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埼玉県のマスコット コバトン 

１ 外国免許切替  がいこく めんきょ きりかえ 

２ 運転免許証更新 うんてん めんきょしょう こうしん 

３ 運転免許試験  うんてん めんきょ しけん 

４ 運転免許証の有効期限が切れたときの手続 
  うんてん めんきょしょうの ゆうこうきげんが きれたときの てつづき 

５ 住所などの変更手続  じゅうしょなどの へんこう てつづき 

６ 自動車の購入と登録  じどうしゃの こうにゅうと とうろく 

７ 自動車保険   じどうしゃ ほけん 

 

日本で自動車などを運転する場合には、日本の運転免許が必要です。それには、日本の運転

免許の試験を受けるか外国の運転免許を日本の運転免許に切替える審査を受けて、合格するこ

とが必要です。また、ジュネーブ条約加盟国で交付された国際運転免許証または日本が政令で

定める国など（フランス、ドイツ、スイス、ベルギー、台湾、モナコ、エストニア）の運転免

許証（日本語の翻訳文が添付されているものに限る。）を所持する方は、日本に上陸した日か

ら起算して、１年間当該運転免許証で運転できることとされている自動車などを運転すること

ができます。 

ただし、1 年間といっても自国の免許証の有効期間内に限られます。 

☎ 相談窓口・問合せ先  

機関名 電話番号 住 所 受付時間 

月～金（祝日・年末年始を除く） 

埼玉県警察 

運転免許センター 

 048-543-2001 

 

テレホン・FAX ガイド

： 048-541-1234 

 

鴻巣市鴻巣405-4 

 

交通： 

高崎線鴻巣駅東口③番バ

ス乗り場から「免許セン

ター行き」バス終点下車   

外国免許からの切替え事前相談受付： 

 9:30～10:00、14:00～14:30 

 

切替え審査受付（事前相談が終了した方

に限ります。）： 

 13:00～13:45 

 

第１０章  

自動車運転免許 
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１ 外国免許切替 がいこく めんきょ きりかえ 

外国で交付された有効な運転免許証は、取得してから通算して３か月以上その国に住んで

いれば、日本の運転免許へ切替えの申請をすることができます。申請する場所は埼玉県警察

運転免許センターです。申請には、次のような書類などが必要です。 

 

・ 旅券(パスポート) 

・ 在留カード、特別永住者証明書など 

・ 住民票（全部記載（個人番号を除く）） 

・ 外国の運転免許証 

・ 外国の運転免許証の日本語への翻訳文（各国大使館領事部、または国家公安委員会が指

定した法人【（一社）日本自動車連盟（JAF）、ジップラス（㈱）で作成したものに限

る】  

・ 写真(縦 3.0cm×横 2.4 ㎝)２枚 

・ 申請手数料 

 

 この他の証明が必要な場合がありますので、申請の前に、運転免許センターの外国免許切

替相談室で事前相談を受けてください。（事前相談で書類等の確認を受けていない方の切替

申請は、受付できません。） 

 

 

２ 運転免許証更新 うんてん めんきょしょう こうしん 

 

運転免許証の有効期間は、年齢・運転経歴・違反内容により 3～5 年となり、有効期限は

免許証に記載してあります。 

免許証の更新は、更新期間（有効期限の満了する年の誕生日の 1 か月前から有効期限まで

の間）にする必要があります。更新手続場所、受付時間、申請手数料の額などの具体的内容

は、更新期間に入る直前に郵送される案内通知を確認してください。 

 なお、更新期間になっても案内通知が郵送されないときは、運転免許センターにお問い合

わせください。申請には、次のような書類などが必要です。 

 

・ 運転免許証 

・ 在留カード、特別永住者証明書、旅券などで在留資格を確認できるもの 

・ 申請手数料 
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３ 運転免許試験 うんてん めんきょ しけん  

  

 (1) 申請場所  運転免許センター 

 (2) 受付日時  月曜日から金曜日の平日（祝日・年末年始を除く） 

          午前 8 時 30 分から午前 9 時 15 分までの間 

 (3) 必要書類など 受験する免許の種類によって異なります。 

         ・ 在留カード、特別永住者証明書など 

         ・ 住民票（全部記載（個人番号を除く）） 

         ・ 写真（縦 3.0cm×横 2.4 ㎝）２枚～３枚 

         ・ 申請手数料 

※準中型・普通・二輪車・原付・仮免許の学科試験は、英語及びポルトガル語での試験も

可能です。 

 

 

４ 運転免許証の有効期限が切れたときの手続  

 

運転免許証の更新をしないで有効期限を過ぎてしまった場合、改めて運転免許を取り直す

ことになります。ただし、有効期限が過ぎても一定の期間内であれば、運転免許試験の一部

（学科試験及び技能試験）を免除する救済措置を受けて運転免許を取得できます。（新たな

免許証が交付されるまでは無免許となりますので、運転できません。） 

手続は運転免許センターで行っています。 

 

(1) やむを得ない理由がない方（うっかりして更新手続ができなかった方） 

ア 免許証の有効期限が切れて６か月以内の場合 

     一定の手続により学科試験及び技能試験免除で運転免許が取得できますが、それまで 

   取得していた運転免許の経歴は継続されません。 

イ 免許証の有効期限が切れて６か月を超え１年以内の場合 

     大型・中型・準中型・普通自動車を運転できる免許を持っていた方は、仮免許が学科

試験及び技能試験免除で取得できます。それ以外の運転免許（大型特殊自動車や自動二

輪車等の仮免許がないもの。）を取得していた方の救済措置はありません。 

(2) やむを得ない理由のある方（入院、海外滞在などの理由で更新手続ができなかった方） 

  ア 免許証の有効期限が切れて６か月以内の場合 

    一定の手続により学科試験及び技能試験免除で運転免許が取得できます。この場合、    

   それまで取得していた運転免許の経歴は継続していたものとみなされます。 

うんてんめんきょしょうの ゆうこうきげんが きれたときの てつづき 
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 イ 免許証の有効期限が切れて６か月を超え３年以内の場合 

   やむを得ない理由が終わってから１か月以内に手続をすれば学科試験及び技能試験 

  免除で運転免許が取得できますが、この場合、それまでの運転免許の経歴は継続します。 

 

(3) 必要書類など 

ア 受付日時 

  月曜日から金曜日の平日（祝日、年末年始を除く） 

  午後１時から午後１時４５分までの間 

イ 必要書類 

  ① 有効期限の過ぎた免許証 

  ② 在留カード、特別永住者証明書など 

  ③ 住民票（全部記載（個人番号を除く）） 

  ④ 写真（縦 3.0cm×横 2.4 ㎝）１枚（仮免許を申請する方は３枚） 

  ⑤ 「更新のお知らせ」のはがき（無くても手続できます。） 

⑥ やむを得ない理由のある方は、その理由と期間を証明できる書類（診断書、パスポ

ートなど） 

  ⑦ 申請手数料 

 

 

５ 住所などの変更手続  じゅうしょなどの へんこうてつづき 

 

住所や名前などを変更したときは、運転免許証の住所などの変更が必要です。速やかに最

寄りの警察署（鴻巣警察署を除く。）または運転免許センターで手続をしてください。申請

には次のような書類が必要です。 

・ 運転免許証 

・ 本人名の記載があるもので、新しい住所を確認できるもの（住民票、納税通知書、水道

料や電話料のお知らせ等） 

・ 在留資格を確認できる書類（在留カード、特別永住者証明書、旅券等） 

本籍、氏名、生年月日を変更する場合は、国籍、在留資格、在留期間が記載されている

住民票（個人番号は除く）１通を提出してください。 
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６ 自動車の購入と登録 じどうしゃの こうにゅうと とうろく 

 

自動車の購入、廃車、住所変更、名義変更をしたときには、車種により、次の場所で登録申

請しなければなりません。 

車種 登録場所 

普通自動車 

及び 125cc を超えるバイク 

関東運輸局埼玉運輸支局または各自動車検査登録事務所 

軽自動車（660cc 以下） 軽自動車検査協会埼玉事務所または各支所 

原動機付バイク（125cc 以下） 各市町村の市町村民税課など 

  

  普通自動車の購入・登録をする時には、次のような書類が必要です。（名義変更の場合） 

・譲渡証明書（旧所有者の実印が押してあるもの） 

・新旧所有者の印鑑（実印）もしくは委任状（代理申請の場合） 

・新旧所有者の印鑑証明（発行から３か月以内のもの） 

・自動車保管場所証明書（発行から 40 日以内のもの）＊新旧所持者の住所が同じなら省略可） 

・自動車検査証（有効期間のあるもの） 

＊ナンバー変更の場合は、上記に加え、車が必要です。 

＊自動車検査証に記載されている所有者の住所・氏名等が印鑑証明書と異なる場合は、その 

 変更を証明する書類（住民票等）が必要です。 

 

 引っ越し（住所変更）をした時には、次のような書類が必要です。 

・住民票（発行から３か月以内のもの） 

※自動車検査証に記載されている住所から現在までのつながりの分かるものが必要です。 

・自動車保管場所証明書（発行から４０日以内のもの） 

・所有者の印鑑（認印可）もしくは委任状（代理申請の場合） 

 ※所有者と使用者が異なる場合は、それぞれ必要です。 

・自動車検査証 

＊ナンバー変更の場合は、上記に加え、車が必要です。 
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※くわしくは、下記の窓口にお問い合わせください。 

☎ 相談窓口・問合せ先  

機関名 電話番号 住 所 受付時間 

関東運輸局埼玉運輸支局 050-5540-2026 

サービスコード:037 

さいたま市西区中釘2154-2 

月～金 

（祝日・年末年始除く） 

8:45～11:45 

13:00～16:00 

 

熊谷自動車検査登録事務所 050-5540-2027 

サービスコード:037 

熊谷市御稜威ヶ原701-4 

所沢自動車検査登録事務所 050-5540-2029 

サービスコード:037 

所沢市牛沼688-1 

春日部自動車検査登録事務所 050-5540-2028 

サービスコード:037 

春日部市増戸723-1 

埼玉運輸支局ホームページ URL 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html 

 

 軽自動車の届出をする時には、次のような書類が必要です。 

・新使用者の住民票（発行から 3 か月以内） 

・自動車検査証 

・申請依頼書（代理申請の場合） 

※ナンバー変更の場合は、上記に加え、ナンバープレートが必要です。 

※くわしくは、下記の窓口にお問い合わせください。 

 

☎ 相談窓口・問合せ先  

機関名 電話番号 住 所 受付時間 

軽自動車検査協会埼玉事務所 050-3816-3110 上尾市平方領領家505-1 

月～金 

（祝日・年末年始除く） 

8:45～11:45 

13:00～16:00 

 

軽自動車検査協会埼玉事務所

所沢支所 

050-3816-3111 三芳町北永井360-3 

軽自動車検査協会埼玉事務所

熊谷支所 

050-3816-3112 熊谷市新堀字北原960-2 

  

軽自動車検査協会埼玉事務所

春日部支所 

050-3816-3113 春日部市下大増新田東耕地 

115-1 

 

 原動機付バイク（125cc 以下）の購入・登録については各市町村にお問い合わせください。 

 

 

http://wwwtb.mlit.go.jp/kanto/s_saitama/index.html
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７ 自動車保険 じどうしゃ ほけん 

 

自動車事故に備えて、強制保険だけでなく、万一の賠償に対応できるよう任意保険にも加入

することをお勧めします。 

 

(1) 強制保険   きょうせい ほけん 

自動車の購入時や車検の際に、必ず加入しなければならない保険です。自動車損害賠償

責任保険（自賠責保険）のことです。手続は、自動車販売店や自動車整備工場などの損害

保険会社の代理店で行います。 

 

(2) 任意保険  にんい ほけん 

強制保険の賠償対象とならない他人の財物の補償、ご自身の車やケガなどの補償が受け

られます。加入手続は、損害保険会社の代理店で行います。 

 

☎ 相談窓口・問合せ先  

機関名 電話番号 受付時間 

（一社）日本損害保険協会 

そんぽＡＤＲセンター 

 

 

ナビダイヤル（有料） 

 0570-022808  

 

IP電話から 

  03-4332-5241 

月～金 

（祝日・休日・12 月 30 日～１月４日除く） 

9:15～17:00 

※ 日本語で対応 

※ 自動車保険に加入する申込みはできません。 

申込みは、各損害保険会社に相談してください。 

各損害保険会社の相談窓口へのリンク 

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/i

ndex.html 

 

https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html
https://www.sonpo.or.jp/about/efforts/adr/index.html

