
新しい違反点数と反則金額の一覧表　平成21年6月1日施行

違反行為の杜別 剪��酎1 .-.こPJTl 一.一一.I.. 凭5ﾖ･6n[f豆討�
頭 li昌l �(�ｲ��b��lヨ I ≦ヨ �(b�幵�?�8ﾒ�

運転殺人等 剴c"� �� �� 

危険運転致死 剴c"� �� �� 

55 �� �� ��

55 �� �� ��

51 �� �� ��

5ー �� �� ��

48 �� �� ��

48 �� �� ��

45 �� �� ��

45 �� �� ��

酒酔い運転 剴3R� �� �� 

麻薬等運転 剴3R� �� �� 

救護義務違反 剴3R� �� �� 

25 �� �� ��

過労運転等 剴#R� �� �� 

25 �� �� ��

無免許運転 剴���23 �� �� 

13 �� �� ��

12 ���� �� ��

仮免許運転違反 劍�ｳ"�ー9 �� �� 

無車検運行 剴b�ー6 �� �� 

無保険運行 剴b�16 �� �� 

逮 度 過 俘"����,r�ﾘ��50km以上 ��"�19 �� �� 

6 ��ｳb� �� ��

3 ��R�40 �3R�30 ��

3 ��R�30 �#R�20 ��

3 ��R�25 ��ｳ��15 ��

2 ��B�20 ��R�12 ��

1 ��B�15 ��"�9 ��

15km未満 ���14 ��"�9 途� 

過 儉｢�,r�р�50km以上 ��"�19 �� �� 6 ��b� �� ��

3 ��R�25 ����15 ��"�

2 ��B�20 ��R�12 ����

1 ��ｳB�15 ��"�9 途�

15km未満 ���14 ��"�g 途�6 

放正駐車 違反 剿ｼ主停車禁止場所等 �2� �#R�18 ����10 

駐車禁止場所等 �"� �#��15 湯�9 

駐停車 剩n主停車禁止場所等 �"�14 ��R�12 途�7 

違反 剪ｹ主事禁止場所等 白�14 ��ｳ"�10 澱�6 

2 ��B� �� ��

2 ��B� �� ��

伝E'無視 剞ﾔ色等 �"�14 ��"�9 途�6 EI77 剴_滅 �"�14 湯�7 澱�5 

通行禁止違反 剴"�14 湯�7 澱�5 

歩 ���"�14 湯�7 澱�5 

適` 仞iZｨ��Kﾒ��"�14 ��"�9 途�6 

2 ��ｳB�9 途�6 迭�

急ブレーキ禁止違反 剴"�14 湯�7 澱�5 

2 ��ｳB�9 途�6 迭�

追越し違反 剴"�14 ��"�9 途�6 

2 ��B�9 途�6 迭�

踏切不停止等 劍���14 ��"�9 途�6 

しや断踏切立入り 剴"�14 ��R�12 湯�7 

2 ��B�9 途�6 迭�

2 ��B�12 湯�7 澱�

2 ��B�ー2 湯�7 澱�

徐行場所違反 剴"�14 湯�7 澱�5 

2 ��B�9 途�6 迭�

萌載物 垂1制限 �10割以上 田�2�16日5 ��35 �3��25 
312 ��ｳS��B�40 �3��25 �#��

超過 �5割未満 �#���ー4114 �3��25 �#��15 

制動装狂等 �"�14 ��"�9 途�6 
整備不良 剩�箔� ���14 湯�7 澱�5 

安全運転義務違反 剴"�14 ��"�9 途�6 

2 ��B�9 途�6 迭�

2 ��B�9 途�6 迭�

注I r大型･中型｣とは､大型自動車､中型自動車､大型特殊自動車､トロリーバスおよび

路面電車をいう｡

注2　r普通｣とは､普通自動車をいうC

注3　r自動二輪｣とは､大型自動二輪車および普通自動二輪車をいう｡

注4　r原村車Jとは､原動機付自転車および小型特殊自動車をいう｡

注5　違反をした場合に呼気12中のアルコール或度が015mg以上025mg未満の

漕気を帯びていたときは､ ｢酒気帯び点数(025未満)Jとなる｡

違反行為の群別 滅H���存i;.ち:::l 二】.LJ. 僵ﾙ�Xｾ�,ﾆﾂ�

騒音運転等 �2�'��_1年__ ー4 途�6 澱�5 ~6 5 5 3 5 5 3 3 5 ~~5-I 5 5 5 5 

l? 7 ー2 ー2 9 宝��b�����r�B�b�ｬW��7 6 12 7 7 6 ~4 6 _6 4 ~4 6 

消音器不備 宝%��"�1_4 ー4 

2 ��B�

2 ��B�

2 ��B�

免許条件違反 �"�14 

2 ��B�

保管場所l道路使用 �2� 
法連句長時間駐車 �"� 

1 ��B�

1 ��ｳB�_6 7 

通行帯違反 ���14 

1 ��B�7 

軌道敷内達反 ���14 澱�4 才~ 

1 ��ｳB�6 

1 ��B�7 澱�

指定横断等禁止違反 ��ｲ�14 途�6 宝b�b�fﾂ�

車間距粧不保持 ���14 途�6 

進路変更禁止違反 ���14 途�6 

逗もて称ii-両面赤痢giir､爪 ��ｲ�14 途�6 峯��b�

ー14 途�6 

割込み等 ��ｲ�14 途�6 澱�5 3 巨 ~5 _5 5 

ー14 澱�4 宝B�b�

1 ��B�7 澱�

ー14 途�6 澱�

1 ��B�7 澱�6 

緊急車妨害等 ���14 途�6 澱�

1 ��B�7 澱�6 展��

無灯火 ���14 途�6 澱�5 

減光等乗務違反 ���14 途�6 澱�5 

合図不履行 ���14 途�6 澱�5 

合図制限違反 ���14 途�6 澱�5 

書音器吹鳴兼務違反 ���14 途�6 澱�5 

書音器使用制限違反 �� �2�3 �2�3 

乗車gt載方法違反 ���14 途�6 澱�5 

定員外乗車 ���14 途�6 澱�5 

1 ��ｳB�9 途�6 迭�

ー14 湯�7 澱�5 

1 ��ｳB�6 釘�4 �2�

牽引違反 ���14 途�6 澱�5 

原付牽引違反 ���14 �� ��3 

1 ��B�7 澱�6 迭�

1 ��B�7 澱�6 迭�

1 ��B�7 澱�6 迭�

停止措置義務違反 ���14 途�6 澱�5 

1 ��B�7 澱�6 迭�

1 ��B�7 澱�6 迭�

1 ��B� �� ��

1 ��B� �� ��

1 ��B� �� ��

1 ��ｳB� 釘� ��

1 ��B� 釘� ��

1 ��B� 釘� ��

最低速度違反 ���14 途�6 澱� 

1 ��B�7 澱�6 ��

1 ��B�7 澱�6 ��

1 ��B�6 釘�4 ��

1 ��B�7 澱� ��

1 ��B�7 澱�6 ��

1 ��B�7 澱� ��

泥はね運転 �� 途�6 澱�5 

7 澱�6 迭�

6 釘� ��

3 �2�3 �2�

注6　r放fL駐車違反(駐停車禁止場所等､駐車禁止場所等))とr駐停車違反(駐車禁止場

所等)｣のr大型　中型｣には重被牽引車を含む｡

注7　r耕載物重t制限超過｣の点数および酒気帯び点数の11の左側は大型自動車､中型

自動車､大型特殊自動車､トロリ-バスの点数､右側は普通自動車､大型自動二輪

車､普通自動二輪車､原動機付自転車および小型特殊自動車の点数です.

注8　r高齢運転音標鼓標示義務違反｣は､当分の間､適用されません｡
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特に悪質･危険な違反を

｢特定違反行為｣と定め.
｢一般違反行為｣と区分

●運転殺人等　　　　●危険運転致死　　　酒酔い運転

●救護義務違反　　●運転傷害等　　　　_危険運転致傷

●麻薬等運転

飲酒運転がらみの違反点数が　　や

fehTB1,,2f;:iy.=7!.雪

酒酔い運転

(
う轡ト-

LL. I

/演

.J

｢酒酔い運転｣とは､酒に酔った状態(量に関係なくアルコールの影響によ

り正常な運転ができないおそれがある状態)で車両等を運転する行為｡

田ヨ125点車~由35点く垂車重功

酒気帯び(0.25mg以上)運転

｢酒気帯び(0.25mg以上)｣とは､呼気1 8中のアルコール濃度が0.25mg以上｡

語義覇13点ヒ-　EZEl 25点く垂垂衰)

酒気帯び(0.25mg未満)運転

｢酒気帯び(0.25mg未満)｣とは､呼気18中のアルコール濃度が0.15mg以

上0.25mg未満｡

瑚6点!一■　旺臼13点く垂重臣)

酒気帯び
(0.25mg未満)

13点車19点

9点率16点

8点等15点

7点軽14点く圃

酒気帯びく0.25mg未満) +無免許運転

無免許運転であることから免許の｢取消し｣にはならないが､運転免許試験
を受けようとしてもー定期間｢拒否｣される｡

藍≡≡詔20点醸　EZZ3 23点(拒否)
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ひき逃げ(救護義務違反) ′　●

ト-,項23点L E琵コ35点く麺匪)

改正前のひき逃げ(救護義務違反)の点数は事故原因となった基礎点数に
事故点数とともに付加される付加点数であったガ､改正後は事故原因の点
数に累積される基礎点数となった｡このため､ひき逃げのみでも独立して
処分される｡

故意に死傷事故等を起こした場合､
r運転殺人等｣と定め加害程度に
応じて違反点数がアップ!
｢運転殺人等｣とは､自動車の運転で故　｢運転傷害等｣とは､自動車の迎Il･:1ミで故

意に人を死亡させたり､故意に建造物　　意に人を負傷させたり､故意に建迅物
を損壊させて人を死亡させた行為｡　　　を損壊させて人を負傷させた行為｡

巨頭配転毎嶺議　　　　　　　　　　胡■1 1■号∃

故意による人の死　　　運転殺人等　　　　　　　　　　62

傷もしくは建造物
]

望慧Eイ芸崇霊冒しき】した場合

45点

運転傷害等全治3月以上の負傷または後遺障害55

運転傷害等全治30日以上3月未満の負傷51

運転傷害等全治15日以上30日未満の負傷48

運転傷害等全治15日未満の負傷または鮎物損壊45

免許取消し-

｢過労運転等｣は12点アップ! ､〔

過労運転等　　　　　　　　　蛋_

｢過労運転等｣とは､過労､病気､薬物の影響その他の理由により､正常な運

転ができないおそれがある状態で車両等を運転する行為｡

躍掛13点薄口璽I 25点く車重衰)

OL r麻薬等運軌は10点アップ!

麻薬等運転
｢麻典等運転｣とは､麻薬､大麻､あへん､覚せい剤､薬物及び劇物取締法に定

める物の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を
運転する行為｡

･25点L　四35点く麺画房)

危険運転致死傷罪(刑法)にあたる行為で
危険運転致死傷の加害程度に応じて
点数がアップ!

改　正　後

｣JL j

危険運転致死傷
罪に当たる行為
をした場合

45点

危険運転致死　　　　　　　　62点

危険運転致傷芸莞諾lii-lp$0'ffi傷　55点

危険運転致傷全治30日以上3月未満の負傷　51点

危険運転致傷全治15日以上30日未満の負傷　48点

危険運転致傷全治15日未満の負傷　45点

免許取消しー･

●｢危険運転致死傷｣にあたる行為とは､以下の行為です｡

0アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車等を走
行させ人を死傷させた行為｡

◎進行を制御することが困難な高速度で自動車等を走行させて人を死傷させた
り､進行を制御する技能を有せずに自動車等を走行させて人を死傷させた行為｡

◎人や車の通行を妨害する日的で､走行中の自動車等の直前に進入したり､通行
中の人や車に著しく接近し､かつ重大な交通の危険を生じさせる速度で自動

車等を運転して人を死傷させた行為｡

○赤信号(警察官の手信号等を含む)をことさら無視し､かつ重大な交通の危険
を生じさせる速度で自動車等を運転して人を死傷させた行為｡



例え帆｢酒酔い運転｣で過失の大きい｢死亡事故｣

を起こして｢逃走(ひき逃げ)｣すれば､欠格期間は10年!

死亡事故

⑳　20点
ひき逃げ

⑳　35点

合　計

=　90点

欠格期間10年

短随帆三三 啖��3ｲ粭鎚菇ZX�ｸ����

酒酔い運転 35点 ��-ヨ-1二-二-I.: 凵｡■合計 鳴� 死亡事故 �#�5��55点 ���D��

3月以上の負傷事故 ��95��48点 添D��

030日以上3月未満の負傷事故 等5��=44点 的D��

15日以上30日未満の負傷事故 妬5��41点 的D��

15[∃未満の負傷事故 �95��38点 �9D��

.故意による｢道路外の致死傷｣の場合の
欠格期間も大幅延長
改正前 弌ﾉ�8ﾎ2�

欠格期間 一律5年 儂ﾘ･��(��e2�佇r�ｦ��ｯ｢�ｭB�8年 

被害者負傷 ��8��8ﾈ闌��8-ﾈ+ﾘ,ﾘﾎ8�(��･��土D��全治30日以上3月未満 �6年 

全治30日未満 �5年 

●道路外とは､一般交通の用に供されていない公園･広場･工場内等の場所をいう｡
●危険運転致死傷罪に該当する場合も含まれます｡

tO】 ひき逃げ(救護義務違反)をそそのか

した書の処分(欠格期間3年)香

新たに規定化!

4
酒酔い運転･麻薬等運転をそそのかした書の
欠格期間の延長
酒酔い運転･麻薬等運転の違反点数のアップにより､
それらをそそのかした書の欠格期間も延長
酒酔い運転と麻薬等運転の違反点のアップに伴い､それをそそのかす行

為(重大違反そそのかし等)の欠格期間も延長

欠格期間2年　工　3年に改正

75歳以上の人は､免許更新期間満了前6ケ月以内

に｢講習予備検査｣を受けなければなりません｡

｢講習予備検査｣の結果が内閣府令に定める基準に該当

した人は､過去一定期間､もしくは以後に､判断力や記憶

力が低下した場合に行われやすい交通違反(｢基準行

卜　′完;:F芸蒜/,蒜LLiJLll'蒜蒜'蒜還lt;よ芸'Golo芸
- -G/JL'- 適性検査｣を受けなければなりません｡

r講習予備検査｣で記憶力･判断力が低くなっている方は､

専門医のr臨時適性検査｣を受けることとなり､ ｢認知症｣と

判断されたり､臨時適性検査を受けなかった場合は取り

消し､文は免許停止処分を受けることがあります｡

●信号無視

●通行区分違反(右側通行等)

●進路変更禁止違反

●踏切不停止

●指定通行区分違反

●交差点優先車妨害

●徐行場所違反

●交差点安全進行義務違反

●通行禁止違反

●通行帯違反

●転回･後退等禁止違反

●しや断踏切立入り

●一時不停止

●優先道路通行車妨害

●横断歩行者等妨害等


