道路交通法の一部を改正する法律
道路交通法︵昭和三十五年法律第百五号︶の一部を次のように改正する︒

第二十六条の付記中﹁第百二十条第一項第二号﹂を﹁第百十九条第一項第一号の四︑第百二十条第一項第
二号﹂に 改め る︒
第四十五条の次に次の一条を加える︒

次の各号 のいず れかに 該当する者︵以下この 項及 び次項において﹁高齢運転者等 ﹂と いう

︵高齢運転者等標章自動車の停車又は駐車の特例︶
第四十五条の二

︒︶が運転する普通自動車︵当該高齢運転者等が内閣府令で定めるところによりその者の住所地を管轄す

る 公安委員 会に届 出をし たものに 限る︒ ︶であつて︑当該高 齢運 転者等が同項の規定により交付 を受けた

高 齢運転者 等標章 をその 停車又は 駐車を している間前面の見 やす い箇所に掲示したもの︵以下﹁ 高齢 運転

者 等標章自 動車﹂ という ︒︶は︑ 第四十 四条の規定による停 車及 び駐車を禁止する道路の部分又 は前 条第

一 項の規定 による 駐車を 禁止する 道路の 部分の全部又は一部 につ いて︑道路標識等により停車又 は駐 車を

す ることが できる ことと されてい るとき は︑これらの規定に かか わらず︑停車し︑又は駐車する こと がで

２

３

４

きる︒

第七十 一条 の五第二 項に規定 する 普通自動車対応免許︵以下この 条において単に﹁普通自動車対 応免

第七十一条の六第一項又は第二項に規定する者

一

二

前二号に掲げるもののほか︑普通自動車対応免許を受けた者で︑妊娠その他の事由により身体の機能

許﹂とい う︒ ︶を受けた者で七十歳以上のも の

三

に制 限があ ること からその 者の運 転する 普通自動車が停車又は 駐車 をすることができる場所につい て特
に配慮す る必 要があるものとして政令で定め るも の

公安委 員会は ︑高齢運 転者等 に対し ︑その申請により︑そ の者 が前項の届出に係る普通自動車 の運 転を
する高 齢運 転者等であることを示す高齢運 転者等標章を交付するものとする︒

高齢運転者等標章の交付を受けた者は︑当該高齢運転者等標章を亡失し︑滅失し︑汚損し︑又は破損し

た ときは︑ その者 の住所 地を管轄 する公 安委員会に高齢運転 者等 標章の再交付を申請することが でき る︒

高齢運転者等標章の交付を受けた者は︑普通自動車対応免許が取り消され︑又は失効したとき︑第一項

第 三号に規 定する 事由が なくなつ たとき その他内閣府令で定 める 事由が生じたときは︑速やかに ︑当 該高

５

齢運転 者等標章をその者の住所地を管轄す る公安委員会に返納しなければ なら ない︒

第四 項については第百二十一条第一 項第 九号︶

前三 項に 定めるもののほか︑高齢運転者 等標章について必要な事項は︑内閣 府令で定める︒
︵罰則

第四十六条中﹁車両﹂を﹁前条第一項に規定するもののほか︑車両﹂に︑﹁前条第一項﹂を﹁第四十五条
第一項﹂ に改 める︒

第四十九条の四第二項中﹁第四十九条の二﹂を﹁第四十九条の三﹂に改め︑同条第三項中﹁第四十九条の

二﹂を﹁ 第四 十九条の三から第四十九条の五 まで ﹂に改め︑同条を第四十九条の 七と する︒

第四十九条の三中﹁前条第三項﹂を﹁第四十九条の三第三項﹂に改め︑同条を第四十九条の六とする︒

第四十九条の二第一項中﹁除く﹂の下に﹁︒次条において同じ﹂を加え︑﹁次項から第四項まで﹂を﹁こ

の条から第四十九条の五まで﹂に改め︑同条第二項中﹁車両は﹂を﹁車両︵前条の規定により指定された道

路の区間︵次条において﹁高齢運転者等専用時間制限駐車区間﹂という︒︶にあつては︑高齢運転者等標章

自動車に限る︒以下この条︑第四十九条の六及び第百十九条の三第一項第二号において同じ︒︶は﹂に︑﹁

前条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改め︑同条第四項中﹁前条第一項﹂を﹁第四十九条第一項﹂に改め

︑同条第五項を削り︑同条の付記中﹁及び第五項後段﹂を削り︑同条を第四十九条の三とし︑同条の次に次
の二条を 加え る︒

高齢運転 者等専 用時間 制限駐車区間において は︑ 高齢運転者等標章自動車以外の 車両 は︑

︵高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止︶
第四十九条の四

第百 十九条の二第一項第一号︑同条 第二 項︑第百十九条の三第一項第一 号︑ 同条第二項︶

駐車をしてはならない︒
︵罰則

警察署長 が公安 委員会 の定めるところにより 時間 制限駐車区間における車両の駐 車に つき

︵時間制限駐車区間における駐車の特例︶
第四十九条の五

駐 車するこ とがで きる場 所及び駐 車の方 法並びに駐車を開始 する ことができる時刻及び駐車を終 了すべき

時 刻を指定 して許 可をし た場合に おいて ︑当該許可に係る車 両が ︑指定された場所及び方法で︑ 指定 され

た 駐車を開 始する ことが できる時 刻から 駐車を終了すべき時 刻ま での間において駐車を開始した とき は︑

当 該車両及 びその 運転者 について は︑前 二条︵第四十九条の 三第 一項を除く︒︶の規定は︑適用 しな い︒

こ の場合に おいて ︑当該 車両は︑ 当該指 定された駐車を終了 すべ き時刻を過ぎて引き続き駐車し ては なら

ない︒
︵罰則

後段 については第百十九条の三第一 項第一号︑同条第二項︶

第四十九条の次に次の一条を加える︒

公安委員 会は︑ 時間制 限駐車区間を︑時間を 限つ て同一の高齢運転者等標章自動 車に 限り

︵高齢運転者等専用時間制限駐車区間︶
第四十九条の二

引き続き駐車することができる道路の区間として指定することができる︒この場合において︑公安委員会
は︑前条第一項の道路標識等にその旨を表示するものとする︒

第五十一条第一項中﹁若しくは第四十九条の二第二項︑第三項若しくは第五項後段﹂を﹁︑第四十九条の

三第 二項若 しくは 第三項︑ 第四十 九条の 四若しくは第四十九条の五 後段﹂に︑﹁第四十九条の二第 四項 ﹂を
﹁第四十九条の三第四項﹂に改める︒

第 七十五条 第一項 第七号 中﹁第四 十九条 の二第三項﹂を﹁第四十九条 の三 第三項︑第四十九条の四﹂に改
める︒

第 百八条の 二十九 第二項 第四号中 ﹁前三 号﹂を﹁前各号﹂に改め︑同 号を 同項第五号とし︑同項第三号を

高齢者 ︑障 害者その 他その通 行に 支障のある者の通行の安全を確 保するための方法について住民 の理

同項第四号とし︑同項第二号を同項第三号とし︑同項第一号の次に次の一号を加える︒
二
解を深め るた めの運動の推進

第二十六条︵車間距離の保持︶の規定の違反となるような行為︵高速自動車国道等におけるもの

第百十九条第一項第一号の三の次に次の一号を加える︒
一の四
に限る︒ ︶を した者

第百十九条の二第一項第一号中﹁又は第四十九条の二︵時間制限駐車区間における駐車の方法等︶第三項

﹂を ﹁︑第 四十九 条の三︵ 時間制 限駐車 区間における駐車の方 法等 ︶第三項又は第四十九条の四︵ 高齢 運転
者等専用時間 制限駐車区間における駐車の禁 止︶ ﹂に改める︒

第百十九条の三第一項第一号中﹁又は第四十九条の二︵時間制限駐車区間における駐車の方法等︶第二項

︑第三項若しくは第五項後段﹂を﹁︑第四十九条の三︵時間制限駐車区間における駐車の方法等︶第二項若

しくは第三項︑第四十九条の四︵高齢運転者等専用時間制限駐車区間における駐車の禁止︶又は第四十九条

の五︵時間制限駐車区間における駐車の特例︶後段﹂に︑﹁同条第二項﹂を﹁第四十九条の三第二項﹂に改

め︑同項第二号中﹁第四十九条の二第二項﹂を﹁第四十九条の三第二項﹂に改め︑同項第三号中﹁第四十九

条の 二︵時 間制限 駐車区間 におけ る駐車 の方法等︶第四項﹂を ﹁第 四十九条の三︵時間制限駐車区 間におけ
る駐車の 方法 等︶第四項﹂に改める︒

第百二十条第一項第二号中﹁した者﹂の下に﹁︵第二十六条の規定の違反となるような行為をした者にあ

高齢運転者等標章を他人に譲り渡し︑又は貸与した者

つては︑ 第百 十九条第一項第一号の四に該当 する 者を除く︒︶﹂を加え︑同項に 次の 一号を加える︒
十六

第百二十一条第一項第九号中﹁第五十一条の二︵違法駐車に対する措置︶第十項﹂を﹁第四十五条の二︵

高齢 運転者 等標章 自動車の 停車又 は駐車 の特例︶第四項︑第五 十一 条の二︵違法駐車に対する措置 ︶第 十項
﹂に改める︒
附則に 次の 一条を加える︒

第七十一条の五第二項の規定は︑当分の間︑適用しない︒この場合において︑同条第三項中﹁

︵高齢 運転 者標識表示義務に関する当面の 措置 ︶
第二十二条

七十歳 以上 七十五歳未満﹂とあるのは︑﹁ 七十 歳以上﹂とする︒

別 表第一 中﹁第 四十九条 の二第三 項﹂ を﹁第四十九条の三第三項 ︑第 四十九条の四﹂に︑﹁第四十九 条の

二第 二項若 しくは 第五項後 段﹂を ﹁第四 十九条の三第二項若し くは 第四十九条の五後段﹂に︑﹁第 四十九条

則

の二第四 項﹂ を﹁第四十九条の三第四項﹂に 改め る︒
附

この法律 は︑公 布の日 から起算 して一年を超えない範 囲内 において政令で定める日から施 行す る︒

︵施行期日︶
第一条

公布の日

公布の日から起算して六月を超え

第二十 六条の 付記の 改正規定 ︑第百 八条の二十九第二項の改正規 定︑ 第百十九条第一項第一号の三の

三第一項の項の改正規定に係る部分に限る︒︶

転代 行業の 業務の 適正化に 関する 法律︵ 平成十三年法律第五十七号 ︶第十九条第一項の表第七十四 条の

附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第四条までの規定及び附則第五条の規定︵自動車運

ただし︑次の各号に掲げる規定は︑当該各号に定める日から施行する︒
一

二

次に一号を加える改正規定及び第百二十条第一項第二号の改正規定
ない範囲内において政令で定める日

︵運転免許の拒否等に関する経過措置︶

前 条第一 号に掲げ る改正 規定の 施行前にした行為を理 由と する運転免許の拒否︑保留︑取 消し若し

附 則第一 条各号に 掲げる 改正規 定の施行前にした行為 に対 する反則行為の取扱いに関して は︑ それ

前条 第一 号に掲げる改正規定の施行前に した 行為に対する罰則の適用につい ては ︑なお従前の例による︒

くは効力の停止又は自動車等の運転の禁止については︑なお従前の例による︒

第二条

２
第三条
ぞれなお従前の例による︒

前 二条に 定めるも ののほ か︑こ の法律の施行に関し必 要な 経過措置︵罰則に関する経過措 置を 含む

︵その他の経過措置の政令への委任︶
第四条
︒︶は ︑政 令で定める︒

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律の一部を次のように改正する︒

︵自動 車運 転代行業の業務の適正化に関す る法 律の一部改正︶
第五条

第十 九条第 一項の 表第七十 四条の 三第一項の項中 ﹁道路運送車両法の規定による 軽自 動車を使用して貨

物 を運送す る事業 ﹂を﹁ 貨物自動 車運送 事業法︵平成元年法 律第 八十三号︶の規定による貨物軽 自動 車運

送事業﹂に改め︑同表第七十五条第一項第七号の項中﹁第四十九条の二第三項﹂を﹁第四十九条の三第三

項︑第四十九条の四﹂に︑﹁第四十九条の二第二項から第四項まで若しくは第五項後段﹂を﹁第四十九条

の三第二項から第四項まで︑第四十九条の四︑第四十九条の五後段﹂に改め︑同表第百十九条の二第一項

第三号の項中﹁第四十九条の二第三項﹂を﹁第四十九条の三第三項︑第四十九条の四﹂に改める︒

