別紙

運転適性相談窓口一覧表
（平成２６年５月現在）
適性相談窓口
札幌

札幌運転免許試験場
（適性審査・試験係）

電話番号
０１１-６８３-５７７０
（内線３８１、３８２、３０２、３０５）

函館 函館方面本部運転免許場（免許係）

０１３８-４６-２００７（内線３２２）

旭川 旭川方面本部運転免許場（免許係）
釧路方面本部運転免許課釧路運転免
釧路 許試験場（免許係）
帯広運転免許試験場（免許係）
北見方面本部交通課北見運転免許試
北見
験場（免許係）

０１６６-５１-２４８９（内線３３２、３４３）
０１５４−５７−５９１３（内線３１２）

０１５５−３３−２４７０（内線３１２）
０１５７−３６−７７００
（内線２１１、２１２）
０１７−７８２−００８１
運転免許課試験教習所係（試験関係）
（内線３３１〜３３６）
運転免許課免許係（更新関係）
（内線２５１〜２５６）
運転免許課行政処分係（その他）

青森 八戸試験場（八戸警察署内）
弘前試験場

受付日時

（内線２３２・２３８）
０１７８−４３−４１４１
（内線４４０〜４４２）
０１７２−３１−０７３７

０１７５−２２−１３２１
（内線４３６・４３７）
自動車運転免許試験場(免許、試験係) ０１９-６８３-１２５１（内線３１５、３１７）
むつ試験場（むつ警察署内）

月〜金。
８時４５分〜１７時

古川運転免許センター試験係

０２２９−２２−８０１０（直通）

仙南運転免許センター試験係

０２２４ー５３−０１１１（直通）

秋田 秋田県運転免許センター講習係
運転免許課行政処分係（その他）
山形 運転免許課試験係（試験関係）
運転免許課免許係（更新関係）
運転免許課学科試験第一係
福島

運転免許課免許第二係

運転免許本部千葉運転免許センター
適性相談係
千葉
運転免許本部流山運転免許センター
適性相談係
運転免許本部試験課適性相談係
（試験関係）
運転免許本部免許課審査第３係
（更新関係）
運転免許センター適性係
運転免許センター長岡支所
新潟 運転免許センター上越支所

月〜金。
8時30分〜17時15分

（内線２３２）

０２４−５９１−４３７２（内線２５１）

０４２−365−５６５６（直通）

運転免許センター運転免許試験課
適性検査係

月〜金｡
8時30分〜17時15分

０３−３４７４−１３７４（内線５４３３）

月〜金。８時３０分〜
１７時１５分

０２８９-７６-０１１０
（内線４５１、４５４、４５５、４６６）
０２７−２５２−５３２９（直通）

月〜金。９時〜１６時

０４８-５４３-２００１（内線３１６、３１７）

月〜金｡10時〜11時
30分､14時〜16時
第3日曜は､8時30分〜
11時30分､13時〜16時

０４−７１４７−２０００（内線３２２）
０４５−３６５−３１１１（内線４２８）
０４５−３６３−７８１６（直通）
０４５−３６５−３１１１（内線３４９）

月〜金。８時３０分〜
１７時００分
月〜金。９時30分〜
12時、13時30分〜16時

第３日曜は、８時30分
〜12時、13時〜16時
月〜金。９時３０分〜
１２時、１３時〜１６時

０２５−２５６−１２１２（内線２６２）

運転免許課試験第一係（試験関係）
運転免許課免許第二係（更新関係）
山梨 運転免許課適性検査所係（その他）
運転免許課都留分室試験係
(試験関係)
運転免許課都留分室免許係
(更新関係)
北信運転免許センター免許担当
（更新関係）
北信運転免許センター試験担当
（試験関係）
中南信運転免許センター免許担当
長野
（更新関係）
中南信運転免許センター試験担当
（試験関係）

運転免許課行政処分第２係
（臨時適性検査関係）
広島
東部運転免許センター
運転免許課東部免許第２係
（更新関係）
運転免許課東部免許第３係
（試験関係）
山口 運転管理課講習第二係

徳島 運転免許課試験係（試験関係）
運転免許課教育係（高齢者関係）

運転免許管理課学科・適性試験係
（試験関係）
運転免許管理課免許・適性相談係
（更新関係）

０２６-２９２-２３４５（内線２４１、２４５）

０２６３-５３-６６１１（内線５２９、５３０）
（内線５５５）

鹿児島

月〜金。９時〜１７時

富山 運転免許センター適性相談係

０７６−４５１−２１４０（直通）

石川 運転免許課適性検査係

０７６−２３８−５９０１（内線３７３）
０７７６-５１-２８２０（内線３５１〜３５５）
（内線３４１〜３４４）

福井 運転免許課奥越分室

０７７９−６６−７７００（内線６４７）

運転免許課丹南分室

０７７８−２１−３６１３（内線６４７）

運転免許課嶺南分室

０７７０−４５−２１２１（内線３７２）

月〜金。10時〜12時、
14時〜17時
月〜金。１０時〜１７
時
月〜金。
８時３０分〜１７時

月〜金。
１４時〜１６時
月〜金。８時３０分〜
１７時１５分

月〜金。
１４時〜１６時
月〜金。８時３０分〜
１６時

月〜金。
９時〜１７時

（内線２５２）

月〜金。
８時３０分〜１７時

月〜金。９時〜１６時

（内線２３３）

０８８-８９３-１２２１（内線３７２〜３７４)

月〜金。
８時３０分〜１７時
月〜金。
８時３０分〜１７時
月〜金。９時〜１２
時、１３時〜１７時

０９２-５６５-５０１０（内線３１１、３０１）
０９３-９６１-４８０４（内線３１１, ３０１）
０９４８-８２-０１６０（内線３１１, ３０１）

月〜金。
８時３０分
〜１７時１５分

０９４２-５３-５２０８（内線３１１、３０１）
０９２-６４１-４１４１（内線５３２５）

（内線４１２）
０９５７−５３−２１２８（内線３１１）
（内線３３３）

月〜金。９時００分〜
１７時１５分
月〜金。
１３時〜１６時
月〜金。
１５時〜１７時
（要連絡）

０９６-２３３-０１１０（内線７０１-４４１）

運転免許試験課免許弟一係（更新関係）

０９６-２３３-０１１０（内線７０１-３７２）

運転免許課試験係（試験関係）

０９７-５３６-２１３１（内線７０２-２４６）

運転免許課更新係（更新関係）

（内線７０２-２２５）

月〜金。８時３０分〜
１７時（要予約）

０９８５−２４−９９９９（直通）
０９８５-３１-０１１０（内線７５５-２４５）
０９８５−２４−９９９９（直通）
０９８５-３１-０１１０（内線７５５-３３１）

月〜金。１０時〜
１２時、１４時〜１７時
金。１０時〜１２時、
１３時〜１５時

運転免許課都城運転免許センター

０９８６−２５−９９９９（直通）

運転免許課延岡運転免許センター

０９８２−３３−９９９９（直通）

月〜金。
１０時〜１２時、
１４時〜１７時

運転免許課運転免許試験場試験係

月〜金。
９時３０分〜１２時、
１４時〜１７時

月〜金。
１５時〜１６時

運転免許試験課学科試験係（試験関係）

宮崎
（内線２７２）

月〜金。
９時〜１７時
月〜金。
１３時〜１６時
火〜金。
１０時〜１６時
月〜金。10時〜16時
月〜金。
１６時〜１６時３０分

（内線７０４−２７２）
０８３-９７３-２９００
（内線４３０、４３１、４３３、４３４）
０８８-６９９−０１１０（内線３２２）

運転免許センター免許係（免許更新関係） ０９５２-９８-２２２０（内線２２１）

運転免許課宮崎運転免許センター免
許係（更新関係）

運転免許課西部運転免許ｾﾝﾀｰ試験係 ０５３−５８７−２０００（内線２２３）

運転免許課講習指導係

大分

（内線５１４）

０２６７−５３−１５５０
東信運転免許センター免許・試験担当
（内線６０３）
運転免許課中部運転免許ｾﾝﾀｰ試験係
０５４−２７２−２２２１（内線２２３）
（全般）
静岡 運転免許課東部運転免許ｾﾝﾀｰ試験係 ０５５−９２１−２０００（内線２２３）

運転免許課試験係

熊本

（内線５４７）
月〜金。８時３０分〜
１７時

（内線７０３−３５７、７０３−３６０）
０８２−２２８−０１１０
（内線７０４−２３２）

０８９-９３４-０１１０（内線７２７-３３３）

運転免許試験場試験二係（免許取得関係）

月〜金。
８時４５分〜１２時、
１２時４５分〜１５時

（内線７０３−２５２、７０３−２６２）

愛媛 運転免許課適性検査係
運転免許センター試験係
（運転適性相談室）
運転免許試験課福岡自動車運転免許
試験場（試験関係・更新関係）
運転免許試験課北九州自動車運転免
許試験場（試験関係・更新関係）
運転免許試験課筑豊自動車運転免許
福岡
試験場（試験関係・更新関係）
運転免許試験課筑後自動車運転免許
試験場（試験関係・更新関係）
運転免許管理課聴聞係
（臨時適性検査関係）

月〜金。13時〜16時

０８５９ー２２ー４６０７（内線２１０）

０８７-８３３-０１１０
（内線７２２-２７３、２７４）

高知

月〜金。９時〜12時、
１３時〜１６時

０８５８−３５−６１１０（内線３１０）

香川 運転免許課試験係

（内線５６２）

０５５４−４３−４１０１（内線５１３）

０８５７−２８−５８８５（内線３２０）

０８５２−３６−７４００
（内線２４１〜２４３）
島根
運転免許課西部運転免許センター
０８５５−２３−７９００
試験係
（内線２４１〜２４３）
０８６７−２４−２２００
岡山 運転免許課試験第二係
（内線５７２、５７８）
運転免許センター
０８２−２２８−０１１０
運転免許課免許第３係（更新関係）
（内線７０３−２２８）

月〜金。
８時３０分〜１７時

月〜金。１５時〜１７
時（要予約）

（内線３６５）

運転免許課適性相談係

０２５９−５７−５０６７
０５５-２８５-０５３３（内線５８２、５８３）

０７３-４７３-０１１０（内線３１５、３２１）

運転免許課試験係（試験関係）

０７３５−３１−７７７１（直通）

長崎
運転免許センター佐渡支所

０７４４-２５-５２２４（直通・受験相談）

運転免許課免許係（更新関係）

運転免許課新宮運転免許センター
運転免許課免許係
（東部運転免許センター）
鳥取県自動車運転免許試験場
鳥取
（免許・試験係）
運転免許課免許係
（西部運転免許センター）

佐賀

０２５８−２２−１０５０（内線３３１）
０２５−５３６−３６８８

０７４４-２２-５５４１（直通・更新等）

運転免許課試験係（試験関係）

運転免許課免許係（更新関係）
月〜金。１０時〜１１
時、１３時〜１５時
月〜金。８時30分〜12
時、13時〜16時45分

０４３-２７４-２０００（内線３５２、３５３）

０７９−６６２−１１１７（直通）

運転免許課免許係（更新関係）

０７３９−２２−６７００（直通）

０３−３６９９−１１５１（内線５４３３）
０２９−２９３−８８１１（内線３３５）

０７８-９１２-１６２８（内線３７７）

運転免許課但馬運転免許センター

運転免許課試験係（試験関係）
月〜金。
８時３０分〜１７時

０５３３-８５-７１８１（内線５５３）

運転免許課田辺運転免許センター

０２４−５９１−４３７２（内線２２０）

府中運転免許試験場学科試験課

江東運転免許試験場学科試験課
運転免許センター運転免許課
（運転適性係）
運転免許管理課自動車運転免許試験
栃木
場
適性検査係
群馬 運転免許課適性試験係

神奈川

（内線２９１）

０２４−９６１−２１００（内線２２１）

茨城

月〜金｡
９時３０分〜１１時､
１４時〜１６時
(要予約)

門真運転免許試験場適性試験係

兵庫 運転免許試験場学科適性試験係

和歌山

０２３ー６５５ー２１５０（内線２６４）

運転免許課学科試験第三係

警視庁 鮫洲運転免許試験場学科試験課

埼玉

０１８−８２４−０６６０（直通）

０７８-９１２-１６２８（内線３２４、３２５）

月〜金。１５時〜１７
時(要予約)

宮城県運転免許センター運転適性相談係 ０２２−３７３−３６０１(内線２９２、２９１)

０２２５ー８３−６２１１（直通）

運転免許課講習係

大阪

奈良

県北運転免許センター（免許、試験係） ０１９４−５２−０６１３（直通）

石巻運転免許センター試験係

光明池運転免許試験場適性試験係

０５９-２２９-１２１２（内線４８１〜４８３） 月〜金。９時〜１６時
月〜金。９時〜１６時
０７７-５８５-１２５５（内線２１０、２１１）
（要予約）
月〜金。
０７５-６３１-５１８１（内線４１２、４１３）
１４時〜１６時３０分
０６-６９０８-９１２１（内線３８４）
月〜金。
１４時〜１６時３０分
０７２５-５６-１８８１（内線３８４）

月曜〜金曜。８時30分
〜17時15分

沿岸運転免許センター（免許、試験係） ０１９３−２３−１５１５（直通）

宮城

三重 運転免許センター適性審査係

月〜金。(第２・４金を除
く)８時30分〜17時15分
月〜金。(第１・３金を除
く)８時30分〜17時15分

受付日時

０５８−２３７−３３７６
（内線２７２、２７１）
０５８−２３７−３３３１
（内線３０４、３７０）
０５２-８０１-３２１１（内線３６５、３７０）

京都 運転免許試験課適性試験係
月〜金。８時３０分〜
１７時１５分

電話番号

運転免許課運転適性指導係
（一定の病気関係）
岐阜
運転免許課運転免許試験場適性検査
係（身体関係）
運転免許試験場運転適性相談室
愛知
東三河運転免許ｾﾝﾀｰ試験係（全般）

滋賀 運転免許課免許第一係

盛岡運転免許センター（免許、試験係） ０１９−６０６−１２５１（内線２０５）
岩手 県南運転免許センター（免許、試験係） ０１９７−４４−３５１１（直通）

適性相談窓口

月〜金。９時〜１７時
（要予約）

免許試験課学科・技能試験係（試験関
０９９５-６５-２２９５（内線２２０、２３０）
係）

月〜金。
１４時〜１６時

免許管理課免許適性係（更新関係）

０９９-２６６-０１１１（内線２４０）

月〜金。９時〜１７時

運転免許課適性試験係

０９８-８５１-１０００（内線５９５）

安全運転学校中部分校

０９８−９３３−０４４２（直通）

沖縄 安全運転学校北部分校

０９８０−５３−１３０１(直通）

安全運転学校宮古分校

０９８０−７２−９９９０（直通）

安全運転学校八重山分校

０９８０−８２−９５４２（直通）

※ なお、受付日については平日が祝祭日及び年末年始の場合を除く。

月〜金。
８時３０分〜１７時

