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近年の制度改正内容等を反映し、事務局が提案する「特殊⾞両通
⾏ハンドブック2019（改訂案）」について連絡協議会委員の皆様に
意⾒照会を⾏い、８⽉中に2019年度版の発⾏を⽬指す。

改訂方針

表紙 2018版（現在）

【全体的にデザイン色のみを変更】

表紙 2019版（事務局案）

表紙 2016版

表紙 2005版表紙 2006版表紙 2007版表紙 2008版

１．特殊車両通行ハンドブック2019（改訂案）
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２．修正変更箇所

修正変更箇所リスト

修正
NO

現
ページ

修正
⾏ 修正箇所 修正案

1 表紙 ー 表紙デザイン 2019版として、表紙デザイン（背景・⾞両等）の色
を更新する。

2 P3 ⽬次 該当箇所の修正

3 P28 ー 許可証の携帯 電⼦媒体での許可証の携⾏が可能に。
（平成31年4⽉1⽇〜）

4 P28 ー 許可期間
優良事業者は、許可期間が最⼤2年から４年に延
⻑。
（平成31年4⽉1⽇〜）

5 P32 19⾏
⽬

『⑦事故の時』の記載内容を修正
万が一、事故のときには直ちに応急処置を取
り、道路管理者に報告すること。

条件書の記載⽂に合わせて変更

6 P37 ー 特⾞ゴールド制度

①ETC2.0⾞載器ごとに包括申請が可能に。
（平成31年3⽉25⽇〜）

②特⾞ゴールド制度を利⽤することが可能な⾞両の
⾞両緒元（⻑さ）

の注釈を修正

7 追加 － 特殊⾞両通⾏許可基準の緩和
⾞両⻑の緩和（ダブル連結トラック運⽤） 現⾏の21mから最⼤で25mへの緩和

8 追加 ー 特殊⾞両通⾏許可基準の緩和
はみ出しの緩和 ⾃動⾞運搬⽤⾞両を対象に、はみ出しの緩和
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２．修正変更箇所

修正変更箇所リスト

修正
NO

現
ページ

修正
⾏ 修正箇所 修正案

9 P42 － 申請・問い合わせ窓口 改訂までに問い合わせ窓口の集約化等がされていれば
修正する。

10 P48 ー Q,Aに路線名の問合せ先追加

Q３.未収録道路の路線名が分からない場合、問い合
わせは何処にすれば良いですか。
A３.特⾞PRサイトに「路線名等について」のアイコンが
あります。クリックすると全国の「路線名等についての問い
合わせ先一覧」が確認できますので、ご利⽤下さい。
【問い合わせ先一覧】
URL：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

11 P52 － 通⾏許可件数・台数の推移 平成26年度〜平成30年度の数値に修正する。

12 巻末 － チラシ 新チラシに差し替える。

13 裏表紙 － 電話番号およびFAX番号 電話番号とFAX番号を削除し、連絡協議会ホームペー
ジのURLを記載

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
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２．修正変更箇所

（更新）全体的にデザイン色のみを変更

修正NO.1 表紙デザインの変更
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２．修正変更箇所

案① 案② 案③
（事務局案）

修正NO.1 表紙デザインの変更
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２．修正変更箇所

該当箇所の修正

修正NO.2 ⽬次の修正
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２．修正変更箇所

電⼦媒体での許可証の携⾏が可能に。
（平成31年4⽉1⽇〜）

なお、平成31年4⽉1⽇から、紙媒体による許可証の代わりに、
電⼦媒体を電⼦機器（ノートパソコン、タブレット等）に入れて携
⾏することができるようになりました。

特殊⾞両の現地取締り等で許可証の提⽰（表⽰）を求めら
れた際には、ドライバー⾃ら、その責任において電⼦機器を操作し、
電⼦機器の画⾯に⾛⾏中の通⾏経路の許可証を表⽰させてくだ
さい。
※電⼦機器の故障、バッテリー切れ、電波の状況、機器操作の

不慣れその他の事情等によって速やかに表⽰できない場合には、
許可を得ていても、許可証不携帯として警告等の対象となります
のでご注意ください。

追加

修正NO.3 許可証の携帯
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２．修正変更箇所

最⼤2年から、優良事業者は４年に変更。
（平成31年4⽉1⽇〜）

区分
許可期間

優良事業者 その他

寸法⼜は重量が一定の基準（別表参照）に掲
げる数値のいずれかを超える緒元の⾞両（道路
運送法による一般旅客⾃動⾞運送事業の⽤に
供する⾞両を除く）

２年以内 １年以内

上記以外の⾞両 ４年以内 ２年以内

出典：許可期間の延⻑について（平成31年4⽉1⽇ 関東地方整備局）
URL:http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf変更

追加 平成31年4⽉1⽇より（当⾯の間）、一定の要件を満たす
優良事業者の⾞両については、許可の有効期間が、これまで
の最⼤２年から４年間（超重量・超寸法⾞両はこれまでの
最⼤1年間から２年間）に延⻑になりました。
対象となる優良事業者の⾞両の条件は、以下のとおりです。
(※以下の要件をすべて満たす事業者が対象)

①業務支援⽤ETC2.0⾞載器を搭載し、登録を受けた⾞両
であること
－登録は申請支援システムより⾏うことができます。
②違反履歴のない事業者の⾞両であること
ー当⾯の間、過去２年以内に違反（過積載による警告等）
の履歴が存在しないことが必要です。
③Gマーク認定事業所に所属する⾞両であること

次ページへ

修正NO.4 許可期間

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf
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２．修正変更箇所

修正NO.4 許可期間

1.寸法
【別表】

2.重量
単⾞

出典：許可期間の延⻑について（平成31年4⽉1⽇ 関東地方整備局）
URL:http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf

 連絡協議会ホームページに別
表を掲載して、ハンドブックには

URLのみを記載する。

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/pdf/20190329_kyoka_info.pdf


11

２．修正変更箇所

修正NO.5 『⑦事故の時』の記載内容を修正

⑦事故のとき
許可⾞両の通⾏によって道路構造物、道路の付属物、
道路占⽤物件等に損傷を与えた場合は、すみやかに道
路管理者に連絡すること。

修正
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２．修正変更箇所

修正NO.6① 特⾞ゴールド制度 ETC2.0⾞載器ごとに包括申請が可能に。
（平成31年3⽉25⽇〜）

修正
従来は、複数台のトラクタをまとめた申請ができませんで
したが、平成31年3⽉25⽇の改正により包括申請が
できるようになりました。
（「⾞種」、「荷物」、「通⾏期間」が同一の場合）

出典：『ETC2.0装着⾞への特殊⾞両通⾏許可簡素化制度』実施要綱

簡素化制度で許可申請可能
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２．修正変更箇所

修正NO.6② 特⾞ゴールド制度

修正

出典：『ETC2.0装着⾞への特殊⾞両通⾏許可簡素化制度』実施要綱

現在

（※）ⅰ）被けん引⾞の後軸の旋回中⼼から⾞体の後⾯までの⻑さが3.8メートル以上4.2メートル以下
の⾞両にあっては18メートル、3.2メートル以上3.8メートル未満の⾞両にあっては17.5メートル。

ⅱ）貨物を被けん引⾞の⾞体の後方にはみ出して積載する場合にあっては、被けん引⾞の後軸の
旋回中⼼から当該貨物の後端までの⻑さが3.8メートル以上4.2メートル以下の⾞両⼜は2.4
メートル以上3.8メートル未満の⾃動⾞運搬⽤セミトレーラ連結⾞にあっては18メートル、3.2
メートル以上3.8メートル未満の⾞両（⾃動⾞運搬⽤セミトレーラ連結⾞を除く。）⼜は1.9
メートル以上2.4メートル未満の⾃動⾞運搬⽤セミトレーラ連結⾞にあっては17.5メートル。
ただし、⾃動⾞運搬⽤セミトレーラ連結⾞にあっては1.0ｍを超えて貨物をはみ出して積載する
ことはできない。

追加
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２．修正変更箇所

修正NO.7 ⾞両⻑の緩和（ダブル連結トラック運⽤）
追加

出典：平成31年1⽉29⽇道路局記者発表資料

ダブル連結トラックの⾞両⻑について、安全な通⾏等の観点から必要な条件を付し
た上で、特殊⾞両通⾏許可に関する⻑さの上限を21mから25mに緩和されました。
（平成３１年１⽉２９⽇より）

ダブル連結トラック：1台で2台分の輸送が可能
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２．修正変更箇所

修正NO.8 はみ出しの緩和

出典：平成31年1⽉29⽇道路局記者発表資料

積載物（⾃動⾞）をはみ出して運搬するなど⾃動⾞運搬⽤⾞両の特性を踏ま
え、生産性の向上や働き方改革に資するよう、これまでのコンテナ運搬⽤⾞両を想
定した基準に加え、⾃動⾞運搬⽤⾞両を対象とする新たな基準が設定されました。
（平成３１年１⽉２９⽇より）

追加
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２．修正変更箇所

修正NO.9 申請・問い合わせ窓口の修正

（修正）
特⾞PRサイトの申請事務取扱窓口が更新され次第、修正
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２．修正変更箇所

修正NO.10 Q,Aに路線名の問合せ先追加

Q３.未収録道路の路線名がわからない場合、
問い合わせは何処にすれば良いですか。

A３.特⾞PRサイトに「路線名等について」のアイコンが
あります。クリックすると全国の「路線名等についての
問い合わせ先一覧」が確認できますので、ご利⽤下
さい。
【問い合わせ先一覧】
URL：http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/

追加
Ｑ４
Ａ４

修正

http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
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２．修正変更箇所

修正NO.11 通⾏許可件数・台数の推移

（修正）
26〜30年度分へ更新

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

許可件数 364,195 397,415 431,339 511,531 566,216

許可台数 1,177,379 1,286,739 1,421,243 1,708,252 1,946,576

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

許可件数 許可台数

年 度

※全国の国・都道府県・政令市・⾼速道路会社等



19

２．修正変更箇所

修正NO.12 チラシの更新

（事務局案）
案①
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２．修正変更箇所

修正NO.12 チラシの更新

案② 案③ 案④
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２．修正変更箇所

修正NO.13 電話番号およびFAX番号の削除

修正

（関東地域連絡協議会事務局）
関東地方整備局 道路部 交通対策課

2019年X⽉発⾏

〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都⼼2番地1
（さいたま新都⼼合同庁舎2号館）

⼤型⾞通⾏適正化に向けた関東地域連絡協議会ホームページ
URL：http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000015.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/road/sinsei/index00000015.html

