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付 録 20 

緊急車に関する「道路交通法」の規定の概要 

項  目 内          容 道路交通法の規定条項

１．緊急自動車

の要件

(１) 緊急自動車の定義

消防用自動車，救急用自動車その他の道路交通

法施行令で定める自動車で当該緊急用務のため

道路交通法施行令で定めるところにより運転中

のものをいう。

(２) 緊急の運転時の要件

緊急の用務のため運転するときはサイレンを

鳴らし，かつ赤色の警光灯をつけなければならな

い緊急自動車について，法の適用除外が定められ

ている。

法第 39条

施行令第 14条

２．緊急自動車

の指定

緊急自動車は公安委員会の指定を受けなければなら

ない。

施行令第 13条１項

３．緊急自動車

の運転資格

緊急自動車（普通自動車）の運転資格

 ・大型免許のある者

 ・普通免許しかない者は免許歴が大型，普通，大型

特殊のどれかを受けていた期間が通算して２年

以上の者

法第 85条第２項
法第 85条第７項
施行令第 32条の４

４．緊急自動車

の使用者の

義務

使用者は緊急自動車の運転者に対し，緊急自動車の安

全な運転を確保するために必要な教育を行うよう努

めなければならない。

法第 74条第２項

５．緊急自動車

の特例

(１) 右側通行の特例

(２) 停止義務免除の特例

(３) 通行禁止道路通行の特例

(４) 安全地帯，立入り禁止部分進入の特例

(５) キープレフトの原則除外の特例

(６) 歩行者の側方通過時の安全間隔保持，徐行義務

免除の特例

(７) 車両通行帯に従わない通行の特例

(８) バス専用通行帯等の通行の特例

(９) 路線バス等優先通行帯通行の特例

(10) 路外に出る場合の右左折の方法に従わない特

例

(11) 車両横断禁止標識，転回禁止標識等に従わない

特例

(12) 進路変更禁止場所での進路変更の特例

(13) 二重追越しの特例

法第 39条第１項
法第 39条第２項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項

法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項

法第 41条第 1項

法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
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付 録 20 

緊急車に関する「道路交通法」の規定の概要 

項  目 内          容 規 定 条 項

１．緊急自動車

の要件

(１) 緊急自動車の定義

消防用自動車，救急用自動車その他の政令で定

める自動車で当該緊急用務のため，政令で定める

ところにより運転中のものをいう。

(２) 緊急の運転時の要件

緊急の用務のため運転するときはサイレンを

鳴らし，かつ赤色の警光灯をつけなければならな

い。

法第 39条

施行令第 14条

２．緊急自動車

の指定

緊急自動車は公安委員会の指定を受けなければなら

ない。

施行令第 13条第１項

３．緊急自動車

の運転資格

普通緊急自動車の運転資格

 ・大型免許のある者

 ・中型免許のある者

 ・普通免許しかない者は，免許歴が大型，中型，普

通，大型特殊のどれかを受けていた期間が通算し

て２年以上の者

法第 85条第５項
法第 85条第６項
法第 85条第７項

４．緊急自動車

の使用者の

義務

使用者は，緊急自動車の運転者に対し，緊急自動車の

安全な運転を確保するために必要な交通教育を行う

よう努めなければならない。

法第 74条第３項

５．緊急自動車

の特例

(１) 右側通行の特例

(２) 停止義務免除の特例

(３) 通行禁止道路通行の特例

(４) 安全地帯，立入り禁止部分侵入の特例

(５) キープレフトの原則除外の特例

(６) 歩行者の側方通過時の安全間隔保持，徐行義務

免除の特例

(７) 車両通行帯に従わない通行の特例

(８) 路線バス等優先通行帯通行の特例 

(９) 道路外に出る場合の左右折の方法に従わない

特例

(10) 車両横断禁止標識，転回禁止標識等に従わない

特例

(11) 進路変更禁止場所での進路変更の特例

(12) 二重追越しの特例

法第 39条第１項
法第 39条第２項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項

法第 41条第１項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項

法第 41条第 1項

法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
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項  目 内          容 道路交通法の規定条項

５．緊急自動車

の特例

(14) 追越し禁止場所での追越しの特例

(15) 交差点での右左折方法に従わない特例

(16) 進行方向を指定した通行区分に従わない特例

(17) 横断歩道接近時の減速義務免除の特例

(18) 自転車横断帯接近時の減速義務免除の特例

(19) 横断歩道及びその手前 30ｍ以内での追抜き禁
止除外特例

(20) 自転車横断帯及びその手前 30ｍ以内での追抜
き禁止除外の特例

(21) 最高速度の特例

(22) 交通事故を起こした場合の運転継続の特例

(23) 本線車道での横断，転回，後退ができる特例

(24) 加速車線を通行しないで本線車道に流入でき

る特例

(25) 出口に接続する車線又は減速車線を通行しな

いで流出できる特例

法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項
法第 41条第 1項

法第 41条第１項

施行令第 12第３項
施行令第 27第２項
法第 72条第４項
法第 75条の９
法第 75条の９

法第 75条の９

６．緊急自動車

の優先

(１) 交差点又はその付近に緊急自動車が接近した

ときは，路面電車は交差点を避けて，車両は交差

点を避けかつ道路の左側（一方通行では右側）に

よって一時停止する。

(２) 単路で緊急自動車が接近してきたときは車両

は道路の左側によって進路を譲る。

(３) 高速自動車国道及び自動車専用道路では本線

車線出入りの緊急自動車が優先する。

法第 40条第１項

法第 40条第２項

法第 75条の６第２項
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項  目 内          容 規 定 条 項

５．緊急自動車

の特例

(13) 追越し禁止場所での追越しの特例

(14) 交差点での左右折方法に従わない特例

(15) 進行方向を指定した通行区分に従わない特例

(16) 横断歩道接近時の減速義務免除の特例

(17) 自転車横断帯接近時の減速義務免除の特例

(18) 横断歩道及びその手前 30ｍ以内での追抜き禁
止除外の特例

(19) 自転車横断帯及びその手前 30ｍ以内での追抜
き禁止除外の特例

(20) 最高速度の特例

(21) 交通事故を起こした場合の運転継続の特例

(22) 本線車道での横断，転回，後退ができる特例

(23) 加速車線を通行しないで本線車道に流入でき

る特例

(24) 出口に接続する車線又は減速車線を通行しな

いで流出できる特例

法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項
法第 41条第１項

法第 41条第１項

施行令第 12条第３項
施行令第 27条第２項
法第 72条第４項
法第 75条の９
法第 75条の９

法第 75条の９

６．緊急自動車

の優先

(１) 交差点又はその附近に緊急自動車が接近した

ときは，路面電車は交差点を避けて，車両は交差

点を避けかつ道路の左側（一方通行では右側）に

よって一時停止する。

(２) 単路で緊急自動車が接近してきたときは車両

は道路の左側によって進路を譲る。

(３) 高速自動車国道及び自動車専用道路では本線

車線出入りの緊急自動車が優先する。

法第 40条第１項

法第 40条第２項

法第 75条の６
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