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日本の運転免許証とチェコの運転免許証の交換制度

（平成 27年 4月 1日改訂）

2006 年 7 月 1日施行のチェコ改正道路交通法により、チェコに長期滞在する

在留邦人の方々は、日本の運転免許証との交換によるチェコの運転免許証の発

給申請を行うことが義務となりました。

ここでは、運転免許証交換制度の内容を以下にお伝えします。

１ 運転免許証の交換義務

チェコの長期滞在ビザ・許可（90日以上の滞在ビザ、長期居住許可）、又は、

永住許可を取得した在留邦人の方々は、ビザ・許可の取得日から 3 か月以内に

チェコの地方自治体において、チェコの運転免許証の発給申請を行うことが義

務づけられています。チェコの運転免許証の発給は、有効な日本の運転免許証

との交換で行われます（道路交通法第 116 条）。

チェコの長期滞在ビザ・許可、又は永住許可を取得した後、定められた期限

以内にチェコの運転免許証の発給申請を行わなければ、義務違反と見なされる

という点に十分注意いただく必要があります。期限を過ぎた申請については、

地方自治体から相応の罰金が科せられる可能性があります。チェコ運輸省によ

れば、この場合の罰金は法令上、3 万コルナを上限とする金額となり、違反の

状況や程度に応じて地方自治体担当者の裁量により実際の罰金額が決定される

ということです。また、運転中に警察官に呼び止められた場合、チェコの長期

滞在ビザ・許可や永住許可の取得がパスポート上から明かであるのに、国際運

転免許証で運転していると、義務違反を指摘される可能性があります。

２ 他国発行のＥＵ運転免許証や国際運転免許証での運転

道路交通法第 104 条は、チェコで運転可能な運転免許証の種類を規定してお

り、その中にはチェコの運転免許証のほかにも、他のＥＵ加盟国発行のＥＵ運

転免許証や他国発行の国際運転免許証などが含まれます。このため、チェコの

長期滞在ビザ・許可等を取得した在留邦人の方であっても、他国発行のＥＵ運

転免許証や日本当局発行の国際運転免許証でチェコ国内を運転することは法令

上可能ということです。

チェコ運輸省の説明によれば、他国発行のＥＵ運転免許証を所持する在留邦

人の場合、運転免許証の交換義務を履行せずに、ＥＵ運転免許証で運転するこ

とが可能ということです。ただし、運転免許証の交換義務が免除される明確な
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法的根拠はないということです。

また、日本発行の国際運転免許証を所持する在留邦人の方の場合も、運転免

許証の交換義務を果たさずに国際運転免許証で運転することが可能ということ

ですが、同様に、運転免許証の交換義務が免除されるという明確な法的根拠は

ありません。

３ 発給されるチェコの運転免許証

発給されるチェコの運転免許証は、チェコ国内だけでなくＥＵ域内の運転を

可能とするものです。チェコの運転免許証のカテゴリー（運転できる車種）は、

日本の運転免許証のカテゴリーに準じます。

４ 交換手続の流れ

（１）手続場所

運転免許証の交換手続は、住居地を管轄する地方自治体で行います。例えば、

プラハ市内に居住している方々の場合、プラハ４区所在のプラハ市交通行政局

（下記７参照）で運転免許証の交換手続を行うことになります。

（２）必要書類

申請に必要な書類は、①申請書（地方自治体窓口で入手）、②有効な日本の運

転免許証、③日本の運転免許証の公式チェコ語訳（注 1）、又は、有効な国際運

転免許証（公式チェコ語訳に代わる翻訳資料として使用可能）、④パスポート、

⑤チェコの長期滞在ビザ・許可、又は永住許可、⑥顔写真１枚（パスポートサ

イズと同じく 45×35 ミリ）、⑦健康面の適性診断書（注 2）、⑧手数料－です。

注 1

日本の運転免許証の公式チェコ語訳については、日本大使館でチェコ語の

「自動車運転免許証抜粋証明」（詳細は当館ホームページ参照）の発給を受

けるか、チェコの公認翻訳者に依頼して公式なチェコ語訳を用意する必要が

あります。有効な国際運転免許証を日本の運転免許証の翻訳資料として提示

することも可能です。発給されるチェコの運転免許証のカテゴリー（運転で

きる車種）は、日本の運転免許証のカテゴリーによって決定されますが、翻

訳として公式チェコ語訳を使用する場合と国際運転免許証を使用する場合

では、チェコの運転免許証のカテゴリーについて、異なる結果が生じること

があります。

注 2

健康面の適性診断書は、チェコ人の方々も最初に運転免許証を取得する時
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点、一定の高年齢に達した時点に当局へ提出する書類であり、病院や診療所

を訪れて準備しなければなりません。この際、自身の健康状態について所定

の用紙を用いて申告書を作成し、医者に提出することになりますが、医者は、

視覚や聴覚検査等の必要な検査を行い、その検査結果と申告された内容に基

づき、所定の診断書用紙を用いて健康面の適性診断書を作成することになり

ます。

各医療機関における具体的な手続の詳細は、ご自身で確認いただく必要が

ありますが、プラハ市内の外国人向け診療所である「Canadian Medical 

Center（カナディアン・メディカル・センター）」と「UNICARE Medical Center

（ユニケア・メディカル・センター）」では、この診断書を扱っているとい

うことです。   

チェコ運輸省の説明によると、この健康面の適性診断書により、運転する

上で健康面の問題が特段ないということになれば、発給されるチェコの運転

免許証の有効期間は 10 年間となります。他方、申請手続において、健康面

の適性診断書の提出を省略することも可能ですが、発給されるチェコの運転

免許証の有効期間は、日本の運転免許証と同じ有効期間になります。

なお、日本の運転免許証と同じ有効期間のチェコの運転免許証を取得した

場合、その有効期間が切れる際は、チェコの運転免許証の発給申請を再度行

うことになります。

（３）申請手続

申請者は、チェコの地方自治体の担当窓口においてチェコの運転免許証の発

給申請を行います。地方自治体では、申請を受け付けると、申請者に受付証を

交付し、日本の運転免許証及びパスポートを返却します。受付証には、申請受

理日とチェコの運転免許証の発行予定日が記入されます。なお、地方自治体で

の手続においては、チェコ語が必要となるため、チェコ語を理解する方に同行

及び補助してもらうことをお勧めします。

（４）チェコ運転免許証の受領

申請者は、地方自治体から交付された受付証に記入されたチェコの運転免許

証の発給予定日を目安に地方自治体へ赴きます。この際、日本の運転免許証及

びパスポート、受付証等を持参する必要があります。

地方自治体の窓口において、受付証とパスポートを提示し、日本の運転免許

証を提出することで、チェコの運転免許証を受け取ります。この時点で日本と

チェコの運転免許証が交換され、日本の運転免許証は地方自治体に渡ります。
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（５）日本の運転免許証の返還

チェコの運転免許証との交換で地方自治体へ提出された日本の運転免許証は、

基本的にチェコ運輸省を経由して大使館へ送付されることになりますが、所有

者の希望があれば、地方自治体内で保管されます。

このため、日本の運転免許証の所有者は、「運転免許証の送付／保管申請書」

を用いて、日本の運転免許証について、返還（チェコ運輸省への送付）を希望

するのか、あるいは、地方自治体での保管を希望するのか、いずれかを選択し

ます。そして、日本の運転免許証を地方自治体に提出する際、この「送付／保

管申請書」を日本の運転免許証に添付して提出します。この「送付／保管申請

書」の用紙は、地方自治体窓口には備え付けられていませんので、所有者側が

事前に準備して持参する必要があります（本資料末尾に貼付）。

日本の運転免許証の返還（チェコ運輸省への送付）を希望した場合、免許証

交換から２か月から３か月を目処に大使館へ連絡し、ご自身の日本の運転免許

証が大使館に届いているか否かをご確認ください。日本の運転免許証が届いて

いれば、運転免許証の所有者（パスポート必要）又は代理人（所有者のパスポ

ートの写し、代理人のパスポート及び委任状必要）が大使館を訪れ、領事部窓

口で日本の運転免許証を受け取っていただくことになります。

（６）地方自治体での保管

地方自治体での保管を希望した場合、日本の運転免許証は、在留邦人の方々

がチェコの運転免許証との再交換を地方自治体に求めるまでの間、当該地方自

治体内で保管されます。

チェコ運輸省の説明によれば、日本に一時帰国して運転するような場合、発

給されたチェコの運転免許証を地方自治体の窓口に提出することで、保管され

ている日本の運転免許証を引き出すことが可能となります。そして、地方自治

体では、提出されたチェコの運転免許証をその有効期間の間、保管するという

ことですので、日本からチェコへ戻った後、再度、地方自治体の窓口に日本の

運転免許証を提出すれば、保管されている同一のチェコの運転免許証を受け取

ることができます。

ただし、これは、法律上の規定ではないということですので、各地方自治体

での取り扱いにおいて差違などが生じる可能性も否定できません。このため、

実際の取り扱いについては、注意が必要と思われますので、関心のある方々は、

各地方自治体へ直接問い合わせて十分に確認することをお勧めします。
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５ チェコの運転免許証を紛失した場合

日本の運転免許証との交換で発給されたチェコの運転免許証を紛失してしま

った場合、警察において紛失・盗難証明書を発行してもらい、これを持参して

地方自治体に赴き、チェコの運転免許証の再発給手続きを行うことになります。

６ 運転停止処分を受けた場合

交通違反に対する点数制度により、違反点数が累積で 12点となってしまった

場合、１年間の運転禁止処分となります。また、飲酒運転等の重大な違反に対

しては、違反点数が 12点に達していなくても、即座に運転禁止処分を受ける可

能性があります。

運転禁止処分期間の経過後に運転を再開するためには、チェコ当局において

適性試験を受け、これに合格することが必要になります。適性試験に合格すれ

ば、その合格証書を地方自治体に提出することで、没収されたチェコの運転免

許証を再度受け取ることができます。ただし、チェコ運輸省の説明によれば、

この適性試験はチェコ人が受けるものと同一のものとなるため、在留邦人には、

通訳の同伴が許可されるものの、簡単に合格できる内容とは思われないとのこ

とです。さらに、この試験に２回連続で不合格となると、その後は、自動車運

転教習所に通って運転免許証を最初から取り直さない限り、運転できない状況

になってしまいます。

７ 参考情報－プラハ４区所在のプラハ市交通行政局－

名 称：MAGISTRAT HLAVNIHO MESTA PRAHY, ODBOR DOPRAVNE SPRAVNICH CINNOST

（プラハ市役所 交通行政局運転手登録課）

所在地：Na Pankraci 1685/17,19 Praha 4 – budova Business Centrum Vysehrad

電 話：236-005-490（一般のインフォメーション、チェコ語）

ホームページ：

http://www.praha.eu/jnp/cz/potrebuji_resit/zivotni_situace/dopravnespr

avni_cinnosti/registr_ridicu/registr_ridicu-ridicske_prukazy_v

ystaveni_vymena.html



Ž á d o s t  o dočasné  uschování/předání řidičského průkazu
(Delivery /Keeping of Driving Licence)

                                                                                    Datum podání žádosti:………………….
                                                                                    (Date of application)

                                                                                    Podpis žadatele:…………………………
                                                                                    (Signature of  applicant)

Žádám tímto /  I would like to request

□aby můj řidičský průkaz byl předán Ministerstvu dopravy ČR, Praha l, 
    nábř.L.Svobody 12
      (Delivery of my driving licence to the Ministry of Transportation, Praha l, nábř.L.Svobody 12)

□aby můj řidičský průkaz byl dočasně uschován u místního úřadu s rozšířenou     
působností

       (Keeping of my driving licence by Municipal Office)

Informace o žadateli
(Information about applicant)

Národnost
(Nationality)
Příjmení
(Family Name)
Jméno
(First Name)
Adresa v ČR
(Address in ČR)
Telefonní číslo v ČR
(Tel.No.in ČR)
E-mail

Číslo národního řidičského 
průkazu
(No.of national driving licence)
Číslo řidičského průkazu ČR
(No. of driving licence of ČR) 
Ostatní
(Others)

Podpis zástupce místního úřadu s rozšířenou působností:………………………
(Signature of the officer of the Municipal Office)

Žádost přijata dne :……………………                Úřední razítko
(Date of acceptance)                                               (Official stamp)



（記入例）

Ž á d o s t  o dočasné  uschování/předání řidičského průkazu
(Delivery /Keeping of Driving Licence)

運転免許証の送付／保管申請書

                                                                                    Datum podání žádosti: 01 07 2006 .
                                                                                    (Date of application) 申請日

                                                                                    Podpis žadatele: 外務 太郎    
                                                                                    (Signature of  applicant) 申請者サイン

Žádám tímto /  I would like to request

☐aby můj řidičský průkaz byl předán Ministerstvu dopravy ČR, Praha l, 
    nábř.L.Svobody 12
      (Delivery of my driving licence to the Ministry of Transportation, Praha l, nábř.L.Svobody 12)
  チェコ運輸省への送付希望

（※チェコ運輸省に送付された日本の運転免許証については、日本大使館が後日受け取りに

行きます）

☐aby můj řidičský průkaz byl dočasně uschován u místního úřadu s rozšířenou     
působností

       (Keeping of my driving licence by Municipal Office)
  チェコ地方自治体での保管を希望

Informace o žadateli
(Information about applicant)

申請者に関する事項

Národnost
(Nationality) 国籍 ＪＡＰＯＮＳＫＯ

Příjmení
(Family Name) 姓 ＴＡＲＯ

Jméno
(First Name) 名 ＧＡＩＭＵ

Adresa v ČR
(Address in ČR) チェコの住所 Maltezske nam.6, 118 01, Praha 1

Telefonní číslo v ČR
(Tel.No.in ČR) 電話番号 ２５７－５３３－５４６

E-mail
Ｅメールアドレス ryoji@japanembassy.cz

Číslo národního řidičského 
průkazu 日本の免許証番号
(No.of national driving licence)

１２３４５６７８９１０１１

Číslo řidičského průkazu ČR
(No. of driving licence of ČR) 
チェコの免許証番号

×××××××××

Ostatní
(Others) その他

Podpis zástupce místního úřadu s rozšířenou působností:………………………
(Signature of the officer of the Municipal Office) チェコ地方自治体職員のサイン

Žádost přijata dne :……………………                Úřední razítko
(Date of acceptance)  受付日                               (Official stamp) 地方自治体の公印

✔

送付希望か、保管

希望かのどちらか

を選択し、✔を記

入します。

申請日が 2006 年 7
月 1 日の場合


