
 

 

平成 27 年 8 月 28 日 

自 動 車 局 
 

「不正改造車を排除する運動」強化月間（６月） 

における街頭検査等の実施結果 

～不正改造車２０６台に整備命令を発令～ 
 

● 国土交通省は、毎年６月を「不正改造車を排除する運動」の強化月間としており、

次の取り組みを実施しました。 
 
 
 
１．街頭検査の実施 
 

６月の強化月間中に警察庁、自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会等の協力

を得て、不正改造車の摘発と自動車ユーザーへの啓発に重点を置いた街頭検査を全国

で２６５回（昨年比＋１０５回）、２０,５８９台（昨年比＋５,２６２台）に対して

行いました。 
   

その結果、約６．２％の１,２５８台（昨年比＋９４台）に保安基準不適合箇所な

どがあったことから自動車ユーザーに対し改善の指導を行いました。 
 

このうち、窓ガラスへの着色フィルムの貼付、灯光色違いの灯火器の取付け、違法

マフラーの取付けなどの不正な改造を行っていた車両は２５６台（昨年比＋３９台）

あり、その場で改善措置を講じた車両以外の２０６台（昨年比＋４９台）に整備命令

書を交付し、必要な整備を命じました。 

 

整備命令書を交付した２０６台の主な不正改造内容は、以下のとおりです。 

  ○不適切な灯火器       ： ４４件 

  ○着色フィルム等の貼付    ： ３６件 
 

特に、本年度の重点事項であった二輪車及び原動機付自転車６３０台※（昨年比＋

４８７台）の検査を行い、このうち、基準不適合マフラーの取付等の不正改造があっ

た４９台について整備命令書を交付し、車両の改善を命じました。 

 ※上記検査台数20,589台の内数 

 

【街頭検査の実施状況】 

 



 

 

 

 

また、硫黄分濃度分析器による燃料に関する検査については２５１台（昨年比＋３

台）実施しました。 
 

このうち、不正軽油（規格外の軽油）の使用が判明した１台（昨年比―１台）につ

いて適正な燃料を使用するよう警告をしました。 
 
 
 
２．自動車使用者への啓発活動 
 

国土交通省及び自動車関係団体で構成する「不正改造防止推進協議会」（別紙１参

照）において、次の啓発活動を実施しました。 
 

①ポスターの掲出・パンフレットの配布等 

全国で約２８万枚のポスターの掲出を行うとともに、約１１８万枚のパンフレッ

トを配布いたしました 

       
  

②マスコミ報道等の状況 

全国で延べ６２８回のマスコミ報道があったとともに、野球場、サッカースタジ

アム等に設置された電光掲示版で延べ９６９回、不正改造車排除運動について表示

いただきました。 
 

③ユーザー等を対象とした講習会の開催 

全国で延べ２６７回開催し、参加者約２万人に対して不正改造の防止を呼びかけ

ました。 
   

④バス横断幕の表示 

全国のバス事業者３２４社（別紙２参照）に、路線バスへの横断幕の掲示につい

てご協力いただきました。 
 
 
 

国土交通省では今後とも関係機関と協力し、不正改造車及び不正軽油の排除を積極

的に推進してまいります。    

 

<問い合わせ先> 

国土交通省 自動車局  整備課 平川・川津 

 TEL：03-5253-8111 (内線:42412)  03-5253-8599 (直通)  FAX：03-5253-1639 

環境政策課 海東・後藤 

TEL：03-5253-8111 (内線:42532)  03-5253-8604 (直通)  FAX：03-5253-1639 



【別紙１】

●不正改造防止推進協議会構成団体（順不同）

一般社団法人 日本自動車整備振興会連合会 一般社団法人 全国自家用自動車協会

日本自動車車体整備協同組合連合会 一般社団法人 日本自動車連盟

全国自動車電装品整備商工組合連合会 一般財団法人 自動車検査登録情報協会

全国タイヤ商工協同組合連合会 一般社団法人 日本自動車会議所

一般社団法人 日本自動車販売協会連合会 一般社団法人 日本二輪車普及安全協会

一般社団法人 日本中古自動車販売協会連合会 一般社団法人 全国自動車標板協議会

日本自動車輸入組合 全国石油商業組合連合会

一般社団法人 日本自動車工業会 一般社団法人 自動車用品小売業協会

一般社団法人 日本自動車部品工業会 日本ウインドウ・フィルム工業会

一般社団法人 日本自動車車体工業会 日本自動車スポーツマフラー協会

公益社団法人 日本バス協会 日本自動車用品・部品アフターマーケット振興会

一般社団法人 全国ハイヤー・タクシー連合会 一般社団法人 全国二輪車用品連合会

一般社団法人 日本陸送協会 全国ディーゼルポンプ振興会連合会

全日本自動車部品卸商協同組合 全国自動車大学校・整備専門学校協会

一般社団法人 日本自動車タイヤ協会 全国自動車短期大学協会

一般社団法人 全国軽自動車協会連合会 全国オートバイ協同組合連合会

●後援

●協力機関

内閣府、警察庁、農林水産省、経済産業省、環境省

自動車検査独立行政法人、軽自動車検査協会



【別紙２】

事業者数 協　　　力　　　事　　　業　　　者　　　名

北海道 23

北海道中央バス㈱、ニセコバス㈱、夕張鉄道㈱、北都交通㈱、千歳相互観光バス㈱、札幌ばんけい
㈱、ジェイ・アール北海道バス㈱、空知中央バス㈱、函館バス㈱、函館タクシー㈱、道南バス㈱、道北
バス㈱、名士バス㈱、旭川電気軌道㈱、沿岸バス㈱、宗谷バス㈱、士別軌道㈱、ふらのバス㈱、十勝
バス㈱、北海道北見バス㈱、網走バス㈱、阿寒バス㈱、くしろバス㈱

青森 4
青森市企業局交通部、八戸市交通部、南部バス㈱、下北交通㈱

岩手 8
岩手県交通㈱、岩手県北自動車㈱、ジェイアールバス東北㈱、早池峰バス㈱、合資会社住田交運、
㈱ヒカリ総合交通、東日本交通㈱、三陸観光㈱

宮城 10
仙台市交通局、宮城交通㈱、㈱黄金バス、新栄観光バス㈱、仙南交通㈱、グリーン観光バス㈱、愛子
観光バス㈱、㈱タケヤ交通、㈱桜交通、㈱ミヤコーバス

福島 4
新常磐交通㈱、会津乗合自動車㈱、ジェイアールバス東北㈱福島支店、東北アクセス㈱

秋田 3
秋田中央交通㈱、羽後交通㈱、秋北バス㈱

山形 2
山交バス㈱、庄内交通㈱

茨城 14

関東鉄道㈱、茨城交通㈱、日立電鉄交通サービス㈱、ジェイアールバス関東㈱水戸支店、大利根交
通自動車㈱、茨城急行自動車㈱、朝日自動車㈱、関鉄観光バス㈱、関鉄パープルバス㈱、関鉄グ
リーンバス㈱、椎名観光バス㈱、㈱昭和観光自動車、平成観光自動車㈱、㈱レイク

栃木 11

関東自動車㈱、東野交通㈱、東武バス日光㈱、ジェイアールバス関東㈱、日光交通㈱、富士観光バス
㈱、やしお観光バス㈱、足利中央観光バス㈱、㈱小山中央観光バス、㈱帝都、㈱ティ・エイチ・エス

群馬 6
上信電鉄㈱、群馬中央バス㈱、永井運輸㈱、㈱群馬バス、関越交通㈱、日本中央バス㈱

埼玉 11
東武バスウエスト㈱、西武バス㈱、国際興業㈱、川越観光自動車㈱、朝日自動車㈱、大和観光自動
車㈱、イーグルバス㈱、東武バスセントラル㈱、国際十王交通㈱、㈱ジャパンタローズ、㈱グローバル
交通

千葉 26

京成バス㈱、小湊鉄道㈱、千葉交通㈱、日東交通㈱、千葉中央バス㈱、東武バスイースト㈱、東洋バ
ス㈱、阪東自動車㈱、㈱HMC東京、成田空港交通㈱、東京ベイシティ交通㈱、船橋新京成バス㈱、松
戸新京成バス㈱、千葉海浜交通㈱、千葉内陸バス㈱、ちばフラワーバス㈱、ちばレインボーバス㈱、
平和交通㈱、ちばシティバス㈱、ちばグリーンバス㈱、京成トランジットバス㈱、館山日東バス㈱、鴨川
日東バス㈱、天羽日東バス㈱、千葉交タクシー㈱、京成バスシステム㈱

東京 11

東急バス㈱、西武バス㈱上石神井営業所、西東京バス㈱楢原営業所、西東京バス㈱恩方営業所、関
東バス㈱阿佐ヶ谷営業所、関東バス㈱武蔵野営業所、関東バス㈱青梅街道営業所、関東バス㈱丸
山営業所、関東バス㈱五日市街道営業所、大島旅客自動車㈱、京成バス㈱

神奈川 16

京浜急行バス㈱、横浜京急バス㈱、湘南京急バス㈱、神奈川中央交通㈱、㈱湘南神奈交バス、㈱津
久井神奈交バス、㈱横浜神奈交バス、㈱相模神奈交バス、㈱藤沢神奈交バス、箱根登山バス㈱、伊
豆箱根バス㈱、㈱江ノ電バス藤沢、㈱江ノ電バス横浜、東急バス㈱、川崎市交通局、大新東㈱レイ
ディアントシティ営業所

山梨 4
山梨交通㈱、山交タウンコーチ㈱、富士急山梨バス㈱、㈱栄和交通

新潟 4
くびき野バス㈱、糸魚川バス㈱、東頸バス㈱、越後交通㈱

長野 15

長電バス㈱、千曲バス㈱、アルピコ交通㈱、信南交通㈱、伊那バス㈱、おんたけ交通㈱、㈱関電アメ
ニックス、草軽交通㈱、中央アルプス観光、㈱ジェイアールバス関東㈱中央道支店、ジェイアールバス
関東㈱小諸支店、上田バス㈱、おんたけタクシー㈱、平成交通㈲、㈲根羽観光バス

富山 3
富山地方鉄道㈱、加越能バス㈱、富山地鉄北斗バス㈱

石川 9
北陸鉄道㈱、北鉄金沢バス㈱、小松バス㈱、加賀白山バス㈱、加賀温泉バス㈱、北鉄能登バス㈱、
北鉄奥能登バス㈱、能登島交通㈱、西日本ジェイアールバス㈱

福井 2
京福バス㈱、福井鉄道㈱

「不正改造車を排除する運動」強化月間における広報活動への協力事業者



事業者数 協　　　力　　　事　　　業　　　者　　　名

岐阜 7
岐阜乗合自動車㈱、東濃鉄道㈱、名阪近鉄バス㈱、濃飛乗合自動車㈱、北恵那交通㈱、平和コーポ
レーション㈱、㈱白鳥交通

静岡 17

山交タウンコーチ㈱、掛川バスサービス㈱、秋葉バスサービス㈱、浜松バス㈱、富士急行㈱御殿場営
業所、遠州鉄道㈱、しずてつジャストライン㈱、㈱伊豆東海バス熱海事業所、㈱伊豆東海バス伊東事
業所、㈱南伊豆東海バス、㈱西伊豆東海バス、㈱新東海バス、㈱沼津登山東海バス、伊豆箱根バス
㈱三島営業所、伊豆箱根バス㈱熱海営業所、富士急静岡バス㈱、富士急シティバス㈱

愛知 3
名古屋市交通局、豊鉄バス㈱、名鉄東部交通㈱

三重 5
三重交通㈱、三重急行自動車㈱、三岐鉄道㈱、三交伊勢志摩交通㈱、八風バス㈱

滋賀 5
彦根観光バス㈱、㈱余呉バス、江若交通㈱、近江鉄道㈱、湖国バス㈱

京都 6
京都バス㈱、京阪バス㈱、㈱ヤサカバス、京阪京都交通㈱、阪急バス㈱、西日本ジェイアールバス㈱

大阪 6
南海バス㈱、近鉄バス㈱、水間鉄道㈱、高槻市交通部、南海ウイングバス南部㈱、阪急バス㈱

兵庫 6
阪急バス㈱、山陽バス㈱、神姫グリーンバス㈱、神戸交通振興㈱、淡路交通㈱、尼崎交通事業振興
㈱

奈良 2
奈良交通㈱、エヌシーバス㈱

和歌山 12
南海りんかんバス㈱、和歌山バス㈱、和歌山バス那賀㈱、有田交通㈱、大十バス㈱、有田鉄道㈱、中
紀バス㈱、御坊南海バス㈱、龍神自動車㈱、明光バス㈱、すさみ交通㈲、熊野交通㈱

鳥取 4
日ノ丸自動車㈱、日本交通㈱、石見交通㈱、松江市交通局

岡山 8
中鉄バス㈱、両備ホールディングス㈱、岡山電気軌道㈱、下津井電鉄㈱、加茂観光バス㈲、㈲中田石
油店富タクシー、中鉄北部バス㈱、㈱美作共同バス

広島 13
広島電鉄㈱、広島バス㈱、広島交通㈱、芸陽バス㈱、㈱中国バス、鞆鉄道㈱、備北交通㈱、因の島運
輸㈱、本四バス開発㈱、中国ジェイアールバス㈱、エイチ・ディー西広島㈱、おのみちバス㈱、第一タ
クシー㈱

山口 3
サンデン交通㈱、船木鉄道㈱、ブルーライン交通㈱

香川 1
ことでんバス㈱

愛媛 8
瀬戸内運輸㈱、伊予鉄道㈱、宇和島自動車㈱、瀬戸内海交通㈱、伊予鉄南予バス㈱、せとうち周桑
バス㈱、㈱瀬戸内しまなみリーディング、ジェイアール四国バス㈱松山支店

高知 2
とさでん交通㈱、高知東部交通㈱

福岡 9
北九州市交通局、ＪＲ九州バス㈱、西日本鉄道㈱、西鉄バス北九州㈱、西鉄バス久留米㈱、西鉄バス
大牟田㈱、西鉄バス筑豊㈱、西鉄バス二日市㈱、西鉄バス宗像㈱

佐賀 2
祐徳バス㈱、西鉄バス佐賀㈱

長崎 6
長崎県交通局、島原鉄道㈱、壱岐交通㈱、㈲松浦観光、さいかい交通㈱、西肥自動車㈱

熊本 2
九州産交バス㈱、熊本バス㈱

大分 7
大分バス㈱、大分交通㈱、大野竹田バス㈱、国東観光バス㈱、大交北部バス㈱、玖珠観光バス㈱、
臼津交通㈱

宮崎 1
宮崎交通㈱

鹿児島 1
南国交通㈱

沖縄 2
沖縄バス㈱、西表島交通㈱

　　計 324


