
 

 

 

 

 

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 

自動車型式認証実施要領等の一部改正及び独立行政法人自動車技術総合機

構審査事務規程の一部改正が行われたことから、軽自動車検査協会においても

同様の取扱いを行うため、軽自動車検査協会検査事務規程の一部改正を行いま

す。 

 

２．改正概要 

（１）検査事務規程 2-6-3 において、独立行政法人自動車技術総合機構審査事務規

程の一部改正（第 39 次）により明確化が行われた審査継続について当協会の検

査継続の取扱いを明確化します。 

 

（２）検査事務規程 2-9 において、自動車型式認証実施要領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の一部改正（第 42 次）が行われたこ

とから、当協会においてもラベルにより、標示された原動機型式（電動機に限

る。）の確認方法及び取扱いを明確化します。 

 

（３）検査事務規程 2-15-3 において、試作車及び組立車の取扱いを明確化します。 

 

（４）検査事務規程6-8において、様式省令に準じた様式の根拠規定を規定します。 

 

（５）その他、書きぶりの適正化等所要の改正を行います。 

 

 

３．施行日 

令和 4年 2月 24 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 

別表 

様式 

 

第 1 章 総則  

1-1～1-2 （略） 

1-3 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及

びこれらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるほか、

下表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、「保安検査コース」の内容

は、下表に定めるものとし、「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。 
（略） （略） （略） 
し 自動車検査証返納届出

書 
様式 7-4 及び様式 7-4-2 によるも

のをいう。 

 
（略）   

1-4～1-5 （略） 

 
第 2 章 検査の実施方法 

2-1～2-6 （略） 

 

目 次 

別表 

様式 

 

第 1 章 総則  

1-1～1-2 （略） 

1-3 用語の定義 

この規程における用語の定義は、法、施行規則、保安基準、様式省令及

びこれらの法令に基づく国の関係通達並びに審査事務規程によるほか、

下表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、「保安検査コース」の内容

は、下表に定めるものとし、「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。 
（略） （略） （略） 
し 自動車検査証返納届出

書 
様式省令に定められた軽第 4 号様

式、軽第 4号の 2、様式 7-4 及び様

式 7-4-2 によるものをいう。 
（略）   

1-4～1-5 （略） 

 
第 2 章 検査の実施方法 

2-1～2-6 （略） 
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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（2-12 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、原則として受付した事務所

等にて検査を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) （略） 

2-6-2 検査手数料の納付及び消印（略） 

2-6-3 持込検査の実施 

(1)～（2）（略） 

(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)の規定に基づく検査中断に該当せず、かつ、次に掲げ

るいずれかの事由により検査当日中に 3-4-1 の検査結果通知を

行うことができない場合にあっては、(1)の規定にかかわらず、

検査当日から 15 日（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。）までを限度として検査を継続することができ

る。 

ア 自動車の種別、用途、車体の形状、乗車定員、 大積載量、

車両重量、車両総重量、長さ、幅又は高さが自動車検査証の記

載事項と同一と判断できないもの 

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（2-12 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) （略） 

2-6-2 検査手数料の納付及び消印（略） 

2-6-3 持込検査の実施 

(1)～（2）（略） 

(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。 

 

（新設） 
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イ 自動車の申請された用途又は車体の形状が用途区分通達で

定められた要件を満足しないもの 

ウ 2-12-1 に規定する書面の提出又は提示がないもの 

エ アからウまでに掲げるもののほか、検査内容に疑義等が生

じたもの 

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、その理由を軽自動車検査票 1 若しくは軽自動車検査票 2 の

備考欄に記載する、又は検査結果通知書により受検者に通知す

るものとする。 

③（略） 

④ 自動車の検査を行った事務所等の職員は、①に掲げる事由の

うち軽自動車検査協会に起因するものにあっては、可及的速や

かに総合判定を行うことができるよう努めるものとする。なお、

いずれの事由であるかにかかわらず、総合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 若しくは軽自動車

検査票 2 の備考欄に記載又は検査結果通知書に印字された理由

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 受検者に対し求めた書面の提出若しくは提示又は自動車の提

示が検査当日から 15 日を超えても行われない場合には、総合判

定を「検査中断」とするものとする。 

(4) （略） 

2-7 （略） 

2-8 （略） 

2-9 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

（新設） 

 

（新設） 

（新設） 

 

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 受検者に対し求めた書面の提出又は提示が検査当日から15日

を超えても行われない場合には、総合判定を「検査中断」とす

るものとする。 

(4) （略） 

2-7 （略） 

2-8 （略） 

2-9 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
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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。 

  この場合において、容易に確認できる位置に原動機（電動機に限

る。）の型式の打刻が行えないものとして自動車型式認証実施要領、

共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領又は輸入自動車特別

取扱要領に基づくラベル標示の届出がされている自動車にあって

は、当該ラベルに記載された型式を確認することによって持込検査

の受付があった自動車に打刻されている原動機（電動機に限る。）の

型式を確認したものとみなす。 

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。 

①～④（略） 

(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

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。 

  この場合において、容易に確認できる位置に原動機（電動機に限

る。）の型式の打刻が行えないものとして自動車型式認証実施要領、

共通構造部（多仕様自動車）型式指定実施要領又は輸入自動車特別

取扱要領に基づくラベル標示の届出がされている自動車（型式の異

なる電動機に変更した自動車を除く。）であって、当該ラベルの標示

が確認できないもの等は相違するおそれがあるものとする。 

(3)（略） 

  (4) (略) 

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。 

 （新設） 

 

 

 

 

 

 

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。 

①～④（略） 

(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

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。 

（新設） 

 

 
 
 
 
(3)（略） 

  (4) (略) 
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2-10（略） 

2-11（略） 

2-12 検査における書面の提出又は提示等 

2-12-1 保安基準への適合性を証する書面 

(1) 技術基準等への適合性を証する書面 

  次のいずれかの書面とする。 

①～⑧（略） 

(2)（略） 

(3)（略） 

2-13 新規検査等の提出書面審査 

2-13-1 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) （略） 

(2) （略） 

 
2-13-2 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。）、

下表の中欄の字句は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

新規検査

等提出書

面要領 

中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

附則2 

3.2.(4) 

（以下、

附則2及び

附則3にお

いて同

事務所等  事務所又は支所 

 

2-10（略） 

2-11（略） 

2-12 検査における書面の提出又は提示等 

2-12-1 保安基準への適合性を証する書面 

(1) 技術基準への適合性を証する書面 

次のいずれかの書面とする。 
①～⑧（略） 

(2)（略） 
(3)（略） 
2-13 新規検査等の提出書面審査 

2-13-1 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) （略） 

(2) （略） 

 
2-13-2 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。）、

下表の中欄の字句は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

新規検査

等提出書

面要領 

中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

附則2 

3.2.(4)  

（以下、

附則2及び

附則3にお

いて同

事務所等  事務所又は支所 
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じ。） 

附則2 

4.1.(2) 

以下同じ 

受理した届出書等について

は、別添16「業務量統計シ

ステム報告要領」2.（2）

に定める必要事項を業務量

統計システムに登録するも

のとし、新規検査等届出書

（第1 号様式（その1））

に受付印を押印するととも

に、業務量統計システムの

事前審査管理番号に「S」

を付した一連番号を記載す

るものとする。 

受理した届出書等について

は、様式13の新規検査等事

前審査管理台帳に定める必

要事項を記載するものと

し、新規検査等届出書（第

1号様式（その1））に受付

印を押印するとともに、事

前審査管理番号を記載する

ものとする。 

（略） (略) （略） 

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)～（6）（略） 

 

2-14-2 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」中、下表の中欄の字句

は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

並行輸入自動車審査

要領 
中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

3.2.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

4.1.(2) 受理した届出書等につ 受理した届出書等に

じ。） 

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.(2)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 

（略） (略) （略） 

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)～（6）（略） 

 

2-14-2 審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」の読み替え 

審査事務規程別添 3「並行輸入自動車審査要領」中、下表の中欄の字句

は同表右欄の字句に読み替えて適用する。 

並行輸入自動車審査

要領 
中欄 右欄 

（略） （略） （略） 

3.2.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

4.1.(2) 別添 16「業務量統計シ 受付年月日、車名及び
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いては、別添 16「業務

量統計システム報告要

領」2.（3）に定める必

要事項を業務量統計シ

ステムに登録するもの

とし、並行輸入自動車

届出書（第 1 号様式（そ

の 1））に受付印を押印

するとともに、業務量

統計システムの受付番

号の先頭に「H」を付し

た一連番号を記載する

ものとする。 

ついては、別に定める

並行輸入自動車受付

台帳に必要事項を記

載するものとし、並行

輸入自動車届出書（第

1 号様式（その 1））に

受付印を押印すると

ともに、受付番号を記

載するものとする。 

（略） （略） （略） 

2-15 改造自動車等 

2-15-1 改造自動車等の事前書面審査及び検査 

(1) （略） 

 (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 4「改造自動車審査要領」の第 6 号

様式にかかわらず、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) （略） 

(5)  改造自動車等の検査にあたって、改造自動車等審査結果通知書

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。 

ステム報告要領」2.(3)

に定める必要事項 

車台番号又はシリア

ル番号等必要な事項

と整理番号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） 

2-15 改造自動車等 

2-15-1 改造自動車等の事前書面審査及び検査 

(1) （略） 

 (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 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) （略） 

(5)  改造自動車等の検査にあたって、改造自動車等審査結果通知書

の指示事項と相違することが確認された場合は、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。 
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2-15-2 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、下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.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

5.1.(2) 

 

受理した届出書等につい

ては、別添 16「業務量統計

システム報告要領」2.（4）

に定める必要事項を業務

量統計システムに登録す

るものとし、改造自動車届

出書（第 1号様式（表面））

に受付印を押印するとと

もに、業務量統計システム

の受付番号に「K」を付し

た一連番号を記載するも

のとする。 

受理した届出書等につい

ては、様式 12 の改造自動

車等受付台帳に定める必

要事項を記載するものと

し、改造自動車等届出書

（第 9 号様式（表面））に

受付印を押印するととも

に、受付番号を記載するも

のとする。 

 

2-15-3 「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、下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 

 

2-15-2 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、下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.(3) 

以下同じ 

事務所等 事務所又は支所 

5.1.(2) 

 

別添16「業務量統計システ

ム報告要領」2.(4)に定め

る必要事項 

様式 12 の改造自動車等受

付台帳に定める記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-15-3 「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、下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 
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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 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し

くは事務所長（以下「事務

所長等」という。）に提出

するものとする。 

規程の定めるところによ

り、改造自動車等届出書

（以下「届出書」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

て同表に定める 寄りの

事務所長等に提出するも

のとする。また、届出書

等の提出は、原則として、

事務所長等が定めた時間

帯及び場所に行うものと

する。 

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 寄りの

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。 

届出書、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、同表に定める届出先

区分により 寄りの事務

所長等に提出するものと

する。なお、2.(2)②及び

2.(3)②にあっては、同表

に定める届出先区分によ

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。 

 

(略) （略） （略） 

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 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し

くは事務所長（以下「事務

所長等」という。） 

 

 

 

 

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 寄りの事務所長

等 

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 寄りの

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。 

 

（略） （略） （略） 
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5. 届出書、説明書及び添付

資料は、記載内容に不備

がないこと及び所要の添

付資料が添付されている

ことを確認のうえ、受理

するものとする。 

なお、提出のあった届出

書、説明書及び添付資料

により十分な審査を行う

ことができない場合は、

別途必要となる資料を求

めることができることと

し、当該資料の提出があ

った時点で届出を受理す

るものとする。 

 

5.1. 受理 

（1）提出された届出書等

について、必要な書面等

に記載漏れがなく、かつ、

形式的要件を満たしてい

ると判断した場合には、

当該届出書等を受理する

とともに、書面審査の終

了の連絡について必要か

否かを確認するものとす

る。 

（2）受理した届出書等に

ついては、様式 12 の改造

自動車等受付台帳に必要

事項を記載するものと

し、改造自動車等届出書

（第 9号様式（表面））に

受付印を押印するととも

に、受付番号を記載する

ものとする。 

なお、改造自動車等受

付台帳への記載をもって

文書管理規程で定める受

付に代えるものとする。 

5.2. 不受理 

（1）提出された届出書等

について、必要な書面等

（新設） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（新設） （新設） 
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に記載漏れがあるもの又

は不足しているなど形式

的要件を欠いていると判

断した場合には、当該届

出書等を不受理とし、そ

の旨を届出者に口頭にて

通知するとともに、記載

漏れの補正又は不足して

いる書面等の提出を求め

るものとする。 

なお、3.（2）による郵

送等により提出された場

合にあっては、次に掲げ

るいずれかの方法による

ものとする。 

① 届出書等に記載され

た届出者の連絡先に電話

等により通知する。 

② 届出書等に記載され

た届出者の住所又は郵送

等の場合の差出人の住所

あてに、不受理となる旨

及び不足書面等を記載し

た通知文を添えて、届出

書等を返送することによ

り通知する。 

（2）不受理通知をした届
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出書等については、記載

漏れの補正又は不足書面

等の提出があり、届出書

等の形式的要件を満たす

までは、受理しないもの

とする。 

なお、（1）①の方法に

より通知した場合であっ

て、 初の通知日から 1

か月を経過した後も受理

できない場合には、届出

者に届出書等を返送する

ものとする。 

5.3. 届出書等の取下げ 

（1）取下願出書は、規程

2-15-1(3)に規定する様

式 11 とする。 

（2）提出された取下願出

書について、その記載事

項を確認し、適当である

と判断した場合には、当

該取下願出書を受理する

とともに、届出書等を届

出者に返却するものとす

る。 

（3）受理した取下願出書

については、受付印を押
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印するとともに、様式 12

の改造自動車等受付台帳

中の当該取下願出書にか

かる箇所の備考欄に取下

処理を行った旨（例：○

年○月○日取下げ）を記

載するものとする。 

6.(2) 試作車・組立車審査結果

通知書（提出のあった説

明書を試作車・組立車審

査結果通知書としたも

の。以下「試作車等通知

書」という。） 

改造自動車等審査結果通

知書等 

6.(2) 試作車等通知書 改造自動車等審査結果通

知書等 

6.(3) 

 

試作車・組立車改造審査

結果通知書（提出のあっ

た説明書を試作車・組立

車改造審査結果通知書と

したもの。以下「改造通知

書」という。） 

改造自動車等審査結果通

知書等 

6.(3) 改造通知書 改造自動車等審査結果通

知書等 

（略） （略） （略） 

2-16～2-26 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.(2) 試作車・組立車審査結果

通知書（提出のあった説

明書を試作車・組立車審

査結果通知書としたも

の。以下「試作車等通知

書」という。） 

改造自動車等審査結果通

知書 

(新設) (新設) (新設) 

 

6.(3) 

 

試作車・組立車改造審査

結果通知書（提出のあっ

た説明書を試作車・組立

車改造審査結果通知書と

したもの。以下「改造通知

書」という。） 

改造自動車等審査結果通

知書 

(新設) (新設) (新設) 

（略） （略） （略） 

2-16～2-26 （略） 
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第 3 章 自動車検査証等及び軽自動車検査票の記載又は高度化シ

ステムへの記録 

3-1～3-3-14 （略） 

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。 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

23．走行距離計を備え

る自動車（ 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

って次の各号に掲

げるもの 

（1）2-10(1)①、②又

は③に掲げる検査

を受ける自動車 

 

（2）走行距離計の表

示値が前回の表示値

を下回るもの（（1）の

自動車に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

走行距離計の表示値 

（検査申請日） 

 

 

走行距離計表示値の

うち 大値 

（検査申請日） 

 

 

 

 

 

 

 

走行距離計表示値 

9,000ｋｍ 

（平成 21年 1月 5日） 

 

走行距離記録 大値 

200,000km 

（平成29 年1月1日） 

（略） （略） （略） 

31. OBD 検査対象車で （略） （略） 

第 3 章 自動車検査証等及び軽自動車検査票の記載又は高度化シ

ステムへの記録 

3-1～3-3-14 （略） 

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。 

記載を要する自動車 記載事項 記  載  例 

（略） （略） （略） 

23．走行距離計を備え

る自動車（ 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

って次の各号に掲

げるもの 

（1）2-9(1)①、②又は

③に掲げる検査を

受ける自動車 

 

（2）走行距離計の表

示値が前回の表示値

を下回るもの（（1）の

自動車に限る。） 

 

 

 

 

 

 

 

走行距離計の表示値 

（検査申請日） 

 

 

走行距離計表示値の

うち 大値 

（検査申請日） 

 

 

 

 

 

 

 

走行距離計表示値 

9,000ｋｍ 

（平成 21年 1月 5日） 

 

走行距離記録 大値 

200,000km 

（平成29 年1月1日） 

（略） （略） （略） 

31. OBD 検査対象車両 （略） （略） 
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あったが、構造装置の

改造等により、OBD 検

査対象外となった自

動車 

(2)～（6）（略） 

 

3-3-16 （略） 

3-3-17 (略) 

3-4 検査結果の通知 

3-4-1 検査結果通知（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

適合すると認められ、かつ、2-6-3（3）①に掲げる事由に該当しないとき

は、軽自動車検査票 1又は検査結果通知書 2（障害等により高度化システ

ムによる検査が行えない場合は軽自動車検査票 2）の該当する所定の箇所

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

力を行うものとする。 

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、既に通知を行った検査結果通知情報及び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軽自動車検査票又

は検査結果通知書の適合しない旨の記載を抹消することなく、軽自動車

検査票の所定の箇所へ検査担当者印の押印を行うとともに、高度化シス

であって、OBD 検査対

象外となった自動車 

 

 

(2)～（6）（略） 

 

3-3-16 （略） 

3-3-17 (略) 

3-4 検査結果の通知 

3-4-1 検査結果通知（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又は検査結果通知書 2（障害

等により高度化システムによる検査が行えない場合は軽自動車検査票 2）

の該当する所定の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うものとする。 

 

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、既に通知を行った検査結果通知情報及び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軽自動車検査票又

は検査結果通知書の適合しない旨の記載を抹消することなく、軽自動車

検査票の所定の箇所へ検査担当者印の押印を行うとともに、高度化シス
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テムにより適合の入力を行うものとする。 

3-4-3（略） 

3-4-4（略） 

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(5)、2-9(2)、

2-12-2(6)④、2-12-2(8)①、2-13-1(1)③、2-13-1(2)⑥、2-14-1（5）、

2-15-1（5）、2-19(2)、2-21-4 及び 2-22(1)の規定に基づき、受検者

に対し検査できないため検査を中断する旨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にて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、軽自動車検査票にて受検者に説明するものとする。 

この場合において、2-9(2)、2-12-2(6)④、2-15-1(5)及び 2-22(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)（略） 

(3)（略）  

3-4-6 （略） 

第 4 章～第 5 章（略） 

第 6 章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

6-1～6-7 （略） 

6-8 申請書等 

6-8-1 申請書等の様式 

  検査等に係る申請書等の様式は、様式省令に定めるもののほか、次に掲

げる様式についても、様式省令に定めるものと同様に使用することがで

テムにより適合の入力を行うものとする。 

3-4-3（略） 

3-4-4（略） 

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(5)、2-9(2)、

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

2-15-1（5）、2-19(2)、2-21-4 及び 2-22(1)の規定に基づき、受検者

に対し検査できないため検査を中断する旨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にて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、軽自動車検査票にて受検者に説明するものとする。 

この場合において、2-9(2)、2-12-2(6)③、2-15-1(5)及び 2-22(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)（略） 

(3)（略） 

3-4-6 （略） 

第 4 章～第 5 章（略） 

第 6 章 車両番号の指定等、自動車検査証等の交付等に係る処理 

6-1～6-7 （略） 

6-8 申請書等の受理 

（新設） 
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きるものとする。 

  ① 様式省令に定められた軽第 2号様式に準じた様式 7-2 

  ② 様式省令に定められた軽第 4号様式に準じた様式 7-4 

  ③ 様式省令に定められた軽第 4号様式の 2に準じた様式 7-4-2 

  ④ 様式省令に定められた軽第 4号様式の 3に準じた様式 7-4-3 
 
6-8-2 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

ク申請一覧に受付日付印を押印して受理するものとする。 

OSS 申請により、6-9 及び 6-10 の規定による申請があった場合には、

当該申請に必要な提出書面が電磁的方法により提出された申請データに

不備がないことを確認したうえ、受理するものとする。 

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

書面を提出させるものとする。 

  

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

6-8-2 に規定する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） 

① 新規検査申請書（様式省令に定められた軽第 2号様式、軽第 5号

様式又は様式 7-2 は、自動車の諸元等に変更があり必要な場合に

限る。ただし、諸元等の情報が高度化システムにより電磁的に記録

された場合を除く。） 

 
 
 
 
 
 
（新設） 

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

ク申請一覧に受付日付印を押印して受理するものとする。 

OSS 申請により、6-9 及び 6-10 の規定による申請があった場合には、

当該申請に必要な提出書面が電磁的方法により提出された申請データに

不備がないことを確認したうえ、受理するものとする。 

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

書面を提出させるものとする。 

 

6-9 新規検査 

6-9-1 必要な書面 

6-8 に規定する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） 

① 新規検査申請書（軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、自動車の諸元

等に変更がある場合に限る。ただし、高度化システムに入力した電

磁的情報が電子情報処理システムに作成された場合を除く。） 
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②～⑬ (略)   

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） 

緊急自動車 公安委員会の指定申請済証明書又は

届出済証明書等 道路維持作業用自動車 

（略） （略） 

(2) 車両番号の指定を受けたことがある自動車 

① 新規検査申請書（車両番号欄に返納時の車両番号を記載させる

ものとし、様式省令に定められた軽第 2 号様式、軽第 5 号様式又

は様式 7-2 は、自動車の諸元等に変更があり必要な場合に限る。た

だし、諸元等の情報が高度化システムにより電磁的に記録された

場合を除く。） 

②～⑭ （略） 

6-9-2 （略） 

6-9-3 (略)   

6-10 継続検査 

6-10-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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。 

   ①～⑩（略） 

6-10-2 （略） 

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

②～⑬ (略)  

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） 

緊急自動車 公安委員会の指定申請結果通知書又

は届出済証明書等 道路維持作業車 

（略） （略） 

(2) 車両番号の指定を受けたことがある自動車 

① 新規検査申請書（車両番号欄に返納 

時の車両番号を記載させるものとし、軽第 2号様式又は様式 7-2 は、

自動車の諸元等に変更がある場合に限る。ただし、高度化システム

に入力した電磁的情報が電子情報処理システムに作成された場合

を除く。） 

②～⑭ （略） 

6-9-2 （略） 

6-9-3 (略)   

6-10 継続検査 

6-10-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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。 

   ①～⑩（略） 

6-10-2 （略） 

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
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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、旧自動車検査証又は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。 

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の返付を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 

6-8-2 に規定する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) 諸元欄事項以外にも変更がある場合 

① 自動車検査証記入申請書（様式省令に定められた軽第 2号様式、

軽第 5号様式又は様式 7-2 は、諸元等の情報が高度化システムに

より電磁的に記録された場合を除く。） 

②～⑪（略） 

(2) 諸元欄事項以外には変更がない場合 

① 自動車検査証記入申請書（様式省令に定められた軽第 2号様式、

軽第 5号様式又は様式 7-2 は、諸元等の情報が高度化システムに

より電磁的に記録された場合は、諸元欄事項等への記入は不要と

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。 

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 に規定する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) 諸元欄事項以外にも変更がある場合 

① 自動車検査証記入申請書（軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、高度

化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理システムに作

成された場合を除く。） 

②～⑪（略） 

 (2) 諸元欄事項以外には変更がない場合 

① 自動車検査証記入申請書（軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、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。） 
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する。） 

②～⑩（略）  

(3) (1)(2)の場合であって、自動車予備検査証の交付を受けている場

合 

① 自動車検査証記入申請書（様式省令に定められた軽第 2号様式、

軽第 5号様式又は様式 7-2 は、諸元等の情報が高度化システムに

より電磁的に記録された場合を除く。） 

②～⑧（略） 

6-11-2（略） 

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、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 

6-8-2 に規定する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。 

6-13 予備検査 

6-13-1 必要な書面 

6-8-2 に規定する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 自動車予備検査申請書（様式省令に定められた軽第 2号様式、軽

 

②～⑩（略） 

 (3) (1)(2)の場合であって、自動車予備検査証の交付を受けている場

合 

① 自動車検査証記入申請書（軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、高度

化システムに入力した電磁的情報が電子情報処理システムに作

成された場合を除く。） 

②～⑧（略） 

6-11-2（略） 

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 に規定する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。 

6-13 予備検査 

6-13-1 必要な書面 

6-8 に規定する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 自動車予備検査申請書（軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、自動車
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第 5 号様式又は様式 7-2 は、自動車の諸元等に変更があり必要な

場合に限る。ただし、諸元等の情報が高度化システムにより電磁的

に記録された場合を除く。） 

②～⑪（略）  

(2) 車両番号の指定を受けたことがある自動車 

① 自動車予備検査申請書（車両番号欄に返納時の車両番号を記載

させるものとし、様式省令に定められた軽第 2 号様式、軽第 5 号

様式又は様式 7-2 は、自動車の諸元等に変更があり必要な場合に

限る。ただし、諸元等の情報が高度化システムにより電磁的に記録

された場合を除く。） 

②～⑩（略） 

6-13-3（略） 

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 

  6-8-2 に規定する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。 

   ①～⑨（略） 

6-14-2（略） 

6-14-3（略） 

6-15 自動車予備検査証の記入 

6-15-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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） 

6-15-2（略） 

6-15-3（略） 

6-16 自動車検査証の記入 

の諸元等に変更がある場合に限る。ただし、高度化システムに入力

した電磁的情報が電子情報処理システムに作成された場合を除

く。） 

②～⑪（略）  

 (2) 車両番号の指定を受けたことがある自動車 

① 自動車予備検査申請書（車両番号欄に返納時の車両番号を記載

させるものとし、軽第 2 号様式又は様式 7-2 は、自動車の諸元等

に変更がある場合に限る。ただし、高度化システムに入力した電磁

的情報が電子情報処理システムに作成された場合を除く。） 

 

②～⑩（略） 

6-13-3（略） 

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 に規定する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。 

   ①～⑨（略） 

6-14-2（略） 

6-14-3（略） 

6-15 自動車予備検査証の記入 

6-15-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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） 

6-15-2（略） 

6-15-3（略） 

6-16 自動車検査証の記入 
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6-16-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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。 

   ①～⑥（略） 

6-16-2（略） 

6-16-3（略） 

6-17 自動車検査証返納届出等 

6-17-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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）～（5）（略） 

6-17-2（略） 

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) (略)  

(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、自動車検査証又は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 

6-8-2 に規定する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） 

6-18-2（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

6-16-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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。 

   ①～⑥（略） 

6-16-2（略） 

6-16-3（略） 

6-17 自動車検査証返納届出等 

6-17-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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）～（5）（略） 

6-17-2（略） 

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) (略)  

(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 に規定する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） 

6-18-2（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



- 23 - 

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、自動車検査証又は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 

  6-8-2 に規定する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） 

6-19-2（略） 

6-20 再輸入見込届 

6-20-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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） 

6-20-2（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 

  6-8-2 に規定する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） 

6-21-2（略） 

6-22 検査記録事項等証明書交付請求 

6-22-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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） 

6-22-2（略） 

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 に規定する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） 

6-19-2（略） 

6-20 再輸入見込届 

6-20-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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） 

6-20-2（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 に規定する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） 

6-21-2（略） 

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 に規定する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） 

6-22-2（略） 
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6-22-3（略） 

6-23 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再交付 

6-23-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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に添付されている検査結

果通知書 1と照合し 6-2(2)に準じて行うものとする。 

  （1）～（3）（略） 

6-23-2（略) 

6-23-3（略） 

6-24 検査標章の再交付 
6-24-1 必要な書面 

  (1) 6-8-2 に規定する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。 

    ①～④（略） 

6-24-2（略） 

6-24-3（略） 

6-25（略） 

6-25-1 必要な書面 

  6-8-2 に規定する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）～（3）(略) 

6-25-2（略） 

6-22-3（略） 

6-23 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再交付 

6-23-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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に添付されている検査結

果通知書 1と照合し 6-2(2)に準じて行うものとする。 

  （1）～（3）（略） 

6-23-2（略) 

6-23-3（略） 

6-24 検査標章の再交付 
6-24-1 必要な書面 

  (1) 6-8 に規定する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。 

    ①～④（略） 

6-24-2（略） 

6-24-3（略） 

6-25（略） 

6-25-1 必要な書面 

  6-8 に規定する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）～（3）(略) 

6-25-2（略） 
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6-25-3（略） 

 
第 7 章～第 9 章（略） 

附 則 〔令和 4 年 2 月 24 日協会規程第 2 号〕 
１．  この規程は、令和 4年 2月 24 日から施行する。 
   ただし、令和 4 年 3 月 31 日以前に 2-15 の規定により改造自動車等

届出書が提出された自動車については、2-15 の規定にかかわらず、改

正前の 2-15 の規定によることができる。 
２． 様式 9、様式 10 及び様式 13 については、令和 4年 3月 31 日までの

間、なお従前の例によることができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6-25-3（略） 

 
第 7 章～第 9 章（略） 
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別表 1 （略） 
別表２ 
 

 
 
 
 
 
 
 
様式 1～8（略） 
 
 
 

別表 1 （略） 
別表２ 
 

 
 
 
 
 
 
様式 1～8（略） 
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様式 9（改造自動車等届出書） 
第 9 号様式（表面） 

   
 
 

様式 9（改造自動車等届出書） 
第 9 号様式（表面） 
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第 9 号様式（裏面） 

   

第 9 号様式（裏面） 
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様式 10 

   

様式 10 
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様式 11～12（略） 
様式 13 

 
 
 
 

様式 11～12（略） 
様式 13 
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