
○自動車運転代行業に関する事務処理要領 

平成14年５月31日 

埼例規第49号・交企 

警 察 本 部 長 

   自動車運転代行業に関する事務処理要領の制定について（例規通達） 

 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号）の施行に伴い、自動

車運転代行業が認定制となることから、みだしの事務処理要領を別添のとおり定め、平成14年

６月１日から実施することとしたから、事務処理上誤りのないようにされたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別添 

   自動車運転代行業に関する事務処理要領 

第１ 趣旨 

  この要領は、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律（平成13年法律第57号。以下 

 ｢法｣という。）、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行令（平成14年政令第26

 号）、国家公安委員会関係自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律施行規則（平成14

 年国家公安委員会規則第11号。以下｢規則｣という。）、埼玉県自動車運転代行業の業務の適

 正化に関する法律施行細則（平成14年埼玉県公安委員会規則第８号。以下「細則」とい 

 う。）、自動車運転代行業事務手続規程（平成14年埼玉県公安委員会規程第７号。以下「手

 続規程」という。）及び自動車運転代行業に係る営業停止命令等に関する規程（平成14年埼

 玉県公安委員会規程第８号。以下「命令等規程」という。）に基づき実施する自動車運転代

 行業の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。 

第２ 認定 

 １ 申請の受付 

  (1)  警察署長（以下「署長」という。）は、認定の申請があったときは、認定申請書（規 

    則別記様式第１号）及び申請・届出等に関する添付書類一覧表（別表。以下「添付書類 

   一覧表」という。）に掲げるものの有無等形式要件について確認すること。この場合に

   おいて、申請に形式上の要件の不備があるときは、申請者に対し、相当の期間を定めて

   当該申請の補正を求めること。 

  (2)  署長は、申請に不備がないと認めるときは、当該認定申請書に受理年月日及び受理番

   号を記載した上で、申請者に対し、その写しを１部交付するとともに、認定申請管理簿

   （別記様式第１号）により申請の受理状況を管理すること。この場合において、受理番

   号は、交通部交通総務課長（以下「交通総務課長」という。）が管理する番号とするこ

   と。 

  (3) 申請を受け付けた署長は、法第３条各号に掲げる自動車運転代行業の要件の該当性に

   ついて調査を行い、その結果を調査結果報告書（別記様式第２号）に記載し、認定申請

   書及び添付書類並びに各種照会結果に係る書類（以下「認定申請書等」という。）とと

   もに、速やかに交通総務課長に送付すること。この場合において、申請書の写しを１部

   作成し、警察署の控えとすること。 



  (4) 認定を審査する上で必要とする前科照会は、日本国籍を有する者にあっては身上調査

   について（別記様式第３号）により本籍地の市区町村長に、日本国籍を有しない者にあ

   っては前科調査について（別記様式第４号）により東京地方検察庁に対し行うこと。 

 ２ 認定申請に係る報告 

   前記１(3)により調査結果報告書及び認定申請書等の送付を受けた交通総務課長は､当該

  調査結果報告書及び認定申請書等に基づき法第３条各号に掲げる要件の該当性を審査し、

  及び必要な調査を実施し、調査結果報告書に意見を付して、交通部長（以下「部長」とい

  う。）に報告するものとする。 

 ３ 認定に係る手続 

   交通総務課長は、次により認定に係る手続を行うものとする。 

  (1)  認定に関する協議書（手続規程別記様式第１号）により、埼玉県知事（以下「県知 

   事」という。）と協議する。 

  (2)  前記(1)の協議において認定に係る県知事の同意を得たときは、部長に報告の上、申 

   請者に対し、認定に関する通知書（細則別記様式第１号）により通知するとともに、 

   認定証（規則別記様式第２号）を作成し、認定の申請を受理した署長に送付する。 

  (3)  前記(1)の協議において認定拒否に係る県知事の同意を得たときは、認定を拒否する

   処分について警察本部長（以下「本部長」という。）を経て公安委員会に上申する。 

    この場合において、公安委員会が認定を拒否する処分を決定したときは、申請者に対

   し、認定拒否に関する通知書（細則別記様式第２号）により通知をする。 

 ４ 認定証の交付 

   署長は、認定証の交付に当たっては、認定に関する通知書又は運転免許証その他の身分

  を証明する書類等により、被交付者の身分を確認するとともに、交付した旨を交通総務課

  長に報告すること。 

第３ 認定証の再交付 

 １ 申請の受付 

  (1)  署長は、認定証の再交付申請があったときは、認定証再交付申請書（規則別記様式第 

   ３号）の記載漏れの有無等形式要件について確認すること。 

  (2)  署長は、申請に不備がないと認めるときは、当該認定証再交付申請書に受理年月日及 

   び受理番号を記載した上で、申請者に対し、その写しを１部交付するとともに、認定証



   （返納・再交付・書換え）管理簿（別記様式第５号）により申請の受理状況を管理する

   こと。この場合において、受理番号は、交通総務課長が管理する番号とすること。 

 ２ 再交付に係る手続 

  (1)  申請を受け付けた署長は、認定証再交付申請書の正本を速やかに交通総務課長に送付

   すること。この場合において、申請書の写しを１部作成し、警察署の控えとすること。 

  (2)  前記(1)により認定証再交付申請書の送付を受けた交通総務課長は､必要な調査を実施

   し、認定証の再交付について支障がないと認めたときは、認定証を作成して署長に送付

   すること。 

 ３ 認定証の再交付 

   署長は、認定証の再交付に当たっては、運転免許証その他の身分を証明する書類等によ

  り、被交付者の身分を確認するとともに、交付した旨を交通総務課長に報告すること。 

第４ 認定の取消し 

 １ 通報に基づく処分上申 

   交通総務課長は、署長又は交通部交通指導課長（以下「交通指導課長」という。）から

  の通報により、自動車運転代行業者が法第７条第１項各号に掲げる要件に該当すると認め

  られるときは、必要な調査を実施し、行政処分上申書（別記様式第６号）に疎明資料を添

  えて、速やかに部長に報告するものとする。 

 ２ 取消しに係る手続 

   交通総務課長は、次により認定の取消しに係る手続を行うものとする。 

  (1)  認定取消しに関する協議書（手続規程別記様式第２号）に必要と認める書類を添付し 

   て、県知事と協議する。 

  (2) 前記(1)の協議において県知事の同意を得たときは、前記１の行政処分上申書により

   本部長を経て公安委員会に報告する。 

  (3) 聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則（平成６年国家公安委員会規則第26号。以下

   「聴聞等に関する規則」という。）の規定に基づき聴聞の手続を行う。 

  (4) 当該行政処分上申書、聴聞調書及び聴聞報告書により、その結果を本部長を経て公安

   委員会に報告する。この場合において、認定の取消しに関し公安委員会の決定があった

   ときは、当該認定の取消しに該当する自動車運転代行業者に対し、認定取消処分通知書

   （細則別記様式第３号）により通知する。 



 ３ 取消し処分の公表 

  (1)  交通総務課長は、取消し処分をしたことの公表について公安委員会に上申するものと

   する。 

  (2)  交通総務課長は、前記(1)の公表を行うこととなったときは、行政処分公表書（別記 

   様式第７号）により埼玉県警察ホームページに掲載するものとする。 

 ４ 認定証の返納 

   交通総務課長又は署長は、前記２(4)により認定の取消しを受けた自動車運転代行業者

  に直ちに認定証を返納させるものとする。 

第５ 変更の届出等 

 １ 変更の届出の受理 

  (1)  署長は、認定の申請事項について変更の届出があったときは、変更届出書（規則別記

   様式第４号）及び添付書類一覧表に掲げるものの有無等形式要件について確認すること。

    この場合において、認定証の書換えを伴う変更の届出にあっては、併せて認定証につ

   いても提出させるものとする。 

  (2)  署長は、届出に不備がないと認めるときは、当該変更届出書に受理年月日及び受理番

   号を記載した上で、届出者に対し、その写しを１部交付するとともに、変更届出管理簿

   （別記様式第８号）により届出の受理状況、認定証（返納・再交付・書換え）管理簿に

   より認定証の書換えを伴う変更の届出状況をそれぞれ管理すること。この場合において、

   受理番号は、交通総務課長が管理する番号とすること。 

  (3)  届出を受け付けた署長は、変更部分に係る法第３条各号に掲げる自動車運転代行業の

   要件の該当性について調査を行い、その結果を調査結果報告書に記載し、変更届出書及

   び添付書類並びに各種照会結果に係る書類（以下「変更届出書等」という。）とともに、

   速やかに交通総務課長に送付すること。この場合において、変更届出書の写しを１部作

   成し、警察署の控えとすること。 

  (4)  認定を審査する上で必要とする各種照会は、前記第２の１(4)により行うものとする。 

 ２ 変更の届出に係る報告 

   前記１(3)により調査結果報告書及び変更届出書等の送付を受けた交通総務課長は､当該

  調査結果報告書及び変更届出書等に基づき法第３条各号に掲げる要件の該当性を審査し、

  及び必要な調査を実施し、調査結果報告書に意見を付して、部長に報告するものとする。 



 ３ 変更の届出に係る手続 

   交通総務課長は、次により変更の届出に係る手続を行うものとする。 

  (1)  届出者が法第３条各号の自動車運転代行業の要件のいずれにも該当しないと認めたと

   きは変更届出に関する通知書（手続規程別記様式第５号）により県知事に通知し、届出

   者が法第３条各号のいずれかに該当すると認めたときは認定取消しに関する協議書によ

   り、県知事と協議する。 

    なお、認定取消しに係る手続は、前記第４を適用する。 

  (2)  認定証の書換えを伴う変更の届出に関しては、前記２の審査等により認定証の書換え

   について支障がないと認めたときは、認定証を作成して署長に送付する。 

 ４ 認定証の交付等 

   署長は、当該認定証の交付に関し速やかに届出者に電話で通知し、認定証の交付に当た

  っては、運転免許証その他の身分を証明する書類等により被交付者の身分を確認するとと

  もに、交付した旨を交通総務課長に報告すること。 

第６ 認定証の返納 

 １ 返納の受理 

  (1)  署長は、認定証の返納があったときは、返納理由を確認するとともに、運転免許証そ

   の他の身分を証明する書類等により返納しようとする者の身分を確認すること。 

  (2)  署長は、返納を受けた認定証の右上部余白に受理年月日及び受理番号を記載するとと

   もに、認定証（返納・再交付・書換え）管理簿により返納の受理状況を管理すること。

    この場合において、受理番号は、交通総務課長が管理する番号とすること。 

  (3)  署長は、返納を受けた認定証を速やかに交通総務課長に送付すること。 

 ２ 県知事への通知等 

   前記１(3)により認定証の送付を受けた交通総務課長は、認定証（返納・再交付・書換

  え）管理簿に必要な事項を記載して当該認定証を保管するとともに、認定証の返納に関す

  る通知書（手続規程別記様式第６号）により県知事に通知するものとする。 

第７ 立入検査 

 １ 県知事との連携 

   交通総務課長は、立入検査を実施する場合には、県知事と緊密な連携の下に実施するこ

  と。 



 ２ 実施結果報告 

   交通総務課長は、前記１により立入検査を実施した場合は、立入検査実施結果報告書 

  （別記様式第９号）により、部長に報告するものとする。 

 ３ 身分証明書の管理 

  (1)  立入検査を実施する警察職員の身分証明書（細則別記様式第11号）は、次に掲げる者

   について交通総務課長が作成するものとする。 

   ア 交通部交通総務課に勤務する者のうち、交通総務課長が必要と認めたもの 

   イ 警察署交通課に勤務する者のうち、署長が必要と認めて上申したもの 

  (2)  交通総務課長は、身分証明書が交付されたときは、立入検査職員名簿（別記様式第10

   号）により身分証明書の交付状況を所属ごとに管理すること。 

  (3)  身分証明書は、交付を受けた警察職員各自が保管管理すること。 

  (4)  交通総務課長及び署長は、配置換え、分掌換え等により身分証明書の交付を受けてい

   る警察職員に立入検査を実施させる必要がなくなったときは、身分証明書を返納させる

   こと。この場合において、署長は、返納させた身分証明書を交通総務課長宛て送付し、

    交通総務課長は、立入職員名簿に解除年月日を記載の上、確実に廃棄すること。 

第８ 指示処分 

 １ 通報に基づく処分上申等 

   交通総務課長は、署長又は交通指導課長からの通報により、自動車運転代行業者が命令

  等規程第４条に規定する自動車運転代行業の営業停止命令等の基準（以下「命令等基準」

  という。）第４に規定する法の指示等を行う基準に該当する自動車運転代行業者を認知し

  たときは、必要な調査を実施し、行政処分上申書に疎明資料を添えて、速やかに部長に報

  告するものとする。 

 ２ 指示処分に係る手続 

  (1)  聴聞等に関する規則の規定に基づき弁明の機会の付与の手続を行い、前記１の行政処

   分上申書及び弁明書により、その結果を部長に報告する。 

  (2)  指示処分を執行する場合は、当該自動車運転代行業者に対し、指示書（細則別記様式

   第12号）を交付する。 

 ３ 指示処分の公表 

   交通総務課長は、指示処分をしたことの公表を行うときは、行政処分公表書により埼玉



  県警察ホームページに掲載するものとする。 

 ４ 注意書の交付 

   交通総務課長は、命令等基準第４に規定する法の指示等を行う基準により、又は弁明の

  結果により指示処分に至らず注意が妥当と判断された場合は、当該自動車運転代行業者に

  対し注意書（別記様式第11号）を交付するものとする。 

 ５ 県知事への通知 

   交通総務課長は、前記２(2)において指示書を交付したときは、指示に関する通知書 

  （手続規程別記様式第７号）により県知事に通知するものとする。 

第９ 営業の停止命令 

 １ 通報に基づく処分上申 

   交通総務課長は、署長又は交通指導課長からの通報により、前記第２に規定する営業停

  止命令を行う基準に該当する自動車運転代行業者を認知したときは、必要な調査を実施し、

  行政処分上申書に疎明資料を添えて、速やかに部長に報告するものとする。 

 ２ 営業停止命令に係る手続 

   交通総務課長は、次により営業停止命令に係る手続を行うものとする。 

  (1)  営業停止命令に関する協議書（手続規程別記様式第３号）に、必要と認める書類を添

   付して県知事と協議する。 

  (2)  前記(1)の協議において、県知事の同意を得たときは、聴聞等に関する規則の規定に 

   基づき弁明の機会の付与の手続を行う。 

  (3)  当該行政処分上申書及び弁明書により、その結果を本部長を経て、公安委員会に報告

   する。この場合において、営業停止命令に関し公安委員会の決定があったときは、当該

   営業の停止命令に該当する自動車運転代行業者に対し、営業停止命令書（細則別記様式

   第13号）を交付する。 

 ３ 営業停止命令の公表 

   交通総務課長は、営業停止命令をしたことの公表について前記第４の３に準じて処理す

  るものとする。 

第10 営業の廃止命令 

 １ 通報に基づく処分上申 

   交通総務課長は、署長又は交通指導課長からの通報により、法第24条第１項各号に該当



  する自動車運転代行業者を認知したときは、必要な調査を実施し、行政処分上申書に疎明

  資料を添えて、速やかに部長に報告するものとする。 

 ２ 営業廃止命令に係る手続 

   交通総務課長は、次により営業廃止命令に係る手続を行うものとする。 

  (1)  営業廃止命令に関する協議書（手続規程別記様式第４号）に必要と認める書類を添付 

   して県知事と協議する。 

  (2)  前記(1)の協議において、県知事の同意を得たときは、聴聞等に関する規則の規定に 

   基づき弁明の機会の付与の手続を行う。 

  (3)  当該行政処分上申書及び弁明書により、その結果を本部長を経て公安委員会に報告す

   る。この場合において、営業廃止命令に関し公安委員会の決定があったときは、当該営

   業の廃止命令に該当する自動車運転代行業者に対し、営業廃止命令書（細則別記様式第

   14号）を交付する。 

 ３ 営業廃止命令の公表 

   交通総務課長は、営業廃止命令をしたことの公表について前記第４の３に準じて処理す

  るものとする。 

第11 処分移送通知書等の送付等 

 １ 処分移送通知書等の送付 

   交通総務課長は、処分の移送を行う場合は、処分移送通知書（規則別記様式第６号）、

  処分に係る事案に関する資料その他処分を行うために必要となる書類を送付するものする。 

 ２ 手続の準用 

   交通総務課長は、処分移送通知書の送付を受けたときは、処分内容に応じ、前記第８、

  第９又は第10により処分に係る手続を行うものとする。 

第12 自動車運転に関する教習 

 １ 教習実施の指定 

   細則第５条の規定により読み替えて適用される埼玉県道路交通法施行細則（昭和41年埼

  玉県公安委員会規則第２号）第12条第１項に規定する自動車の運転の管理に関する教習に

  係る教習申請書を受け付けたときは、交通総務課長は、自動車の運転に関する教習の日時、

  場所その他必要な事項を指定して当該教習を行うものとする。 

 ２ 教習の基準 



  (1)  教習科目は、道路交通の現状及び交通事故の実態、自動車の安全な運転に必要な知 

   識、安全運転管理について必要な知識その他必要な内容とする。 

  (2)  講習方法は、視聴覚教材等必要な教材を用いて行う。 

  (3) 時間は、２時間以上とする。 

第13 報告 

 １ 定期報告 

   交通総務課長及び署長は、毎年、別途指定する日までに次の様式により定期報告をする

  ものとする。 

  (1)  認定業者の実態調査表（別記様式第12号） 

  (2) 交通事故・交通違反等調査表（別記様式第13号） 

 ２ 随時報告 

   署長は、次の様式により随時報告するものとする。 

  (1)  運転代行業務従事者の交通事故発生報告書（別記様式第14号） 

  (2)  警察活動等協力事例報告書（別記様式第15号） 

  (3) 苦情・不適正事案報告書（別記様式第16号） 

  (4)  その他自動車運転代行業者に関係する事項 

   実施日 

 この例規通達は、平成14年６月１日から実施する。 

   実施日（平成14年７月１日埼例規第55号・交企） 

 この例規通達は、平成14年７月１日から実施する。 

   実施日（平成17年３月29日務第657号） 

 この通達は、平成17年４月１日から実施する。 

   実施日（平成17年６月30日交企第474号） 

 この通達は、平成17年７月１日から実施する。 

   実施日（平成18年５月31日駐対第620号） 

 この通達は、平成18年６月１日から実施する。 

   実施日（平成20年３月31日務第922号） 

 この通達は、平成20年４月１日から実施する。 

   実施日（平成24年７月６日務第1625号） 



 この通達は、平成24年７月９日から実施する。 

   実施日（平成25年２月13日交企第103号） 

 この通達は、平成25年２月20日から実施する。 

   実施日（平成27年３月25日交企第221号） 

 この通達は、平成27年４月１日から実施する。 

   実施日（平成30年３月28日務第792号） 

 この通達は、平成30年４月１日から実施する。 

   実施日（平成30年12月７日交総第1096号） 

 この通達は、平成30年12月７日から実施する。 

   実施日（令和元年12月13日交総第1033号） 

 この通達は、令和元年12月14日から実施する。 




















































