
〇徳島県警察車両管理規程

（昭和50年徳島県警察本部訓令第６号）

徳島県警察車両管理規程を次のように定める。

徳島県警察車両管理規程

（趣旨)

第1条 この訓令は、法令その他別に定めがあるもののほか、徳島県警察が所管する車両（以

下「車両」という。）の管理について必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるとこ

ろによる。

(1) 所属長 警察本部の課、所、隊、警察学校及び警察署の長をいう。

(2) 整備管理者 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「運送車両法」という。)第5

0条第１項の整備管理者をいう。

(3) 安全運転管理者等 道路交通法（昭和35年法律第105号）第74条の３第１項の安全運転

管理者及び同条第４項の副安全運転管理者をいう。

(4) 自動車整備工場 道路運送車両法第94条の２の指定自動車整備事業に指定された徳島県

警察自動車整備工場をいう。

(会計課長の責務)

第3条 警務部会計課長(以下「会計課長」という。)は、車両の管理の責に任ずるものとする。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、所属に配置された車両(以下「所属車両」という。)の使用の責に任ずるものとする。

2 所属長は、車両の適正な運行を図るため、所属車両ごとに運転責任者及び運転補助者(以下「運転

責任者等」という。)を置くものとする。

(運用統制)

第5条 会計課長は、必要により車両の運用を統制することができる。

(公務外使用の禁止)

第6条 車両は、公務以外に使用してはならない。

(運転記録簿等)

第7条 所属長は、所属車両ごとに四輪車にあっては運転記録簿(別記様式第1号)を、二輪車にあって

は二輪出動簿(別記様式第1号の2)を備え付けなければならない。

2 運転記録簿及び二輪出動簿は、運転責任者等が記録しなければならない。

(車両の貸借等)

第7条の2 所属長は、他の所属車両を借用使用する必要が生じたときは、当該所属長と協議の上、警

察車両借用申請書(別記様式第2号)により借用することができる。

2 当該車両(警務部会計課(以下「会計課」という。)の所属に係るものを除く。)の借用期間が7日を

超えるときは、会計課長の承認を得なければならない。

3 車両を借用した所属長は、借用期間中は当該車両の使用の責に任ずるものとし、運転責任者等を指

定しなければならない。

4 貸借期間中における運転記録簿及び二輪出動簿は、借用した所属に備え付けなければならない。

5 警察車両借用申請書は、貸与した所属において、運転記録簿及び二輪出動簿とともに編綴するもの

とする。



(車両カードの作成)

第8条 会計課長は、車両ごとに車両カード(別記様式第3号又は別記様式第4号)を2部作成し、1部は所

属車両とともに所属長に送付し、1部は会計課に保管しなければならない。

2 会計課長は、車両カードの記載事項に変更を生じたときは、その都度整理し、関係所属長に通知し

なければならない。

(車両カードの保管)

第9条 所属長は、車両カードの送付又は車両カードの記載事項の変更通知を受けたときは、当該車両

カードの保管及び整理をしなければならない。

2 所属長は、所属車両の保管転換があつた場合は、新たに配置された所属長に当該車両カードを速や

かに送付しなければならない。

3 所属長は、所属車両が廃車された場合は、当該車両カードを会計課長に送付しなければならない。

(車両の点検)

第10条 所属車両の点検については、別表に定めるところにより実施し、点検の都度関係簿冊に所要

事項を記載しなければならない。

2 点検は、自動車の点検及び整備に関する手引(平成19年国土交通省告示第317号)に基づき実施する

ものとする。

(整備管理者等の設置)

第11条 県本部、学校及び警察署に整備管理者のほか、整備管理補助者を置く。

(整備管理者の選任等)

第12条 会計課長は、整備管理者の選任及び解任並びにその届け出を行うものとする。

2 所属長は、整備管理補助者を指定するものとする。

(整備管理者等の権限)

第13条 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第32条の規定に基づき、会計課長が整備

管理者に与える権限は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 日常点検整備に立会すること。

(2) 定期点検及び随時点検を実施すること。

(3) 各種点検の結果に基づき、運行の可否を決定すること。

(4) 各種点検の結果に基づき、必要な整備を行うこと。

(5) 各種点検の実施計画及び実施方法並びに所属車両の整備計画を定めること。

(6) 日常点検表、原動機付自転車定期点検整備記録簿及び第17条に定める自動車定期点検整備計画

表を管理する。

(7) 自動車車庫の管理をすること。

(8) 整備管理補助者及び運転責任者等に対し、前各号に定める事項を処理するために指導し、監督

すること。

2 整備管理補助者は、整備管理者が処理する事項について補助するものとする。

(整備管理者の研修)

第14条 整備管理者は、車両の点検整備についての知識及び技術の修得に努めなければならない。

2 会計課長は、整備管理者に必要な研修を受けさせなければならない。

(点検結果等の報告)

第15条 所属長は、毎月の日常点検表の写し、所属車両(原動機付自転車を除く。)の各定期点検整備

記録簿(1か月、3か月及び6か月点検に係るものに限る。)の写し及び燃料消費状況等報告書(別記様



式第7号)を翌月の10日までに会計課長に送付しなければならない。

(備付簿冊)

第16条 整備管理者は、次表に掲げる簿冊を備え付け保存しなければならない。

備付簿冊 保存期間

日常点検表

自動車定期点検整備計画表 1年

原動機付自転車定期点検整備記録簿

車両整備工具台帳(別記様式第8号) 永年

(整備計画)

第17条 所属長は、翌年度の車両の整備計画を自動車定期点検整備計画表(別記様式第9号)により3月

末日までに会計課長に送付しなければならない。

(整備申請)

第18条 整備管理者は、車両の点検の結果又は交通事故その他の事由により整備を必要とするときは、

所属長に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた所属長は、速やかに警察車両整備申請書(別記様式第10号)により会計課長に整

備の申請を行うものとする。

3 前項の整備を必要とする事由が交通事故であるときは、徳島県警察職員に係る交通事故の防止及び

処理要領について(昭和50年3月25日徳企監第42号。徳務第99号。徳交指第107号。徳免第66号)第14

の項に定める警察職員による交通事故報告書を添付しなければならない。

(整備指揮)

第19条 会計課長は、前条の整備申請に基づき、第22条に規定する事業場管理責任者に整備を行わせ

るものとする。ただし、自動車整備工場で整備することができないとき、又は適当でないときは、

部外の整備工場へ委託することができる。

2 事業場管理責任者は、整備を必要とする車両について、整備内容を作業指示(報告・記録)書(別記

様式第11号)に記録するとともに整備が完了したときは、警務課長に報告しなければならない。

(自動車整備工場の設置)

第20条 自動車整備工場は、警察本部に置く。

(自動車整備工場の業務)

第21条 自動車整備工場は、会計課長が管理し、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 運送車両法第48条、第90条及び第94条の5に規定する整備

(2) 第18条第2項に基づく整備

(3) 交通取締用速度測定器(レーダー式速度測定器を除く。)の検査

2 前項第1号及び第2号の整備に当つては、作業指示(報告・記録)書により整備するものとする。

3 第1項第3号の検査をしたときは、所要事項を交通取締用速度測定器検査簿(別記様式第12号)に記載

するものとする。

(自動車整備工場の構成)

第22条 自動車整備工場には、次表の左欄に掲げる者を置き、その業務は、それぞれ同表の相当

右欄に掲げるとおりとする。

優良自動車整備事業認定規 事業場管理 自動車整備作業の管理

則(昭和26年運輸省令第72 責任者



号)第3条第1項 主任技術者 自動車整備作業の技術面の指導監督

工員 車両の整備

運送車両法第91条の3及び 整備主任者 分解整備をした場合の保安基準の検査

第94条の4並びに道路運送 (1) 自動車継続検査について運送車両法第3章

車両法施行規則(昭和26年 自動車検査 に規定する保安基準の検査及びその証明(2)

運輸省令第74号)第62条の2 員 指定整備記録簿の記録

の2第1項第5号 (3) 第27条に定める関連規程中の諸事項の処

理

消防法(昭和23年法律第186 危険物取扱 油類の管理

号)第13条 責任者

(事業場管理責任者の選任等の届出)

第23条 会計課長は、前条に定める事業場管理責任者等の選任及び変更(危険物取扱責任者を除く。)

を地方運輸局長に届け出るものとする。

(変更届等)

第24条 会計課長は、運送車両法第81条に規定する届け出を行うものとする。

(整備主任者等の研修)

第25条 自動車整備工場の整備主任者及び自動車検査員は、車両の点検整備、分解整備の知識及び技

術の修得に努めなければならない。

2 会計課長は、整備主任者及び自動車検査員に運送車両法に基づく研修を受けさせなければならない。

(備付簿冊)

第26条 事業場管理責任者は、次に掲げる簿冊を備え付け保存しなければならない。

備付簿冊 保存期間

整備日誌 1年

潤滑油受払簿

定期点検整備記録簿

分解整備記録簿

指定整備記録簿 2年

警察車両整備申請書

作業指示(報告・記録)書

(関連規程)

第27条 指定自動車整備事業関係事務処理要領(昭和61年11月28日四運整整第291号)第3条第4項に基づ

く保安基準適合証等交付に関する規程及び検査用機器の保守管理に関する規程は、別に定める。

附 則

1 この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

2 警察車両管理規程(昭和29年徳島県警察本部訓令第13号)及び警察自動車整備工場規程(昭和29年徳

島県警察本部訓令第14号)は、廃止する。

附 則(昭和53年8月1日本部訓令第5号)

この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。



附 則(昭和55年2月27日本部訓令第2号)

この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。

附 則(昭和55年10月29日本部訓令第14号)

この訓令は、昭和55年12月1日から施行する。

附 則(昭和57年3月15日本部訓令第4号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年6月22日本部訓令第7号)抄

この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。

附 則(平成7年6月22日本部訓令第27号)

この訓令は、平成7年7月1日から施行する。

附 則(平成9年3月21日本部訓令第3号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月8日本部訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月21日本部訓令第6号)

この訓令〔中略〕は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成15年3月28日本部訓令第9号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月29日本部訓令第9号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日本部訓令第9号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

別表（第10条関係)

点検の種別 対象車両 点検時期 点検等実施責任者 記載簿冊 根拠法令等

日常点 所属車両 1日1回 運転責任者 日常点検表 運送車両法第47条

検整備 等 (別記様式第5 の2

号)

定期点 乗車定員11人以 1か月ごと3 整備管理者 事業用等定期点 運送車両法第48条

検 上の自家用自動 か月ごと 検整備記録簿 自動車点検基準

車、乗車定員10 (昭和26年運輸省

人以下で車両総 12か月ごと 自動車整備 令第70号)第4条第

重量8人以上の 工場 2項



自家用自動車

自家用貨物自動 6か月ごと 整備管理者 自家用貨物等定

車 12か月ごと 自動車整備 期点検整備記録

工場 簿

自家用乗用自動 6か月ごと 整備管理者 自家用乗用等定

車 12か月ごと 自動車整備 期点検整備記録

24か月ごと 工場 簿

小型自動車 6か月ごと 整備管理者 二輪車定期点検

(二輪) 整備記録簿

軽自動車 12か月ごと 自動車整備

(二輪) 工場

原動機付自転車 6か月ごと 整備管理者 原動機付自転車

定期点検整備記

録簿(別記様式

第6号)

随時点 所属車両 随時 運転責任者

検 等又は整備

管理者

別記様式 省略


