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■公示第５２号（自動車技術安全部） 

 

 道路運送車両の保安基準（昭和２６年運輸省令第６７号）第５５条の規定に基づき、除雪等に使用さ

れる自動車を下記のとおり基準緩和認定したので公示する。 

 ただし、平成１５年１０月１日付け越緩第３４７号（公示第７１号）及び平成２７年１０月１日付け

北信技技第３５４号（公示第４６号）により、現に自動車検査証の交付を受けている自動車にあっては、

この公示にかかわらず、基準緩和の認定が失効するまでは、なお従前の例による。 

 

      令和３年２月１日 

 

                         北陸信越運輸局長 

 

記 

 

 

１．認定番号及び認定日 

     北信技技第５５２号  令和３年２月１日 

 

２．対象となる自動車 

（１）幅が４メートル以下の大型特殊自動車及び小型特殊自動車であって、道路維持作業用自動車であ

るもの又は次の除雪用の装置を備えたもの 

   ①スノウプラウ   ②サイドウィング   ③ロータリー除雪装置  

   ④バケットを除くその他除雪用に使用する装置 

（２）長さが１４．５メートル以下、幅が５．５メートル以下の除雪用の装置を備えた自動車のうち積

載量を有しない空港作業車 

（３）長さが１４メートル以下、幅が４メートル以下の除雪用の装置を備えた自動車のうち積載量を有

しない自動車であって、上記（１）、（２）以外のもの 

(４）長さが１４メートル以下、幅が４メートル以下の除雪用の装置を備えた自動車であって、上記 

（１）、（２）、（３）以外のもの 

北陸信越運輸局報 
明日の交通・環境を創造します。 

http://wwwtb.mlit.go.jp/hokushin/ 
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３．基準緩和を認定する条項 

（１）上記２．（１）の自動車（緩和を要する条項に限る） 

保安基準 第２条第１項 （幅） 〔００２〕 

 第４条 （車両総重量） 〔００４〕 

 第４条の２第１項 （軸重） 〔００５〕 

 第４条の２第２項 （隣接軸重） 〔０５６〕 

 第４条の２第３項 （輪荷重） 〔００６〕 

 第３４条第３項 （車幅灯） 〔０３０〕 

 【最外側からの取付位置及び取付高さに限る】 

 第３７条第３項 （尾灯） 〔０３４〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３７条の３第３項 （駐車灯） 〔０３５〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３８条第３項 （後部反射器） 〔０３６〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３９条第３項 （制動灯） 〔０３７〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条第３項 （方向指示器） 〔０３９〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条第３項 （側面方向指示器） 〔０４０〕 

 【前端からの取付位置に限る】 

 第４１条の３第３項 （非常点滅表示灯） 〔０４１〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４２条 （その他の灯火等の制限） 〔０４２〕 

 【道路維持作業用自動車の除雪装置の側端に備えられた橙色の点滅する灯火

であって、光度が３００ｃｄ以下のものに限る】 

 

（２）上記２．（２）の自動車（緩和を要する条項に限る） 

保安基準 第２条第１項 （長さ） 〔００１〕 

 第２条第１項 （幅） 〔００２〕 

 第４条 （車両総重量） 〔００４〕 

 第１２条第１項 （衝突被害軽減制動制御装置） 〔０７４〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第１８条の２ （巻込防止装置等） 〔０１８〕 

 【軸距間に除雪用の装置を備えた車両の巻込防止装置に限る】 

 第３７条第３項 （尾灯） 〔０３４〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３７条の３第３項 （駐車灯） 〔０３５〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３８条第３項 （後部反射器） 〔０３６〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条第３項 （方向指示器） 〔０３９〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条の３第３項 （非常点滅表示灯） 〔０４１〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４２条 （その他の灯火等の制限） 〔０４２〕 

 【飛行場の制限区域内でのみ使用する点滅する灯火を備えつけなければならな

い旨の「飛行場の設置者等が証する書面」を有する自動車に限る】 
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 第４３条の６ （車線逸脱警報装置） 〔０７３〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第４４条第５項 （直前障害物確認鏡） 〔０４５〕 

 第４４条第５項 （直左障害物確認鏡） 〔０４６〕 

 

（３）上記２．（３）の自動車（緩和を要する条項に限る） 

保安基準 第２条第１項 （長さ） 〔００１〕 

 第２条第１項 （幅） 〔００２〕 

 第４条 （車両総重量） 〔００４〕 

 第１２条第１項 （衝突被害軽減制動制御装置） 〔０７４〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第１８条の２ （巻込防止装置等） 〔０１８〕 

 【軸距間に除雪用の装置を備えた車両の巻込防止装置に限る】 

 第３７条第３項 （尾灯） 〔０３４〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３７条の３第３項 （駐車灯） 〔０３５〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３８条第３項 （後部反射器） 〔０３６〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条第３項 （方向指示器） 〔０３９〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条の３第３項 （非常点滅表示灯） 〔０４１〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

    第４２条 （その他の灯火等の制限） 〔０４２〕 

 【道路維持作業用自動車の除雪装置の側端に備えられた橙色の点滅する灯火で

あって、光度が３００ｃｄ以下のものに限る】 

 第４３条の６ （車線逸脱警報装置） 〔０７３〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第４４条第５項 （直前障害物確認鏡） 〔０４５〕 

 第４４条第５項 （直左障害物確認鏡） 〔０４６〕 

 

（４）上記２．（４）の自動車（緩和を要する条項に限る） 

保安基準 第２条第１項 （長さ） 〔００１〕 

 第２条第１項 （幅） 〔００２〕 

 第１２条第１項 （衝突被害軽減制動制御装置） 〔０７４〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第１８条の２ （巻込防止装置等） 〔０１８〕 

 【軸距間に除雪用の装置を備えた車両の巻込防止装置に限る】 

 第３７条第３項 （尾灯） 〔０３４〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３７条の３第３項 （駐車灯） 〔０３５〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第３８条第３項 （後部反射器） 〔０３６〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条第３項 （方向指示器） 〔０３９〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４１条の３第３項 （非常点滅表示灯） 〔０４１〕 

 【最外側からの取付位置に限る】 

 第４２条 （その他の灯火等の制限） 〔０４２〕 

 【道路維持作業用自動車の除雪装置の側端に備えられた橙色の点滅する灯火

であって、光度が３００ｃｄ以下のものに限る】 
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 第４３条の６ （車線逸脱警報装置） 〔０７３〕 

 【車両前部に特殊な装備を有する自動車に限る】 

 第４４条第５項 （直前障害物確認鏡） 〔０４５〕 

 第４４条第５項 （直左障害物確認鏡） 〔０４６〕 

 

４．条件及び制限 

（１）保安基準第２条第１項（長さ）の緩和を要する自動車 

① 自動車の後面及び運転者席には、長さを表示すること。 〔００１〕 

② 自動車の最前端部、中央部及び最後端部のそれぞれの付近に側方から確

認できる側方灯又は側方反射器を備えること。 

〔０７１〕 

③ 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 〔０９１〕 

 【最高速度が４０キロメートル毎時を超える自動車に限る】 

（２）保安基準第２条第１項（幅）の緩和を要する自動車 

① 自動車の後面及び運転者席には、幅を表示すること。 〔００２〕 

② 自動車の最外側附近の前面には橙色の灯火（光度 300 カンデラ以下）を、

後面には黄色の灯火（光度 300 カンデラ以下）をそれぞれ備えること。 

〔０７２〕 

 【車幅灯（最外側からの取付位置）及び尾灯の緩和を要する場合に限る】 

③ 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 〔０９１〕 

 【最高速度が４０キロメートル毎時を超える自動車に限る】 

（３）保安基準第４条（車両総重量）、第４条の２第１項（軸重）、第４条の２第２項（隣接軸重）、第４

条の２第３項（輪荷重）の緩和を要する自動車 

① 自動車の後面及び運転者席には、車両総重量を表示すること。 〔００４〕 

 【車両総重量の緩和を要する自動車に限る】 

② 自動車の後面及び運転者席には、軸重を表示すること。 〔００５〕 

 【軸重の緩和を要する自動車に限る】 

③ 自動車の後面及び運転者席には、隣接軸重を表示すること。 〔０９５〕 

 【隣接軸重の緩和を要する自動車に限る】 

④ 自動車の後面及び運転者席には、輪荷重を表示すること。 〔００６〕 

 【輪荷重の緩和を要する自動車に限る】 

⑤ 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 〔０９１〕 

 【最高速度が４０キロメートル毎時を超える自動車に限る】 

 

（４）保安基準第１２条第１項（衝突被害軽減制動制御装置）、第４３条の６（車線逸脱警報装置）の緩

和を要する自動車 

① 高速道路等を運行する場合は、６０キロメートル毎時以下で運行するこ

と。 

〔１３０〕 

② 自動車の前面、後面及び運転者席には、最高速度６０キロメートル毎時

以下で運行する旨を表示すること。 

〔１３２〕 

③ 運行記録計を備え、運行状況の記録をすること。 〔０９１〕 

 【最高速度が４０キロメートル毎時を超える自動車に限る】 

 

（５）保安基準第４２条（その他の灯火等の制限）の緩和を要する自動車 

  ・道路維持作業用自動車の除雪装置の側端に備えられた光度が３００ｃｄ以下の橙色の点滅する灯    

   火 

① 橙色の点滅灯火の点灯は、除雪作業時に限る。 〔 － 〕 

  ・飛行場の制限区域内のみで使用する点滅する灯火 

① 黄色の点滅灯火の点灯は、飛行場の制限区域内に限る。 〔１３４〕 

② 飛行場の設置者等からの有効な証明書を有しなくなった場合は、すみや

かに基準緩和の認定の取り消しを申請すること。 

〔１３５〕 
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■一般貨物自動車運送事業（一般）の許可（自動車交通部） 

 

事業者名(法人番号) 代表者 許可年月日 主たる事務所の位置 
車両

数 

諏訪交通株式会社 

（6100001018406） 

代表取締役 

山谷 恭博 R3.1.5 

長野県諏訪市大字四賀字百

畝下通り１０３番地６ 
３８ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

株式会社吉美クリエイト 

（6220001023757） 

代表取締役 

吉田 智志 R3.1.20 

石川県能美市大浜町ウ８５

番地１ 
５ 

美勢タクシー株式会社 

（1100001015795） 

代表取締役 

小松 裕 R3.1.26 

長野県塩尻市大門一番町３

番３号 
３４ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

株式会社長崎建材 

（6110001016565） 

代表取締役 

長崎 和栄 R3.1.28 

新潟県燕市新生町２丁目 

４－３２ 
５ 

日の出交通株式会社 

（9110001004096） 

代表取締役社長 

坂井 鶴美 R3.1.28 

新潟県新潟市中央区神道寺

南１丁目２－１８ 
５９ 

条件：タクシー車両を使用しての食料・飲料の運送に限る。許可期限：令和４年９月３０日まで。 

 

■自動車特定整備事業の認証（自動車技術安全部） 

 

認証番号 長認証第５００号 

認証年月日 令和２年１１月３０日 

事業者名 渋沢 智弘 

事業場の名称 ハミングバード 

事業場の所在地 長野県長野市高田１７３５ 

自動車特定整備事業の種類 小型自動車特定整備事業 

対象とする自動車の種類 小型二輪自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結) 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

 

認証番号 長認証第４９７号 

認証年月日 令和２年１２月１５日 

事業者名 北村 健一 

事業場の名称 自動車板金北村 

事業場の所在地 長野県南佐久郡佐久穂町高野町１８２６番地６ 

自動車特定整備事業の種類 普通自動車特定整備事業 小型自動車特定整備事業 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型三輪自動車、小型二輪自動車、軽自動車 

対象とする整備及び装置の種類 分解整備(原動機、動力伝達、走行、操縦、制動、緩衝、連結) 

業務範囲の限定 なし 

 

■指定自動車整備事業の指定（自動車技術安全部） 

 

指定番号 北信指第２０３４０号 

指定年月日 令和３年１月２７日 

事業者名 株式会社スズキ自販長野（法人番号 2110001022674） 

○ 許 認 可 等 
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事業場の名称 スズキアリーナ信州塩尻 

事業場の所在地 長野県塩尻市大字広丘吉田字道西７８１番地１ 

対象とする自動車の種類 普通自動車（小型）、普通自動車（乗用）、小型四輪自動車、 

小型二輪自動車、軽自動車 

業務範囲の限定 軽油を燃料とする原動機を除く 

指定の条件 なし 

 

 

以 上 

 


