
-- P.P.11 --

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

自動車ディーラー、整備事業者等の皆様へ自動車ディーラー、整備事業者等の皆様へ

継続検査時預託（３年間の時限措置）が

 

　　　　　平成２０年１月３１日をもって終了します！

 

継続検査時預託（３年間の時限措置）が

 

　　　　　平成２０年１月３１日をもって終了します！

平成２０年１月３１日まで平成平成２０２０年年１１月月３１３１日まで日まで 平成２０年２月１日から平成平成２０２０年年２２月月１１日から日から

継続検査時預託は、継続検査時預託は、３３年間の時限措置年間の時限措置((※※))です。平成２０年１月３１日にてです。平成２０年１月３１日にて

 

３年間が経過する為、継続検査時預託が必要なくなります。３年間が経過する為、継続検査時預託が必要なくなります。

 

((※※))時限措置とは・・・平成１７年２月１日から平成２０年１月３１日までの継続検査（中古新規登録・時限措置とは・・・平成１７年２月１日から平成２０年１月３１日までの継続検査（中古新規登録・

 

　　　　　　　　　　　　　検査、構造等変更検査含む）更新の際に、国土交通大臣等へのリサイクル料　　　　　　　　　　　　　　検査、構造等変更検査含む）更新の際に、国土交通大臣等へのリサイクル料　

 

　　　　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　金預託証明書の提示に関する経過措置（法附則第１０条）のこと。預託証明書の提示に関する経過措置（法附則第１０条）のこと。

　　皆様皆様ににご協力ご協力頂き頂き、、継続検査時に継続検査時に約約６６,,２００２００万台万台（平成１９年１０月末日時点）（平成１９年１０月末日時点）

 

のの車両の車両のリサイクル料金が預託されました。今後は新車販売時、または引取時のいリサイクル料金が預託されました。今後は新車販売時、または引取時のい

 

ずれかで預託してずれかで預託して頂きます頂きます。引続きご協力よろしくお願い致します。。引続きご協力よろしくお願い致します。

新車販売時の預託新車販売時の預託 新車販売時の預託新車販売時の預託

継続検査時等の預託継続検査時等の預託

リサイクル料金の預託申請リサイクル料金の預託申請

リサイクル券の印刷リサイクル券の印刷

窓口での預託証明印の押印窓口での預託証明印の押印

引取時の預託引取時の預託 引取時の預託引取時の預託

継続検査時預託は必要なし継続検査時預託は必要なし

 

継続検査時預託の実務はすべて終了継続検査時預託の実務はすべて終了

継続検査時預託が必要なくなる理由継続検査時預託が必要なくなる理由

平成平成１９１９年年１１１１月月３０３０日を日をももちまして、ちまして、

 

　　　　『継続検査時預託を行う為の事業者登録』『継続検査時預託を行う為の事業者登録』のの新規申込受付新規申込受付は終了しています。は終了しています。

 

　　　　『継続検査時預託用リサイクル券用紙』『継続検査時預託用リサイクル券用紙』のの追加発注追加発注は終了しています。は終了しています。

◆　注意　◆◆　注意　◆



-- P.P.22 --

　　　　　　　　

　　　　　　　　

　　　　　　　　

実務について実務について

継続検査時にリサイクル料金の預託がなくなったら、今

 

後はいつ預託するの？

 

継続検査時にリサイクル料金の預託がなくなったら、今

 

後はいつ預託するの？

具体的に必要なくなる実務は何？具体的に必要なくなる実務は何？

運輸支局等内または近傍の団体内に設置してある自動車

 

リサイクル専用端末はどうなるの？

 

運輸支局等内または近傍の団体内に設置してある自動車

 

リサイクル専用端末はどうなるの？

継続検査時にリサイクル料金の預託が必要なくなるとの
ことだが、中古新規登録の際はどうなるの？

継続検査時にリサイクル料金の預託が必要なくなるとの
ことだが、中古新規登録の際はどうなるの？

自動車リサイクルシステム上の預託実務受託業者の登録

 

はどうなるの？

 

自動車リサイクルシステム上の預託実務受託業者の登録

 

はどうなるの？

システム・登録についてシステム・登録について

今後、預託実務受託業者の登録内容に変更があった場合

 

はどうするの？

 

今後、預託実務受託業者の登録内容に変更があった場合

 

はどうするの？

リサイクル券を紛失した場合の再発行はどうするの？リサイクル券を紛失した場合の再発行はどうするの？

継続検査時に提示する義務がなくなったのであれば、今

 

後自動車所有者は発行済みのリサイクル券をどうするの？

 

継続検査時に提示する義務がなくなったのであれば、今

 

後自動車所有者は発行済みのリサイクル券をどうするの？

リサイクル券リサイクル券についてについて

平成１９年１１月３０日で「継続検査時」のリサイクル

 

券用紙の追加発注が終了したとのことだが、事業者、事

 

業所内でリサイクル券用紙に過不足があったらどうする

 

の？

 

平成１９年１１月３０日で「継続検査時」のリサイクル

 

券用紙の追加発注が終了したとのことだが、事業者、事

 

業所内でリサイクル券用紙に過不足があったらどうする

 

の？

継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

・・・・・・・・・・・・・　・・・・・・・・・・・・・　P.P.３３～～４４

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・　　P.P.５５

・・・・・・・・・　・・・・・・・・・　P.P.６６～～７７

QQ99

QQ88

QQ77

QQ66

QQ55

QQ44

QQ33

QQ22

QQ11



-- P.P.33 --

継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

新車販売時か、廃車の引取時のいずれかに預託して新車販売時か、廃車の引取時のいずれかに預託して頂く頂く事になります。事になります。

実務について実務について

　　　　　　　　
QQ11

AA

　　　　　　　　

AA 預託方法によって異なります。下表預託方法によって異なります。下表をご確認下さいをご確認下さい。。

①料金①料金照会照会

 

②預託申請②預託申請

 

③リサイクル③リサイクル券券印刷印刷

 

④預託証明④預託証明印印の押印受領の押印受領

①料金①料金照会照会

 

②預託申請②預託申請

 

③料金収納③料金収納

 

　　

 

（ゆう（ゆうちょちょ銀行口座または、ＳＰＣまたはコンビニ払込票）銀行口座または、ＳＰＣまたはコンビニ払込票）

 

④リサイクル券印刷④リサイクル券印刷

 

⑤預託証明⑤預託証明印印の押印受領の押印受領

継続検査時にリサイクル料金の預託がなくなったら、今

 

後はいつ預託するの？

 

継続検査時にリサイクル料金の預託がなくなったら、今

 

後はいつ預託するの？

具体的に必要なくなる実務は何？具体的に必要なくなる実務は何？

金融機関の口座引落を利用金融機関の口座引落を利用

郵便局・コンビニエンスストアを利用郵便局・コンビニエンスストアを利用

QQ22

「継続検査時」に必要なくなる実務「継続検査時」に必要なくなる実務

「継続検査時」に必要なくなる実務「継続検査時」に必要なくなる実務



-- P.P.44 --
ｚ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

　　　　　　　　

平成平成２０２０年年２２月月１１日以降、日以降、順次撤去する予定です。また、近傍の団体での預託に関する順次撤去する予定です。また、近傍の団体での預託に関する

 

実務も終了します。実務も終了します。
AA

終了終了
①料金①料金収受・受領印押印収受・受領印押印

 

②預託②預託証明印押印証明印押印

 

③③運輸支局・軽検協での預託確認運輸支局・軽検協での預託確認（※）（※）

順次撤去順次撤去

　　　　　　　　

平成平成２０２０年年２２月月１１日以降は、継続検査時、中古新規登録・検査、構造等変更検査時の日以降は、継続検査時、中古新規登録・検査、構造等変更検査時の
預託確認が必要なくなります預託確認が必要なくなります。。従って、中古新規登録の際の預託が必要なくなります。従って、中古新規登録の際の預託が必要なくなります。
廃車引取時での預託をお願いします。廃車引取時での預託をお願いします。

AA

運輸支局等内または近傍の団体内に設置してある自動車

 

リサイクル専用端末はどうなるの？

 

運輸支局等内または近傍の団体内に設置してある自動車

 

リサイクル専用端末はどうなるの？

継続検査時にリサイクル料金の預託が必要なくなるとの
ことだが、中古新規登録の際はどうなるの？

継続検査時にリサイクル料金の預託が必要なくなるとの
ことだが、中古新規登録の際はどうなるの？

運輸支局等内または近傍の団体に設置運輸支局等内または近傍の団体に設置

 

してある自動車リサイクル専用端末の撤去してある自動車リサイクル専用端末の撤去

運輸支局等内または近傍の団体での運輸支局等内または近傍の団体での

 

「継続検査時預託」に関する実務も終了「継続検査時預託」に関する実務も終了

自動車リサイクル自動車リサイクル

 

専用端末専用端末

QQ33

QQ44

終了する実務終了する実務

（（※※））新規登録の際には、引続き預託確認が必要です新規登録の際には、引続き預託確認が必要です



-- P.P.55 --

『預託申請』メニューが灰色になり、『預託申請』メニューが灰色になり、
選択できなくなります。選択できなくなります。

ｚ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

　　　　　　　　

平成平成２０２０年年２２月月１１日日より自動車リサイクルシステム側から、継続時の預託申請ができないようにより自動車リサイクルシステム側から、継続時の預託申請ができないように

 

変更を加えます。変更を加えます。

 

また、また、預託実務受託業者預託実務受託業者以外の工程（引取等）を行っている場合は、その他工程の登録内容以外の工程（引取等）を行っている場合は、その他工程の登録内容

 

やシステムに変更はありません。やシステムに変更はありません。

AA

　　　　　　　　

継続検査時継続検査時等における等における預託実務受託業者の新規申込受付は、平成１９年１１月３０日をもち預託実務受託業者の新規申込受付は、平成１９年１１月３０日をもち

 

まして終了しましたが、事業者・事業所情報の変更については引続き受け付けております。まして終了しましたが、事業者・事業所情報の変更については引続き受け付けております。
AA

システム・登録についてシステム・登録について

自動車リサイクルシステム上の預託実務受託業者の登録

 

はどうなるの？

 

自動車リサイクルシステム上の預託実務受託業者の登録

 

はどうなるの？

今後、預託実務受託業者の登録内容に変更があった場合

 

はどうするの？

 

今後、預託実務受託業者の登録内容に変更があった場合

 

はどうするの？

メニュー画面の変更例メニュー画面の変更例

QQ66

QQ55



-- P.P.66 --
ｚ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

　　　　　　

今後今後はは継続検査等の際に提示義務はありませんが、継続検査等の際に提示義務はありませんが、自動車の自動車の売買をされる際、リサイクル料売買をされる際、リサイクル料

 

金の預託状況の証明として使用することができます。また、「Ｂ券」は当該自動車が使用済となっ金の預託状況の証明として使用することができます。また、「Ｂ券」は当該自動車が使用済となっ

 

たときに使用済自動車引取証明書として利用たときに使用済自動車引取証明書として利用できできます。従って、自動車検査証と共に大切にます。従って、自動車検査証と共に大切に

 

保管するように保管するようにお伝え下さいお伝え下さい。。

AA

　　　　　　

＜リサイクル券用紙が余った場合＞＜リサイクル券用紙が余った場合＞

 

不要となったリサイクル券用紙は、各事業者にて破棄していただきます。不要となったリサイクル券用紙は、各事業者にて破棄していただきます。

 

但し、新車販売時預託も行っている場合は、但し、新車販売時預託も行っている場合は、新車販売時預託用として利用新車販売時預託用として利用して頂くこともして頂くことも

 

できます。（※）できます。（※）

AA

（※（※））

 

リサイクル券用紙を新車販売時預託用としてご利用される際は各事業者にて用紙リサイクル券用紙を新車販売時預託用としてご利用される際は各事業者にて用紙

 

　　　　

 

右上の番号の管理をお願いします。右上の番号の管理をお願いします。

＜リサイクル券用紙が不足した場合＞＜リサイクル券用紙が不足した場合＞
新車販売時預託用を利用新車販売時預託用を利用して頂くこともできます。（※）して頂くこともできます。（※）
新車販売時預託を行っていない場合は、平成新車販売時預託を行っていない場合は、平成２０２０年年１１月月３１３１日（時限措置日（時限措置終了終了）までに必要）までに必要

 

とする枚数をご確認の上とする枚数をご確認の上、自動車リサイクルシステムコンタクトセンター、自動車リサイクルシステムコンタクトセンター（連絡先は、Ｐ．８参照）（連絡先は、Ｐ．８参照）

 

までご連絡をお願いまでご連絡をお願い致します致します。。

新車販売時預託を行っている場合は、新車販売時預託を行っている場合は、

新車販売時預託を行っていない場合は、新車販売時預託を行っていない場合は、

リサイクル券リサイクル券についてについて

継続検査時に提示する義務がなくなったのであれば、今

 

後自動車所有者は発行済みのリサイクル券をどうするの？

 

継続検査時に提示する義務がなくなったのであれば、今

 

後自動車所有者は発行済みのリサイクル券をどうするの？

平成１９年１１月３０日で「継続検査時」のリサイクル

 

券用紙の追加発注が終了したとのことだが、事業者、事

 

業所内でリサイクル券用紙に過不足があったらどうする

 

の？

平成１９年１１月３０日で「継続検査時」のリサイクル

 

券用紙の追加発注が終了したとのことだが、事業者、事

 

業所内でリサイクル券用紙に過不足があったらどうする
の？

QQ77

QQ88

リサイクル券用紙がリサイクル券用紙が

 

不足した場合不足した場合

各事業者にて各事業者にて

 

破棄破棄

新車販売時預託用新車販売時預託用

 

として利用可能として利用可能

新車販売時預託用新車販売時預託用

 

の利用も可能の利用も可能

自動車リサイクルシステム自動車リサイクルシステム

 

コンタクトセンターに問合せコンタクトセンターに問合せ

リサイクル券用紙がリサイクル券用紙が

 

余った場合余った場合



-- P.P.77 --

自動車リサイクルシステムトップページ自動車リサイクルシステムトップページ

ｚ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ継続検査時預託終了についてのＱ＆Ａ

　　　　　　　　

平成平成２０２０年年２２月月１１日日よりユーザ向けリサイクル料金等照会で預託状況を別途印刷することがよりユーザ向けリサイクル料金等照会で預託状況を別途印刷することが

 

できる機能が追加される予定ですできる機能が追加される予定です。。その書面が代替となります。その書面が代替となります。
AA

リサイクル券を紛失した場合の再発行はどうするの？リサイクル券を紛失した場合の再発行はどうするの？QQ99

預託状況印刷機能預託状況印刷機能

リサイクル券の代替としてご利用頂けます。リサイクル券の代替としてご利用頂けます。

◆表記内容◆表記内容
　　

 

・リサイクル券番号・リサイクル券番号
　　

 

・車台番号、登録番号／車両番号・車台番号、登録番号／車両番号
　　

 

・預託済金額・預託済金額
　など　など

ユーザー向けリサイクル料金等照会画面ユーザー向けリサイクル料金等照会画面



-- P.P.88 --

スケジュールスケジュール

（財）自動車リサイクル促進センター

自動車リサイクルシステムに関するお問合せ先自動車リサイクルシステムに関するお問合せ先

自動車リサイクルシステムコンタクトセンター自動車リサイクルシステムコンタクトセンター
ＴＥＬ　：　０３－５６７３－７３９６ＴＥＬ　：　０３－５６７３－７３９６

受付時間受付時間
平日／平日／８８：：３０３０～～２０２０：：００００　土日・祝日／　土日・祝日／９９：：００００～～１８１８：：００００

日程 主なスケジュール 留意点

平

 

成

 

１９

 

年

１２

 

月

平

 

成

 

２０

 

年

１

 

月

２

 

月

３

 

月

４

 

月

５

 

月

パンフレットやリーフレットなどに、「自動車リサイクル料

 

金は継続検査の際に必要となります」等の記載がある

 

ものについては、ご留意願います。

継続検査時のリサイクル料金の預託申請漏れがない

 

ようにご留意願います。
（例）１月３１日に自動車所有者様よりリサイクル料金を受

 

取ったが、２月１日以降に預託申請をしようとする等。

平成１７年１月以降に継続検査や中古新規登録等

 

を受けていない未預託車両が平成２０年２月以降に

 

検査登録する場合、引取時にリサイクル料金の預託

 

を行なっていただくこととなります。

１

２

２月１日より「ユーザー向けリサイクル料金等照会機能」

 

から預託状況の印刷が行えるようになります。中古車

 

売買の際に証票としてご利用いただけます。

５

リサイクル料金の預託が、
　・新車販売時　または、
　・廃車引取時　のいずれか
になります。

４

残高注意残高注意

リサイクル料金の設定は、書類に不備がない場合、概

 

ね1週間程度かかります。早めにご依頼をお願いします。

３

・１月３１日午後１時・１月３１日午後１時

・１月３１日・１月３１日

・２月１日・２月１日

・２月２６日・２月２６日

・４月３０日・４月３０日

中古新規用料金設定依頼の締切中古新規用料金設定依頼の締切

継続検査時預託（時限措置）終了継続検査時預託（時限措置）終了

ユーザー向けリサイクル料金等照会ユーザー向けリサイクル料金等照会

 

機能へ預託状況の印刷機能追加機能へ預託状況の印刷機能追加

口座引落し終了口座引落し終了

リサイクル券の再発行機能終了リサイクル券の再発行機能終了

５５月月１１日より資金管理システムの変更が予定されております。日より資金管理システムの変更が予定されております。
詳細は、別途ご案内します。詳細は、別途ご案内します。
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