
普通免許で運転可能な車両の範囲が小さくなります 

１．あらまし 

 ２０１７年３月１２日付で、改正道路交通法が施行されることが決まりました。 

 この改正道路交通法に伴い、現在の普通免許と中型免許の間に準中型免許が新設されることになりました。 

 ２０１７年３月１２日以降に交付される普通免許では、現行制度と比較し運転可能な車両の範囲が変わります。 

 普通免許を取得予定の方は、なるべく現行制度期間中、２０１７年３月１０日(金)までの取得をお奨めします。 

２．ポイント 

合宿教習期間：AT=１３日以上・MT=１５日以上 

 普通免許を取得する場合、自動車教習所で所定の教習を受講後に各試験・検定に合格し、卒業すること(※1)。及び住民

票の在る各都道府県運転免許センターが行う運転免許(学科)試験に合格し、普通免許証の交付を受けることが必要です。 

 運転免許センターの試験は、曜日・試験受付時刻・場所・受験条件に注意が必要です。事前にご自身でご確認下さい。 

※1 運転免許センターで直接受験する場合を除きます。

２０１７年３月１１日までに普通免許を

取得した方が運転可能な車両 

２０１７年３月１２日以降に普通免許を

取得した方が運転可能な車両 

□ 乗車人員１０名以下 □ 乗車人員１０名以下 

□ 車両総重量５t 未満 □ 車両総重量３.５t 未満 

□ 最大積載量３t 未満 □ 最大積載量２t 未満 

重要 

２０１７年 

３/１２(日) 

車両総重量５ｔ未満の車両 

２０１７年３月１２日

以降は普通免許で

運転できる範囲が

変わります

車両総重量３.５t 

未満の車両 

自動車教習所入校 自動車教習所卒業 運転免許ｾﾝﾀｰ試験合格

自動車教習所入校 自動車教習所卒業 運転免許ｾﾝﾀｰ試験不合格 運転免許ｾﾝﾀｰ試験合格

自動車教習所入校 自動車教習所卒業 運転免許ｾﾝﾀｰ試験合格

２月中卒業が目安 

合宿教習で普通免許を取得されるお客様へ大切なお知らせ 

本件についてご不明な点がございましたら 

住民票が在る各都道府県の「運転免許センター・試験場」 

又はお客様がお申込みされた「合宿免許予約窓口」まで 

お問合せ下さい。 
（裏面の「運転免許センター・試験場」問合せ電話番号一覧をご覧下さい） 

《具体例》 

業務用・自家用・貸出用(レンタカー)小型トラックなど最大 

積載量が２ｔを超える車両。キャンピングカー、冷凍庫・冷蔵 

庫・パワーゲートを搭載した配送車などで、最大積載量が２ｔ 

未満であっても車両総重量が３.５ｔを超える車両は、 

改正後の普通免許では運転することができません。

お問合せ先 



都道府県運転免許センター・試験場問合せ番号一覧（２０１６年８月２４日現在） 
試験場により「平日限定・事前予約制・指定日制・所要日数２日」など受験条件が異なります。法改正前は大変混雑しますので余裕をもって受験して下さい。 

都道府県 運転免許センター・試験場名 電話番号 都道府県 運転免許センター・試験場名 電話番号 

北海道

札幌運転免許試験場 011-683-5770 
富山県 

富山県警察本部 076-441-2211 

函館運転免許試験場 0138-46-2007 高岡運転免許更新センター 0766-24-0501 

旭川運転免許試験場 0166-51-2489 石川県 石川県運転免許センター 076-238-5901 

釧路運転免許試験場 0154-57-5913 

福井県 

福井県運転者教育センター 0776-51-2820 

帯広運転免許試験場 0155-33-2470 福井県嶺南運転者教育センター 0770-45-2121 

北見運転免許試験場 0157-36-7700 福井県丹南運転者教育センター 0778-21-3613 

青森県

青森県運転免許センター 017-782-0081 福井県奥越運転者教育センター 0779-66-7700 

八戸運転免許試験場 0178-43-4141 
滋賀県 

運転免許センター 077-585-1255 

弘前運転免許試験場 0172-32-5311 運転免許サブセンター 0749-52-5070 

むつ運転免許試験場 0175-22-1321 京都府 運転免許試験場 075-631-5181 

岩手県

盛岡運転免許センター 019-606-1251 
大阪府 

門真運転免許試験場 06-6908-9121 

県南運転免許センター 0197-44-3511 光明池運転免許試験場 0725-56-1881 

沿岸運転免許センター 0193-23-1515 
兵庫県 

運転免許試験場 078-912-1628 

県北運転免許センター 0194-52-0613 但馬免許センター 079-662-1117 

自動車運転免許試験場 019-683-1251 奈良県 運転免許センター 0744-25-5224 

秋田県 秋田県運転免許センター 018-824-0660 

和歌山県

和歌山県交通センター 073-473-0110 

宮城県

宮城県運転免許センター 022-373-3601 田辺市万呂試験場(田辺ｾﾝﾀｰ) 0739-22-6700 

石巻運転免許センター 0225-83-6211 田辺運転免許センター 0739-22-6700 

古川運転免許センター 0229-22-8011 新宮運転免許センター 0735-31-7771 

仙南運転免許センター 0224-53-0111 

岡山県 

岡山県運転免許センター 086-724-2200 

山形県 山形県総合交通安全センター 023-655-2150 倉敷試験場 086-426-0110 

福島県
福島運転免許センター 024-591-4372 津山試験場 0868-25-0110 

郡山運転免許センター 024-961-2100 

広島県 

広島県警察本部 082-228-0110 

新潟県

運転免許センター 025-256-1212 東部運転免許センター 082-228-0110 

運転免許センター長岡支所 0258-22-1050 三次試験場 0824-64-0110 

運転免許センター上越支所 025-536-3688 

鳥取県 

東部地区運転免許センター 0857-36-1122 

運転免許センター佐渡支所 0259-57-5067 中部地区運転免許センター 0858-35-6110 

長野県

北信運転免許センター 026-292-2345 西部地区運転免許センター 0859-22-4607 

東信運転免許センター  0267-53-1550 
島根県 

運転免許センター 0852-36-7400 

中南信運転免許センター 0263-53-6611 西部運転免許センター 0855-23-7900 

山梨県
山梨県総合交通センター 055-285-0533 山口県 山口県総合交通センター 083-973-2900 

運転免許課都留分室 0554-43-4101 徳島県 運転免許センター 088-699-0110 

群馬県 総合交通センター 027-253-9300 香川県 運転免許センター 087-881-0645 

栃木県 栃木県運転免許センター 0289-76-0110 愛媛県 愛媛県警察本部 089-934-0110 

茨城県 茨城県運転免許センター 029-293-8811 高知県 運転免許センター 088-893-1244 

埼玉県 埼玉県警察運転免許センター 048-543-2001 

福岡県 

北九州自動車運転免許試験場 093-961-4804 

東京都

府中運転免許試験場 042-362-3591 福岡自動車運転免許試験場 092-565-5109 

鮫洲運転免許試験場 03-3474-1374 筑後自動車運転免許試験場 0942-53-5208 

江東運転免許試験場 03-3699-1151 筑豊自動車運転免許試験場 0948-26-7110 

神奈川県 運転免許試験場 045-365-3111 大分県 大分県運転免許センター 097-528-3000 

千葉県
千葉運転免許センター 043-274-2000 佐賀県 佐賀県運転免許センター 0952-98-2220 

流山運転免許センター 04-7147-2000 長崎県 長崎県運転免許試験場 0957-53-2128 

静岡県

東部運転免許センター 055-921-2000 熊本県 熊本県運転免許センター 096-233-0116 

中部運転免許センター 054-272-2221 

宮崎県 

宮崎運転免許センター 0985-24-9999 

西部運転免許センター 053-587-2000 都城運転免許センター 0986-25-9999 

愛知県
運転免許試験場 052-800-1352 延岡運転免許センター 0982-33-9999 

東三河運転免許センター 0533-85-7181 鹿児島県 鹿児島県総合運転免許試験場 0995-65-2295 

岐阜県

岐阜免許試験場 058-237-3331 

沖縄県 

沖縄県警察運転免許センター 098-851-1000 

多治見試験場 0572-23-3437 安全運転学校 中部分校 098-933-0442 

東濃試験場 0573-68-8032 安全運転学校 北部分校 0980-53-1301 

高山試験場 0577-33-3430 安全運転学校 宮古分校 0980-72-9990 

三重県 三重県運転免許センター 059-229-1212 安全運転学校 八重山分校 0980-82-9542 

〔ご利⽤時の注意事項〕掲載情報は 2016 年 8 ⽉ 24 ⽇現在のものであり、下位法令の公布などにより今後更新されることがあります。また、掲載情報はお断り無く

改訂することがあります。最新の情報は、お客様ご⾃⾝でご取得・ご確認下さい。当協会の許可無く掲載情報を複写、転載、配布するなどの⾏為は固くお断りします。
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