改

正

染等及び海上災害の防止に関する法律施行

後

規則︵以下この条において﹁施行規則﹂と

この省令による改正後の海洋汚

︵船級協会の検査︶

十七条の六︵第四項を除く︒
︶
及び第三十七
いう︒
︶
第三十七条の五︑第三十七条の六︵第

新規検査を申請する者は︑当該自動車が道

第二十六条

条の七の規定は︑改正法附則第四条第一項
四 項 を 除 く︒
︶及 び 第 三 十 七 条 の 七 の 規 定

路運送車両の保安基準第三十条第一項の基

施行規則第三十七条の五︑第三

︵船級協会の検査︶

の船級協会が行う検査の業務に関する監督
は︑改正法附則第四条第一項の船級協会が

第二十六条

について準用する︒この場合において施行
行う検査の業務に関する監督について準用

︵新規検査の申請︶

規則第三十七条の五中﹁法第十九条の四十

２〜４

︵略︶

改

︵略︶

正

︵新規検査の申請︶

︵略︶

第三十六条

２〜４

前

国土交通大臣が指定する自動車︵一時抹

ものを除く︒
︶について新規検査を申請する

項の規定により自動車検査証が返納された

消登録を受けたもの及び法第六十九条第四

５

者は︑当該自動車が道路運送車両の保安基

国土交通大臣が指定する自動車について

より当該基準が適用されないこととされて

５

︵略︶

六第三項において準用する法第十九条の十
する︒この場合において施行規則第三十七

第三十六条

五第三項﹂とあるのは﹁海洋汚染等及び海
条の五中﹁法第十九条の四十六第三項にお

準︵同令第五十八条の規定に基づく告示に

上災害の防止に関する法律の一部を改正す
あるのは﹁海洋汚染等及び海上災害の防止

準第三十条第一項の基準︵同令第五十八条

に関する法律の一部を改正する法律附則第

いて準用する法第十九条の十五第三項﹂と

三十七条の六中﹁法第十九条の四十六第二
五条第二項﹂と︑施行規則第三十七条の六

る法律附則第五条第二項﹂と︑施行規則第
項﹂とあるのは﹁海洋汚染等及び海上災害
中﹁法第十九条の四十六第二項﹂とあるの

の規定に基づく告示により当該基準が適用

の防止に関する法律の一部を改正する法律

は﹁海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

いる自動車にあつては︑当該基準に代えて

附則第四条第一項﹂と︑施行規則第三十七

る法律の一部を改正する法律附則第四条第

式指定自動車﹂という︒︶
︑法第七十五条の

されないこととされている自動車にあつて

条の七中﹁第三章の二第一節
︵第四十七条︑

一項﹂と︑施行規則第三十七条の七中﹁第

三第一項の規定によりその型式について指

適用すべきものとして当該告示に定める基

第四十七条の三︑第四十七条の八︑第四十

三章の二第一節︵第四十七条︑第四十七条

式指定自動車﹂という︒︶
︑法第七十五条の

定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備

準︶に適合するものであることを証する書

七条の十一及び第四十七条の十二を除く︒
︶

の三︑第四十七条の八︑第四十七条の十一

三第一項の規定によりその型式について指

は︑当該基準に代えて適用すべきものとし

の規定は︑法第十九条の四十六第一項の規

及び第四十七条の十二を除く︒︶の規定は︑

定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備

であることを証する書面を提出しなければ

法第七十五条第一項の規定によりその型

ならない︒

基準に代えて適用すべきものとして当該告

こととされている自動車にあつては︑当該

基づく告示により当該基準が適用されない

条第二項の基準︵同令第五十八条の規定に

自動車が道路運送車両の保安基準第三十一

車について新規検査を申請する者は︑当該

という︒︶及び国土交通大臣が指定する自動

﹁一酸化炭素等発散防止装置指定自動車﹂

えた自動車︵型式指定自動車を除く︒以下

動車にあつては︑当該基準に代えて適用す

該基準が適用されないこととされている自

令第五十八条の規定に基づく告示により当

両の保安基準第三十一条第二項の基準︵同

を申請する者は︑当該自動車が道路運送車

返納されたものを除く︒
︶について新規検査

十九条第四項の規定により自動車検査証が

車︵一時抹消登録を受けたもの及び法第六

という︒︶及び国土交通大臣が指定する自動

﹁一酸化炭素等発散防止装置指定自動車﹂

えた自動車︵型式指定自動車を除く︒以下

式について指定を受けた自動車︵以下﹁型

６

示に定める基準︶のうち︑国土交通大臣が

式について指定を受けた自動車︵以下﹁型

て当該告示に定める基準︶に適合するもの

定による登録並びに同条第二項﹂とあるの

法第十九条の四十六第一項の規定による登

面を提出しなければならない︒

は﹁第四十七条の六︑第四十七条の七︑第

録並びに同条第二項﹂とあるのは﹁第四十

法第七十五条第一項の規定によりその型

四十七条の九及び第四十七条の十の規定

６

は︑海洋汚染等及び海上災害の防止に関す

七条の六︑第四十七条の七︑第四十七条の
九及び第四十七条の十の規定は︑海洋汚染

る法律の一部を改正する法律附則第四条第
一項﹂と読み替えるものとする︒

等及び海上災害の防止に関する法律の一部
を改正する法律附則第四条第一項﹂と読み

指定するものに適合するものであることを

７〜

︵略︶

なければならない︒

するものであることを証する書面を提出し

うち︑国土交通大臣が指定するものに適合

べきものとして当該告示に定める基準︶の

︵略︶

証する書面を提出しなければならない︒

７〜
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替えるものとする︒
附 則
この省令は︑公布の日から施行する︒
〇国土交通省令第四十六号
道路運送車両法︵昭和二十六年法律第百八十五号︶第七十六条の規定に基づき︑道路運送車両法施
行規則の一部を改正する省令を次のように定める︒
平成二十九年七月十九日
国土交通大臣 石井 啓一
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令
道路運送車両法施行規則︵昭和二十六年運輸省令第七十四号︶の一部を次のように改正する︒
次の表により︑改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる
規定の傍線を付した部分のように改め︑改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重
傍線を付した規定︵以下﹁対象規定﹂という︒
︶
は︑改正前欄に掲げる規定を改正後欄に掲げる対象規
定として移動し︑
改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは︑
これを加える︒

11

揨
(号外第 揧揫揫 号)

報
官
水曜日
平成 揨揯 年 揭 月 揧揯 日

条第二項︑第三項若しくは第四項︑第三十

項︑第十二項若しくは第十三項︑第三十三

第七項︑第八項︑第九項︑第十項︑第十一

第二項︑第三項︑第四項︑第五項︑
第六項︑

項︑第二項及び第三項︑
第三十二条第一項︑

三項︑第二十五条第四項︑第二十九条第一

条の四︑第二十二条の五第二項若しくは第

る場合を含む︒
︶
若しくは第五項︑第二十二

む︒
︶
︑第三項︵同条第四項において準用す

項︵同条第四項において準用する場合を含

及び第四項︑第二十二条の三第一項︑第二

は第六項︑第二十一条︑第二十二条第三項

第十九条︑第二十条第四項︑第五項若しく

二第三項︑第四項︑
第五項若しくは第六項︑

五項︑第六項若しくは第七項︑第十八条の

項︑第十八条第二項︑第三項︑第四項︑第

の二第一項︑第二項︑第三項若しくは第四

第一項︑第二項若しくは第三項︑第十七条

第十五条第一項若しくは第二項︑第十七条

項若しくは第二項︑第十三条︑第十四条︑

の二第二項若しくは第三項︑第十二条第一

第十一条第一項若しくは第二項︑第十一条

条第一項︑第二項若しくは第三項︑
第十条︑

七条︑第八条第一項若しくは第五項︑第九

第五条︑第六条第一項若しくは第二項︑第

第四条の二第一項︑
第二項若しくは第三項︑

用される道路運送車両の保安基準第四条︑

新規検査を申請する者は︑当該自動車に適

証する書面を提出しなければならない︒

指定する基準に適合するものであることを

示に定める基準︶のうち︑国土交通大臣が

基準に代えて適用すべきものとして当該告

とされている自動車にあつては︑これらの

示によりこれらの基準が適用されないこと

の基準︵同令第五十八条の規定に基づく告

は第四項︑第四十五条第三項又は第五十条

第四十三条の七︑第四十四条第一項若しく

三条の五第二項︑第四十三条の六第二項︑

第三十二条第八項若しくは第九項︑第四十

項︑第二十九条第一項︑第二項及び第三項︑

五第二項若しくは第三項︑第二十五条第四

を含む︒
︶
︑第二十二条の四︑第二十二条の

第三項︵同条第四項において準用する場合

項において準用する場合を含む︒︶若しくは

第二十二条の三第一項︑第二項︵同条第四

は第五項︑第二十二条第三項及び第四項︑

項若しくは第五項︑第二十条第四項若しく

第五項若しくは第六項︑第十八条の二第三

四項︑第十八条第二項︑第三項︑第四項︑

は第三項︑第十七条の二第三項若しくは第

項若しくは第二項︑第十七条第一項若しく

第十二条第一項︑第十三条︑第十五条第一

項︑第十一条第二項︑第十一条の二第三項︑

両の保安基準第八条第一項若しくは第五

者は︑当該自動車に適用される道路運送車

ものを除く︒
︶
について新規検査を申請する

項の規定により自動車検査証が返納された

消登録を受けたもの及び法第六十九条第四

国土交通大臣が指定する自動車︵一時抹

三条の二第二項若しくは第三項︑第三十三

国土交通大臣が指定する自動車について

条の三第二項若しくは第三項︑第三十四条

12

は第三項︑第三十七条の四第二項若しくは

くは第三項︑第三十七条の三第二項若しく

しくは第三項︑第三十七条の二第二項若し

二項若しくは第三項︑第三十七条第二項若

項︑第四項若しくは第五項︑第三十六条第

くは第三項︑第三十五条の二第二項︑第三

項若しくは第三項︑第三十五条第二項若し

二項若しくは第三項︑第三十四条の三第二

第二項若しくは第三項︑第三十四条の二第

12
第三項︑
第三十八条第二項若しくは第三項︑

第三十八条の二第二項若しくは第三項︑第
三十八条の三第二項若しくは第三項︑第三
十九条第二項若しくは第三項︑第三十九条
の二第二項若しくは第三項︑第四十条第二
項若しくは第三項︑第四十一条第二項若し
くは第三項︑第四十一条の二第二項若しく
は第三項︑第四十一条の三第二項若しくは
第三項︑第四十一条の四第三項若しくは第
四項︑第四十一条の五第三項若しくは第四
項︑第四十二条︑第四十三条第二項若しく
は第三項︑第四十三条の二︑第四十三条の
三︑第四十三条の四第一項︑第四十三条の
五第二項︑第四十三条の六︑第四十三条の
七︑第四十四条第一項︑第二項︑第三項︑
第四項︑第五項若しくは第六項︑第四十五
条第一項若しくは第二項︑第四十六条第一
項︑第四十七条第一項︑第四十八条︑第四
十八条の二第二項︑第四十八条の三第二項
又は第五十条の基準︵同令第五十八条の規
定に基づく告示によりこれらの基準が適用
されないこととされている自動車にあつて
は︑これらの基準に代えて適用すべきもの
として当該告示に定める基準︶のうち︑国
土交通大臣が指定する基準に適合するもの
であることを証する書面を提出しなければ
ならない︒
第一項︑第四項から第七項まで及び前項
の規定により書面を提出しようとする者
は︑当該書面に虚偽の記載をしてはならな
い︒
︵継続検査︶
第三十七条の二 第三十六条第十二項の規定
は︑継続検査の申請について準用する︒
２ 前項において準用する第三十六条第十二
項の規定により書面を提出しようとする者
は︑当該書面に虚偽の記載をしてはならな
い︒
︵臨時検査︶
第三十七条の二の二 ︵略︶
２ 前項の申請書を提出する場合には︑第六
十三条の二第三項の規定により交付を受け
た当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時
運転番号標貸与証を提示しなければならな
い︒
13
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水曜日
平成 揨揯 年 揭 月 揧揯 日
揩

︵新設︶

︵新設︶

︵臨時検査︶
第三十七条の二 ︵略︶
２ 前項の申請書を提出する場合には︑第六
十三条の二第三項の規定により交付を受け
た当該自動車の軽自動車届出済証又は臨時
運転番号標貸与証を呈示しなければならな
い︒

３ 第三十六条第十二項の規定は︑臨時検査
の申請について準用する︒
項の規定により書面を提出しようとする者

４ 前項において準用する第三十六条第十二
は︑当該書面に虚偽の記載をしてはならな
い︒
５・６ ︵略︶
︵略︶

︵限定自動車検査証等の提出︶
第三十七条の二の三
︵略︶

︵自動車検査証の記入の申請等︶
第三十八条

︵新設︶
︵新設︶

３・４

︵略︶
︵略︶

︵限定自動車検査証等の提出︶
第三十七条の二の二
︵略︶

︵自動車検査証の記入の申請等︶
︵略︶

第三十八条
２〜４

その識別が困難となり︑法第七十六条の規

合において︑車両番号標が滅失し︑
毀損し︑

いて自動車検査証の記入の申請があつた場

動車検査協会︶は︑検査対象軽自動車につ

適合しなくなつたときは︑車両番号を変更

規定に基づき国土交通省令で定める様式に

その識別が困難となり又は法第七十六条の

合において︑車両番号標が滅失し︑き損し︑

いて自動車検査証の記入の申請があつた場

動車検査協会︶は︑検査対象軽自動車につ

四条の四の規定の適用があるときは︑軽自

運輸監理部長又は運輸支局長︵法第七十

２〜４
５

︵略︶

５ 運輸監理部長又は運輸支局長︵法第七十

定に基づき国土交通省令で定める様式に適

することができる︒

四条の四の規定の適用があるときは︑軽自

合しなくなり︑又は車両番号の変更の申請

︵略︶

があつたときは︑車両番号を変更すること
６〜８

ができる︒
︵新設︶

︵略︶

６〜８

︵新設︶

２〜４

︵略︶

︵略︶

第四十二条

︵予備検査︶

︵新設︶

９ 第三十六条第十二項の規定は︑構造等変
第一項において準用する第三十六条第一

更検査の申請について準用する︒

︵略︶

前項において準用する第三十六条第五項
から第七項まで及び第十二項の規定により
書面を提出しようとする者は︑当該書面に
虚偽の記載をしてはならない︒

この省令は︑公布の日から施行する︒

附 則

３〜５ ︵略︶

２

第四十二条

︵予備検査︶

してはならない︒

ようとする者は︑当該書面に虚偽の記載を

十六条第十二項の規定により書面を提出し

項︑第三項及び前項において準用する第三

10

揪
(号外第 揧揫揫 号)

報
官
水曜日
平成 揨揯 年 揭 月 揧揯 日

