
《発表記者会：福島県政記者クラブ》 

 

 

 

令和２年４月１７日 

    東 北 運 輸 局 

福 島 運 輸 支 局 

 

自動車検査証の有効期間を伸長します 
～新型コロナウイルス感染症対策～ 

 
 
  

 

 
 

今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等緊急

事態措置を実施すべき区域が追加されたことに伴い、追加対象地域においても、爆発

的な感染拡大の発生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要が

あることから、道路運送車両法第６１条の２の規定を適用し、自動車検査証の有効期

間を伸長することとし、１６日付けで公示しましたのでお知らせします。 
 
○対象車両 

追加対象地域に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間

が満了する日が、４月１７日から５月３１日までのもの 

※ 令和２年２月２８日付け運輸支局長の公示により、自動車検査証の有効期間の満了す

る日が、令和２年２月２８日から同年３月３１日までのものを、令和２年４月３０日

を満了する日としたものを含む。 

 

 

○措置内容 

自動車検査証の有効期間を６月１日まで伸長 

 

○継続検査の手続き 

対象車両については、６月１日までに継続検査を受検すれば引き続き自動車をご

使用いただけます。 

なお、有効期間の伸長による自動車検査証の記載変更の手続きは不要です。 
 

○自動車損害賠償責任保険（共済）の手続き（締結手続の特例措置） 

継続検査を受検するまでに保険契約期間の終期が到来する保険契約については、

継続契約の締結手続きが６月１日を限度として猶予されます。 

詳しくは契約先の自動車損害賠償責任保険（共済）代理店等にご相談ください。 

＜お問い合わせ先＞ 

東北運輸局 福島運輸支局 

 検査・整備・保安部門 渡邊 三澤 

電話：024-546-0345ダイヤルイン２ 

ＦＡＸ：024-546-3756 

 

新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ等緊急事態措置

を実施すべき区域が全国に拡大されたことに伴い、福島県（以下、「追加対象地域」と

いう。）に使用の本拠の位置を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間が令和２年

４月１７日から５月３１日までの自動車については、令和２年６月１日まで自動車検

査証の有効期間を伸長します。 

 

 

（有効期間の確認は、お手持ちの自動車検査証の赤枠欄をご覧ください。） 

） 有効期間の満了する日 平成 32 年 5 月 31 日 
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別紙 

（参考１） 

○今回の自動車検査証の有効期間の伸長措置 

公示日 対象地域 
対象となる有効期間の

満了する日 
伸長日 

４月１６日 

全国 

（令和２年４月７日付

けの運輸支局長公示に

より対象となっている

７都府県を除く） 

令和２年４月１７日～

５月３１日 
令和２年６月１日 

 

 

○これまでの自動車検査証の有効期間を伸長措置（新型コロナウイルス感染症対策） 

公示日 対象地域 
対象となる 

有効期間の満了する日 
伸長日 

２月２８日 全国一律 令和２年２月２８日～３月３１日 令和２年４月３０日 

４月７日 

東京都 

令和２年４月８日～５月３１日 令和２年６月１日 

埼玉県 

千葉県 

神奈川県 

大阪府 

兵庫県 

福岡県 
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（参考２）参照条文 

道路運送車両法（昭和２６年 法律第１８５号）（抜粋） 

第６１条の２ 国土交通大臣は、一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使

用者が、天災その他やむを得ない事由により、継続検査を受けることができないと

認めるときは、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自動車検査証の有効

期間を、期間を定めて伸長する旨を公示することができる。  

２ 前項の公示があつた場合には、当該地域に使用の本拠の位置を有する自動車の自

動車検査証の有効期間は、公示の定めるところにより伸長したものとみなす。  

 

 

（参考３）自動車検査証の有効期間を伸長した最近の例 

○ 令和２年４月新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、新型インフルエンザ

等緊急事態措置を実施すべき区域（東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、大阪府、

兵庫県及び福岡県）に使用の本拠を有する車両のうち、自動車検査証の有効期間

が令和２年４月８日から５月３１日までの自動車について、令和２年６月１日ま

で自動車検査証の有効期間を伸長。 

 ○ 令和２年２月新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、自動車検査証の有効

期間が令和２年２月２８日から３月３１日までの自動車について、全国一律に令

和２年４月３０日まで自動車検査証の有効期間を伸長。 

○ 令和元年１０月台風第１９号の被害に伴い東京都西多摩郡奥多摩町日原地区に

使用の本拠を有する車両について日原地区から同地区外とへの交通が可能とな

った日の２週間後の日の翌日まで伸長。 

○ 令和元年１０月台風第１９号の被害に伴い宮城県の全域と岩手県、福島県、茨城

県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、長野県、静

岡県の一部の地域に使用の本拠を有する車両について最大２ヶ月伸長。 

○ 令和元年９月台風第１５号の被害に伴い袖ケ浦自動車検査登録事務所及び千葉

県の一部地域に使用の本拠を有する車両について最大１ヶ月伸長。 

 

 



令和２年４月１６日作成 

自動車検査証の有効期間の伸長に関するＱ＆Ａ 

 

問１ 道路運送車両法第６１条の２に基づく自動車検査証の有効期間の伸長とは

何でしょうか。 

答１ 一定の地域に使用の本拠の位置を有する自動車の使用者が、天災その他やむ

を得ない事由により継続検査を受けることができない場合に、当該自動車の使用

の本拠の位置を管轄する運輸支局長が、期間を定めて有効期間を伸長するもので

す。 

 

答２ 今般、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づき、新型インフルエンザ等

緊急事態措置を実施すべき区域が拡大され、全国において、爆発的な感染拡大の発

生を防止するため、外出による感染拡大のリスクを排除する必要があることから、

道路運送車両法第６１条の２の規定を適用し、自動車検査証の有効期間の伸長を行

ったものです。 

  また、新型インフルエンザ等緊急事態宣言による新型インフルエンザ等緊急事態

措置を実施すべき期間（令和２年４月１７日～５月６日）を超えて、令和２年５月

３１日までの自動車検査証の有効期間のものを伸長対象とした理由につきまして

は、新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施する期間後に、車両の点検整備及び

検査を実施する期間があることを考慮して、令和２年６月１日まで伸長することと

しております。 

 

問３ 自動車検査証の有効期間の伸長対象の自動車は、他の運輸局管内で継続検査

を受検することは可能でしょうか。 

答３ 自動車検査証の有効期間の伸長対象の自動車であれば、他の運輸局管内でも継

続検査を受検することは可能です。 

 

問４ 自動車検査証の有効期間が伸長される期間内は、臨時運行許可番号標（仮ナ

問２ なぜ、今回自動車検査証の有効期間を令和２年６月１日まで伸長するので

しょうか。 



 

ンバー）を付けての運行は必要ないのでしょうか。 

答４ 必要ございません。なお、令和２年６月２日以降（自動車検査証の有効期間の

伸長後の有効期間となる６月１日を過ぎた場合）は仮ナンバーが必要です。 

 

問５ 自動車検査証の有効期間が伸長される対象車両の全てが、強制的に伸長さ

れるのでしょうか。 

答５ 基本的には全ての車両が伸長対象となります。これは権利利益の延長なのでユ

ーザーに不利益はないとの考え方に基づきますが、車検制度には他の法令（自動車

損害賠償保障法等）が絡み合っており、有効期間を伸ばしたくないとのユーザーも

いるため、伸長を希望する場合には、申請者の申し出により伸長する（伸長公示を

適用）取扱いとしております。 

 

問６ 自動車検査証の有効期間が令和２年２月２８日～３月３１日の自動車がま

だ受検していない場合、今回の車検伸長の対象になりますか。 

答６ 新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施すべき区域（４７都道府県）につい

ては、今回の車検伸長の対象となります。 

 

問７ 自動車検査証の有効期間を伸長するには事前の手続き等が必要ですか。 

答７ 事前の申請等の手続きは必要ございません。伸長された有効期間中に、継続検

査の手続きをして頂ければ問題ありません。なお、継続検査時に車検の伸長を希望

する旨をお申し出ください。 

 

問８ 自動車検査証の有効期間の伸長手続き後に、継続検査を受検した場合の有効

期間満了日はいつでしょうか。 

答８ 令和２年２月２８日付けの運輸支局長の公示により令和２年４月３０日まで

有効期間を伸長された自動車の場合、１年又は２年後の令和２年４月３０日（同年

３月３０日～４月３０日に継続検査の申請があったもの）。令和２年４月７日付け

７都府県の運輸支局長の公示及び令和２年４月１６日付け４０道府県の運輸支局

長の公示により６月１日まで伸長された自動車の場合、１年又は２年後の令和２年



 

６月１日（同年５月１日～６月１日に継続検査の申請があったもの）。なお、令和

２年６月２日以降に受検する場合は受検日が起算日となります。 

解説：有効期間の起算日は、道路運送車両法施行規則第４４条により次のように規定

されております。 

① 自動車検査証の有効期間を記入する日（申請日） 

②ただし、自動車検査証の有効期間満了日の１ヶ月前から満了日までの間に自動

車検査証の有効期間を記入する場合は、有効期間満了日の翌日 

 

答９ 自賠責保険（共済）については、継続契約の締結手続きが令和２年６月１日を

限度として猶予されている特例措置であるため、同年６月１日以前が契約満了とな

る自賠責保険（共済）は、保険の終期から自動車検査証の有効期間の伸長後の新た

な自動車検査証のの有効期間の末日までを補う保険（共済）契約を締結する必要が

ございます。具体的な契約方法については、保険会社等へお問い合わせ下さい。 

 

問１０ 自動車検査証の有効期間の伸長期間内に運行する場合、自動車損害賠償責

任保険（共済）を契約しなくても運行できますか？ 

答１０ 自動車検査証の有効期間の伸長期間内に運行する場合は、車検の手続きの際

に、現自動車損害賠償責任保険（共済）契約の終期から新たな継続車検の有効期間

の末日までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）契約を締結する必要があります。 

 

問１１ 自動車検査証の車検期間の伸長の対象車両が、今回の伸長の対象となった

場合の自動車損害賠償責任保険（共済）はどのように締結したら良いでしょう

か。 

答１１ 前回の車検伸長（令和２年２月２８日～令和２年３月３１日までのものは

令和２年４月３０日まで）の対象となった車両における自動車損害賠償責任保険

（共済）の契約期間については次のとおりです。 

問９ 自動車検査証の有効期間が令和２年２月２８日～３月３１日の自動車は、有

効期間が伸長されると聞いたが、自動車損害賠償責任保険（共済）証明書の保

険期間も自動的に延長されるのでしょうか。 



 

【例：自家用車（２年車検）の場合】 

（１）４月３０日までの車検伸長を希望する場合 

 →現自動車損害賠償責任保険（共済）契約の終期から新たな継続車検の有効期間

の末日（令和４年４月３０日）までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）を

契約する。 

（２）４月３０日までの車検伸長を希望せず受検日からとする場合 

  ①検査の日まで運行している場合 

   →現自動車損害賠償責任保険（共済）契約の終期から新たな継続車検の有効

期間の末日までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）を契約する。 

  ②検査の日まで運行しない場合 

→受検日から車検期間の末日までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）を 

契約する。 

（３）６月１日までの車検伸長を希望する場合 

 →現自動車損害賠償責任保険（共済）契約の終期から新たな継続車検の有効期間

の末日（令和４年６月１日）までを補う自動車損害賠償責に保険（共済）を契

約する。 

※自動車検査証の有効期間の満了日が６月１日となる伸長の手続きは１か月前

（令和２年５月１日）から可能 

（４）６月１日までの車検伸長を希望せず受検日からとする場合 

  ①検査の日まで運行している場合 

   →現自動車損害賠償責任保険（共済）契約の終期から新たな継続車検の有効

期間の末日までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）を契約する。 

  ②検査の日まで運行しない場合 

→受検日から車検期間の末日までを補う自動車損害賠償責任保険（共済）を 

契約する。 

 



自動車検査証の伸長に係る有効期間について

車検伸長：有効期間の
新満了日は

令和3(4)年4月30日
通常の車検：有効期間は

検査の日から起算
例）令和2年4月28日→令和4年4月27日

（受検日） （新満了日）

通常の車検：有効期間は
検査の日から起算

例）令和2年4月20日→令和4年4月19日
（受検日） （新満了日）

車検受検日が4月30日以前

車検証の有効期間過ぎ

通常の車検：有効期間は
車検査証満了日翌日から起算
例）令和2年4月21日→令和4年4月21日

（旧満了日） （新満了日）

前の自賠責保険の終期か
ら伸長した期間の自賠責
保険の加入契約も必要

①

はい

車検受検日が5月1日～6月1日

はい

７都府県の自動車で車検査証の有効期間「令和2年4月 8日～5月31日」
40道府県の自動車で車検査証の有効期間「令和2年4月17日～5月31日」

④

令和2年4月16日

②-1、④及び⑤の場合で、検査の日まで
自動車を使用されている場合は、前の自
賠責保険の終期からの自賠責保険の加入
契約が必要です。

車検査証の有効期間が
「令和2年2月28日～3月31日」

はい

車検の伸長を希望 車検の伸長を希望

いいえ

はい

車検伸長：有効期間の
新満了日は

令和3(4)年6月1日

車検受検日が4月30日以前

通常の車検：有効期間は
検査の日から起算

例）令和2年5月20日→令和4年5月19日
（受検日） （新満了日）

いいえ

はい

いいえ

③

⑤

⑥

②-1（有効期間過ぎ）

②-2（有効期間過ぎでない）

通常の車検：有効期間は
車検査証満了日翌日から起算
例）令和2年5月26日→令和4年5月26日

（旧満了日） （新満了日）



 自動車検査証の伸長期間（４０道府県）

 自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

今回（R2.4.16）の措置内容

令和２年４月１７日
（平成３２年４月１７日）

令和２年６月１日
（平成３２年６月１日）

令和３年６月１日
令和４年６月１日

令和２年５月３１日
（平成３２年５月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車

が、伸長される有効期間（令和２年６月１日）

令和２年５月１日※～６月１日の間

伸長処理が可能な期間



 自動車検査証の伸長期間（７都府県）

 自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

前回（R2.4.7）の措置内容

令和２年４月８日
（平成３２年４月８日）

令和２年６月１日
（平成３２年６月１日）

令和３年６月１日
令和４年６月１日

令和２年５月３１日
（平成３２年５月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車

が、伸長される有効期間（令和２年６月１日）

令和２年５月１日※～６月１日の間

伸長処理が可能な期間



 自動車検査証の伸長期間（全国）

 自動車検査証が伸長される継続検査の
受検ケース

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

前々回（R2.2.28）の措置内容

令和２年２月２８日
（平成３２年２月２８日）

令和２年４月３０日
（平成３２年４月３０日）

令和３年４月３０日
令和４年４月３０日

令和２年３月３１日
（平成３２年３月３１日）

有効期間（始） 有効期間（終） 伸長後の有効期間

伸長＋車検後の
有効期間

～

が、有効期間の伸長対象となる自動車

が、伸長される有効期間（令和２年４月３０日）

令和２年４月１日※～３０日の間

※伸長の手続きは１ヶ月前（３月３０日）から可能ですが、今回の伸長の主旨をふまえて、４月１日以降と記載させて頂きました。

伸長処理が可能な期間



 ６月１日までの伸長を希望される場合は、５月１日～６月１日の間に検査の申請が必要です。

【参考】自動車検査証の有効期間の伸長について

これまでの伸長の考え方

令和２年２月２８日～
令和２年３月３１日

令和２年４月３０日
伸長後の有効期間①

が、前回の伸長対象となる自動車

が、前回の有効期間（令和２年４月３０日）

令和２年４月１日※～４月３０日の間

伸長処理が可能な期間①

有効期間①

※４月１～３０日間の検査の申請であれば「４月３０日」、５月１日～６月１日間の申請であれば「６月１日」が新たな有効期間満了日。

が、前回の伸長処理が可能な期間

が、今回の伸長対象となる自動車

が、今回の有効期間（令和２年６月１日）

が、今回の伸長処理が可能な期間

７都府県に使用の本拠の位置：令和２年４月８日～令和２年５月３１日
４０道府県に使用の本拠の位置：令和２年４月１７日～令和２年５月３１日

有効期間②

令和２年６月１日
伸長後の有効期間②

令和２年５月１日※～６月１日の間

伸長処理が可能な期間②


