
1

道路運送車両法道路運送車両法
「第１条（この法律の目的）」「第１条（この法律の目的）」

この法律は、道路運送車両に関し、所有権の公証等を行い、並びに

安全性の確保及び公害の防止その他の環境の保全並びに整備について
の技術の向上を図り、併せて自動車の整備事業の健全な発達に資する
ことにより、公共の福祉を増進することを目的とする。（全文）

道路運送車両法第1条

法律の直接的な目的は、
次の4点

(1)  (1)  所有権についての公証等を行うこと。所有権についての公証等を行うこと。
(2)(2) 安全の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ること。安全の確保及び公害の防止その他の環境の保全を図ること。
(3)(3) 整備についての技術の向上を図ること。整備についての技術の向上を図ること。
(4)(4) 整備事業の健全な発達に資すること。整備事業の健全な発達に資すること。
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指定自動車整備事業とは･･･

指定自動車整備事業者とは、自動車分解整備事業
の認証を受けた事業場であって、自動車の整備につ
いて前条第1項の国土交通省令で定める基準に適合

する設備、技術及び管理組織を有するほか、国土
交通省令で定める基準に適合する自動車の検査の設

備を有しかつ確実に第94条の4第1項の自動車検
査員を選任して第94条の5第1項の自動車の点検
及び整備について、検査をさせると認められるもの

について、指定自動車整備事業の指定をする
ことができる。

◎

指定自動車整備事業とは

法第94条の2 第1項>
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◎ 指定整備事業者は事業場ごとに、自動車の検査
について

国土交通省令で定める一定の実務経験
その他の要件を備える者

のうちから、自動車検査員を選任しなければな
らない。 <法第94条の4第1項>

自動車検査員とは

・・ 整備技術の習得整備技術の習得
・・ 法令の理解法令の理解
・・ 公正な検査の実施公正な検査の実施
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検査員が行う検査等の基準

自動車検査員は

国土交通省令で定める基準により、当国土交通省令で定める基準により、当
該自動車が保安基準に適合するかどうかを該自動車が保安基準に適合するかどうかを
検査し、その結果これに適合すると認める検査し、その結果これに適合すると認める
ときでなければ、その証明をしてはならなときでなければ、その証明をしてはならな
い。い。

(法第94条の5第4項一部抜粋)

自動車検査員とは
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(1)自動車検査証の備考欄に「オパシメータ測定」と記載さ
れているもの

(2)自動車検査証に記載されている型式指定番号が、
「16000」番以降のもの（特殊自動車を除く）

(3)ポスト新長期規制適合を示す排出ガス記号が付されているも
の（排気ガス記号 1桁目 F , L , M , R , S）

オパシメータによる排気ガス測定について

◆次のいずれかに該当するディーゼル車は、「オパシメータにより排
気ガス検査を行います。

規制値：0.80ｍ-1 （ﾊﾟｰﾒｰﾀｰ）

オパシメータでの測定が必要
平成22年10月1日以降製作された自動車
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オパシメータによる排気ガス測定について

◆自動車検査証記載例

(1)「オパシメー
タ測定」と記載

(2)型式指定番号
｢16000｣番以降

(3)型式 1桁目
｢F,L,R,M,S｣

自動車検査証の各項目
をよく確認してください
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指定整備の取り扱い

オパシメータは？

・通常の指定整備
・検査場へ持込検査
・検査の設備の共同使用

オパシメータによる排気ガス測定について

保有あり 保有無し

・オパシメータを備えた場合、機器の変更届けの提出、校
正が必要になります。
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・指定整備記録簿の黒煙・粒子状物質欄に、「黒煙測定器」・「オ

パシメータ」どちらを使用するかにより、［視認・テスタ］や単

位［％・ｍ-1］を確実に○で囲むこと。

指定整備記録簿の記載について指定整備記録簿の記載について

・「オパシメータ」により黒煙規制車を検査した場合、基準値はスク
リーニング値とするが、閾値による判定も行うので、チャート図等を参
考にして、確実に判定すること。

オパシメータによる排気ガス測定について
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オパシメータによる排気ガス測定について

指定整備記録簿の記載について指定整備記録簿の記載について

％

m-1

測定値 ％ 測定値 ％ 測定値 ％

m-1 m-1 m-1
1 2 3

黒煙・粒子状物質

視認（空ぶかし） ・ テスタ

0.253

0.25

・１回目の測定結果が閾値以下であった場合

測定値（小数点第
3位まで）を記載

測定値（小数点第3位を四
捨五入した数値）を記載

・1回目の測定で測定結果が閾値以下であった為、1回の測定で可
・確認方法（視認・テスタ）、単位（％・m-1）に○を記載
・測定値欄（２，３）については斜線で消す
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％

m-1

測定値 ％ 測定値 ％ 測定値 ％

m-1 m-1 m-1

黒煙・粒子状物質

視認（空ぶかし） ・ テスタ

0.25

1 0.700 2 30.252

オパシメータによる排気ガス測定について

指定整備記録簿の記載について指定整備記録簿の記載について

・２回目の測定結果が閾値以下であった場合

測定値（小数点第
3位まで）を記載

2回目の測定値（小数点第3
位を四捨五入した数値）を記

載

・確認方法（視認・テスタ）、単位（％・m-1）に○を記載
・測定値欄（３）については斜線で消す
・２回目の測定で測定結果が閾値以下であった為、２回の測定で可
・2回目の測定結果を、結果欄に記載（小数点第3位を四捨五入）
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％

m-1

測定値 ％ 測定値 ％ 測定値 ％

m-1 m-1 m-1

黒煙・粒子状物質

視認（空ぶかし） ・ テスタ

0.73

1 0.702 2 0.752 3 0.750

オパシメータによる排気ガス測定について

指定整備記録簿の記載について指定整備記録簿の記載について

・３回目を測定した場合、平均値を記載する。

測定値（小数点第
3位まで）を記載

３回の測定値の平均（小数点第3位
を四捨五入した数値）を記載

・確認方法（視認・テスタ）、単位（％・m-1）に○を記載
・３回の測定値の平均が、スクリーニング値以下であれば合格
・３回の測定結果の平均値を、結果欄に記載（小数点第3位を四捨五
入）
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黒煙測定車（オパシメータ測定車以外のディーゼル車）について

「黒煙測定車」は、検査用機器を使用することが原則であるが、保安基準に
適合していると容易に判定できる場合に限り、審査事務規程どおり空ふかしを
行い、視認による検査によって差し支えない。

なお、黒煙規制値（２５％）が適用される自動車にあっては、視認では判断
するのが難しいことから、検査用機器により判定すること。

黒鉛測定器による排気ガス測定について

黒煙測定器により計測した場合は、３回の平均値（整数値）を記載すること。

なお、計測したときは、試験紙すべてを指定整備記録簿（控）に添付し、
又は各計測値を指定整備記録簿の測定値記入欄（余白等）に記載すること。

（１回＋２回＋３回）／３＝平均値（整数値）

小数点以下を切り捨てる
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検査の設備の共同使用

自動車により共同設備に至る所要時間はお
おむね１時間以内の位置

車両置き場の広さは共同使用を常時使用し
て検査をする自動車の大きさ及び車両に対
応した面積を有しているものであること

※くわしくは整備部門に問い合わせてください。
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降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラーが濡れていると自降雨等の天候条件によりブレーキ・テスタのローラーが濡れていると自
動車検査員が判断し、動車検査員が判断し、制動力の総和を自動車の重量で除した値が制動力の総和を自動車の重量で除した値が
3.92N/kg3.92N/kg以上以上であることを適用した場合であることを適用した場合

降雨等の天候条件により、ブレーキ・テスタのローラが濡れていること
により、制動力が基準値まで上がらない場合の判定方法

指定整備記録簿の記載方法について

計 5750 N 車両重量 湿（Ｗ） 4.50 N/kg

手動 3300 N 1275 kg 2.58 N/kg

・制動力の総和を、4.90N/kg → 3.92N/kg
50 ％ → 40％

にそれぞれ読み替えて適用
・適用時、記録簿に、「湿」もしくは「Ｗ」と記載する。
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従来、主光軸(走行用前照灯)は
目視検査を実施し、視認良好
と記載していたが、斜線で消
しこみすることに改正されて
います。

従来、主光軸(走行用前照灯)は
目視検査を実施し、視認良好
と記載していたが、斜線で消
しこみすることに改正されて
います。

指定整備記録簿の記載方法について

前照灯を計測することにより、前照灯の検査を行った場合は、走行用前照灯を目
視等における検査の灯火装置により、検査を実施
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指定整備記録簿の記載方法について

光軸が上向きの場合
「下」の表示を消して
横に「上」と記載すること.

光軸が上向きの場合
「下」の表示を消して
横に「上」と記載すること.

４灯式で主光軸が光度を満足しない場合は、副灯を測定し、
15000cd以上であれば合格

４灯式で主光軸が光度を満足しない場合は、副灯を測定し、
15000cd以上であれば合格
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指定整備記録簿の記載方法について

検査車両の速度計が40km/hにおける速度計試験機の指示値を計測して、誤差値
を記載すること。

(1)平成18年12月31日までに製作された自動車
四輪自動車

31.0km/h～44.4km/h
（誤差値が＋9.0km/h～－4.4km/hの範囲）

二輪自動車（側車含む）三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車
29.1km/h～44.4km/h
（誤差値が＋10.9km/h～－4.4km/hの範囲）

(2)平成19年1月1日までに製作された自動車
四輪自動車

31.0km/h～42.5km/h
（誤差値が＋9.0km/h～－2.5km/hの範囲）

二輪自動車（側車含む）三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車
29.1km/h～42.5km/h
（誤差値が＋10.9km/h～－2.5km/hの範囲）
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例１．速度計が３８．５㎞/hの場合

速度計の誤差

＋・－ １．５㎞/h

例２．速度計が４２．５㎞/hの場合

＋・－ ２．５㎞/h

速度計の誤差の記載方法

指定整備記録簿の記載方法について

速度計の誤差

走行テストの記載方法（走行テストを実施した場合）

走行テス
ト等の方法

と結果

日時 平成○○年○月○日 １４時４５分
場所 ○○国道○号
随行車 奈良５００○１２１４

テスト車
40.0km/h

随行車
38.0km/h

テスタ指示値
39.5km/h

記載を忘れずに
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普通自動車であって、貨物の運送の用に供する車両総重量が７トン以上のものは、
自動車検査証に燃料タンクの個数及び燃料タンクの容量を記載。

指定整備記録簿の記載方法について

保安基準に適合する旨の証明を行なう場合、同一性の確認に基づき、燃料タンク
の個数及びそれぞれの燃料タンクの容量について同一であるかの確認を実施する

必要があります。

指定整備記録簿の記載については、指定整備記録簿の記載については、「自動車検査証、抹消登録証明書又「自動車検査証、抹消登録証明書又
は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合」の欄は自動車検査証返納証明書の記載事項との照合」の欄については、燃料については、燃料
タンクの個数及び容量について照合を行った場合において、タンクの個数及び容量について照合を行った場合において、当該燃料タ当該燃料タ
ンクの個数及びそれぞれの容量について、「その他」の項目に記載ンクの個数及びそれぞれの容量について、「その他」の項目に記載する。する。

・ラベルの確認

・燃料タンクの寸法確認

・ラベルの確認

・燃料タンクの寸法確認
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自動車検査証の備考欄

の記載例

自動車検査証の備考欄

の記載例

指定自動車整備記録簿の「そ
の他」欄に記載する。

【記載例】

「1個 200L」

指定自動車整備記録簿の「そ
の他」欄に記載する。

【記載例】

「1個 200L」

指定整備記録簿の記載方法について

燃料タンクの記載方法
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指定整備記録簿の記載方法について

自主防犯活動用自動車

警察本部から当該車両に交付される証明書により、青色回転等の装着が可能

自動車検査証の備考欄に、「自主防犯活動用自動車」の記載があるかを確認する
必要があります。

装着例 車台番号 ※原動機の型式

○○○○○○ 6M60

点検又は分解整備時
の総走行距離

その他

○○○○○ ㎞ 自主防犯活動用自動車

指定自動車整備記録簿の「その
他」欄に記載する。

【記載例】

「自主防犯活動用自動車」

指定自動車整備記録簿の「その
他」欄に記載する。

【記載例】

「自主防犯活動用自動車」レ その他

目視欄にレ点を記載
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指定整備記録簿の記載方法について

車いす移動車

自動車検査証の備考欄に、「車いす固定装置付（○基）」の記載があるかを確認
する必要があります。

指定整備記録簿の記載については、指定整備記録簿の記載については、「自動車検査証、抹消登録証明書又は自動「自動車検査証、抹消登録証明書又は自動
車検査証返納証明書」欄車検査証返納証明書」欄の記載と、の記載と、当該車両の車いす固定装置の基数当該車両の車いす固定装置の基数について、について、
確認し、確認し、「その他」の項目に記載「その他」の項目に記載する。する。

車台番号 ※原動機の型式

○○○○○○ 6M60
点検又は分解整備時の

総走行距離
その他

○○○○○ ㎞ 車いす固定装置付
（１基）

指定自動車整備記録簿の「その他」欄に記載
する。

【記載例】「車いす固定装置付（1基）」

指定自動車整備記録簿の「その他」欄に記載
する。

【記載例】「車いす固定装置付（1基）」
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指定整備記録簿の記載方法について

「その他」欄の記載
・改造車における改造内容
・赤色回転灯→「緊急自動車」
・黄色回転灯→「道路維持作業

用自動車」

・自動車検査証の備考欄を十分に確認

・現車と検査証の記載内容に相違が無いか

十分に確認すること。
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前照灯の検査の取扱いについて

前照灯の測定（走行用・すれ違い等）の測定について

自動車検査証の
初度登録年が

平成10年9月以降かどうか

自動車検査証の
初度登録年が

平成10年9月以降かどうか



25

指定整備関係通達等
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Shiga Transport Branch Office

○基本的経営権

○譲渡可能

認証工場

○事業体が行政庁との間
に交わした契約

○基本的に譲渡不可能

指定工場

認証工場と指定工場の譲渡について

指定工場を譲渡するときは一度指定を廃止し、新規に指定自
動車整備事業の申請をしていただく必要がありますが、従前
の設備、技術及び管理組織に変更がない状態で事業を継承し
新たに指定を取得しようとする場合、道路運送車両法第94条
の2の申請に必要な書類の中で一部を省略し、申請すること
ができます。

廃止新規申請

指定自動車整備事業に係る廃止新規申請の取扱いについて
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Shiga Transport Branch Office

個人Ａ

指定工場

法人Ａ

指定工場

事例1 個人Ａ→法人Ａ(実質的事業者の変更がない場合)

※実質的事業者の変更はないが、認証は個人から法人への
譲渡扱いとなり、指定は廃止新規申請が必要。
また、指定整備の取扱いは、決裁前は旧（個人）決裁後は
新（法人）でのとなる。

【廃止新規申請】

決裁

指定自動車整備事業に係る廃止新規申請の取扱いについて
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Shiga Transport Branch Office

個人Ａ(存続)

指定工場

法人Ａ

指定工場

事例2 法人Ａ→法人Ａ(法人Ａが法人Ｂを吸収)

※存続会社が指定工場であり、廃止新規申請は不要。
逆に法人Ｂが存続する場合は廃止新規申請が必要。

吸収

法人Ｂ(解散)

認証工場

廃止新規申請の取扱いには十分に注意し、経緯、管理組織、
運営等整理した上でご相談いただきますようよろしくお願
いします。

指定自動車整備事業に係る廃止新規申請の取扱いについて
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Shiga Transport Branch Office

法人Ａ

（存続）

事例３ 法人Ａが法人Ｂを吸収合併→同時に法人Ｂは解散。同日付で解
散会社である法人Ｂに商号変更。

※吸収合併後、同日に旧事業者名Ｂに商号変更したため外観上
の変更は無い。そのため廃止新規申請が不要であると誤解。

法人Ｂを吸収合併

法人Ｂ(解散)

※指定工場1

指定自動車整備事業に係る廃止新規申請の取扱いについて

吸
収
合
併

法人Ｂ(解散)

※指定工場2

【廃止新規申請時期】

法人Ａ 法人Ａは法人Ｂ

へ商号変更

法人A(社名B)

※指定工場1

法人A(社名B)

※指定工場2

同日付け

設備、技術、管理組織変更無し

事業者の名称変更の有無は関係なく、譲渡又は合併など事業者
が変更された場合は廃止新規申請が必要。
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自動車整備事業者に対する行政処分等
の基準について

平成２３年３月２５日改正
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事業場の違反点数について

・違反行為を自主申告
違反事項の改善が可能

・過去５年間に行政処分なし
事業場の改善見込まれる

違 反 点 数 の 合 計 １ ／ ２
※２年以内に処分を受ける時減じた点数がプラス

協議

自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について
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解任された自動車検査員等の再教習の取り扱い

解任

２年
経過

《改正前》

選任

自動車整備事業者に対する行政処分等の基準について

《改正後》

解任

・再度教習を受講なおかつ
２年経過

選任
・ 教習試問を受け直し、かつ修了する必要がある
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違反行為の発覚に至る例

監査時

街頭検査

支局等に寄せられる情報

・立入、書類監査において違反等が発覚

・街頭検査で整備不良、不正改造車へ整備命令を交付した
場合

・匿名等で不正改造を行っているなどといった情報がある
場合



34

違反行為の概要

・保安基準不適合
排気ガス、ヘッドライト等検査の判定が基準

と相違する
不正改造車両に保安基準適合証を交付する

監査時

・検査未実施
記録簿の欄が漏れている
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排気ガス（アイドリングガス）規制

排出ガス 小型2輪《4サイクル
（2サイクル）》

4.5％ 2000ppm(７８00ppm）

3％ 1000ppm

3桁型式（１９年規制適合車）

自動車検査証の初度登録年月日をよく確認すること！
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排出ガス 一般車両（軽自動車）

1％ 300ppm(2％ 500ppm）

GA・GBを除く２桁・3桁型式

10年規制前

４サイクル 4.5％ 1200ppm以下
2サイクル 4.5％ 7800ppm以下

排気ガス（アイドリングガス）規制

自動車検査証の初度登録年月日をよく確認すること！
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ヘッドライトテスタの改正について

走行用前照灯

高光度点の範囲
・左灯 L27cm～R27cm  右灯 L27cm～R27cm 
・上下 U10cm～D １／５（前照灯取付高）

高光度
・4灯式以外 1灯につき 15,000cd  以上
・4灯式 1灯につき 12,000cd  以上

高光度の合計が、430,000cd を超えないこと
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ヘッドライトテスタの改正について

すれ違い用前照灯

エルボー点合格範囲
・左灯 L27cm～R27cm  右灯 L27cm～R27cm 
・上下 D  2cm～D 15

（前照灯取付高さ 1m超： D7cm～D20cm
高光度

・D11cm-L23cmの光度 6,400cd 以上
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近接排気騒音の測定について

規制年ごとの近接排気騒音の適用と規制値

・自動車検査証の備考欄に騒音規制の記載があるので十分確認する
・騒音規制車で排気管が変わっている場合、音量計（騒音計）で近接排気騒音
の測定を行ってください。
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街頭検査

違反行為の概要

・不正改造車
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処分の一例処分の一例

・NOｘ・PM不適合車

・回転部分の突出

・検査方法（審査事務規程と異なる方法

・原動機型式の確認不足
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PDCAサイクルPDCAサイクル

P

D

C

A
従来の実績や将来の予測などを
もとにして業務計画を作成する

実施が計画に沿っていない
部分を調べて処置をする

業務の実施が計画に沿っているかどうか確認する

計画に沿って業務を行う
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整備事業者による対応策整備事業者による対応策

対応策の例

・社内講習会・勉強会の開催

・冊子の作成・配布

・本社による営業店への監査 等

→ 整備担当者レベルの理解だけでは不十分

→ 営業部門、管理組織を含めた全員の意識向上が必要

法令遵守（コンプライアンス）の再徹底

→ 経営陣の認識があって初めて徹底される
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保適に証明するまでの流れについて（検査員）保適に証明するまでの流れについて（検査員）

• 受入時の車両状態や不適合箇所のﾁｪｯｸは確実か？

• 点検整備は全て済んで、同一性確認・完成検査が完了したか？

• 作業指示からの整備抜け落ちがないか？

• 作業実施者から不適合等の申し出はないか？

• 完成検査時に法令不適合箇所が本当になかったか？

• 再整備実施後再検査を行ったか？見落としはないか？

• 記録簿は確実にすべて記載済みか？

• 交付台帳に記入したか？
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車検入庫時の注意車検入庫時の注意

①保安基準不適合等、不正改造はないか。

（事例を見てみましょう）

②屋内現車作業場・完成検査場に入るか。

（軸重、高さ、指定業務範囲・条件等）

③整備スペック（能力・人数・リフト数等）は
あるか。 一度、見てみましょう！
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不正改造例（回転部分突出）
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不正改造例（頭部後傾抑止装置の装着無し）
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不正改造例（回転灯取り付け）
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不正改造例（識別表示無し）
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不正改造例（灯火器レンズ割れ）
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不正改造例（排気管の向き）
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不正改造例（ 低地上高不足）
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道路運送車両法Q&A道路運送車両法Q&A

Ｑ２-２-９
自動車分解整備事業場から離れて設置してある完成検査場では
点検作業はできないのですか。

Ａ２-２-９
指定整備制度は分解整備事業者のうち、優良な設備、技術、管理組織を有した事業
場に対して指定することができる制度であり、定期点検整備を実施する場合におい
て、点検・ 整備及び検査が当該事業場内で完結することを基本に、現車作業場、完
成検査場、その他の作業場等が合理的に配置されていること及び作業が適切な作
業管理の下に能率的に行われることが必要です。
屋内現車作業場と別の場所に独立して設置した完成検査場における点検作業の実
施については、検査機器を用いて行う点検及び検査に伴う軽微な調整作業だけ行う
ことができる。
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国土交通省
行政処分歴検索サイト

公開対象の行政処分情報

指定取消、認証取消、認定取消、事業停止、
保安基準適合証等の交付停止、事業改善命令、
自動車検査員の解任命令、是正命令措置

プラス

自動車検査員再教習未受講者
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○市長村合併に伴う住所変更が反映され
て いない車検証

新住所とみなされる。

○合併後の住所への変更を希望

専用シートや依頼書に記入し車検証を添
えて登録窓口へ提出。（無料）
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○合併後の継続車検

車検証に加えて専用シートの住所欄に赤
字で新住所を記載していただくか、依頼
書を添える。

依頼書

（各支局の様式による。）
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○お申し出先

同じナンバーを管轄する運輸支局

○お願い

市長村合併に伴う住所手続きが大量
の場合、混雑時を避けて頂ければ幸
いです。
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指定整備事業場の行政処分事例（過去2年以内に行政処分を受けていない事業場例）

※過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、処分点数が2倍あるいは1.5倍になることもあります。

※処分点数が○点／台の場合の処分内容は1台の場合を記載

走行装置の不正改造（指定整備記録簿の虚偽記載が併科される可能性あり）

処分内容

●適合証交付停止 25日間
●検査員解任命令

処分点数

●保安基準不適合証状態で
適合証を交付
【45点／台】
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指定整備事業場の行政処分事例（過去2年以内に行政処分を受けていない事業場例）

※過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、処分点数が2倍あるいは1.5倍になることもあります。

※処分点数が○点／台の場合の処分内容は1台の場合を記載

ユーザーの強要による不正改造

処分
内容

処分
点数

●適合証交付停止 25日間
●検査員解任命令

●保安基準不適合証状態で
適合証を交付
【45点／台】

業務範囲外の車両に保安基準適合証を交付

処分
内容

処分
点数

●口頭注意

●業務の範囲の限定違反
【5点／台】
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指定整備事業場の行政処分事例（過去2年以内に行政処分を受けていない事業場例）

※過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、処分点数が2倍あるいは1.5倍になることもあります。

※処分点数が○点／台の場合の処分内容は1台の場合を記載

検査基準値の誤認（指定整備記録簿の虚偽記載が併科される可能性あり）

処分内容 処分点数

●適合証交付停止 20日間
●検査員解任命令

●保安基準不適合証状態で
適合証を交付
【30点／台】
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指定整備事業場の行政処分事例（過去2年以内に行政処分を受けていない事業場例）

※過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、処分点数が2倍あるいは1.5倍になることもあります。

※処分点数が○点／台の場合の処分内容は1台の場合を記載

検査の一部未実施

処分
内容

●文書警告

処分
点数

●検査の一部を実施せず適合証
を交付

【10点／台】

自賠責保険の有効期間不足

処分
内容

処分
点数

●適合証交付停止 20日間

●自賠責の確認をせず適合証
を交付

【30点／台】
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指定整備事業場の行政処分事例（過去2年以内に行政処分を受けていない事業場例）

※過去2年以内に行政処分等を受けている場合は、処分点数が2倍あるいは1.5倍になることもあります。

※処分点数が○点／台の場合の処分内容は1台の場合を記載

同一性確認の不備 検査後の不正改造

処分
内容

処分
点数

●適合証交付停止 15日間
●検査員解任命令

●適合証交付手続中の同一性の相
違する自動車にも係わらず適合証
を交付 【20点／台】

●適合証交付停止 20日間処分
内容

処分
点数

●不正改造
【30点／台】
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「指定自動車整備事業における自動車検査証への走
行距離計表示値記載に係る取扱いについて」

走行距離計表示値の記載をする自動車
・普通自動車 （被けん引自動車を除く）
・小型自動車（二輪自動車含む）
・軽自動車

走行距離計表示値記載に係る取扱いについて

走行距離計に間違いが無いか十分に確認すること。

・オドメータかトリップメーターの表示を確認すること。
・自動車検査証に記載されている走行距離と現車の走行距離計を確認
すること。


