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自動車は今や国民生活、社会活動に欠かせないものとして利用されていますが、自動車1台1台の
使われ方も、ドライバー1人1人の自動車への想いも様々であるように、自動車の保守管理への取り
組みもまちまちです。自動車の安全を確保し、環境への負荷をさらに低減することが求められる現
在、自己管理責任だけで片付けるには多くの問題があります。

このため、国土交通省の自動車技術系の職員は、これまで学校や仕事を通じて得た知識を活かし
て、自動車の構造・装置に関する安全・環境基準の策定や、自動車の審査・検査を通じて、安全・
安心なクルマ社会を実現するための社会貢献を行っています。

その他、自動車整備事業者の認証や自動車整備士技能検定試験の実施及び自動車運送事業者に立
入り、基準に基づき適切に事業運営を行っているか監査を実施するなどの行政指導も行っています。

また、近年、電気自動車や燃料電池車等の実用化が進められていますが、このような新技術に対
して最新の技術開発を支援するとともに、国連の会議に参加し、海外政府機関と安全・環境基準に
ついて議論するなど、自動車技術職員の活躍の場は世界に広がっています。

深夜街頭検査
（不正改造自動車の排除） 販売前の自動車の審査自動車の審査業務

安全で環境と調和のとれた車社会の実現を目指して
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国土交通省

関東運輸局

８運輸支局・１５自動車検査登録事務所

自動車局

他９運輸局等

安全政策課

環境政策課

技術政策課

審査・リコール課

整備課

自動車情報課

自動車関連部門

自動車技術安全部

自動車監査指導部

技術課

保安・環境課

整備課

管理課

自動車監査官(旅客)

自動車監査官(貨物)

・・・自動車運送事業の安全の確保等

・・・自動車の環境対策、次世代自動車の開発・普及、
超小型モビリティの導入促進等

・・・自動車の安全の確保、先進安全自動車の開発・普及、基準
の国際交渉等

・・・自動車の型式指定、リコール制度、
自動車の不具合情報の収集・分析等

・・・点検整備の推進、自動車整備事業の監督、
整備士技能検定、検査制度等

・・・自動車の登録制度、自動車の流通・消費等

・・・自動車の基準緩和の認定、リコール対策、街頭検査の企画等

・・・自動車運送事業の安全対策、自動車の環境対策等

・・・自動車の点検整備の推進、整備事業の許認可等

・・・自動車登録手続きの管理、調整等

・・・バス・タクシー事業の指導及び監査の実施等

・・・トラック事業の指導、監査及び適正化対策等

国土交通省の組織

独立行政法人自動車技術総合機構（以下、自動車機構）
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出向者
国土交通省、環境省など： ６％

運輸局、支局、事務所 ：３４％
自動車機構検査部事務所：４９％
自動車機構認証審査部等：１１％

運輸支局 （８支局）

自動車検査登録事務所 （15事務所）

自動車技術系職員配置状況【H29.4.1】

（東京、神奈川、埼玉、群馬、千葉、茨城、栃木、山梨）

足立、練馬、多摩、八王子、川崎、相模、湘南、熊谷、
春日部、所沢、野田、習志野、袖ヶ浦、土浦、佐野

茨城

栃木

千葉

群馬

埼玉

東京

山梨

神奈川

職員数：５０７名
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自動車技術系職員の概況（関東運輸局）



背景
１．日本の自動車保有台数は約８，１７０万台。（平成2９年２月末現在）

２．車社会の成長とともに、自動車と経済・生活との結びつきは一層強くなっており、同時に自動

車に関する行政の役割も重要となっています。

３．自動車は走行中に事故を引き起こす危険性や、騒音や排出ガスによる公害を招くおそれを内在

しています。

４．車社会を構成している個々の自動車について把握し、安全・環境をコントロールができるよう

にしておくことが社会的に求められています。

自動車が検査・登録を受けることによって、安全確保・公害防止が図られるとともに、個々の自動

車の識別が可能となり、所有及び使用の実態が制度的に把握され、自動車は初めて社会的に認知さ

れた乗物となります。

自動車検査登録制度は、巨大化していくクルマ社会の秩序を支えています。

我が国の車社会と検査・登録制度
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自動車の安全・環境基準への適合性を確保するため、自動車の検査制度が存在
防犯・徴税・保険の締結確認なども担っている。
平成14年7月 検査の審査業務を国から切り離し、独立行政法人化
独立行政法人化後の主な経緯
非公務員化（施行）H19.4.1
自己収入化（施行）H20.1.1
自動車検査独立行政法人から独立行政法人自動車技術総合機構に名称変更（施行）H28.4.1
交通安全環境研究所との統合（施行）H28.4.1
登録業務のうち確認調査事務を同法人に移管（施行）H28.4.1（一部区域はH30.4.1）

持込検査件数(H28年度)
•全国 約629万台
•関東管内 約231万台

自動車の検査制度
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検査の種類 道路運送車両法 内容

新規検査 第５９条 新たに自動車を使用するときに受ける検査。

継続検査 第６２条
自動車検査証の有効期間が満了した後も引き続
きその自動車を使用するときに受ける検査

構造等変更検査 第６７条
自動車の長さ、幅、高さ、最大積載量などに変
更が生じるような改造をしたときに受ける検査

予備検査 第７１条
使用の本拠の位置が定められていない自動車に
ついて、あらかじめ受ける検査

街頭検査 第１００条
整備不良車両や不正改造車の排除のため路上な
どにおいて行う検査



自動車が道路運送車両法に規定する道路運送車両の保安基準に適合している
かを審査

安全・環境基準への適合性の審査業務
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自動車技術総合機構の業務国の業務
運輸支局または自動車検査登録事務所が実施 検査部または事務所が実施

自動車技術総合機構が保安基
準適合性審査を行います。



自動車検査の流れ
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自動車の有効期間



販売前の自動車の審査・認証業務

衝突安全試験 排出ガス試験

販売前の自動車（特に、大量生産される自動車）についてその代表車を用いて、安全基
準・環境基準に適合しているかをどうかかを自動車機構認証審査部において審査しています。
この審査によって、一台毎の自動車の検査を行うことを省略することができ、社会的なコ

ストの観点から見て非常に効率的なシステムといえます。
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自動車のリコール業務

リコールとは、同一の型式で一定範囲の自動車等又はタイヤ、チャイルドシートについて、道路
運送車両の保安基準に適合していない又は適合しなくなるおそれがある状態で、その原因が設計又
は製作過程にあると認められるときに、自動車メーカー等が、保安基準に適合させるために必要な
改善措置を行うことをいいます。
我々は、その改善措置の内容が適切かどうか審査し、不適切な場合には、自動車メーカー等に改

善措置の見直しを求めます。

※国土交通省においては、
不具合情報の収集・分析をする
ことにより、メーカーが適切に
改善措置を行っているかなどの
情報をもとに、メーカーへの立
入監査によって確認していま
す。
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事業用自動車の事故削減目標の設定
・１０年間で死者数半減
（平成20年153人を10年後（平成30年）に70人）

・１０年間で人身事故件数半減
（平成20年22,123件を10年後（平成30年）に11,700件）

・飲酒運転ゼロ
・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無

安全体質の更なる強化

コンプライアンスの徹底

飲酒運転の根絶・危険ドラッグ等薬物使用による運行の絶無

より先進的なＩＴ・新技術の活用

自動車運送事業の安全対策

事業用自動車の安全対策業務

事故削減を実現するためには、関係者が共通の目標のもとで一丸となって安全対策に取り組むこ
とが必要であることから、事故削減目標を踏まえ、各種安全対策に取り組んでいます。
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運行の現場を含めた関係者一丸となった行動、構造的な課題への対処

道路交通環境の改善



傾向分析
（マクロ）

・ITARDAのマクロデータ
・他の事故報告書

個別事業者の指導
・個別に改善指導
・業務全般のコンサルタント
など

車両の対策
・自動車製作者の市場措置を
促進
・点検整備方式の見直し
など

業界全体の指導
・各種講習会での事故防止指
導
・事故防止通達発出
・業界と連携した事故防止対
策の検討
など

情報収集
・

情報展開

事故調査
（ミクロ）

・関係者から聴取
・関係物件調査
・関係資料収集など

保安監査

・社会的影響の大きな事故
・乗合バスの車内事故
・トラックの右左折事故、追突事故
・車両欠陥が起因した疑いのある事故

事故
（不具合）

事故防止対策
（再発防止対策）

対策
・検討
・立案

管理者の指導
・講習、研修を通じて運行管
理者及び整備管理者を指導

事故調査委員会への

調査協力

事故調査委員

会での再発防

止策の提言

※自動車事故報告
規則に基づく報告

自動車事故の要因分析調査業務
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自動車整備事業の指導・監督 点検整備関係

自動車整備士の育成

自動車整備事業の健全な発達を目指して、整備事
業者に対して指導・監督を行っています。

整備事業の種類

○認証整備工場（自動車分解整備事業）

（関東地区で約24,４00工場）

・エンジン交換など安全上重要な整備を行う事業
を営むためには国の認証が必要となります。

○指定整備工場（指定自動車整備事業）

（関東地区で約6,900工場）

・いわゆる「民間車検場」

・指定整備工場の指定を取得すると、継続検査

(車検)の際、国の検査場に車を持ち込む必要

がなくなります。

「自動車点検整備推進運動」を実施し、点検
整備の確実な実施を推進。

大型車の脱輪事故等の整備不良による事故が相
次いることから事業者講習会などを通じて、適
切な点検・整備の励行を呼びかけ。

自動車整備に係る技能の向上を図るため、自動車整
備士養成施設（専門学校等）の指導・監督を行うと
ともに、自動車整備士技能検定試験を行っています。

自動車整備事業の指導・育成業務

ＪS 関東運輸局長認証

普通自動車分解整備事業

普通自動車（小型）

普通自動車（乗用）

小型四輪自動車

ＪS 関東運輸局長指定

指定自動車整備事業

普通自動車（小型）

普通自動車（乗用）

小型四輪自動車
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自動車技術系職員のキャリアパス

例

検査官
検査官補
係員

運輸局
本省
係員

専門官 主席検査官

運輸局
本省
係長

運輸局
課長補佐

自動車
機構所長

本省
課長補佐

運輸局
課長

運輸支局長
自動車検査事務所長

地方局幹部

係

係長クラス

課長補佐クラス

管理職
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※その他の機関である、自動車機構本部、自動車機構交通安全環境研究所認証審査部及びリ
コール検証部、独立行政法人自動車事故対策機構、軽自動車検査協会等の機関に出向する
ことがあります。
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（参考）最近基準化された自動車の安全基準（例）

安全基準 基準化等（公布年月）

ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾐｯﾀｰの義務付け（大型ﾄﾗｯｸ） 平成13年8月

ﾊｲﾏｳﾝﾄｽﾄﾗｯﾌﾟﾗﾝﾌﾟ義務付け（乗用車・小型ﾄﾗｯｸ） 平成14年7月

大型後部突入防止装置義務付け拡大（中型ﾄﾗｯｸ） 平成14年7月

歩行者頭部保護基準の規定（乗用車・小型ﾄﾗｯｸ） 平成16年4月

シートベルト非着用警報 平成17年3月

ｵﾌｾｯﾄ前面衝突基準の規定（乗用車・小型ﾄﾗｯｸ） 平成17年12月

固定機能付きチャイルドシート 平成18年3月

後席３点式シートベルト 平成18年3月

フロントアンダーランプロテクタ 平成19年1月

ハイブリット自動車・電気自動車の衝突安全性、感電防止、電解液漏れ 等 平成19年11月

衝突時被害軽減ブレーキ義務付け（大型トラック・大型バス） 平成24年3月（大型トラック）
平成25年1月（大型バス）

大型バス等の車両転覆時の乗員保護基準の規定（車両総重量１２トン、定員１８人以上） 平成28年8月

ハイブリット自動車等の静音性対策
（ハイブリット自動車・電気自動車の車両接近警告装置装着義務化）

平成28年10月

今後の車両安全対策
（１）少子高齢化への対応
（２）歩行者・自転車乗員の事故防止・被害軽減対策
（３）新たなモビリティへの対応
（４）大型車がからむ重大事故対策
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死者数
死傷者数

○人命尊重の理念に基づき、また、先進技術や情報の活用を一層促進し、究極的には交通事故のない社会
を目指して、平成３２（２０２０）年までに交通事故死者数を２５００人以下、死傷者数を５０万人以下とする。
（平成２８年３月 第１０次交通安全基本計画）

★

★

死傷者数（人） 死者数（人）

出典：警察庁交通局

（参考）自動車事故削減目標について（政府目標）
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53年規制（1978～）

新長期規制 （2005～）

新短期規制 （2000～）

(g/km)

乗用車の排出ガス規制

＜ガソリン車＞ ＜ディーゼル車＞

○近年の数度にわたる排出ガス規制の強化により、乗用車（ガソリン・ディーゼル）の排出ガスは大幅にクリーン化。
○更に、ディーゼル車については、ポスト新長期規制が2009年から適用され、ガソリン乗用車並の排出ガス性能を有するクリーン
ディーゼル車が登場している。
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短期規制（1994～）

ポスト新長期規制（2009,2010～）

長期規制 （1998,1999～）

挑戦目標値

大型車（ディーゼルトラック・バス）の排出ガス規制

○ 短期規制が導入された1994年以降、順次、排ガス規

制を強化し、新長期規制を2005年から適用。

○ 新長期規制の約１／３程度の厳しいポスト新長期規

制を、2009年以降、順次適用。

○ 2010年7月に中央環境審議会第10次答申において
提言された、 ポスト新長期から約１／２程度の厳しい平成

２８年排出ガス規制（挑戦目標）及び世界統一試験サイク
ル（WHDC）を2016年から順次適用。

（参考）自動車の排出ガス基準
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１．二酸化窒素（ＮＯ２）については、ほとんど全ての測定局において環境基準を達成している。
２．浮遊粒子物質（ＳＰＭ）については、平成23年度は黄砂の影響により西日本を中心に多数の

測定局のＳＰＭ濃度が上昇し、達成率が低下した。
３．一酸化炭素（ＣＯ）は、全ての測定局において環境基準を達成している。
４．非メタン炭化水素（ＮＭＨＣ）は、環境基準が無いが、大気環境指針を達成している。

出典：環境省

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27
一般局 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

自排局 90.7% 94.4% 95.5% 95.7% 97.8% 99.5% 99.3% 99.0% 99.5% 99.8%
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NO2の環境基準達成率の推移

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

一般局 93.0% 89.5% 99.6% 98.8% 93.0% 69.2% 99.7% 97.3% 99.7% 99.6%

自排局 92.8% 88.6% 99.3% 99.5% 93.0% 72.9% 99.7% 94.7% 100.0% 99.7%
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ＳＰＭの環境基準達成率の推移

（参考）大気汚染の状況について（平成２７年度）
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その他

最後までご覧いただき、ありがとうございます。

業務内容等についてご不明な場合には、
ご遠慮なく以下にお問い合わせください。

国土交通省関東運輸局
自動車技術安全部技術課

担当：江連（えづれ）
ＴＥＬ０４５－２１１－７２５５（直通）


