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「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」の一部改正に 

ついて 

地 方 運 輸 局 長 殿 

沖縄総合事務局長 殿 

自 動 車 局 長 

国 自 情 第 ２ ５ ２ 号 

平成２７年３月２３日 

 

道路運送車両法施行規則（昭和２６年８月１６日運輸省令第７４号）の一部を改正す

る省令の施行に伴い、「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」（昭和５７年

９月１８日付け自管第１４９号）を下記のとおり一部改正することとしたので、了知さ

れたい。本通達は省令の施行日（平成２７年３月３０日）から適用する。 

 

記 

 

「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」（昭和５７年９月１８日付け自管

第１４９号）を以下のとおり改正する。  

 

第３条（１）（ニ）を 

「（ニ）分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した

２年間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に「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１８年３月２日付け国自整第１２６号）」

に基づく行政処分を受けていないこと」に改める。 

第３条（１）中 

「（ホ）その他必要と認められる事項」の追加。 

第３条（３）①（へ）を 

「（へ）分解整備を業とする者にあっては、法第７８条第１項の自動車分解整備事

業の認証を証する書面の写し又は法第９４条の２第１項の指定自動車整備事業

の指定を証する書面の写しの提出」に改める。 

第３条（３）①中 

「（ト）分解整備を業とする者にあっては、法第５９条の新規検査、第６２条の継

続検査、第６７条の構造等変更検査又は第７１条の予備検査（以下「車検」と

いう。）のために自ら分解整備した自動車の台数が回送運行の許可申請を行っ

た日の直前６ヶ月において月平均２０台以上であり、かつ、許可申請を行った

日の直前１年間の法第３５条の臨時運行許可に基づく運行実績（臨時運行の目

的が車検のために自ら分解整備しようとする自動車（有効な自動車検査証の交
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付を受けていないものに限る。）の引き取りのための回送、車検のために自ら

分解整備した自動車の引き渡しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車

検のため運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会

等の機関（以下「車検場」という。）までの回送であるものに限る。）が７台

以上あること（２回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前１年間の

回送運行の許可に基づく回送運行実績が７台以上あること）。ただし、離島等

のへき地であってやむを得ない事情があると認められる場合は、実情に照らし

て判断しても差し支えない。」の追加。 

第３条（３）①中 

「（チ）その他必要と認められる事項」の追加。 

第３条（３）②を 

「②自動車の製作、陸送、新車若しくは中古車の販売又は分解整備を業とすること

を証する書面には、自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とする者の関係

団体の会員であることを証する書面を含むものとする。」に改める。 

第４条中 

「（４）分解整備を業とする者については、車検のために自ら分解整備しようとす 

る自動車の引き取りのための回送、車検のために自ら分解整備した自動車の引き 

渡しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送」

の追加。 

第４条の２  

「第４条の２ 許可を受けた者について、回送運行許可証に記載された回送の目的

を追加しようとする場合、運輸支局等にその旨を記載した申請書その他必要書類

を提出させるものとする。 

上記申請があった場合は、第３条の許可基準適合性について審査し、適合すると

認める場合は、追加しようとする前条の回送の目的を回送運行許可証に記載する

ものとする。」の追加。 

第５条を  

「運輸監理部長及び運輸支局長（以下「運輸支局長等」という。）は、回送運行許

可証を交付し、及び回送運行許可番号標を貸与するときは、不正防止の観点から必

要枚数を超えて、又は必要期間を上回る期間について交付し、又は貸与することの

ないようにしなければならない。 

なお、分解整備を業とする者に交付する許可証及び貸与する番号標の枚（組）数は、

当分の間、一の営業所につき一枚（組）とする。 

自動車の製作、陸送又は販売と自動車分解整備事業を兼業している者にあっては、

既に交付を受けている許可証の回送の目的に車検のために自ら分解整備しようとす

る自動車の引き取りのための回送、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡

しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送を追加

することとし、新たに番号標の貸与は行わない。」に改める。 
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【改正溶け込み】 

自動車の回送運行許可等事務処理要領 

 

（適用） 

第１条 道路運送車両法（以下「法」という。）第３６条の２（法第７３条第２項に 

おいて準用する場合を含む。）の規定に基づく自動車の回送運行の許可（以下「許

可」という。）並びに回送運行許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与に関す

る事務の取扱いは、法令に定めるところによるほか、この要領に定めるところによ

る。 

（書類の経由） 

第２条 地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ）に提出すべき許可の申請

書その他の書類は、自動車の回送の業務を行う営業所のうち主たる営業所の所在地を

管轄する運輸監理部、運輸支局又は自動車検査登録事務所（以下「運輸支局等」とい

う。）を経由して提出させるものとする。 

（許可基準適合性の審査） 

第３条 道路運送車両法施行規則（以下「規則」という。）第２６条の２の許可基準に

適合するか否かについては、次の事項を審査するものとする。 

（１） 第１号について 

（イ）運転者等に対する関係法令の周知方法 

（ロ）回送自動車の道路運送車両の保安基準への適合性の確認方法 

（ハ）社内取扱い内規の内容 

（ニ）分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直前の連続した２年

間及び申請を行った日から許可を受けるまでの間に「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１８年３月２日付け国自整第１２６号）」に基

づく行政処分を受けていないこと 

（ホ）その他必要と認められる事項 

（２） 第２号について 

（イ）回送運行許可証及び回送運行許可番号標の保管方法 

（ロ）回送運行許可番号標の管理に関する責任者（以下「回送運行許可番号標管理責

任者」という。）の選任状況 

（ハ）回送運行許可番号標管理簿の備付け及び必要事項の記載状況 

（ニ）その他必要と認められる事項 

（３） 第３号について 

①（イ）商業登記法に規定する登記事項証明書（現在事項証明書又は履歴事項証明書）

又は商業登記簿の謄本の提出 

ただし、個人にあっては、住民票の提出 

（ロ）自動車の製作を業とする者にあっては、その旨の証明書の提出 

（ハ）陸送を業とする者にあっては、回送委託契約書の写し及び委託者一覧表その
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他陸送を業とすることを証する書面の提出 

（ニ）新車の販売を業とする者にあっては、自動車製作者による証明書、他の新車

の販売を業とする者との販売契約書の写しその他新車の販売を業とすることを

証する書面の提出 

（ホ）中古車の販売を業とする者にあっては、都道府県公安委員会の発行する古物

営業許可証の写しその他中古車の販売を業とすることを証する書面の提出 

（へ）分解整備を業とする者にあっては、法第７８条第１項の自動車分解整備事業

の認証を証する書面の写し又は法第９４条の２第１項の指定自動車整備事業の

指定を証する書面の写しの提出 

（ト）分解整備を業とする者にあっては、法第５９条の新規検査、第６２条の継続

検査、第６７条の構造等変更検査又は第７１条の予備検査（以下「車検」とい

う。）のために自ら分解整備した自動車の台数が回送運行の許可申請を行った

日の直前６ヶ月において月平均２０台以上であり、かつ、許可申請を行った日

の直前１年間の法第３５条の臨時運行許可に基づく運行実績（臨時運行の目的

が車検のために自ら分解整備しようとする自動車（有効な自動車検査証の交付

を受けていないものに限る。）の引き取りのための回送、車検のために自ら分

解整備した自動車の引き渡しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車検

のため運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会等

の機関（以下「車検場」という。）までの回送であるものに限る。）が７台以

上あること（２回目以降の許可の場合は許可申請を行った日の直前１年間の回

送運行の許可に基づく回送運行実績が７台以上あること）。ただし、離島等の

へき地であってやむを得ない事情があると認められる場合は、実情に照らして

判断しても差し支えない。 

（チ）その他必要と認められる事項 

② 自動車の製作、陸送、新車若しくは中古車の販売又は分解整備を業とすることを

証する書面には、自動車の製作、陸送、販売又は分解整備を業とする者の関係団

体の会員であることを証する書面を含むものとする。 

（回送の目的） 

第４条 法第３６条の２第４項の回送の目的は、おおむね次に掲げるものの範囲内で記

載するものとする。 

（１）製作を業とする者については、自己の製作に係る自動車の回送 

（２）陸送を業とする者については、他人からの委託を受けて行う回送 

（３）販売を業とする者については、自己の販売しようとする自動車の展示又は整備

若しくは改造のための回送、販売した自動車の納車のための回送、自己の仕入

れた自動車の引き取りのための回送、自己の自動車の販売又は仕入れに伴って

必要となる車検、登録及び封印のための整備工場又は運輸支局等の機関までの

回送、並びに自己の自動車の販売に伴って発生した下取り車の適正な処理のた

めの回送 
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（４）分解整備を業とする者については、車検のために自ら分解整備しようとする自

動車の引き取りのための回送、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡

しのための回送及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送  

（回送の目的の追加） 

第４条の２ 許可を受けた者について、回送運行許可証に記載された回送の目的を追加

しようとする場合、運輸支局等にその旨を記載した申請書その他必要書類を提出させ

るものとする。 

上記申請があった場合は、第３条の許可基準適合性について審査し、適合すると認

める場合は、追加しようとする前条の回送の目的を回送運行許可証に記載するものと

する。 

（回送運行許可証の交付枚数等） 

第５条 運輸監理部長及び運輸支局長（以下「運輸支局長等」という。）は、回送運行

許可証を交付し、及び回送運行許可番号標を貸与するときは、不正防止の観点から必

要枚数を超えて、又は必要期間を上回る期間について交付し、又は貸与することのな

いようにしなければならない。 

なお、分解整備を業とする者に交付する許可証及び貸与する番号標の枚（組）数は、

当分の間、一の営業所につき一枚（組）とする。 

自動車の製作、陸送又は販売と自動車分解整備事業を兼業している者にあっては、

既に交付を受けている許可証の回送の目的に車検のために自ら分解整備しようとする

自動車の引き取りのための回送、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しの

ための回送及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送を追加するこ

ととし、新たに番号標の貸与は行わない。 

（変更の届出） 

第６条 許可を受けた者について、規則第２６条第１項第１号若しくは第２号に掲げる

事項、営業所の電話番号又は回送運行許可番号標管理責任者に変更があった場合には、

遅滞なくその旨を記載した書面を提出させるものとする。  

（許可台帳の備付け） 

第７条 地方運輸局長は、回送運行許可台帳を備え、これに次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

許可番号、許可年月日、氏名又は名称及び住所、営業所名及び所在地並びに電話番

号、許可の有効期間、回送運行許可番号標管理責任者、違反の事実に対する処分内容、

聴聞年月日、違反についての処分の通知番号及び年月日、その他必要な事項 

（許可証等交付台帳の備付け） 

第８条 運輸支局長等は、回送運行許可証等交付台帳を備え、これに次に掲げる事項を

記載するものとする。 

氏名又は名称及び住所、営業所名及び所在地並びに電話番号、交付した許可証の番

号及び年月日、貸与した番号標の番号、許可証の有効期間、その他必要な事項 

（保存期間） 
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第９条 回送運行許可台帳及び回送運行許可証等交付台帳は、当該許可の有効期間が経

過した後２年間保存するものとする。 

（報告）  

第１０条 地方運輸局長は、回送運行許可事務並びに回送運行許可証交付事務及び回送

運行許可番号標貸与事務に関して取扱要領を定めたとき又はこれを変更したときは、

本省自動車情報課長あて報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

「自動車の回送運行許可等事務処理要領について」（昭和５７年９月１８日付け自動車局長通達自管第１４９号）の新旧対照表 
改  正  案 現    行 

 

自動車の回送運行許可等事務処理要領 
 

自動車の回送運行許可等事務処理要領 
（適用） 

第１条 道路運送車両法（以下「法」という。）第３６条の２（法第 

７３条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく自動

車の回送運行の許可（以下「許可」という。）並びに回送運行許可

証の交付及び回送運行許可番号標の貸与に関する事務の取扱いは、

法令に定めるところによるほか、この要領に定めるところによる。 

 

（書類の経由） 

第２条 地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下同じ）に提出

すべき許可の申請書その他の書類は、自動車の回送の業務を行う営

業所のうち主たる営業所の所在地を管轄する運輸監理部、運輸支局

又は自動車検査登録事務所（以下「運輸支局等」という。）を経由

して提出させるものとする。 

（許可基準適合性の審査） 

第３条 道路運送車両法施行規則（以下「規則」という。）第２６条

の２の許可基準に適合するか否かについては、次の事項を審査する

ものとする。 

（１） 第１号について 

（イ）運転者等に対する関係法令の周知方法 

（ロ）回送自動車の道路運送車両の保安基準への適合性の確認方法 

（ハ）社内取扱い内規の内容 

（ニ）分解整備を業とする者にあっては、許可申請を行った日の直

前の連続した２年間及び申請を行った日から許可を受けるま

での間に「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１８年３月２日付け国自整第１２６号）」に基づく行

政処分を受けていないこと 

（ホ）その他必要と認められる事項 

（２） 第２号について 

（イ）回送運行許可証及び回送運行許可番号標の保管方法 

（ロ）回送運行許可番号標の管理に関する責任者（以下「回送運行

（適用） 

第１条 道路運送車両法（以下、「法」という。）第３６条の２（法

第７３条第２項において準用する場合を含む。）の規定に基づく自

動車の回送運行の許可（以下、「許可」という。）並びに回送運行

許可証の交付及び回送運行許可番号標の貸与に関する事務の取扱

いは、法令に定めるところによるほか、この要領に定めるところに

よる。 

（書類の経由） 

第２条 地方運輸局長（沖縄総合事務局長を含む。以下、同じ）に提

出すべき許可の申請書その他の書類は、自動車の回送の業務を行う

営業所のうち主たる営業所の所在地を管轄する運輸監理部、運輸支

局又は自動車検査登録事務所（以下、「運輸支局等」という。）を

経由して提出させるものとする。 

（許可基準適合性の審査） 

第３条 道路運送車両法施行規則（以下、「規則」という。）第２６

条の２の許可基準に適合するか否かについては、次の事項を審査す

るものとする。 

（１） 第１号について 

（イ）運転者等に対する関係法令の周知方法 

（ロ）回送自動車の道路運送車両の保安基準への適合性の確認方法 

（ハ）社内取扱い内規の内容 

 

 

 

 

 

（ニ）その他必要と認められる事項 

（２） 第２号について 

（イ）回送運行許可証及び回送運行許可番号標の保管方法 

（ロ）回送運行許可番号標の管理に関する責任者（以下、「回送運

別添１－２ 
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許可番号標管理責任者」という。）の選任状況 

（ハ）回送運行許可番号標管理簿の備付け及び必要事項の記載状況 

（ニ）その他必要と認められる事項 

（３） 第３号について 

①（イ）商業登記法に規定する登記事項証明書（現在事項証明書又

は履歴事項証明書）又は商業登記簿の謄本の提出 

ただし、個人にあっては、住民票の提出 

（ロ）自動車の製作を業とする者にあっては、その旨の証明書の

提出 

（ハ）陸送を業とする者にあっては、回送委託契約書の写し及び

委託者一覧表その他陸送を業とすることを証する書面の提

出 

（ニ）新車の販売を業とする者にあっては、自動車製作者による

証明書、他の新車の販売を業とする者との販売契約書の写し

その他新車の販売を業とすることを証する書面の提出 

（ホ）中古車の販売を業とする者にあっては、都道府県公安委員

会の発行する古物営業許可証の写しその他中古車の販売を

業とすることを証する書面の提出 

（へ）分解整備を業とする者にあっては、法第７８条第１項の自

動車分解整備事業の認証を証する書面の写し又は法第９４

条の２第１項の指定自動車整備事業の指定を証する書面の

写しの提出 

（ト）分解整備を業とする者にあっては、法第５９条の新規検査、

第６２条の継続検査、第６７条の構造等変更検査又は第７１

条の予備検査（以下「車検」という。）のために自ら分解整

備した自動車の台数が回送運行の許可申請を行った日の直

前６ヶ月において月平均２０台以上であり、かつ、許可申請

を行った日の直前１年間の法第３５条の臨時運行許可に基

づく運行実績（臨時運行の目的が車検のために自ら分解整備

しようとする自動車（有効な自動車検査証の交付を受けてい

ないものに限る。）の引き取りのための回送、車検のために

自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送及び自ら

分解整備した自動車の車検のため運輸監理部、運輸支局、自

動車検査登録事務所又は軽自動車検査協会等の機関（以下

行許可番号標管理責任者」という。）の選任状況 

（ハ）回送運行許可番号標管理簿の備付け及び必要事項の記載状況 

（ニ）その他必要と認められる事項 

（３） 第３号について 

①（イ）商業登記法に規定する登記事項証明書（現在事項証明書又

は履歴事項証明書）又は商業登記簿の謄本の提出 

ただし、個人にあっては、住民票の提出 

（ロ）自動車の製作を業とする者にあっては、その旨の証明書の

提出 

（ハ）陸送を業とする者にあっては、回送委託契約書の写し及び

委託者一覧表その他陸送を業とすることを証する書面の提

出 

（ニ）新車の販売を業とする者にあっては、自動車製作者による

証明書、他の新車の販売を業とする者との販売契約書の写し

その他新車の販売を業とすることを証する書面の提出 

（ホ）中古車の販売を業とする者にあっては、都道府県公安委員

会の発行する古物営業許可証の写しその他中古車の販売を

業とすることを証する書面の提出 
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「車検場」という。）までの回送であるものに限る。）が７

台以上あること（２回目以降の許可の場合は許可申請を行っ

た日の直前１年間の回送運行の許可に基づく回送運行実績

が７台以上あること）。ただし、離島等のへき地であってや

むを得ない事情があると認められる場合は、実情に照らして

判断しても差し支えない。 

（チ）その他必要と認められる事項 

② 自動車の製作、陸送、新車若しくは中古車の販売又は分解整備

を業とすることを証する書面には、自動車の製作、陸送、販売

又は分解整備を業とする者の関係団体の会員であることを証

する書面を含むものとする。 

（回送の目的） 

第４条 法第３６条の２第４項の回送の目的は、おおむね次に掲げる

ものの範囲内で記載するものとする。 

（１）製作を業とする者については、自己の製作に係る自動車の回

送 

（２）陸送を業とする者については、他人からの委託を受けて行う

回送 

（３）販売を業とする者については、自己の販売しようとする自動

車の展示又は整備若しくは改造のための回送、販売した自動

車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りの

ための回送、自己の自動車の販売又は仕入れに伴って必要と

なる車検、登録及び封印のための整備工場又は運輸支局等の

機関までの回送、並びに自己の自動車の販売に伴って発生し

た下取り車の適正な処理のための回送 

（４）分解整備を業とする者については、車検のために自ら分解整

備しようとする自動車の引き取りのための回送、車検のため

に自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送及び自

ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送 
（回送の目的の追加） 

第４条の２ 許可を受けた者について、回送運行許可証に記載された

回送の目的を追加しようとする場合、運輸支局等にその旨を記載

した申請書その他必要書類を提出させるものとする。 

上記申請があった場合は、第３条の許可基準適合性について審査

 

 

 

 

 

 

（ヘ）その他必要と認められる事項 

② 自動車の製作、陸送又は新車の販売若しくは、中古車の販売を

業とすることを証する書面には、自動車の製作、陸送又は販売

を業とする者の関係団体の会員であることを証する書面を含

むものとする。 

（回送の目的） 

第４条 法第３６条の２第４項の回送の目的は、おおむね次に掲げる

ものの範囲内で記載するものとする。 

（１）製作を業とする者については、自己の製作に係る自動車の回

送 

（２）陸送を業とする者については、他人からの委託を受けて行う

回送 

（３）販売を業とする者については、自己の販売しようとする自動

車の展示又は整備若しくは改造のための回送、販売した自動

車の納車のための回送、自己の仕入れた自動車の引き取りの

ための回送、並びに自己の自動車の販売又は仕入れに伴って

必要となる車検及び登録並びに封印のための整備工場又は

運輸支局等の機関までの回送、並びに自己の自動車の販売に

伴って発生した下取り車の適正な処理のための回送 
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し、適合すると認める場合は、追加しようとする前条の回送の目的

を回送運行許可証に記載するものとする。 

 

（回送運行許可証の交付枚数等） 

第５条 運輸監理部長及び運輸支局長（以下「運輸支局長等」という。）

は、回送運行許可証を交付し、及び回送運行許可番号標を貸与する

ときは、不正防止の観点から必要枚数を超えて、又は必要期間を上

回る期間について交付し、又は貸与することのないようにしなけれ

ばならない。 

なお、分解整備を業とする者に交付する許可証及び貸与する番号

標の枚（組）数は、当分の間、一の営業所につき一枚（組）とする。 

自動車の製作、陸送又は販売と自動車分解整備事業を兼業してい

る者にあっては、既に交付を受けている許可証の回送の目的に車検

のために自ら分解整備しようとする自動車の引き取りのための回

送、車検のために自ら分解整備した自動車の引き渡しのための回送

及び自ら分解整備した自動車の車検のため車検場までの回送を追

加することとし、新たに番号標の貸与は行わない。 

（変更の届出） 

第６条 許可を受けた者について、規則第２６条第１項第１号若しく

は第２号に掲げる事項、営業所の電話番号又は回送運行許可番号標

管理責任者に変更があった場合には、遅滞なくその旨を記載した書

面を提出させるものとする。  

（許可台帳の備付け） 

第７条 地方運輸局長は、回送運行許可台帳を備え、これに次に掲げ

る事項を記載するものとする。 

許可番号、許可年月日、氏名又は名称及び住所、営業所名及び

所在地並びに電話番号、許可の有効期間、回送運行許可番号標管

理責任者、違反の事実に対する処分内容、聴聞年月日、違反につ

いての処分の通知番号及び年月日、その他必要な事項 

（許可証等交付台帳の備付け） 

第８条 運輸支局長等は、回送運行許可証等交付台帳を備え、これに

次に掲げる事項を記載するものとする。 

氏名又は名称及び住所、営業所名及び所在地並びに電話番号、交

付した許可証の番号及び年月日、貸与した番号標の番号、許可証の

 

 

 

（回送運行許可証の交付枚数等） 

第５条 運輸監理部長及び運輸支局長（以下、「運輸支局長等」とい

う。）は、回送運行許可証を交付し、及び回送運行許可番号標を貸

与するときは、不正防止の観点から必要枚数を超えて、又は必要期

間を上回る期間について交付し、又は貸与することのないようにし

なければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（変更の届出） 

第６条 許可を受けた者について、規則第２６条第１項第１号若しく

は第２号に掲げる事項、営業所の電話番号又は回送運行許可番号標

管理責任者に変更があった場合には、遅滞なくその旨を記載した書

面を提出させるものとする。  

（許可台帳の備付け） 

第７条 地方運輸局長は、回送運行許可台帳を備え、これに次に掲げ

る事項を記載するものとする。 

許可番号、許可年月日、氏名又は名称及び住所、営業所名及び所

在地並びにその電話番号、許可の有効期間、回送運行許可番号標管

理責任者、違反の事実に対する処分内容、聴聞年月日、違反につい

ての処分の通知番号及び年月日、その他必要な事項 

（許可証等交付台帳の備付け） 

第８条 運輸支局長等は、回送運行許可証等交付台帳を備え、これに

次に掲げる事項を記載するものとする。 

氏名又は名称及び住所、営業所名及び所在地並びにその電話番

号、交付した許可証の番号及び年月日、貸与した番号標の番号、許
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有効期間、その他必要な事項 

（保存期間） 

第９条 回送運行許可台帳及び回送運行許可証等交付台帳は、当該許

可の有効期間が経過した後２年間保存するものとする。 

（報告）  

第１０条 地方運輸局長は、回送運行許可事務並びに回送運行許可証

交付事務及び回送運行許可番号標貸与事務に関して取扱要領を定

めたとき又はこれを変更したときは、本省自動車情報課長あて報告

するものとする。 

可証の有効期間、その他必要な事項 

（保存期間） 

第９条 回送運行許可台帳及び回送運行許可証等交付台帳は、当該許

可の有効期間が経過した後２年間保存するものとする。 

（報告）  

第１０条 地方運輸局長は、回送運行許可事務並びに回送運行許可証

交付事務及び回送運行許可番号標貸与事務に関して取扱要領を定

めたとき又はこれを変更したときは、本省自動車情報課長あて報告

するものとする。 
 

 


