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１．特車ゴールド包括申請について 

「ETC2.0装着車への特殊車両通行許可簡素化制度（以降、特車ゴールド制
度）」に関して、トラック／トラクタの包括申請が可能になります。 
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特車ゴールド制度を利用するためには、 
これまでトラック／トラクタは1台のみであ

る必要がありましたが、今後は複数台で
の申請が可能になります。 
 ※同一軸種に限ります 

 特車ゴールド制度を利用するためには、あらかじめ申請車両分の「ETC2.0
簡素化制度利用登録」を行う必要があります。トラック／トラクタ車両の包括
申請を行う場合、全車両分が利用登録済みであるか、ご確認ください。 

 なお、従前どおり複数軸種の包括申請については受け付けておりませんの
で、ご注意ください。 



２．更新申請時の変更可能項目の変更点の概要 

特殊車両通行許可申請書の作成要領にもとづき、更新申請は原則、許可期間
のみ更新できるようになります。 
 
① 更新申請時に変更できなくなる項目があります 
  －通行開始日、積載貨物情報、車両情報、経路情報は更新申請時には 
    変更できません。 
② 更新申請時に変更できない項目を明示します 
  －更新申請時に変更不可能な項目を画面上に表示します。 
 
③ 更新申請時では不連続区間が含まれる経路のみ経路情報を修正できます 
  －不連続区間を修正するために、経路情報入力ボタンが利用できます。 
 
④ FD読み込みによる更新申請で利用するbinデータには有効期限があります。 
  －申請支援システムでは更新申請時に通行開始日が変更できなくなるため、 
    通行開始日が申請日を過ぎたbinデータでは更新申請が行えません 
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２．更新申請時の変更可能項目の変更点の概要 
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【①】更新申請時の変更不可能項目の制限 
【②】更新申請時に変更できない項目の明示 

〇更新申請で変更できる項目 
・申請日 
・通行終了日 
・申請者情報 
・申請担当者情報 
・申請代理人情報 

[入力時の留意点] 
下記の条件を満たさないとエラーとなります 
＜申請日＞ 
• 登録ボタン押下時の日付以降であること 

更新申請時に変更できない
項目が表示される 

表示のみとなる 



２．更新申請時の変更可能項目の変更点の概要 

【③】更新申請時の経路不連続への対応 

○更新申請では経路不連続が存在する場合に、 
  不連続が解消されるまで申請書作成予約登録ができません。 

経路一覧画面に進む 
2 

経路を修正し、登録する。 

不連続区間を含む経路を選択 
3 

4 

4 

不連続区間を修正後、 
申請書作成予約登録を行う 

5 

不連続区間が存在することを確認 
１ 

○よって、不連続区間を持つ経路のみ経路修正が可能です。 
 （出発地・目的地は変更できません。） 
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２．更新申請時の変更可能項目の変更点の概要 

【④】電子申請書作成システムにて作成したbinデータへの対応 
○電子申請書作成システムにて作成した更新申請のbinファイルは 
  申請支援システムでFD読込する場合、下記に注意してください。 
 申請支援システムでは更新申請時に通行開始日が変更できなくなるため、 
  電子申請書作成システムで入力した通行開始日が申請日を過ぎたbinデータ  
  では更新申請が行えません 
 通行開始日を誤って入力していた場合には、電子申請書作成システムで修

正を行い、申請支援システムにてFD読込してください。 

入力した通行開始日が申請日
を超えている場合に表示されま
す 
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３．変更申請時の変更可能項目の変更点の概要 

変更申請は特殊車両通行許可申請書の作成要領にもとづき、許可期間の変更
とトラック・トラクタの台数の増加が対象外であり、その点をシステムに反映しま
した。 
 
① 変更申請時に変更できなくなる項目があります 
  －変更申請時に許可期間の変更とトラック・トラクタの増加は行えません。 
 
② 変更申請時に変更できる項目を明示します 
  －変更申請時に変更可能な項目を画面上に表示します。 
 
③ FD読み込みによる変更申請で利用するbinデータには有効期限があります。 
  －申請支援システムでは変更申請時に通行開始日が変更できなくなるため、 
    電子申請書作成システムで入力した通行開始日が申請日を過ぎたbin 
    データでは変更申請が行えません 
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【①】変更申請時の変更不可能項目 

３．変更申請時の変更可能項目の変更点の概要 

〇変更申請で変更できない項目 
・通行開始日 
・通行終了日 
〇変更申請で利用できない機能 
・軸種の追加 

表示のみとなる 

[入力時の留意点] 
・トレーラの台数増加は可能である 
・トラック・トラクタの入れ替えや削除は可能（台数が増加しなければよい） 
＜申請日＞ 
 ・登録ボタン押下時の日付以降であること 
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【②】変更申請で変更できる項目の明示 

３．変更申請時の変更可能項目の変更点の概要 

[入力時の留意点] 
• 通行開始日、通行終了日を変更する場合には、 
  更新申請または新規申請として下さい 
• トラック・トラクタの車両台数を増加させる場合には新規申請を行ってください 

変更申請時に変更できる
項目が表示される 
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【③】電子申請書作成システムにて作成したbinデータへの対応 
○電子申請書作成システムにて作成した変更申請のbinファイルは 
  申請支援システムでFD読込する場合、下記に注意してください。 

 申請支援システムでは変更申請時に通行開始日と通行終了日が変更できな
くなるため、電子申請書作成システムで入力した通行開始日または通行終
了日が申請日を過ぎたbinデータでは変更申請が行えません 

 通行開始日または通行終了日を誤って入力していた場合には、電子申請書
作成システムで修正を行い、申請支援システムにてFD読込してください。 

入力した通行開始日が申請日
を超えている場合に表示されま
す 

３．変更申請時の変更可能項目の変更点の概要 
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４．積載貨物情報登録時の変更点の概要 

以下の表に該当しない車種又は積載貨物の申請の場合は、積載貨物情報登録時に、
車両の構造又は積載物に特殊性が認められるものであることの確認を求めるメッセー
ジが表示されるようになります。 
申請者が特殊性があると認める場合には、申請書提出の際に積載物の特殊性がわ
かる資料を添付して申請頂くことになります。 

車種区分 
建設機械類 重セミ 
一般セミトレーラ 
（バン型） ポールトレーラ 

一般セミトレーラ 
（タンク型） 

フルトレーラ 
（バン型） 

一般セミトレーラ 
（幌枠型） 

フルトレーラ 
（タンク型） 

一般セミトレーラ 
（コンテナ用） 

フルトレーラ 
（幌枠型） 

一般セミトレーラ 
（自動車運搬用） 

フルトレーラ 
（コンテナ用） 

一般セミトレーラ 
（あおり型） 

フルトレーラ 
（自動車運搬用） 

一般セミトレーラ 
（スタンション型） 

フルトレーラ 
（あおり型） 

一般セミトレーラ 
（船底型） 

フルトレーラ 
（スタンション型） 

海上コンテナ 
（8'6） 

フルトレーラ 
（船底型） 

海上コンテナ 
（9'6）   

海上コンテナ 
（その他）   

積載貨物品名 
分類 品名 

鋼製品 鋼橋桁等 
鋼管 
鋼矢板 
レール 
形鋼（H型、アルミ、鉄管等） 
厚板（鋼、アルミ） 
コイル（鋼、アルミ） 
その他（鉄製容器、鋳鍛鋼品等） 

コンクリート 
製品 

コンクリート橋桁 
コンクリート杭 
プレハブ建築部材 
電柱 
ボックスカルバート 

機械製品 産業機械（プラント機械、工作機械、 
金属加工機械、機械架台等） 
保線用機器 
回転炉等 
その他（タンク、溶接機） 

電気製品 発電機 
変圧器等 
ポンプ 
送風機 
電線ケーブル、ドラム 
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４．積載貨物情報登録時の変更点の概要 

【①】車種と積載物の品名から特殊性を確認できない場合 

車両の構造と積載物に対して 
特殊性をチェックを行い、特殊
性を確認できない場合には
メッセージが表示される 

１ 

特車申請が必要である場合には 
OKボタンをクリック 

2 
提出時に、 
分割不可能な単体物であることがわかる資料を添付 

4 

入力を進め、 
申請書作成予約登録を行う 

3 
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４．積載貨物情報登録時の変更点の概要 

【②】特殊性が認められる車種と積載物の確認 

○申請書入力画面で「申請車種とは」ボタンをクリックすることで特殊性が認めら
れる車種を確認できます 
○積載貨物情報入力画面で「積載貨物とは」ボタンをクリックすることで特殊性
が認められる積載貨物を確認できます 
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５．車両情報登録時の変更点の概要 

特殊車両通行許可申請書の作成要領にもとづき、登録する車両情報の不整合
チェックの機能が強化され、特車申請の手戻りが抑えられます。 
 
① 車両諸元の入力必須項目に入力漏れがあると車両情報が登録できません 
  －入力漏れを解消しなければ次の画面へ遷移できません。 
 
② 車両情報登録時に合成車両の確認が義務化されます 
  －申請するすべての軸種に対して合成車両の表示ボタンを押下しなければ 
    車両情報が登録されません。 
 
③ 車両諸元の不整合情報が画面上部に一括して表示されます 
  －表示されるエラーメッセージの項目を修正してください。 
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５．車両情報登録時の変更点の概要 

【①】車両諸元の入力必須項目に入力漏れが存在するかの確認 

未入力項目があると、エラーメッセージが表示され、 
他の画面へ遷移するボタンがクリックできない状態となる 
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５．車両情報登録時の変更点の概要 

【②】車両情報登録時に合成車両の表示ボタンが義務化 

車両内訳書、車両諸元説明書入力後、
車両諸元の登録をするためには 
合成車両の表示ボタンのクリックが必要 

１ 

車両の諸元に関する説明書画面にて
車両の合成値を確認し、 
前画面へ戻るボタンをクリック 全ての軸種に対して操作を行うと 

車両情報の登録が可能となる 

3 

車両の合成値の確認を
行う 

2 
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５．車両情報登録時の変更点の概要 

【③】車両諸元の不整合情報が表画面上部に表示 

エラーメッセージに該当する項目の修正が必要 

合成車両の表示ボタンをクリックすると車両諸
元がチェックされる 

不整合が生じた場合には画面遷移せず、 
画面上部にエラーメッセージが表示される 

2 

１ 

3 

○合成車両の表示ボタンをクリックした場合の車両諸元チェック 
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【③】車両諸元の不整合情報を表画面上部に表示 

５．車両情報登録時の変更点の概要 

○FD読込時の車両諸元チェック 

エラーメッセージに該当する項目の修正を行う 

申請書作成予約登録時に車両諸元チェックを実施し、 
車両諸元に不整合が生じた場合には 
画面上部にエラーメッセージが表示される 

１ 

2 



[申請経路の道路管理者の確認方法] 
道路管理者は、道路情報便覧付図表示システムをより確認できます。 
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６．経路情報登録時の変更点の概要 

特殊車両通行許可申請書の作成要領にもとづき、経路情報登録時に申請経路
が選択した提出先窓口へ提出が可能であるか確認されます。 
 

① 申請経路に直轄国道が存在することが確認されます 
  －申請経路に直轄国道（収録道路もしくは未収録道路）を含まない場合に 
    は提出先窓口を「その他道路管理者」としてください。 
        ※本改修では直轄国道の未収録区間の判別に対応 

管理者コード「1」
のスパンが直轄
国道スパン 

最新のプログラムや操作マニュアルは以下のHPよりダウンロードすることが可能です。 
[オンライン申請で利用する各種プログラムと資料ページ] 
http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/download/index.html 
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【①】申請経路に直轄国道スパンが存在することの確認 

６．経路情報登録時の変更点の概要 

申請経路に直轄国道スパンが存在しない場合には
経路は登録されるがエラーメッセージが表示される。 

2 

②のエラーが表示された場合には 
申請書作成予約登録までに 
提出先窓口をその他道路管理者とする 

3 

経路を登録 
1 
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７．申請書作成予約登録時の変更点の概要 

申請書作成予約登録時に申請書作成予約登録を行う前の最終確認を促すメッ
セージが表示されます。 
 

① 申請書作成予約登録を行う最終確認がされます 

【①】申請書作成予約登録を行う最終確認 

申請の最終確認をする 1 
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