ 

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) 

以下同じ 

 

 

 

 

 

 

業務量統計システム 新規検査等事前審査管理台帳 

(略) (略) (略) 

附則 2 4.1.(2)

② 

以下同じ 

 

検査部記号 主管事務所又は沖縄事務所記

号 

附則 2 4.1.(2) 関東検査部 東京主管事務所 

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。）  

附則 2 3.2.(2)  

以下同じ  

地方検査部 各主管事務所又は沖縄事務所  

附則 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 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 

(略) (略) (略) 

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) 関東検査部 東京主管事務所 
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② 

以下同じ 

 

附則 2 4.1.(2)

② 

以下同じ 

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) 

以下同じ 
本則 4-13-2(5) 規程 2-12-1(2)④ 

(略) (略) (略) 

 

2-13 改造自動車等 

2-13-1 改造自動車、試作車又は組立車の事前書面審査及び検査 

(1) 改造自動車、試作車又は組立車(以下「改造自動車等」という。)の

新規検査、予備検査又は構造等変更検査並びに自動車検査証の記載

事項変更（以下 2-13 において「新規検査等」という。）に係る検査

は、この規程の定めるところによるほか、審査事務規程別添 4「改造

自動車審査要領」により実施するものとする。 

また、試作車又は組立車の届出にあっては、改造自動車等の取扱い

（「改造自動車等の取扱いについて」（平成 7 年 11 月 21 日付け自技

第 239号）及び「「改造自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱

② 

附則 3 4.1.(2)

② 

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 

(略) (略) (略) 

 

2-13 改造自動車等 

2-13-1 改造自動車、試作車及び組立車の検査 

(1) 改造自動車、試作車及び組立車(以下「改造自動車等」という。)

の新規検査、予備検査又は構造等変更検査並びに自動車検査証の記

載事項変更（以下 2-13 において「新規検査等」という。）に係る検

査は、この規程の定めるところによるほか、審査事務規程別添 4「改

造自動車審査要領」により実施するものとする。 

また、試作車及び組立車の届出にあっては、「改造自動車等の取扱

いについて」（平成 7 年 11 月 21 日付け自技第 239 号）及び「「改造

自動車等の取扱いについて」に係る細部取扱いについて」（平成 7年
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いについて」（平成 7年 11 月 21 日付け自技第 240号）をいう。以下

同じ。）を準用するものとする。 

(2) 改造自動車等の新規検査等の申請を行おうとする者又は改造施工

者（以下 2-13において「届出者」という。）に対しては、新規検査等

に先立ち、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」及び「改造自

動車等の取扱い」にかかわらず、様式 9の改造自動車等届出書（以下

「届出書」という。）、様式 10の改造概要等説明書（以下「説明書」

という。）及び添付資料（届出書、説明書及び添付資料（以下 2-13に

おいて「届出書等」という。））を別表 2 に掲げる届出先の区分によ

り、最寄りの事務所長又は支所長（以下 2-13及び 2－14において「事

務所長等」という。）に提出することを求めるものとする。 

 

(3) 届出者から、提出した(2)の届出書等を取下げる旨の申告があった

場合には、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」にかかわらず、

様式 11の取下願出書を、当該届出書等を提出した事務所長等に提出

することを求めるものとする。 

(4) 改造自動車等の検査は、提示のあった改造自動車等審査結果通知

書の原本（試作車又は組立車にあっては、原本又はその写しとす

る。）、外観図及び改造部分詳細図等により検査を行うものとする。 

(5) (略) 

2-13-2 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」中、次の表の中欄の字句は

同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車審査

要領 
中欄 右欄 

(略) (略) (略) 

4.2.(1)① 地方検査部 主管事務所長又は沖縄事務所

11月 21日付け自技第 240号。以下「細部取扱いについて」という。）

を準用するものとする。 

(2) 改造自動車等の新規検査等の申請を行おうとする者又は改造施

工者（以下 2-13 において「届出者」という。）に対しては、新規検

査等に先立ち、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」及び「改

造自動車等の取扱い」にかかわらず、様式 9 の改造自動車等届出書

（以下「届出書」という。）、様式 10の改造概要等説明書（以下「説

明書」という。）及び添付資料（届出書、説明書及び添付資料（以下

2-13において「届出書等」という。））を別表 2に掲げる届出先の区

分により、最寄りの主管事務所長又は事務所長（支所長を含む。以

下 2-13 及び 2－14 において「事務所長等」という。）に提出するこ

とを求めるものとする。 

(3) 届出者から、提出した(2)の届出書等を取下げる旨の申告があっ

た場合には、審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」にかかわら

ず、様式 11 の取下願出書を、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) 改造自動車等の検査は、提示のあった改造自動車等審査結果通知

書の本紙（試作車及び組立車にあっては、本紙又は写しとする。）、

外観図及び改造部分詳細図等により検査を行うものとする。 

(5) (略) 

2-13-2 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」中、次の表の中欄の字句は

同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車審査

要領 
中欄 右欄 

(略) (略) (略) 

4.2.(1)① 地方検査部 主管事務所 
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以下同じ 長 

4.2.(1)② 

 

地方事務所 事務所長（主管事務所長又は沖

縄事務所長を除く。）又は支所

長 

4.2.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

(略) (略) (略) 

5.3.(1) 

 

本則 4-15(3)で規定する取下願

出書は、第 6号様式とする。 

取下願出書は、規程 2-13-1(3)

で規定する様式 11とする。 

8.1 

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

等 

(略) (略) (略) 

8.2.(1)⑥ 

以下同じ 

本則 4-13 規程 2-12 

8.2.(2)③ 審査項目 検査項目 

(略) (略) (略) 

 

2-13-3 「改造自動車等の取扱いについて」の読み替え 

「改造自動車等の取扱いについて」中、次の表の中欄の字句は同表右欄

の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車等の取

扱いについて 
中欄 右欄 

3.(1) 事務規程の定めるところによ

り、改造自動車届出書及び添

付資料を検査に先立って最寄

りの独立行政法人自動車技術

総合機構の地方の検査部長若

規程の定めるところにより、

改造自動車等届出書及び添

付資料を検査に先立って最

寄りの事務所長等 

以下同じ 

4.2.(1)② 

以下同じ 

 

事務所 事務所（支所を含む） 

（新設） （新設） （新設） 

 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

8.1 

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 

(略) (略) (略) 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） 

(略) (略) (略) 

 

2-13-3 「改造自動車等の取扱いについて」の読み替え 

「改造自動車等の取扱いについて」中、次の表の中欄の字句は同表右

欄の字句に読み替えて適用する。 

改造自動車等の取

扱いについて 
中欄 右欄 

3.(1) 事務規程の定めるところによ

り、改造自動車届出書及び添

付資料を検査に先立って最寄

りの独立行政法人自動車技術

総合機構の検査部長若しくは

規程の定めるところにより、

改造自動車等届出書及び添

付資料を検査に先立って最

寄りの主管事務所長又は事

務所長（支所長を含む。以下
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しくは事務所長（以下「事務所

長等」という。） 

3.(2) 試作車・組立車等届出書（以下

「届出書」という。）、概要等説

明書（以下「説明書」という。）

及び別表に定める添付資料を

検査に先立って最寄の運輸局

長に提出するものとする。な

お、2.(2)②及び 2.(3)②にあ

っては、使用の本拠の位置を

管轄する運輸局長に提出する

ものとする。 

改造自動車等届出書（以下

「届出書」という。）、概要等

説明書（以下「説明書」とい

う。）及び規程別表 2に定める

添付資料を検査に先立って、

規程別表 2に定める届出先の

区分により、使用の本拠の位

置を管轄する事務所長等に

提出するものとする。 

 

3.(2) 

 

この場合、使用の本拠の位置

を管轄する運輸支局又は自動

車検査登録事務所を経由する

ことができるものとする。 

 

この場合において、届出書等

の提出は郵送等によること

ができる。 

ただし、普通郵便等、事務所

等への到達の事実が確認で

きない方法にて届出書等を

提出する場合であって、到達

した事実を確認する必要が

あるときは、届出者が挙証責

任を負うものとする。 

 

 

 

 

(略) (略) (略) 

事務所長（以下「事務所長等」

という。） 

「事務所長等」という。） 

3.(2) 試作車・組立車等届出書（以下

「届出書」という。）、概要等説

明書（以下「説明書」という。）

及び別表に定める添付資料を

検査に先立って最寄の運輸局

長に提出するものとする。 

 

 

 

 

改造自動車等届出書（以下

「届出書」という。）、概要等

説明書（以下「説明書」とい

う。）及び規程別表 2 に定め

る添付資料を検査に先立っ

て最寄の事務所長等に提出

するものとする。 

 

3.(2) 

 

使用の本拠の位置を管轄する

運輸局長に提出するものとす

る。この場合、使用の本拠の位

置を管轄する運輸支局又は自

動車検査登録事務所を経由す

ることができるものとする。 

 

規程別表 2に定める届出先の

区分により、使用の本拠の位

置を管轄する事務所長等に

提出するものとする。 

この場合において、届出書等

の提出は郵送等によること

ができる。 

ただし、普通郵便等、事務所

等への到達の事実が確認で

きない方法にて届出書等を

提出する場合であって、到達

した事実を確認する必要が

あるときは、届出者が挙証責

任を負うものとする。 

(略) (略) (略) 
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4.(3) 別表添付資料一覧表 規程別表 2 

4.(4) 届出書及び添付資料を 1 部、

説明書を 2部 

届出書、添付資料及び説明書

を 1部 

(略) (略) (略) 

7.(1) 当該運輸支局等と同一敷地内

にある事務所長等 

事務所長等 

7.(1) 

 

試作車等通知書又は改造通知

書 

改造自動車等審査結果通知

書 

 

(削除) (削除) (削除) 

 

2-14 並行輸入自動車 

2-14-1 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の準用 

(1) 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査（法第 71条の規定による

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。以下 2-

14 において「新規検査等」という。）は、この規程の定めるところに

よるほか、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」により実

施するものとする。 

(2) (略) 

(3) 届出者から、提出した届出書等を取下げる旨の申告があった場合

には、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」に定めるとこ

ろにより取下願出書を、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。 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

(略) (略) (略) 

7.(1) 当該運輸支局等と同一敷地内

にある事務所長等 

主管事務所長又は事務所長

（支所長を含む。） 

7.(1) 

 

試作車等通知書又は改造通知

書（写しをもって代えること

ができる。以下同じ。） 

通知書 

7.(2) 試作車等通知書又は改造通知

書 

改造自動車等審査結果通知

書 

 

2-14 並行輸入自動車 

2-14-1 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の準用 

(1) 並行輸入自動車の新規検査又は予備検査（法第 71 条の規定によ

る予備検査証の交付を受けた自動車、法第 16条の規定による抹消登

録を受けた自動車又は法第 69 条第 4 項の規定により検査証が返納

された自動車の新規検査又は予備検査を除く。以下 2-14 において

「新規検査等」という。）は、この規程の定めるところによるほか、

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」により実施するもの

とする。 

(2) (略) 

(3) 届出者から、提出した(2)の届出書等を取下げる旨の申告があっ

た場合には、審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」に定め

るところにより取下願出書を、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。 
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(4) 並行輸入自動車の新規検査等に係る検査は、届出書等の書面審査

が新規検査等の前日までに終了したものについて実施するものとす

る。 

(5) 書面審査が新規検査等の前日までに終了していない並行輸入自動

車の新規検査等の申請があった場合又は書面審査が終了した届出書

等の内容と提示された自動車に構造・装置の相違等があり、検査当日

中に保安基準への適合性を判断することが困難な場合には、受検者

に対し検査できないため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

2-14-2 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 

3.1. 本則 4-14(2) 規程 2-14-1(2) 

3.1.(4)② 

以下同じ 

貨物自動車及び乗合自動

車（特種用途自動車を含

む） 

貨物自動車（特種用途自動車

を含む） 

3.2.(2) 

7.2. 

7.4. 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

事務所等の長（地方検査部

にあっては、検査課の長） 

事務所長等 

3.2.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

（削除） （削除） （削除） 

 

(4) 並行輸入自動車の新規検査等に係る検査は、(2)の届出書等の書

面審査が新規検査等の前日までに終了したものについて実施するも

のとする。 

(5) 書面審査が新規検査等の前日までに終了していない並行輸入自

動車の新規検査等の申請があった場合には、受検者に対し検査でき

ないため検査を中断する旨を口頭で通告する。 

 

 

2-14-2 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 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 

 

 

（新設） （新設） 

3.2.(2) 

以下同じ 

 

 

 

 

事務所等 主管事務所又は事務所（支所

を含む） 

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 
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(略) (略) (略) 

4.3.(1) 本則 4-14(3) 規程 2-14-1(3) 

5. 

以下同じ 

地方検査部 主管事務所又は沖縄事務所 

5. 

以下同じ 

地方事務所 事務所（主管事務所及び沖縄

事務所を除く。）又は支所 

(略) (略) (略) 

（削除） 

 

（削除） 

 

（削除） 

 

6.12.3.(2)② 本則 4-18 規程 2-15 

(略) (略) (略) 

（削除） （削除） （削除） 

8.9.(1) 

8.9.(2) 

本則 7-115 本則 7-115及び規程 4-1 

(略) (略) (略) 

2-15 破壊試験 

（削除） 

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(4)①から⑤まで、7-27-1(1)､7-28-1(1)､7-29-1(1)、7-

30-1(1)、7-31-1(2)②及び 7-31 の 2-1(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。 

(略) (略) (略) 

（新設） （新設） （新設） 

（新設） 

 

（新設） （新設） 

5. 

以下同じ 

地方事務所 事務所（支所を含む） 

(略) (略) (略) 

6.12.2.(4)① 

 

宮古事務所及び八重山事

務所 

宮古分室及び八重山分室 

（新設） （新設） （新設） 

(略) (略) (略) 

8.1. 本則 4-4  規程 2-4  

8.10.(1) 

8.10.(2) 

本則 7-115 本則 7-115及び規程 4-1 

(略) (略) (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。 
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(1) 次に掲げる装置以外の装置 

① 指定自動車等に備える装置 

② 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

定共通構造部に備えられている装置 

③ 法第 75 条の 3 の規定によりその型式について指定を受けた装

置 

④ 原動機用蓄電池 

 

(2) (1)①から③までに掲げる装置（原動機用蓄電池を除く。）であっ

て改造が行われたもの 

（削除） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

定共通構造部に備えられている装置 

ウ 法第 75条の 3の規定によりその型式について指定を受けた装

置 

エ 原動機用蓄電池（審査事務規程 7-25-1-2(6)に規定する原動機

用蓄電池をいう。②において同じ。） 

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 書面審査 

2-15-1に掲げる技術基準等への適合性を書面により審査する場合は、

次により行うものとする。 

① 次のいずれかの書面であること。 

ア 当該検査に係る自動車を製作した者が証明した書面の原本

（当該書面が複数の自動車について証明している場合には、当

該書面の写しであって原本と照合済である旨の表示を事務所等

で行ったもの） 

イ 当該検査に係る自動車に、技術基準等に準ずる性能を有する

と判断できる外国基準に適合している旨のラベル、銘板、鋳出し

等の当該自動車を製作した者による表示がある場合には、当該

外国基準に適合している旨を記載した書面 

ウ 技術基準等に規定している試験を実施することができる公的

試験機関等が発行した試験成績書の原本（又は当該試験成績書

の写しであって原本と照合済である旨の表示を事務所等で行っ

たもの） 

② ①の書面に必要な記載事項は次のとおりとする。 



- 36 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

自動車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) 自動車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

ア ①アの書面には、当該証明が真正なものであることを確認で

きるよう、製作者の名称及び所在地、車台番号並びに署名者の氏

名、職名、所属、連絡先の電話番号及びファクシミリ番号を明記

したものであること。 

イ ①ウの書面の様式は、原則、審査事務規程別添１「試験規程」

に規定されている試験成績書の様式とする。また、試験計測デー

タ、試験を実施した自動車と当該検査に係る自動車の構造・装置

が同一であることが確認できる写真（試験実施前）及び試験実施

後の構造・装置の状況が確認できる写真が添付されていること。 

③ ①アの書面の審査にあたっては、次により判断すること。 

ア 技術基準等に準ずる性能を有すると判断できる外国基準への

適合性が記載されており、かつ、その記載に係る証明が真正なも

のと判断できる場合には、当該検査に係る自動車が保安基準に

適合していると判断する。 

イ 技術基準等に準ずる性能を有すると判断できる外国基準への

適合性が記載されていない場合、又は技術基準等に準ずる性能

を有すると判断できる外国基準以外への適合性が記載されてい

る場合には、当該自動車が保安基準に適合していないと判断す

る。 

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
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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

断する旨を口頭で通告する。 

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、次により取扱うものとする。 

 

(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 (略) 

② 審査事務規程 7-22-1-2(3)、7-24-1-2(2)、7-25-1-2(4)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 

(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 (略) 

② 審査事務規程 7-22-1-2(3)、7-24-1-2(2)、7-25-1-2(4)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

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) 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 (略) 

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 

(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 (略) 

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
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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 (略) 

2-18 軌陸車等の架装の仕様の確認 

(1) 軌陸車等にあっては、新規検査及び予備検査に限り、使用者が架

装事業者等に発注した架装の仕様書その他の実際に運行の用に供す

る際の架装状態を示す書面（以下 2-18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) (略) 

(3) 新規検査及び予備検査後初めて継続検査の申請があった軌陸車等

にあっては、重量計等を用いて車両重量を測定し、当該自動車検査証

に記載されている車両重量と相違があるかどうかを確認するものと

する。 

2-19～2-21 (略) 

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) (略) 

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 (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) (略) 

(3) 新規検査及び予備検査後初めて継続検査の申請があった軌陸車

等にあっては、重量計等を用いて車両重量を測定し、当該検査証に

記載されている車両重量と相違があるかどうかを確認するものとす

る。 

2-19～2-21 (略) 

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) (略) 
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(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、軽自動車検査票 1及び軽自動車検査票 2に記録を行うものとす

る。 

2-22-2 画像の取得及び保存 

(1) (略) 

(2) 次回検査時に活用するための記録として、検査した次に掲げる部

位をデジタルカメラ等を用いて撮影し、取得した画像を高度化システ

ムに保存すること。 

① 座席の変更に係る書面審査（座席、座席ベルト、座席ベルト取付

装置、内装材料）を実施した自動車の座席まわり 

② 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

ている自動車（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自動車を除く。）の当該

装置の取付状況（新規検査等の受検車両に限る。） 

③ その他撮影記録が必要と判断した部位 

（例）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 

 （削除） 

 

 

 

 

(3)  (1)及び(2)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。 

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。 

(4)  (1)及び(2)において取得した画像は、電磁的方法により国土交通

(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 

(1) (略) 

(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。 

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
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省へ提供するものとする。 

(5) (略)  

2-23 特種用途自動車の検査 

2-23-1 (略) 

2-23-2 車体の形状の判定 

用途区分通達及び用途区分細部取扱い通達によるほか、次により取扱

うものとする。 

 

 

 

(1)～(2) (略) 

2-24 貨物自動車の検査 

（削除） 

 

2-24-1 用途の判定 

用途区分通達によるほか、次によるものとする。 

（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.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

ものとする。 

(6) (略) 

2-23 特種用途自動車の検査 

2-23-1 (略) 

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 貨物自動車の検査 

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 用途の判定 

用途区分通達によるほか、次によるものとする。 

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
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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。 

なお、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。 

① 高齢者、障害者等が移動のための車いすその他の用具を使用

したまま車両に乗り込むことが可能な自動車 

 

 

②～③ (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 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。 

（削除） 

 

 

 

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。 

なお、次に掲げる自動車にあっては、この限りでない。 

ア 高齢者、障害者等（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律（平成 18 年法律第 91 号）第 2条第 1 号に規定

する高齢者、障害者等をいう。）が移動のための車いすその他の

用具を使用したまま車両に乗り込むことが可能な自動車 

イ～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 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
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2-25 自動運行装置を備える自動車の検査 

自動運行装置を備える自動車の検査については、次により取扱うものと

する。 

2-25-1 走行環境条件付与書の適用 

走行環境条件付与書は、記載されている車台番号又はシリアル番号が、

自動運行装置を備える自動車の車台番号又はシリアル番号と同一である

場合にあっては、2-25-2 の規定に係る書面として取扱うとともに、2-11-

1（1）⑧に基づく自動運行装置に係る審査事務規程 7-104-2-3（1）の規定

の適合性を証する書面として取扱うものとする。 

なお、2-25 の規定において「走行環境条件付与書の提示」とあるのは、

原本の提示及びその写しの提出を求めることをいう。この場合において、

提出された写しに原本と照合済みである旨を表示するものとする。 

2-25-2 自動運行装置を備える自動車の判断 

（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。）に係る自動車にあ

っては、自動車の種別に応じて、それぞれ次に定めるとおり自動運

行装置を備える自動車と判断するものとする。 

① 指定自動車等 

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（第 1号様式（その 1））の「その他」欄に自

動運行装置を備える旨の記載があるもの 

② 並行輸入自動車 

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」に定める並行

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。 

 

（新設） 
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輸入自動車届出書（第 1号様式（その 2））の「自動運行装置」

欄の「有」に○印が付されており、かつ、走行環境条件付与書の

提示があるもの 

③ 試作車又は組立車 

走行環境条件付与書の提示があるもの 

（2）新規検査若しくは予備検査（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に限る。）、構造等変更

検査又は継続検査に係る自動車にあっては、自動車の種別に応じ

て、それぞれ次に定めるとおり自動運行装置を備える自動車と判断

するものとする。 

① 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。）の提示がある自動車 

当該書面の備考欄に自動運行装置搭載車である旨の記載があ

るもの 

② 新たに自動運行装置を取付けた旨の申告がなされた自動車 

走行環境条件付与書の提示があるもの 

2-25-3 走行環境条件付与書の提示等 

（1）2-25-2（1）の規定により自動運行装置を備える自動車と判断した

自動車にあっては、新たに運行の用に供しようとする初めての検査

の際、走行環境条件付与書の提示について、次のとおり取扱うもの

とする。 

① 自動運行装置を備えるものとして認証を受けた指定自動車等で

あって、当該装置の機能に影響がある装置の変更等を行った旨の

申告がない自動車に備える自動運行装置については、審査事務規
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程 7-104-2-3（2）①に規定する装置として取扱い、走行環境条件

付与書の提示は不要とする。 

② 自動運行装置を備えないものとして認証を受けた指定自動車等

であって、新たに当該装置を備えた旨の申告があった自動車又は

自動運行装置の性能に影響のある装置の変更等（自動運行装置の

取外しを除く。）を行った旨の申告があった自動車若しくは指定

自動車等以外の自動車については、走行環境条件付与書の提示を

求めるものとする。 

（2）2-25-2（2）の規定により自動運行装置を備える自動車と判断した

自動車にあっては、走行環境条件付与書の提示について、次のとお

り取扱うものとする。 

① 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。）の備考欄に自動運行装置搭

載車である旨の記載がある自動車であって、自動運行装置の性能

に影響がある装置の変更等を行った旨の申告がないものは、自動

運行装置に係る変更等がないものとして取扱い、走行環境条件付

与書の提示は不要とする。 

② 新たに自動運行装置を備えた旨の申告があった自動車又は自動

運行装置の性能に影響のある装置の変更等（自動運行装置の取外

しを除く。）を行った旨の申告があった自動車については、走行

環境条件付与書の提示を求めるものとする。 

2-25-4 自動運行装置を備える自動車の検査中断 

2-25-3 に規定する走行環境条件付与書の提示の求めに応じない場合又

は自動運行装置を取外した旨の申告があった自動車であって、当該自動車

の自動車検査証、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
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受けた場合に限る。）の備考欄に自動運行装置搭載車である旨の記載があ

る場合は、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。 

 

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 自動車検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証の記載 

自動車検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証（以下「自動車

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記録又は軽自動車検査票への

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 に掲げる検査結果

通知情報を別に定める方法により高度化システムに記録するものと

する。 

なお、当分の間は、軽自動車検査票 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軽

自動車検査票 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、軽自動

車検査票 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) 軽自動車検査票 1及び軽自動車検査票 2により検査を行う場合は、

3-3 に掲げる検査結果通知情報を次により記載するものとする。 

①～③ (略) 

④ 完成検査終了証（発行後 9月を経過したものに限る。）又は自動

車検査証返納証明書が交付されている自動車の検査に際し、構造

 

 

 

 

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



- 46 - 

等に関する事項に変更がない場合にあっては、軽自動車検査票 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、軽自動車検査票 2 に係る必要な事項の記載に代えることが

できる。 

⑤ 軽自動車検査票 1及び軽自動車検査票 2を表裏で用いる場合は、

重複する事項は軽自動車検査票 1 のみ記載することで足りること

とする。 

3-3 軽自動車検査票等の記載方法及び検査結果通知情報 

軽自動車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記録し、自動車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 

軽自動車検査票 1 及び軽自動車検査票 2 の車台番号及び原動機の型式

欄は、次により記載し、自動車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、軽自動車検査

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、軽自動

車検査票 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

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。 

 

⑤ 検査票 1 及び検査票 2 を表裏で用いる場合は、重複する事項は

検査票１に記載することで足りる。 

 

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、
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（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 

軽自動車検査票 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、自動車検査証等に印字するものとする。 

①～② (略) 

3-3-3 初度検査年月欄 

軽自動車検査票 2の初度検査年月欄は、次により記載し、自動車検査証

等に印字するものとする。 

初度検査年（初めて自動車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、初めて自動車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 車名欄及び型式欄 

軽自動車検査票 2の車名欄及び型式欄は、次により記載し、自動車検査

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 共通構造部型式指定自動車、製造過程自動車及び新型届出自動

車にあっては、諸元表に記載された車名及び型式 

② 試作車にあっては、当該自動車製作者の定める車名及び型式 

ただし、車名又は型式を定めていないときは、該当欄に「試作」 

 

 

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。 

①～② (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。 

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 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 試作車（自動車の製作を業とする者が研究、開発等の用に供す

るため製作したものをいう。）にあっては、当該自動車製作者の

定める車名及び型式 

ただし、車名又は型式を定めていないときは、該当欄に「試作」 



- 48 - 

③ 組立車にあっては「組立」 

 

④ 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1に規定する

範囲の改造を行った自動車（⑥及び⑦ただし書の自動車を除く。）

にあっては、改造前の車名及び改造後の型式（改造前の型式に「改」

と付記したものとする。） 

⑤ 輸入自動車特別取扱自動車にあっては、当該自動車の輸入自動

車特別取扱届出済書に記載された車名及び型式 

⑥～⑦ (略) 

3-3-5 欠番 

3-3-6 用途欄 

(1)  軽自動車検査票 2 の用途欄は、(2)の区分により次のいずれかを

「○」で囲むことにより記載し、自動車検査証等に印字するものとす

る。 

①～③ (略) 

④ 道路運送法施行規則（昭和 26年運輸省令第 75号）第 52条の規

定により許可を受けた自家用自動車にあっては「貸渡」 

(2) (略)  

3-3-7 自家用・事業用欄 

軽自動車検査票 2の自家用・事業用の別欄は、「自家用」又は「事業用」

のいずれかを「○」で囲むことにより記載し、自動車検査証等に印字する

ものとする。 

なお、予備検査においては、事業用としての適否について記載し、自動

車検査証等に印字するものとする。 

3-3-8 車体の形状欄 

軽自動車検査票 2 の車体の形状欄は、下表のいずれかを記載し、自動

車検査証等に印字するものとする。 

③ 組立車（自動車の製作を業とする者以外の者が自動車の部品等

を使用して組立てたものをいう。）にあっては「組立」 

④ 審査事務規程別添 4「改造自動車審査要領」別表第 1 に規定す

る範囲の改造を行った自動車（⑤及び⑥ただし書の自動車を除

く。）にあっては、改造前の車名及び改造後の型式（改造前の型式

に「改」と付記したものとする。） 

（新設） 

 

⑤～⑥ (略) 

3-3-5 欠番 

3-3-6 用途欄 

(1) 検査票 2 の用途欄は、(2)の区分により次のいずれかを「○」で囲

むことにより記載し、検査証等に印字するものとする。 

 

①～③ (略) 

④ 道路運送法施行規則第 52 条の規定により許可を受けた自家用

自動車にあっては「貸渡」 

(2) (略) 

3-3-7 自家用・事業用欄 

検査票 2の自家用・事業用の別欄は、「自家用」又は「事業用」のいず

れかを「○」で囲むことにより記載し、検査証等に印字するものとする。 

なお、予備検査においては、事業用としての適否について記載し、検

査証等に印字するものとする。 

 

3-3-8 車体の形状欄 

検査票 2 の車体の形状欄は、下表のいずれかを記載し、検査証等に印

字するものとする。 
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(略) 

3-3-9 乗車定員欄、最大積載量欄及び車両総重量欄 

軽自動車検査票 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、自動車検査証等に印字するものとする。 

① 折畳式座席又は脱着式座席を有する乗用自動車にあっては、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車両総

重量を記載する。 

 

 

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であって 100 未満の場合

は 10毎とする（単位は kg）。 

 

 

 

③ 幼児用座席を備える幼児専用車、専ら座席の用に供する床面の UN 

R14又は UN R145に適合する取付具に年少者用補助乗車装置を備え

る自動車、UN R44-04 の 4.、6.から 8.まで及び 15.に適合する UN 

R44-04 の 2.1.2.4.2.に規定する装置（専ら年少者が着席するため

のものに限る。）を備える自動車にあっては、乗車定員は「大人定

(略) 

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 折畳式座席又は脱着式座席（脱着して使用することを目的とし

た座席であり、工具等を用いることなく、容易に脱着ができ、か

つ、確実に装着ができる構造の座席をいう。以下同じ。）を有する

乗用自動車にあっては、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車両総重量を記載する。 

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 運転者席及び座席以外の床面に、協定規則第 14 号の ISOFIX 機

構の取付装置又は協定規則第 44 号の幼児専用座席（年少者用補

助乗車装置）を備えた自動車にあっては、乗車定員欄に乗車定員

を「大人定員＋小人定員/1.5」の例のように記載し、車両総重量

欄には車両重量、最大積載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た
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員＋小人定員/1.5」の例によることとし、車両総重量は車両重量、

最大積載量及び 55kg に乗車定員を乗じて得た重量（大人定員×

55kg＋小人定員×55kg÷1.5 により得た重量。1kg 未満は切り捨て

る。）の総和とする。 

3-3-10 車両重量欄 

軽自動車検査票 2 の車両重量欄は、空車状態における自動車の重量を

記載し、自動車検査証等に印字するものとする。 

なお、燃料について全量を搭載していない場合には、計算により算出し

た不足相当分の重量を各軸に配分して加算すること。 

 

3-3-11 長さ欄、幅欄及び高さ欄 

(1)  軽自動車検査票 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、自動車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の規定に基づき測定

した数値を記載し、自動車検査証等に印字するものとする。 

(2) 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、次の例により記載するものとす

る。なお、備考欄は、当該附属装置等を装着した状態を記載するもの

とし、附属装置名についても記載し、自動車検査証等に印字するもの

とする。 

(例) (略) 

(3) 走行装置としてゴム履帯を有する自動車は、ゴム履帯等を装着した

状態で 3－3－9 により算定及び計測した数値（ゴムタイヤを装着した

状態と同じ場合を除く。）を次の例により記載し、自動車検査証等に印

重量（1kg未満は切り捨てる）の総和を記載する。 

この場合において、「大人定員」とは 12才以上の者の乗車定員

をいい、「小人定員」とは 12才未満の小児又は幼児の乗車定員を

いう。 

3-3-10 車両重量欄 

検査票 2 の車両重量欄は、空車状態（脱着式座席を有する自動車にあ

っては、座席を全て取付けた状態をいう。以下同じ。）における自動車の

重量を記載し、検査証等に印字するものとする。 

なお、燃料について全量を搭載していない場合には、計算により算出

した不足相当分の重量を各軸に配分して加算すること。 

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

該部分を除いた状態で審査事務規程 7-2-1(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) 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、次の例により記載するものとす

る。なお、備考欄は、当該附属装置等を装着した状態を記載するもの

とし、附属装置名についても記載し、検査証等に印字するものとする。 

 

(例) (略) 

(3) 走行装置としてゴム履帯を有する自動車は、ゴム履帯等を装着した

状態で 3－3－9により算定及び計測した数値（ゴムタイヤを装着した

状態と同じ場合を除く。）を次の例により記載し、検査証等に印字する
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字するものとする。 

(例) (略) 

3-3-12 燃料の種類欄 

軽自動車検査票 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」、「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、自動車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 

軽自動車検査票 2 の総排気量又は定格出力欄は、次により記載し、自

動車検査証等に印字するものとする。 

① 総排気量は、単位をℓとし、小数第 2位（小数第 3位切り捨て）

までとする。ただし、総排気量が 0.661 ℓから 0.669 ℓまでのもの

にあっては、0.67 ℓとし、施行規則別表第 1 に定める軽自動車に

該当しないものとする。 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円周

率を 3.14 とし、内径及び行程については、単位を mm とし、小数

第 1位（小数第 2位切り捨て）までの値とする。 

② (略) 

3-3-14 軸重欄 

軽自動車検査票 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、自動車検査証等に印字するものとする。 

ものとする。 

(例) (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・Ｌ

ＰＧ」、「ガソリン・灯油」、「メタノール」、「ＣＮＧ」、「ＬＮＧ」、「ＡＮ

Ｇ」、「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 総排気量は、単位をℓとし、小数第 2位（小数第 3位切り捨て）

までとする。ただし、総排気量が 0.661 ℓから 0.669 ℓまでのも

のにあっては、この限りではない。 

 

この場合において、総排気量を算出する必要があるときは、円

周率を 3.14 とし、内径及び行程については、単位を mmとし、小

数第 1位（小数第 2位切り捨て）までの値とする。 

② (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。 
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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。 

3-3-15 備考欄 

(1) 自動車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軽自動車検

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、自動車検査証等に印字する。 

表 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

(略) (略) (略) 

11-1．並行輸入自動車

であって次の各号

に掲げるもの 

(1) (略) 

 

(2) 3-3-4④に該当す

る改造により装置

が変更されている

もの 

 

(3) 初めて自動車検

査証を交付する検

査時に、消音器の加

速走行騒音性能規

制の適合性を、消音

器自体の表示以外

 

 

 

(略) 

 

変更された装置名 

 

 

 

 

消音器の加速走行騒

音性能規制の適合性

確認に用いた書面又

は表示 

 

 

 

(略) 

 

変更内容 緩衝装置 

 

 

 

 

初回検査時確認書面

等 

（騒音試験成績表） 

（WVTA) 

 (車両データプレー

ト） 

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。 

3-3-15 備考欄 

(1) 検査証等の備考欄への記載が必要な次表左欄に掲げる自動車につ

いて、同表中央欄の記載内容を同表右欄の例により検査票 2の備考欄

に記載する。また、その他必要な事項についても必要に応じて記載し、

検査証等に印字する。 

表 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

(略) (略) (略) 

11-1．並行輸入自動車

であって次の各号

に掲げるもの 

(1) (略) 

 

(2) 3-3-4④に該当す

る改造により装置

が変更されている

もの 

 

(3) 初めて検査証を

交付する検査時に、

消音器の加速走行

騒音性能規制の適

合性を、消音器自体

の表示以外の方法

 

 

 

(略) 

 

改造された装置名 

 

 

 

 

消音器の加速走行騒

音性能規制の適合性

確認に用いた書面又

は表示 

 

 

 

(略) 

 

変更内容 緩衝装置 

 

 

 

 

初回検査時確認書面

等 

（騒音試験成績表） 

（ＷＶＴＡ) 

 (車両データプレー

ト） 
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の方法により確認

したもの（平成 26年

騒音規制前の規制

を適用する自動車

に限る。） 

（COC） 

 (外国登録証） 

 (認可書） 

 

(略) (略) (略) 

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 

・騒音カテゴリ 

・UN R51に基づき測定

された近接排気騒音

値 

・相対値規制を適用す

るときの近接排気騒

音の測定回転数 ※2 

・絶対値規制を適用す

るときの近接排気騒

音の測定回転数 

※3 

・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) 

21．「自動車の排出ガ

ス低減性能を向上

させる改造の認定

実施要領」（平成 19

排ガス低減性能向上

改造が行われている

旨 

排ガス低減性能向上

排ガス低減性能向上

改造有 

認定番号 MLIT-RLEV-

1 

により確認したも

の（平成 26 年騒音

規制前の規制を適

用する自動車に限

る。） 

（ＣＯＣ） 

 (外国登録証） 

 (認可書） 

 

(略) (略) (略) 

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Ｍ1Ａ1

Ａ／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) 

21．「自動車の排出ガ

ス低減性能を向上

させる改造の認定

実施要領」（平成 19

排ガス低減性能向上

改造が行われている

旨 

排ガス低減性能向上

排ガス低減性能向上

改造有 

認定番号 

ＭＬＩＴ－ＲＬＥＶ
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年国土交通省告示

第 131号。以下「排

ガス低減性能向上

改造認定実施要領」

という。）第 3条の規

定により、認定を受

けた改造を行った

自動車 

 

 

 

改造の認定番号及び

低減性能向上改造証

明書の交付番号 

交付番号 123 

(略) (略) (略) 

24．算定燃費値取得済

証の交付を受けて、

類型を特定した特

定改造自動車 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

燃費値の算定を受け

た特定改造自動車で

ある旨及び算定済証

記載の改造車等燃費

算定番号・区分番号 

90001・0001(算定燃費

値取得済特定改造自

動車) 

(略) (略) (略) 

28.法第 41条第 2項に   

年国土交通省告示

第 131号。以下「排

ガス低減性能向上

改造認定実施要領」

という。）第 3 条の

規定により、認定を

受けた改造を行っ

た自動車 

改造の認定番号及び

「自動車の排出ガス

低減性能を向上させ

る改造の認定実施細

目」（平成 19 年 3 月 9

日付け国自環第 249

号）第 4の低減性能向

上改造証明書（以下

「低減性能向上改造

証明書」という。）の交

付番号 

－１ 

交付番号 123 

(略) (略) (略) 

24．「特定改造自動車

のエネルギー消費

効率相当値の算定

実施要領」(平成 21

年国土交通省告示

第 933 号)第 7 条の

規定により有効な

算定燃費値取得済

証(以下「算定済証」

という。)の交付を

受けて、類型を特定

した特定改造自動

車 

燃費値の算定を受け

た特定改造自動車で

ある旨及び算定済証

記載の改造車等燃費

算定番号・区分番号 

90001・0001(算定燃費

値取得済特定改造自

動車) 

(略) (略) (略) 

(新設) (新設) (新設) 
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定める自動運行装置

を備えた自動車 

(1)指定自動車等で

あって、自動運行装置

（走行環境条件を含

む。）に係る変更がな

いもの 

(2)(1)以外のもの 

 

 

 

 

自動運行装置搭載車

である旨 

 

 

 

自動運行装置搭載車

である旨 

走行環境条件付与書

の文書番号及び付与

年月日 

 

 

自動運行装置搭載車 

 

 

 

 

自動運行装置搭載車 

 

近運技技第 123号 

令和 2年 4月 1日 

※1 15-1．の記載事項は、新たに運行の用に供しようとする自動車の初

めての検査の際に確認したものを記載する。 

なお、近接排気騒音値は、それぞれに掲げる書面等に記載された整数

位（小数第 1位四捨五入）までを騒音値とする。 

自動車（三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。） 

① 指定自動車等 

ア 諸元表 

イ 加速走行騒音試験結果成績表の提出がある場合には、当該成績表 

ウ 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る場合

には、当該表示 

② 指定自動車等以外の自動車 

ア 認定証 

イ COC ペーパー（車両データプレート内又はその近くに表示されて

いる UN R51 に基づくⒺマーク（UN R51-03 以降のものに限る。）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※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。 
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が確認できる場合に限る。） 

ウ 加速走行騒音試験結果成績表の提出がある場合には、当該成績表 

エ 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る場

合には、当該表示 

 

 

 

※2 相対値規制を適用するときの近接排気騒音の測定回転数は、次の区分

に応じた整数位（小数第 1 位切り上げ）までの値を記載する。 

区分 記載する回転数 

① 原動機の最高出力時の回転数が毎分 7500 回転以

上の自動車 

最高出力時の回転

数の 50％の回転数 

② 二輪自動車及び側車付二輪自動車以外の自動車

であって、原動機の最高出力時の回転数が毎分 5000 

回転を超え 7500 回転未満のもの 

3750回転 

 

③ ①及び②以外の自動車  

 

最高出力時の回転

数の 75％の回転数 

④ 原動機の回転数を抑制する装置を備えた自動車

（エンジンコントロールユニットに組み込まれたも

のであって当該装置を容易に解除することができな

いものに限る。）であって、当該装置の作動により原

動機の回転数が①から③までに定める回転数に達し

ないもの 

原動機の回転数を

抑制する装置が作

動する回転数の

95％の回転数 

 

※3 絶対値規制を適用するときの近接排気騒音の測定回転数は、次の区分に

応じた整数位（小数第 1位切り上げ）までの値を記載する。 

① 協定規則又は欧州連合規則に基づく認定証 

② 車体において、協定規則に基づくマークが車両識別表示（車両

データプレート）内か又はその近くに表示されていることにより、

当該自動車が協定規則第 51 号第 3 改訂版に適合していることが確

認できる場合は、当該自動車に係る欧州連合指令に基づく自動車製

作者が発行する完成車の適合性証明書（COC ペーパー） 

③ 細目告示第 118 条第 1 項第 3 号ロの基準に適合していることを

証する書面であって、当該自動車を製作した者が証明した書面 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） 
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区分 記載する回転数 

① 二輪自動車及び側車付二輪自動車以外の自動車 最高出力時の回転

数の 75％の回転数 

② 原動機の回転数を抑制する装置を備えた自動車

（エンジンコントロールユニットに組み込まれたも

のであって当該装置を容易に解除することができな

いものに限る。）であって、当該装置の作動により 

原動機の回転数が①に定める回転数に達しないもの 

原動機の回転数を

抑制する装置が作

動する回転数 

(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、軽自動車

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、自動

車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 

(略) (略) (略) (略) 

③ 衝突時等

における圧

縮水素ガス

の燃料漏れ

防止に係る

性能等 

7-24-1-

2(5) 

この圧縮水素ガスを燃料とする自動車

に備える燃料装置は、保安基準第 1条の

3 ただし書の規定により、衝突時等の燃

料漏れ防止の基準への適合性の判定に

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。 

469 

④ 衝突時等

における高

電圧による

7-25-1-

2(6) 

この自動車に備える電気装置は、保安基

準第 1条の 3ただし書の規定により、衝

突時の高電圧による乗車人員の保護の

471 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 

(略) (略) (略) (略) 

③ 衝突時等

における圧

縮水素ガス

の燃料漏れ

防止に係る

性能等 

7-24-1-

2(3) 

この圧縮水素ガスを燃料とする自動車

に備える燃料装置は、保安基準第 1条の

3ただし書の規定により、衝突時等の燃

料漏れ防止の基準への適合性の判定に

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。 

469 

④ 衝突時等

における高

電圧による

7-25-1-

2(4) 

この自動車に備える電気装置は、保安基

準第 1条の 3ただし書の規定により、衝

突時の高電圧による乗車人員の保護の

471 
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乗員保護に

係る性能等 

基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を

行っていません。 

(略) (略) (略) (略) 

⑩ ②又は③

及び⑤によ

り判断を行

った場合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(5) 

7-27-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準及び前面衝突時の乗員保護

の基準への適合性の判定に当たり同一

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。 

472 

⑪  ②又は

③、⑤及び⑦

により判断

を行った場

合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(5) 

7-27-

1(3) 

7-29-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準並びに前面衝突時及び側面

衝突時の乗員保護の基準への適合性の

判定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。 

473 

⑫ ②又は③

及び⑦によ

り判断を行

った場合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(5) 

7-29-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準及び側面衝突時の乗員保護

の基準への適合性の判定に当たり同一

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。 

474 

(3) 牽引可能なキャンピングトレーラ等の車両総重量を算出した場合

乗員保護に

係る性能等 

基準への適合性の判定に当たり同一の

構造を有する装置に対する破壊試験を

行っていません。 

(略) (略) (略) (略) 

⑩ ②又は③

及び⑤によ

り判断を行

った場合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(3) 

7-27-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準及び前面衝突時の乗員保護

の基準への適合性の判定に当たり同一

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。 

472 

⑪  ②又は

③、⑤及び⑦

により判断

を行った場

合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(3) 

7-27-

1(3) 

7-29-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準並びに前面衝突時及び側面

衝突時の乗員保護の基準への適合性の

判定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。 

473 

⑫ ②又は③

及び⑦によ

り判断を行

った場合 

7-22-1-

2(5) 

7-24-1-

2(3) 

7-29-

1(3) 

この自動車に備える燃料装置並びに車

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、衝突時等の燃料漏れ

防止の基準及び側面衝突時の乗員保護

の基準への適合性の判定に当たり同一

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。 

474 

(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



- 59 - 

は、次の例により軽自動車検査票 2 の備考欄に記載し、自動車検査証

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。 

 

（例）(略) 

①～② (略) 

 (4) 持込検査の結果、限定自動車検査証を交付する場合には、軽自動車

検査票 1 にその旨を記載し、次のとおり限定自動車検査証に印字す

るものとする。 

なお、②記載文中の「○年○月○日」は、継続検査の申請の際に提

出された自動車検査証の有効期間の満了する日とする。 

① 新規検査又は予備検査の結果交付するもの 

  「この限定自動車検査証では運行することはできません」 

② 継続検査の結果交付するもの 

ア 継続検査の結果交付する限定自動車検査証の有効期間よ

り、提出された自動車検査証の残存有効期間が多い場合 

「限定検査証の有効期間内において、必要な整備を行う場合又

は継続検査の申請をする場合に運行できます。なお、申請の際

に提出のあった自動車検査証の有効期間の満了する日は、○年

○月○日です」 

 イ 継続検査の結果交付する限定自動車検査証の有効期間が、

提出された自動車検査証の有効期間の満了日を超える場合 

｢○年○月○日（申請の際提出のあった自動車検査証の有効期

間の満了する日）までの間に、必要な整備を行う場合又は継続

検査の申請をする場合に運行できます｣              

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。 

（例）(略) 

①～② (略) 

 (4) 検査の結果、限定検査証を交付する場合には、検査票１にその旨

を記載し、次のとおり限定検査証に印字するものとする。 

なお、②記載文中の「○年○月○日」は、継続検査の申請の際に

提出された検査証の有効期間の満了する日とする。 

 

① 新規検査又は予備検査の結果交付するもの 

  「この限定検査証では運行することはできません。」 

② 継続検査の結果交付するもの 

ア 継続検査の結果交付する限定検査証の有効期間より、提

出された検査証の残存有効期間が多い場合 

「限定検査証の有効期間内において、必要な整備を行う場合又

は継続検査の申請をする場合に運行できます。なお、申請の際

に提出のあつた検査証の有効期間の満了する日は、○年○月

○日です。」 

 イ 継続検査の結果交付する限定検査証の有効期間が、提出

された検査証の有効期間の満了日を超える場合 

｢○年○月○日までの間に必要な整備を行う場合又は継続検

査の申請をする場合に運行できます。｣  
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ウ 自動車検査証の有効期間の満了日後に限定自動車検査証を

交付する場合 

｢この限定自動車検査証では運行することはできません。なお、

申請の際に提出のあった自動車検査証の有効期間の満了する

日は、○年○月○日です｣ 

(5) 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の自動車検査

証の備考欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を次のと

おり印字するものとする。 

①～② (略)  

(6) 従前の規程による取扱いにより交付された自動車検査証等の備考

欄については、3-3-1から 3-3-15(5)までにより交付されたものとみな

して、法第 67 条第 1 項の規定による記載事項の変更についての記入

は要さないものとする。 

(7) 施行規則第 35条の 3第 1項第 29号の規定に基づき自動車検査証に

記載を要する自動車については、自動車検査証の備考欄に次の例によ

り記載する。 

  「この自動車の装置の一部は、長さ 2.5m、幅 1.3m、高さ 2mを超えな

い軽自動車であって、最高速度 60km 毎時以下のもののうち、高速自

動車国道等において運行しないものとして基準への適合性の判定を

行っています。」 

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

ウ 検査証の有効期間の満了日後に限定検査証を交付する場

合 

｢この限定検査証では運行することはできません。なお、申請

の際に提出のあつた検査証の有効期間の満了する日は、○年

○月○日です。｣ 

(5) 継続検査の申請があった自動車について、当該自動車の検査証の備

考欄に受検種別、定期点検整備実施状況及び受検形態を次のとおり印

字するものとする。 

①～② (略) 

(6) 従前の規程による取扱いにより交付された検査証等の備考欄につ

いては、3-3-1から 3-3-15(5)までにより交付されたものとみなして、

法第 67 条第 1 項の規定による記載事項の変更についての記入は要さ

ないものとする。 

（新設） 

 

 

 

 

 

 

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
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ができる。 

3-3-17 有効期間欄（電子情報処理システムにより印字する場合を除く。） 

(1) 有効期間の起算日について施行規則第 44 条ただし書きの規定によ

る有効期間の満了する日の 1 月前の日（離島に使用の本拠の位置を置

く自動車にあっては 2 月前の日）は、下表の例に示すところによるも

のとする。 

 (例) 

自動車検査証の有効期間の 満

了する日 

自動車検査証の有効期間の満了する

日の 1月前の日 

2月 1日 

 2月 15日 

 2月 29日 

 3月 28日 

 3月 29日 30日及び 31日 

10 月 30日及び 31日 

11月 30日 

1月 1日 

 1月 15日 

 1月 29日 

 2月 28日 

 2月 28日（閏年にあっては 29日） 

 9月 30日 

10月 30日 

 

自動車検査証の有効期間の満了

する日 

自動車検査証の有効期間の満了する

日の 2月前の日 

1月 30日及び 31 日 

 4月 29日及び 30日 

11月 30日 

 2月 28日（閏年にあっては 29日） 

(2) (略) 

3-4 検査結果の通知 

3-4-1 (略) 

3-4-2 適合 

持込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、軽自動車検査票 1 又は様式 5-2 の検査結果通

ことができる。 

3-3-17 有効期間欄（電子情報処理システムにより印字する場合を除く。） 

(1) 有効期間の起算日について施行規則第 44 条ただし書きの規定によ

る有効期間の満了する日の 1月前の日（離島に使用の本拠の位置を置

く自動車にあっては 2月前の日）は、下表の例に示すところによるも

のとする。 

 (例) 

検査証の有効期間の 満了する

日 

検査証の有効期間の満了する日の1月

前の日 

2月 1日 

 2月 15日 

 2月 29日 

 3月 28日 

 3月 29日 30日及び 31日 

10月 30日及び 31日 

11月 30日 

1月 1日 

 1月 15日 

 1月 29日 

 2月 28日 

 2月 28日（閏年にあっては 29日） 

 9月 30日 

10月 30日 

 

検査証の有効期間の満了する日 
検査証の有効期間の満了する日の2月

前の日 

1月 30日及び 31日 

 4月 29日及び 30日 

11月 30日 

 2月 28日（閏年にあっては 29日） 

(2) (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
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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軽自動

車検査票 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（有効な限定自動車検査証の提出が

あった場合は、当該限定自動車検査証の有効期間が満了する日まで）であ

れば、既に通知を行った軽自動車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 

持込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を軽自動車検査票に添付し、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、軽自動車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 

持込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、軽自動車検査票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。 

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。 
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①～③ (略) 

なお、当該自動車の自動車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により限定自動

車検査証を交付するものとする。 

3-4-5 検査中断 

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

2-11-2(8)①、2-12-1(1)③、2-12-1(2)⑥、2-13-1(5)、2-14-1(5)、2-

16(2)、2-18(1)、2-22-2(5) 及び 2-25-4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)⑥

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を軽自動車検査票に添付し、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、新たな軽自動車検査票 2 を用い、備考欄に車両番号又は車台

番号及び検査中断の通知ができない理由を記載し、他の事務所に通知

するものとする。 

(3) 初回の検査を行った日から 15 日以内に受検者から適正な検査が可

能となった旨の申し出があった場合は、新たに 2-6-2 の手数料を徴収

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。 

(3) 初回の検査を行った日から 15 日以内に受検者から適正な検査が可

能となった旨の申し出があった場合は、新たに 2-6-2の手数料を徴収
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しないものとし、軽自動車検査票 1 の検査に支障のない部分に受付日

付印を押印し、検査を再開するものとする。 

なお、検査を中断する前に検査済みの装置等については、検査を省

略することができる。 

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 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。 

(2)～(5) (略)  

 

第 5章 (略) 

 

しないものとし、検査票 1の検査に支障のない部分に受付日付印を押

印し、検査を再開するものとする。 

なお、検査を中断する前に検査済みの装置等については、検査を省

略することができる。 

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

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。 

(2)～(5) (略)  

 

第 5章 (略) 
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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 車両番号の指定等 

新規検査に合格した自動車及び自動車予備検査証に基づく自動車検査

証の交付をする自動車並びに自動車検査証の記入申請に伴い車両番号が

変更となる自動車及び車両番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難

となった、又は次に掲げる理由により車両番号の変更の申請があった自

動車には、施行規則第 36 条の 17 によるほか、別に定める「検査対象軽

自動車の車両番号の指定等に関する達」（平成 16年 11月 1日付け理事長

達第 18号）により車両番号を指定し、又は変更するものとする。 

(1) (略)  

6-2 限定自動車検査証の交付 

(1) 持込検査の結果、不適合の通知を行ったときは、法第 71条の 2第 1

項の規定による限定自動車検査証を交付するものとする。この場合に

おいて、限定自動車検査証の有効期間の起算日は、不適合の通知を行

った日とする。ただし、検査当日のうちに 2-10に規定する再入場を認

める場合は、限定自動車検査証を交付しないことができるものとする。 

なお、当該自動車が自動車点検基準（昭和 26年運輸省令第 70号）

別表第 8 に該当する状態が複数ある等自動車全体の劣化・摩耗が進行

していると認められるときはこの限りでない。 

(2) 限定自動車検査証を交付するときは、次の各号によるものとする。 

① 自動車検査証（新規検査又は予備検査にあっては申請書）に記載

された車両と電子情報処理システムから出力し、印字した限定自

動車検査証（その 1）に記載された車両が同一であることを確認

する。 

②  電子情報処理システムから出力し、印字した限定自動車検査証

（その 2）の保安基準に適合しない部分の欄に、手書きにて軽自

動車検査票 1の保安基準に適合しない部分を記載する。 

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 車両番号の指定等 

新規検査に合格した自動車及び予備検査証に基づく検査証の交付をす

る自動車並びに検査証の記入申請に伴い車両番号が変更となる自動車及

び車両番号標が滅失し、き損し、又はその識別が困難となった、又は次

に掲げる理由により車両番号の変更の申請があった自動車には、施行規

則第 36 条の 17 によるほか、別に定める「検査対象軽自動車の車両番号

の指定等に関する達」（平成 16 年 11 月 1 日付け理事長達第 18 号）によ

り車両番号を指定し、又は変更するものとする。 

(1) (略)  

6-2 限定検査証の交付 

(1) 検査の結果、不適合の通知を行ったときは、法第 71 条の 2 第 1 項

の規定による限定検査証を交付するものとする。この場合において、

限定検査証の有効期間の起算日は、不適合の通知を行った日とする。

ただし、検査当日のうちに 2-10 に規定する再入場を認める場合は、

限定検査証を交付しないことができるものとする。 

なお、当該自動車が自動車点検基準（昭和 26年運輸省令第 70号）

別表第 8に該当する状態が複数ある等自動車全体の劣化・磨耗が進行

していると認められるときはこの限りでない。 

(2) 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 検査証（新規検査又は予備検査にあっては申請書）に記載され

た車両と電子情報処理システムから印字した限定検査証（その 1）

に記載された車両が同一であることを確認する。 

 

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。 
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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）を確認し、限定自動

車検査証（その 2）に保安基準に適合しない部分を記載する。 

③ 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、提出のあった自動車検査証を書き換えることにより限定自動

車検査証（その 1）を作成し、有効期間を記入した後、書き換えに

おいて抹消した箇所及び記入した有効期間の末尾に事務所名小印

を押印するものとする。 

また、限定自動車検査証（その 2）の作成においては、軽自動車

検査票 1の一部の複写又は軽自動車検査票 1 の保安基準に適合し

ない部分を記載することにより作成し、車台番号の末尾に事務所

名小印を押印するものとする。  

6-3 自動車重量税の納付 

新規検査及び自動車予備検査証に基づく自動車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自動車検査証の返付は、自動

車重量税法（昭和 46 年法律第 89 号）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) 自動車重量税法第 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 自動車重量税は、自動車重量税印紙を様式 6 の自動車重量税納

付書（以下「自動車重量税納付書」という。）に貼付して納付させ

ること。 

② 自動車重量税納付書は所定の欄に記載があることを確認するこ

と。 

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）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 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、提出のあった検査証を書き換えることにより限定検査証（そ

の 1）を作成し、有効期間を記入した後、書き換えにおいて抹消

した箇所及び記入した有効期間の末尾に事務所名小印を押印す

るものとする。 

また、限定検査証（その 2）の作成においては、検査票 1 の一

部の複写又は検査票1の保安基準に適合しない部分を記載するこ

とにより作成し、車台番号の末尾に事務所名小印を押印するもの

とする。  

6-3 自動車重量税の納付の確認等 

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 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 重量税納付書は所定の欄に記載があることを確認すること。 
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③ 自動車重量税印紙が貼付された自動車重量税納付書の提出があ

ったときは、自動車重量税納付書に貼付された自動車重量税印紙

が真性のものであること及び貼付された自動車重量税印紙の額が

当該自動車に課されるべき自動車重量税の額と相違していないこ

とを確認し、当該自動車重量税納付書の紙面と自動車重量税印紙

の彩紋にかけ受付日付印をもって消印すること。 

(2) 自動車重量税法第 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自動車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 非課税自動車の取扱い 

昭和 49 年 4 月 30 日以前に法第 97 条の 3 第 1 項又は法第 60 条第 1 項

の規定により車両番号の指定を受けたことがある自動車については、非

課税自動車として取扱うものとする。 

この場合において、自動車重量税納付書には、非課税自動車である旨の

記述をした上で受付日付印を押印すること。 

6-3-3 自動車重量税の還付 

租税特別措置法（昭和 32 年法律第 28 号）第 90 条の 15 第 4 項及び租

税特別措置法施行令（昭和 32年政令第 43号）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軽自動車検査協会に対し提出しなければなら

ない。 

6-4 自動車損害賠償責任保険契約等の確認 

新規検査及び自動車予備検査証に基づく自動車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自動車検査証の返付は、自動

車損害賠償保障法（昭和 30 年法律第 97 号）第 9 条及び第 9 条の 5 の規

定により、自動車損害賠償責任保険証明書の保険期間又は自動車損害賠

③ 重量税印紙が貼付された重量税納付書の提出があったときは、

重量税納付書に貼付された重量税印紙が真性のものであること

及び貼付された重量税印紙の額が当該自動車に課されるべき重

量税の額と相違していないことを確認し、当該重量税納付書の紙

面と重量税印紙の彩紋にかけ受付日付印をもって消印すること。 

 

(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 非課税自動車の取扱い 

昭和 49 年 4 月 30日以前に法第 97条の 3 第 1 項又は法第 60条第 1 項

の規定により車両番号の指定を受けたことがある自動車については、非

課税自動車として取扱うものとする。 

この場合において、重量税納付書には、非課税自動車である旨の記述

をした上で受付日付印を押印すること。 

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 自動車損害賠償責任保険契約等の確認 

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、自動車損害賠償保障法

（昭和 30年法律第 97 号）第 9 条及び第 9 条の 5 の規定により、自動車

損害賠償責任保険証明書の保険期間又は自動車損害賠償責任共済証明書
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償責任共済証明書の共済期間が当該自動車検査証に記入する有効期間の

全部と重複するものでなければ行ってはならない。 

6-5 放置違反金滞納情報の確認 

(1) 継続検査後の自動車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自動車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、自動車検査証の有効期間の更新又は記載事項を変更した自

動車検査証の返付ができない場合には、自動車検査証の備考欄に「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（軽自動車検査票を除く。）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、回収済の軽自動車検査票が有効なものとし

て処理して差し支えない。 

(2) 継続検査申請にかかる限定自動車検査証交付の場合であって、申請

に係る自動車が道路交通法（昭和 35年法律第 105号）第 51 条の 6第

2 項に基づく国家公安委員会から放置違反金滞納の通知を受けている

場合には、限定自動車検査証の備考欄に「放置違反金滞納情報あり」

である旨を記載し、限定自動車検査証を交付するものとする。 

6-6 軽自動車税種別割の滞納がないことの確認 

継続検査に係る自動車検査証の返付は、提示された軽自動車税（種別

割）納税証明書等により軽自動車税種別割の滞納がないことを確認した

後でなければ行わないものとする。 

6-7 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、輸出予定届出証明書及び検査記録事項等証明書の記載 

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、輸出予定届出証明書及び検査記録事項等証明書の記載事項は、

の共済期間が当該検査証に記入する有効期間の全部と重複するものでな

ければ行ってはならない。 

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) 継続検査申請にかかる限定検査証交付の場合であって、申請に係る

自動車が道路交通法第 51 条の 6 第 2 項に基づく国家公安委員会から

放置違反金滞納の通知を受けている場合には、限定検査証の備考欄に

「放置違反金滞納情報あり」である旨を記載し、限定検査証を交付す

るものとする。 

6-6 軽自動車税種別割の滞納がないことの確認 

継続検査に係る検査証の返付は、提示された軽自動車税（種別割）納

税証明書等により軽自動車税種別割の滞納がないことを確認した後でな

ければ行わないものとする。 

6-7 検査証、予備検査証、限定検査証、返納証明書、輸出予定届出証明書

及び検査記録事項等証明書の記載 

検査証、予備検査証、限定検査証、返納証明書、輸出予定届出証明書

及び検査記録事項等証明書の記載事項は、第 3 章の規定による他、電子
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第 3 章の規定による他、電子情報処理システムから出力し、印字したも

のとする。 

6-8 申請書等の受理 

 検査等に関し、申請書、請求書若しくは届出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、請求書若しくは届出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、請求書若しくは届出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、請求書若しくは届出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情報通信技術を活用した行政の推進等に関

する法律施行規則第 4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。 

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

 (1) 車両番号の指定を受けたことがない自動車（新車） 

情報処理システムから出力し、印字したものとする。 

 

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」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。 

 

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

  （新設） 

 

 (1) 車両番号の指定を受けたことのない自動車（新車） 
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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には不

要。以下同じ。） 

ア～イ (略) 

⑩ 申請依頼書等（代理人による申請、届出又は請求の場合であっ

て、当該申請に係る申請書等に押印がない場合に限る。以下同じ。） 

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。以下同じ。）） 

⑫ 自動車重量税納付書 

⑬ 軽自動車検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

⑭ その他の書面（次の左欄に該当する自動車にあっては、それぞれ

右欄に示す書面。以下同じ。） 

自動車の別 書  面 

 (略)  (略) 

2-12 の当日提出書面審

査の対象となる自動車 

新規検査等届出書、自動車を特定する書面

及び当日提出書面審査に係る添付資料 

 (略)  (略) 

(2)  車両番号の指定を受けたことがある自動車 

①～② (略) 

③ 限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付を受けている場合

に限る。） 

④ 保安基準適合証又は限定保安基準適合証（保安基準適合証（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

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。

以下同じ。） 

ア～イ (略) 

⑩ 申請依頼書等（代理人による申請、届出の場合に限る。以下、

第 6章において同じ） 

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 重量税納付書 

⑬ 検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

⑭ その他の書面（次の左欄に該当する自動車にあっては、それぞ

れ右欄に示す書面。以下同じ。） 

自動車の別 書  面 

 (略)  (略) 

（新設） （新設） 

 (略)  (略) 

(2)  車両番号の指定を受けたことのある自動車 

①～② (略) 

③ 限定検査証（限定検査証の交付を受けている場合に限る。） 

 

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
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関に提供された場合を除く。以下同じ。）又は限定保安基準適合証

の提出がある場合に限る。） 

（削除）  

 

⑤ 自動車検査証返納証明書、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。）又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。） 

⑥～⑨ (略)  

⑩ 保険証明書 

 

⑪ 自動車重量税納付書 

⑫ (略) 

⑬ 軽自動車検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

⑭ (略) 

（削除） 

 

 

6-9-2 受付日付印の押印及び処理  

(1) (略) 

(2)  自動車重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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、自動

車検査証を出力し、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、自動車検査証を出力し、印字するものとする。 

6-9-3 自動車検査証及び検査標章の交付 

軽自動車検査票又は限定自動車検査証に記載された検査結果、若しく

は完成検査終了証又は自動車検査証返納証明書及び保安基準適合証又は

提供された場合を除く。）に限る。） 

 

⑤ 限定保安基準適合証（限定保安基準適合証の提出がある場合に

限る。） 

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 重量税納付書 

⑬ (略)  

⑭ 検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

⑮ (略)  

6-9-2 記載内容の確認 

6-8の申請書等の受理にあたっては、6-9-1に定める書面の記載内容を

確認するものとする。 

6-9-3 受付日付印の押印及び処理  

(1) (略) 

(2)  重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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。 

6-9-4 検査証等の交付 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果、若しくは完成検査終了

証又は返納証明書及び保安基準適合証又は限定検査証及び限定保安基準
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限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の記載内容と電子情報処理シ

ステムから出力し、印字した自動車検査証を照合したうえ、自動車検査証

及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、限定自動車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講ずるものとする。 

なお、検査標章の表示箇所は、次の各号によるものとする。（以下第 6

章において同じ） 

①～④ (略)  

6-10 継続検査 

6-10-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

①～② (略) 

③ 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

（削除） 

 

④ 保安基準適合証又は限定保安基準適合証（保安基準適合証又は

限定保安基準適合証の提出がある場合に限る。） 

 

（削除）  

 

⑤ (略)  

⑥ 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。） 

 

適合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、検査証及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、限定検査証には受付日付印等を押印するなどによ

り無効の措置を講ずるものとする。 

なお、検査標章の表示箇所は、次の各号によるものとする。（以下第 6

章において同じ） 

 

①～④ (略)  

6-10 継続検査 

6-10-1 必要な書面 

  （新設） 

 

①～② (略) 

③ 検査証（限定検査証が交付されている場合を除く。） 

 

④ 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 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 限定保安基準適合証（限定保安基準適合証の提出がある場合に

限る。） 

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
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⑦ (略) 

⑧ 自動車重量税納付書 

⑨ (略) 

⑩ 軽自動車検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

（削除） 

 

 

6-10-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  自動車重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(3)  電子情報処理システムに申請書を投入し、自動車検査証を出力し、

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、自動車検査証を出力し、印字するものとする。 

6-10-3 自動車検査証の返付及び検査標章の交付 

軽自動車検査票若しくは限定自動車検査証に記載された検査結果又は

保安基準適合証及び自動車検査証又は限定保安基準適合証及び限定自動

車検査証の記載内容と電子情報処理システムから出力し、印字した自動

車検査証を照合したうえ、自動車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、旧自動車検査証及び限定自動車検査証には受付日

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、自動車検査証の有効期間を記入したときにその記入した有効期間の

末尾に事務所名小印を押印することにより自動車検査証を返付できるも

のとする。 

た場合を除く。）） 

⑨ (略) 

⑩ 重量税納付書 

⑪ (略) 

⑫ 検査票（自動車の提示が必要な場合に限る。） 

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 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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。 

6-10-4 検査証等の返付等 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果、若しくは保安基準適合

証及び検査証又は限定保安基準適合証及び限定検査証の記載内容と電子

情報処理システムから出力し、印字した検査証を照合したうえ、検査証

を返付及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、旧検査証及び限定検査証には受付日付印等を押印

するなどにより無効の措置を構ずるものとする。 

ただし、電子情報処理システムを導入していない出張検査場において

は、検査証の有効期間を記入したときにその記入した有効期間の末尾に

事務所名小印を押印することにより検査証を返付できるものとする。 

また、検査標章を交付する場合には、予め一括して出力しておき、こ

れを検査証を返付する際に同時に交付するものとする。 
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また、検査標章を交付する場合には、予め一括して検査標章を出力して

おき、これを自動車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 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

(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

検査証番号を記載する。）） 

② 申請審査書（様式 2） 

③ 譲渡証明書（自動車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 自動車検査証、自動車予備検査証又は限定自動車検査証（限定自

動車検査証の交付を受けている場合に限る。） 

⑤ (略) 

⑥ 点検整備記録簿（車両番号の指定を受けたことがある自動車に

限る。） 

⑦ 保険証明書（自動車予備検査証の交付を受けている場合を除

く。） 

 

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 

  （新設） 

 

(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 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 (略) 

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。） 
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⑧ 自動車重量税納付書（自動車予備検査証の交付を受けている場

合を除く。） 

⑨ (略) 

⑩ 申請依頼書等 

⑪ 軽自動車検査票 

(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。）（車両番号欄に自動車予備検査証番号を記載する。）） 

② 申請審査書（様式 2） 

③ 譲渡証明書（自動車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 自動車検査証、自動車予備検査証又は限定自動車検査証（限定自

動車検査証の交付を受けている場合に限る。） 

⑤ (略) 

⑥ 点検整備記録簿（車両番号の指定を受けたことがある自動車に

限る。） 

⑦ 保険証明書（自動車予備検査証の交付を受けている場合を除

く。） 

 

⑧ 自動車重量税納付書（自動車予備検査証の交付を受けている場

合を除く。） 

⑨ (略) 

⑩ 申請依頼書等 

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 (略) 

⑩ 申請依頼書（代理人による申請の場合に限る。） 

⑪ 検査票 

(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。）） 

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 (略) 

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 (略) 

⑩ 申請依頼書（代理人による申請の場合に限る。） 
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⑪ 軽自動車検査票 

（削除） 

 

 

6-11-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  自動車重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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（用途

等の変更により車両番号の変更を伴う場合に限る。）、自動車検査証を

出力し、印字するものとする。 

なお、予備検査にあっては、自動車予備検査証番号を自動車予備検

査証に出力し、印字するものとする。 

6-11-3 自動車検査証及び検査標章又は自動車予備検査証の交付 

軽自動車検査票又は限定自動車検査証に記載された検査結果と電子情

報処理システムから出力し、印字した自動車検査証又は自動車予備検査

証を照合したうえ、自動車検査証及び検査標章又は自動車予備検査証を

交付するものとする。 

この場合において、旧自動車検査証及び限定自動車検査証又は旧自動

車予備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講ず

るものとする。 

6-12 臨時検査 

6-12-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

①～② (略) 

③ 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付を

受けている場合に限る。） 

⑪ 検査票 

6-11-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-11-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-11-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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（用途

等の変更により車両番号の変更を伴う場合に限る。）、検査証を出力

し、印字するものとする。 

なお、予備検査にあっては、予備検査証番号を予備検査証に出力し、

印字するものとする。 

6-11-4 検査証の交付 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果と電子情報処理システム

から出力し、印字した検査証又は予備検査証を照合したうえ、検査証及

び検査標章又は予備検査証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又は旧予備検査証には受

付日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

 

 

6-12 臨時検査 

6-12-1 必要な書面 

  （新設） 

 

①～② (略) 

③ 検査証又は限定検査証 
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④ (略) 

⑤ 保険証明書 

 

⑥ 自動車重量税納付書 

⑦ 軽自動車検査票 

（削除） 

 

 

6-13 予備検査 

6-13-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

(1) 車両番号の指定を受けたことがない自動車 

①～⑩ (略) 

⑪ 軽自動車検査票（当該自動車の提示が必要な場合に限る。） 

(2) 車両番号の指定を受けたことがある自動車 

①～② (略) 

③ 限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付を受けている場合

に限る。） 

④ 保安基準適合証又は限定保安基準適合証（保安基準適合証又は

限定保安基準適合証の提出がある場合に限る。） 

 

（削除） 

 

⑤ 自動車検査証返納証明書又は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。） 

⑥～⑨ (略) 

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 重量税納付書 

⑦ 検査票 

6-12-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-12-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-13 予備検査 

6-13-1 必要な書面 

  （新設） 

 

(1) 車両番号の指定を受けたことのない自動車 

①～⑩ (略) 

⑪ 検査票（当該自動車の提示が必要な場合に限る。） 

(2) 車両番号の指定を受けたことのある自動車 

①～② (略) 

③ 限定検査証（限定検査証の交付を受けている場合に限る。） 

 

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 限定保安基準適合証（限定保安基準適合証の提出がある場合に

限る。） 

⑥ 返納証明書又は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。） 

⑦～⑩ (略)   
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⑩ 軽自動車検査票（当該自動車の提示が必要な場合に限る。） 

（削除） 

 

 

6-13-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2) 電子情報処理システムに申請書を投入し、自動車予備検査証番号を

指定後、自動車予備検査証を出力し、印字するものとする。  

6-13-3 自動車予備検査証の交付 

軽自動車検査票又は限定自動車検査証に記載された検査結果、若しく

は完成検査終了証又は自動車検査証返納証明書及び保安基準適合証又は

限定自動車検査証及び限定保安基準適合証の記載内容と電子情報処理シ

ステムから出力し、印字した自動車予備検査証を照合したうえ、交付する

ものとする。 

  この場合において、限定自動車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講ずるものとする。 

6-14 自動車予備検査証に基づく自動車検査証の交付 

6-14-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

① 自動車検査証交付申請書（様式 7-1（車両番号欄に自動車予備検

査証番号を記載する。）） 

② 自動車予備検査証 

③ 自動車検査証返納証明書又は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。） 

④～⑤ (略) 

⑥ 保険証明書 

⑪ 検査票（当該自動車の提示が必要な場合に限る。） 

6-13-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-13-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-13-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2) 電子情報処理システムに申請書を投入し、予備検査証番号を指定

後、予備検査証を出力し、印字するものとする。  

6-13-4 予備検査証の交付 

検査票又は限定検査証に記載された検査結果、若しくは完成検査終了

証又は返納証明書及び保安基準適合証又は限定検査証及び限定保安基準

適合証の記載内容と電子情報処理システムから出力し、印字した予備検

査証を照合したうえ、交付するものとする。 

  この場合において、限定検査証には受付日付印等を押印するなどにより

無効の措置を講ずるものとする。 

 

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 

（新設） 

 

① 自動車検査証交付申請書（様式 7-1（車両番号欄に予備検査証番

号を記載する。）） 

② 予備検査証 

③ 返納証明書若しくは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。） 

④～⑤ (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
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⑦ 自動車重量税納付書 

⑧～⑨ (略) 

（削除） 

 

 

6-14-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2)  自動車重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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、自動

車検査証を出力し、印字するものとする。 

6-14-3 自動車検査証及び検査標章の交付 

申請書及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した自

動車検査証を照合したうえ、自動車検査証及び検査標章を交付するもの

とする。 

この場合において、自動車予備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講ずるものとする。 

6-15 自動車予備検査証の記入 

6-15-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

① 自動車予備検査証記入申請書（様式 7-1、様式 7-2、様式 7-5）

車両番号欄に自動車予備検査証番号を記載する。） 

② 自動車予備検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の

交付を受けている場合に限る。） 

③ (略) 

④ 譲渡証明書（所有者に変更がある場合に限る。） 

登録情報処理機関に提供された場合を除く。） 

⑦ 重量税納付書 

⑧～⑨ (略) 

6-14-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-14-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-14-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2)  重量税納付書の確認等は、6-3により行うものとする。 

(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。 

6-14-4 検査証の交付 

申請書及び添付資料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、検査証及び検査標章を交付するものとする。 

この場合において、予備検査証には受付日付印等を押印するなどによ

り無効の措置を講ずるものとする。 

 

6-15 予備検査証の記入 

6-15-1 必要な書面 

（新設） 

 

① 自動車予備検査証記入申請書（様式 7-1、様式 7-2、様式 7-5）

車両番号欄に予備検査証番号を記載する。） 

② 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。） 

③ (略) 

（新設） 
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（削除） 

 

 

6-15-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、自動車予備検査証を出力

し、印字するものとする。 

6-15-3 自動車予備検査証の交付 

申請書及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した自

動車予備検査証を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧自動車予備検査証又は旧限定自動車検査証には

受付日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-16 自動車検査証の記入 

6-16-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

① (略) 

② 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

③～⑦ (略) 

（削除） 

 

 

6-16-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2)  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（使用

の本拠の位置の変更、車両番号標の滅失等により車両番号の変更を伴

6-15-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-15-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-15-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、予備検査証を出力し、印

字するものとする。 

6-15-4 予備検査証の交付 

申請書及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した予

備検査証を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧予備検査証又は旧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講ずるものとする。 

6-16 検査証の記入 

6-16-1 必要な書面 

（新設） 

 

① (略) 

② 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。） 

③～⑦ (略) 

6-16-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-16-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-16-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2)  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（使用

の本拠の位置の変更、車両番号標の滅失等により車両番号の変更を伴
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う場合に限る。）自動車検査証を出力し、印字するものとする。 

6-16-3 自動車検査証又は限定自動車検査証の交付 

申請書及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した自

動車検査証又は限定自動車検査証を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧自動車検査証又は旧限定自動車検査証には受付

日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-17 自動車検査証返納届出等 

6-17-1 必要な書面 

6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

(1) 自動車検査証返納届出（(2)から(4)の場合を除く。） 

① (略) 

② 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

③ (略) 

(2) 自動車検査証返納証明書交付申請 

① 自動車検査証返納証明書交付申請書（様式 7-4） 

 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（自動車検査証返

納証明書交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

④ (略) 

(3) 自動車検査証返納・解体届出・自動車重量税還付申請 

① (略) 

② 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

う場合に限る。）検査証を出力し、印字するものとする。 

6-16-4 検査証等の交付 

申請書及び添付資料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、交付するものとする。 

この場合において、旧検査証又は旧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講ずるものとする。 

6-17 検査証返納等 

6-17-1 必要な書面 

（新設） 

 

(1) 検査証返納（(2)の場合を除く。） 

① (略) 

② 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。） 

③ (略) 

(2) 検査証返納証明書交付申請 

① 自動車検査証返納証明書交付申請書（様式 7-4）（以下「返納証

明書交付申請書」という。） 

② 申請審査書又は一括納付書（様式 3）（返納証明書交付申請書に

収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 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。） 

④ (略) 

(3) 検査証返納・解体届出・重量税還付申請 

① (略) 

② 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。） 
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③ 申請依頼書等及び委任状（自動車重量税還付申請であって、還付

金の受領権限を委任する場合に限る。） 

(4) 解体等届出（滅失・用途廃止等） 

① (略) 

② 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

③～④ (略) 

(5) 自動車検査証返納後の郵送による解体届出（自動車重量税還付申請

を除く。） 

① (略) 

② 解体届出（自動車重量税還付申請なし）の届出送付票（様式 8） 

③ 送返信用封筒（日本産業規格角形 2号以上） 

（削除） 

 

 

6-17-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、6-17-1(2)は自動車検査

証返納証明書、6-17-1(3)（自動車重量税還付申請の場合に限る。）は、

自動車重量税還付付表を出力し、印字するものとする。 

6-17-3 自動車検査証返納証明書及び自動車重量税還付付表の交付 

(1)  自動車検査証返納証明書を交付するときは、申請書と電子情報処理

システムから出力し、印字した自動車検査証返納証明書を照合のうえ、

交付するものとする。 

この場合において、旧自動車検査証又は旧限定自動車検査証には、

受付日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

(2)  自動車重量税還付付表 1を交付するときは、申請書と電子情報処理

③ 申請依頼書等及び委任状（重量税還付申請であって、還付金の

受領権限を委任する場合に限る。） 

(4) 解体等届出（滅失・用途廃止等） 

① (略) 

② 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。） 

③～④ (略) 

(5) 検査証返納後の郵送による解体届出（重量税還付申請を除く。） 

 

① (略) 

② 解体届出（重量税還付申請なし）の届出送付票（様式 8） 

③ 送返信用封筒（日本工業規格角形 2号以上） 

6-17-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-17-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-17-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、6-17-1(2)は返納証明書、

6-17-1(3)（重量税還付申請の場合に限る。）は、重量税還付付表を出

力し、印字するものとする。 

6-17-4 返納証明書及び重量税還付付表の交付 

(1)  返納証明書を交付するときは、申請書と電子情報処理システムから

出力し、印字した返納証明書を照合のうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧検査証又は旧限定検査証には、受付日付印等

を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

(2)  重量税還付付表 1を交付するときは、申請書と電子情報処理システ

ムから出力し、印字した重量税還付付表 1を照合のうえ、交付するも
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システムから出力し、印字した自動車重量税還付付表 1を照合のうえ、

交付するものとする。 

この場合において、自動車検査証及び限定自動車検査証には、受付

日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-18 輸出予定届出証明書交付申請 

6-18-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

①～② (略) 

③ 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

④ (略) 

（削除） 

 

 

6-18-2 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-18-3 輸出予定届出証明書の交付 

申請書及び自動車検査証と電子情報処理システムから出力し、印字し

た輸出予定届出証明書を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、自動車検査証及び限定自動車検査証には、受付日付

印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-19 輸出予定届出証明書返納届 

6-19-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

①～③ (略) 

のとする。 

この場合において、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講ずるものとする。 

 

6-18 輸出予定届出証明書交付申請 

6-18-1 必要な書面 

（新設） 

 

①～② (略) 

③ 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。） 

④ (略) 

6-18-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-18-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-18-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-18-4 輸出予定届出証明書の交付 

申請書及び検査証と電子情報処理システムから出力し、印字した輸出

予定届出証明書を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、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講ずるものとする 

6-19 輸出予定届出証明書返納届 

6-19-1 必要な書面 

（新設） 

 

①～③ (略) 
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（削除） 

 

 

6-19-2 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-20 再輸入見込届 

6-20-1 必要な書面 

6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

① (略) 

② 自動車検査証 

③～④ (略) 

（削除） 

 

 

6-20-2 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-21 自動車検査証返納後の所有者変更記録申請 

6-21-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

①～④ (略) 

（削除） 

 

 

6-21-2 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-19-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-19-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-19-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-20 再輸入見込届 

6-20-1 必要な書面 

（新設） 

 

① (略) 

② 検査証 

③～④ (略) 

6-20-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-20-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-20-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-21 検査証返納後の所有者変更記録申請 

6-21-1 必要な書面 

  （新設）  

 

①～④ (略) 

6-21-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-21-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

6-21-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 
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6-22 検査記録事項等証明書交付請求 

6-22-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

この場合において、申請書の記載事項を電子情報処理システムと照合す

るものとする。 

①～③ (略) 

（削除） 

 

 

 

 

6-22-2 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-22-3 (略) 

6-23 自動車検査証、自動車予備検査証及び限定自動車検査証再交付 

6-23-1 必要な書面 

6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容を確認

するものとする。 

この場合において、 (1)及び(2)にあっては、申請書の記載事項を電子

情報処理システムと照合するものとし、 (3)にあっては、申請書を自動車

検査証（新規検査又は予備検査にあっては申請書）及び軽自動車検査票と

照合し 6-2(2)に準じて行うものとする。 

(1)  自動車検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（自動車検査証再

交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

6-22 検査記録事項等証明書交付請求 

6-22-1 必要な書面 

  （新設） 

 

 

 

①～③ (略)  

6-22-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-22-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

この場合において、申請書の記載事項を電子情報処理システムと照合

するものとする。 

6-22-3 受付日付印の押印及び処理 

(1)～(2) (略) 

6-22-4 (略) 

6-23 検査証、予備検査証及び限定検査証再交付 

6-23-1 必要な書面 

  （新設） 

 

 

 

 

 

(1)  検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（検査証再交付

申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 
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③ 自動車検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

(2)  自動車予備検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（自動車予備検査

証再交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 自動車予備検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

(3)  限定自動車検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（限定自動車検査

証再交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 限定自動車検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

6-23-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、自動車検査証、自動車予

備検査証又は限定自動車検査証を出力し、印字するものとする。 

この場合において、自動車検査証及び限定自動車検査証（その 1）の

備考欄に再交付の旨を印字するものとする。 

③ 検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

(2)  予備検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（予備検査証再

交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 予備検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

(3)  限定検査証の再交付 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（限定検査証再

交付申請書に収納済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 限定検査証（滅失の場合を除く。） 

④ (略) 

6-23-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-23-1 に定める書面の記載内容

を確認するものとする。 

この場合において、6-23-1(1)及び(2)にあっては、申請書の記載事項

を電子情報処理システムと照合するものとし、6-23-1(3)にあっては、申

請書を検査証（新規検査又は予備検査にあっては申請書）及び検査票と

照合し 6-2(3)に準じて行うものとする。 

6-23-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2)  電子情報処理システムに申請書を投入し、検査証、予備検査証又は

限定検査証を出力し、印字するものとする。 

この場合において、検査証及び限定検査証（その 1）の備考欄に再

交付の旨を印字するものとする。 
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6-23-3 自動車検査証、自動車予備検査証又は限定自動車検査証の交付 

申請書と電子情報処理システムから出力し、印字した自動車検査証、自

動車予備検査証又は限定自動車検査証と照合したうえ、交付するものと

する。 

この場合において、旧自動車検査証、旧自動車予備検査証又は旧限定自

動車検査証が提出されたときは、当該自動車検査証等には受付日付印等

を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-24 検査標章の再交付  

6-24-1 必要な書面 

(1)  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる書面の記載内容

を確認するものとする。なお、き損し、又はその識別が困難となっ

たことを事由とするときは、当該検査標章の提出を求めること。 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（検査標章再交付

申請書に手数料納入済印影の表示を行わない場合に限る。） 

③ 自動車検査証又は限定自動車検査証（限定自動車検査証の交付

を受けている場合に限る。） 

 

④ (略) 

（削除） 

 

 

 

 

 

 

 

6-23-4 検査証、予備検査証又は限定検査証の交付 

申請書と電子情報処理システムから出力し、印字した検査証、予備検

査証又は限定検査証と照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧検査証、旧予備検査証又は旧限定検査証が提出

されたときは、当該検査証等には受付日付印等を押印するなどの無効の

措置を講ずるものとする。 

 

6-24 検査標章の再交付  

6-24-1 必要な書面 

（新設） 

 

 

① (略) 

② 申請審査書（様式 2）又は一括納付書（様式 3）（検査標章再交

付申請書に手数料納入済印影の表示を行わない場合に限る。）（様

式 2） 

③ 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。） 

④ (略) 

6-24-2 記載内容の確認 

(1)  6-8の申請書等の受理にあたっては、6-24-1に定める書面の記載内

容を確認するものとする。 

なお、き損し、又はその識別が困難となったことを事由とするとき

は、当該検査標章の提出を求めること。 

(2)  次に掲げる場合は、施行規則第 41条の 2第 2項第 2号に該当する

例とする。 

①  検査標章を貼り付けた車両番号標が滅失し、き損し、その識別
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6-24-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2) 電子情報処理システムに申請書を投入し、自動車検査証又は限定自

動車検査証及び検査標章を出力し、印字するものとする。 

この場合において、自動車検査証又は限定自動車検査証（その 1）の

備考欄に再交付の旨及びその年月日を印字するものとする。 

また、他の事務所等が管轄する自動車の検査標章を再交付したとき

は、自動車検査証又は限定自動車検査証の備考欄に再交付した旨、そ

の年月日及び再交付した事務所名を印字するものとする。 

6-24-3 検査標章の交付 

申請書と電子情報処理システムから印字した自動車検査証又は限定自

動車検査証を照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧自動車検査証又は旧限定自動車検査証には受付

日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

6-25 (略) 

6-25-1 必要な書面 

  6-8の申請書等の受理にあたっては、次に掲げる光ディスクの記録内容

及び書面の記載内容を確認するものとする。 

(1) 新規検査（車両番号の指定を受けたことのない型式指定自動車であ

って、諸元事項に変更の無い車両に限る。） 

①～② (略) 

が困難になったとき 

②  車両番号標に検査標章を貼り付けた自動車について施行規則第

38条第 4項の規定により車両番号を変更したとき。 

(3)  運転者室又は前面ガラスを有しなかった自動車が運転者室及び前

面ガラスを有することとなった場合等、施行規則第 41 条の 2 第 2 項

第 3号に該当するとき。 

6-24-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略)  

(2) 電子情報処理システムに申請書を投入し、検査証又は限定検査証及

び検査標章を出力し、印字するものとする。 

この場合において、検査証又は限定検査証（その 1）の備考欄に再

交付の旨及びその年月日を印字するものとする。 

また、他の事務所等が管轄する自動車の検査標章を再交付したとき

は、検査証又は限定検査証の備考欄に再交付した旨、その年月日及び

再交付した事務所名を印字すること。 

6-24-4 交付 

申請書と電子情報処理システムから印字した検査証又は限定検査証を

照合したうえ、交付するものとする。 

この場合において、旧検査証又は旧限定検査証には受付日付印等を押

印するなどの無効の措置を講ずるものとする。 

6-25 (略) 

6-25-1 必要な書面 

（新設） 

 

(1) 新規検査（車両番号の指定を受けたことのない型式指定自動車であ

って、諸元事項に変更の無い車両に限る。） 

①～② (略) 
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③ 6-9-1(1)②以降の各号を準用する。 

(2)～(3) (略) 

（削除） 

 

 

6-25-2 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2) 自動車重量税納付書の確認等は、6-3により行なうものとする。（6-

25-1(1)の申請に限る。） 

(3) 電子情報処理システムに光ディスクを投入し、車両番号を指定後

（6-25-1(1)及び 6-25-1(2)（使用の本拠の位置の変更により車両番号

の変更を要するものに限る。））自動車検査証又は自動車検査証返納証

明書を出力し、印字するものとする。 

6-25-3 自動車検査証又は自動車検査証返納証明書の交付 

完成検査終了証の記載内容（6-25-1(1)に限る。）、光ディスク申請一覧

表及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した自動車検

査証又は自動車検査証返納証明書と照合したうえ、自動車検査証又は自

動車検査証返納証明書を交付するものとする。 

この場合において、旧自動車検査証又は旧限定自動車検査証には受付

日付印等を押印するなどにより無効の措置を講ずるものとする。 

 

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 

7-1～7-3 (略) 

7-4 検査記録内容等  

(1) 自動車検査証の備考欄の記録は、3-3-15の例によるものとする。 

(2) 6-10-3により自動車検査証を返付したときは、電子情報処理システ

ムに継続検査を受けた年月日並びに事務所等名を記録するものとす

③ 6-9-1の②以降の各号を準用する。 

(2)～(3) (略) 

6-25-2 記載内容の確認 

6-8 の申請書等の受理にあたっては、6-25-1 に定める光ディスクの記

録内容及び書面の記載内容を確認するものとする。 

6-25-3 受付日付印の押印及び処理 

(1) (略) 

(2) 重量税納付書の確認等は、6-3により行なうものとする。（6-25-1(1)

の申請に限る。） 

(3) 電子情報処理システムに光ディスクを投入し、車両番号を指定後

（6-25-1(1)及び 6-25-1(2)（使用の本拠の位置の変更により車両番号

の変更を要するものに限る。））検査証又は返納証明書を出力し、印字

するものとする。 

6-25-4 検査証又は返納証明書の交付 

完成検査終了証の記載内容（6-25-1(1)に限る。）、光ディスク申請一覧

表及び添付資料と電子情報処理システムから出力し、印字した検査証又

は返納証明書と照合したうえ、検査証又は返納証明書を交付するものと

する。 

この場合において、旧検査証又は旧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講ずるものとする。 

 

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 

7-1～7-3 (略) 

7-4 検査記録内容等  

(1) 検査証の備考欄の記録は、3-3-15の例によるものとする。 

(2) 6-10-4 により検査証を返付したときは、電子情報処理システムに

継続検査を受けた年月日並びに事務所等名を記録するものとする。 
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る。 

(3) (略) 

7-5 電子情報処理システムに重度の故障が発生した場合の特例等 

電子情報処理システムが重度の故障等に陥り、電子情報処理システム

から印字した自動車検査証等を交付できない場合は、電子情報処理シス

テムが復旧してから自動車検査証等を出力し返付又は交付するものとす

る。 

ただし、電子情報処理システムから印字せずに交付することが適当で

あると理事長が判断した場合は、継続検査に限り、自動車検査証又は限定

自動車検査証（その 1）に有効期間を記入し、その記入した有効期間の末

尾に事務所名小印を押印するとともに、限定自動車検査証（その 2）の車

台番号の末尾に事務所名小印を押印し、自動車検査証を返付又は限定自

動車検査証を交付できるものとする。 

この場合において、検査標章を交付する場合にあっては、電子情報処理

システムの一部を利用し印字して交付できるものとする。 

第 8章 (略) 

第 9章 雑則 

9-1 自動車検査証用紙及び検査標章の管理 

自動車検査証用紙及び検査標章の使用枚数については、電子情報処理

システムによる出力枚数と日々照合するものとする。 

9-2 申請書等の保存期間 

申請書等の保存は以下によるものとし、申請書等の保管期間の起算日

は申請届出された日以後、初めて迎える 4月 1日とする。 

保存期間 申請書等（添付書面を含む。） 

5年 

①解体届出書（返納と同時届出を含む。） 

②自動車重量税納付書 

③重量税還付申請書 

 

(3) (略) 

7-5 電子情報処理システムに重度の故障が発生した場合の特例等 

電子情報処理システムが重度の故障等に陥り、電子情報処理システム

から印字した検査証等を交付できない場合は、電子情報処理システムが

復旧してから検査証等を出力し返付又は交付するものとする。 

ただし、電子情報処理システムから印字せずに交付することが適当で

あると理事長が判断した場合は、継続検査に限り、検査証又は限定検査

証（その 1）に有効期間を記入し、その記入した有効期間の末尾に事務所

名小印を押印するとともに、限定検査証（その 2）の車台番号の末尾に事

務所名小印を押印し、検査証を返付又は限定検査証を交付できるものと

する。 

この場合において、検査標章を交付する場合にあっては、電子情報処

理システムの一部を利用し印字して交付できるものとする。 

 

第 8章 (略) 

第 9章 雑則 

9-1 検査証用紙及び検査標章の管理 

検査証用紙及び検査標章の使用枚数については、電子情報処理システ

ムによる出力枚数と日々照合するものとする。 

9-2 申請書等の保存期間 

申請書等の保存は以下によるものとし、申請書等の保管期間の起算日

は申請届出された日以後、初めて迎える 4月 1日とする。 

保存期間 申請書等（添付書面を含む。） 

5年 

①解体届出（返納と同時届出を含む。） 

②重量税納付書 

③重量税還付申請書 
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④被災した車両に係る重量税の特例的な還付申請書 

3年 

①新規検査申請書 

②予備検査申請書 

③自動車予備検査証に基づく自動車検査証交付申請書 

2年 

①継続検査申請書（臨時検査を含む。） 

②自動車検査証記入申請書（構造等変更検査及び予備検

査を含む。） 

③自動車検査証返納届 

④自動車検査証返納証明書交付申請書 

⑤輸出予定届出証明書交付申請書 

⑥輸出予定届出証明書返納届出書 

⑦再輸入見込届出書 

⑧自動車検査証返納後の所有者変更記録申請書 

⑨検査記録事項等証明書交付請求書 

⑩自動車検査証・検査標章・限定自動車検査証・自動車

予備検査証再交付申請書 

⑪解体等届出書 

⑫輸出届出書 

⑬非課税証明書 

9-3 焼却等の措置 

無効の措置を講じた自動車検査証、自動車予備検査証、限定自動車検査

証及び提出された自動車予備検査証、限定自動車検査証並びに書き損じ

等により不用となった検査標章は、焼却等再使用を防止するための適切

な措置を講ずるものとする。 

なお、9-2の保存期間を経過した申請書等についても、同様の措置を講

ずるものとする。  

9-4 経過措置 

④被災した車両に係る重量税の特例的な還付申請書 

3年 

①新規検査申請書 

②予備検査申請書 

③予備検査証に基づく検査証交付申請書 

2年 

①継続検査申請書（臨時検査を含む。） 

②記入申請書（構造等変更検査及び予備検査証を含む。） 

 

③検査証返納届 

④検査証返納証明書交付申請書 

⑤輸出予定届出証明書交付申請 

⑥輸出予定届出証明書返納届 

⑦再輸入見込届 

⑧自動車検査証返納後の所有者変更記録 

⑨検査記録事項等証明書交付請求 

⑩検査証・検査標章・限定検査証・予備検査証再交付申

請書 

（新設） 

（新設） 

⑪非課税証明書 

9-3 焼却等の措置 

無効の措置を講じた検査証、予備検査証、限定検査証及び提出された

予備検査証、限定検査証並びに書き損じ等により不用となった検査標章

は、焼却等再使用を防止するための適切な措置を講ずるものとする。 

なお、9-2の保存期間を経過した申請書等についても、同様の措置を講

ずるものとする。  

 

9-4 経過措置 
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(1) (略) 

(2) (1)アに掲げる軽自動車にあっては、その自動車検査証の初度検査

年月欄の記載は「－」とするものとする。 

 

附 則〔令和２年 10 月 2日協会規程第 15号〕 

1.この規程は、令和２年 10月 2日から施行する。 

2.検査において、分解整備記録簿の提示があった場合については、2-

7(4)の改正規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3.改正前の様式 2、様式 3、様式 4-1、様式 5-1、様式 6、様式 9及び様

式 10 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。 

 

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

は自動車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

(1) (略) 

(2) (1)アに掲げる軽自動車にあっては、その検査証の初度検査年欄の

記載は「－」とするものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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。 
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する。 

(1)～(8) (略) 

2～6 (略) 

7 自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び保安

基準適合証の提出（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 
自動車検査証返納証明書の提出若しくは提示及び保安

基準適合証の提出がある自動車については、当該自動車検

査証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自動車検査証の提

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自動車検査証の提

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

限定自動車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 構造に関する検査（その 1） 

次に掲げる事項が当該自動車検査証の記載事項と同一

であるかどうかを視認等により検査するものとする。 

(1)～(2) (略) 

2～4 (略) 

5 限定保安基準適合証の提出及び限定自動車検査証の提

出がある検査 

 

(1)～(8) (略) 

2～6 (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 構造に関する検査（その 1） 

次に掲げる事項が当該検査証の記載事項と同一である

かどうかを視認により検査するものとする。 

(1)～(2) (略) 

2～4 (略) 

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 
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限定保安基準適合証の提出及び限定自動車検査証の提

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

限定自動車検査証を審査することにより検査するものと

する。 

 (略)  (略) 

 

別表 2（改造自動車等の届出先及び添付資料等一覧表） 

 

様式 1 (略) 

 

様式 2（申請審査書（手数料納入補助シート）） 

 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 3（申請手数料一括納付書） 

 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 4-1（軽自動車検査票 1） 

 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 4-2 (略) 

 

様式 5-1（軽自動車検査票 2） 

 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 5-2 (略) 

 

様式 6（自動車重量税納付書） 

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。 

 

 (略)  (略) 

 

別表 2（改造自動車等の届出先及び添付資料等一覧表） 

 

様式 1 (略) 

 

様式 2（申請審査書（手数料納入補助シート）） 

 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 3（申請手数料一括納付書） 

 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 4-1（検査票 1） 

 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 4-2 (略) 

 

様式 5-1（検査票 2） 

 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 5-2 (略) 

 

様式 6（自動車重量税納付書） 
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 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 7-1（様式省令軽第 1号様式） 

 

様式 7-2（様式省令軽第 2号様式） 

 

様式 7-3（様式省令軽第 3号様式） 

 

様式 7-4（様式省令軽第 4号様式） 

 

様式 7-4-2（様式省令軽第 4号様式の 2） 

 

様式 7-4-3（様式省令軽第 4号様式の 3） 

 

様式 7-5（様式省令軽第 5号様式） 

 

様式 7-6（様式省令軽専用第 1号様式） 

 

 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 7-1（様式省令第 1号様式） 

 

様式 7-2（様式省令第 2号様式） 

 

様式 7-3（様式省令第 3号様式） 

 

様式 7-4（様式省令第 4号様式） 

 

様式 7-4-2（様式省令第 4号様式の 2） 

 

様式 7-4-3（様式省令第 4号様式の 3） 

 

様式 7-5（様式省令第 5号様式） 

 

様式 7-6（様式省令軽専用第 1号様式） 
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様式 7-7～様式 8 (略) 
 

様式 9（改造自動車等届出書） 
日本産業規格 A列 4番 

 

裏面 
 日本産業規格 A列 4番 

 

様式 10（改造自動車等審査結果通知書）表面 
日本産業規格 A列 4番 

 
裏面 
 日本産業規格 A列 4番 

 
様式 11～様式 13 (略) 

 

様式 7-7～様式 8 (略) 

 

様式 9（改造自動車等届出書） 
日本工業規格 A列 4番 

 

裏面 
 日本工業規格 A列 4番 

 

様式 10（改造自動車等審査結果通知書）表面 
日本工業規格 A列 4番 

 
裏面 
 日本工業規格 A列 4番 

 
様式 11～様式 13 (略) 
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