運転適性相談窓口一覧表
（平成２８年１２月現在）
適性相談窓口

電話番号

所在地

受付日

受付時間

札幌

０１１－６８３－５７７０
〒006-0835
札幌運転免許試験場適性審査・試験係 （内線３８１、３８２、３０２、
札幌市手稲区曙５条４－１－１
３０５）

函館

函館方面本部函館運転免許試験場適
性審査係

０１３８－４６－２００７
（内線３１５、３１２）

〒041-0802
函館市石川町１４９－２３

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

旭川

旭川方面本部旭川運転免許試験場適
性審査係

０１６６－５１－２４８９
（内線３２３）

〒070-0821
旭川市近文町１７－２６９９－５

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

釧路方面本部釧路運転免許試験場適
性審査係

０１５４－５７－５９１３
（内線３１５）

〒084-0918
釧路市大楽毛北１－１５－８

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

帯広運転免許試験場適性審査係

０１５５－３３－２４７０
（内線３１５）

〒080-2459
帯広市西１９条北２－１

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

北見方面本部北見運転免許試験場適
性審査係

０１５７－３６－７７００
（内線３８１）

〒090-0008
北見市大正１４１－１

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

運転免許課試験教習所係（試験関係）

０１７－７８２－００８１
（内線３３１～３３６）

運転免許課免許係（更新関係）

（内線２５１～２５６）

〒038-0031
青森市大字三内字丸山１９８－４

月曜～金曜

運転免許課行政処分係（その他）

（内線２３２・２３８）

八戸試験場

０１７８－４３－４１４１
（内線４４０～４４２）

〒031-0072
八戸市城下１－１６－２５

月曜～金曜
(第２・４金曜
日を除く） ８時３０分～１７時１５分

弘前試験場

０１７２－３１－０７３７

〒036-8071
弘前市大字大久保字西田３８－２

月曜～金曜
(第１・３金曜
日を除く）

むつ試験場

０１７５－２２－１３２１
（内線４３６・４３７）

〒035-0073
むつ市中央１－１９－１

月曜～金曜

月曜～金曜 ８時４５分～１７時

釧路

北見

青森

０１９－６８３－１２５１
自動車運転免許試験場適性検査係、免
〒028-4134
（内線２７０～２７３、３１５、
許･試験係
盛岡市玉山区下田字仲平１８３

月曜～金曜 ９時～１７時(要予約)

３１７）

盛岡運転免許センター免許、試験係

０１９－６０６－１２５１
（直通）

〒020-0045
盛岡市盛岡駅西通１－７－１
いわて県民情報交流センター１Ｆ

月曜～金曜 ９時～１７時(要予約)

県南運転免許センター免許、試験係

０１９７－４４－３５１１
（直通）

〒029-4503
胆沢郡金ヶ崎町西根北荒巻１００－２

月曜～金曜 ９時～１７時(要予約)

沿岸運転免許センター免許、試験係

０１９３－２３－１５１５
（直通）

〒026-0035
釜石市八雲町３－１

月曜～金曜 ９時～１７時(要予約)

県北運転免許センター免許、試験係

０１９４－５２－０６１３
（直通）

〒028-0051
久慈市川崎町２－１

月曜～金曜 ９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２９１～２９３）

〒981-3117
仙台市泉区市名坂字高倉６５

石巻運転免許センター試験係

０２２５－８３－６２１１
（直通）

〒981-0501
東松島市赤井字南一１３４

古川運転免許センター試験係

０２２９－２２－８０１０
（直通）

〒989-6221
大崎市古川大宮３-４-３０

仙南運転免許センター試験係

０２２４－５３－０１１１
（直通）

〒989-1222
柴田郡大河原町字南平３－１

秋田

秋田県運転免許センター講習係

０１８－８２４－０６６０
（直通）

〒010-1607
秋田市新屋南浜町１２－１

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分

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）
運転免許課行政処分係（その他）

０２３－６５５－２１５０
（内線２９１）
（内線２３２）
（内線２６８）

〒994-0068
天童市大字高擶１３００

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分

岩手

宮城

運転免許課学科試験第一係
運転免許課免許第二係
福島

０２４－５９１－４３７２
（内線２２０）
０２４－５９１－４３７２
（内線２５１）

運転免許課適性相談係

（内線２６１）

運転免許課学科試験第三係

０２４－９６１－２１００
（内線２２１）

９時３０分～１１時
月曜～金曜 １４時～１６時
（要予約）

〒960-2292
福島市町庭坂字大原１－１
月曜～金曜 ８時３０分～１７時
〒963-0201
郡山市大槻町字美女池上14-6

適性相談窓口

電話番号

所在地

０４２－３６５－５６５６
（直通）

〒183-8506
府中市多磨町３－１－１

０３－３４７４－１３７４
（内線５４３３）

〒140-0011
品川区東大井１－１２－５

江東運転免許試験場学科試験課

０３－３６９９－１１５１
（内線５４３３）

〒136-0075
江東区新砂１－７－２４

茨城

運転免許センター運転免許課運転適性係

０２９－２４０－８１２７
（直通）
０２９－２９３－８８１１
（内線３３４、３３５）

〒311-3197
東茨城郡茨城町長岡３７８３－３

栃木

運転免許管理課自動車運転免許試験
場適性検査係

０２８９－７６－０１１０
〒322-0017
（内線４５１、４５４、４５５、 鹿沼市下石川６８１
４６６）

群馬

運転免許課適性試験係

０２７－２５２－５３２９
（直通）

埼玉

０４８－５４３－２００１
運転免許センター運転免許試験課適性
音声ガイダンスに従い
検査係
４番を押してください。

〒365-8501
埼玉県鴻巣市鴻巣４０５－４

運転免許本部千葉運転免許センター適
０４３－２７４－２０００
性相談係

〒261-8560
千葉市美浜区浜田２－１

運転免許本部流山運転免許センター適
０４－７１４７－２０００
性相談係

〒270-0144
千葉県流山市前ヶ崎２１７

府中運転免許試験場学科試験課
警視庁 鮫洲運転免許試験場試験課学科試験係

〒371-0846
前橋市元総社町８０－４

受付日

受付時間

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分

月曜～金曜

１０時～１１時
１３時～１５時

月曜～金曜

８時３０分～１２時
１３時～１６時４５分

月曜～金曜 ９時～１６時
月曜～金曜 １０時～１１時３０分

千葉

神奈川

運転免許本部免許課審査第３係
（更新関係）

０４５－３６５－３１１１
（内線３４９）

運転免許本部試験課適性相談係
（試験関係）

０４５－３６５－３１１１
（内線４２８）

運転免許センター適性第一係

０２５－２５６－１２１２
〒957-0193
（内線２５２、２６１、２６２、
北蒲原郡聖籠町東港７－１－１
２６４）

運転免許センター長岡支所

０２５８－２２－１０５０
（内線３３１）

〒940-1144
長岡市上前島町字上野７－１

運転免許センター上越支所

０２５－５３６－３６８８

〒949-3215
上越市柿崎区直海浜１１７４－３

運転免許センター佐渡支所

０２５９－５７－５０６７

〒952-1324
佐渡市中原３５０－１

新潟

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

長野

静岡

富山

０５５－２８５－０５３３
（内線５８２、５８３）
０５５－２８５－０５３３
（内線５６２）

運転免許課適性検査所係（その他）

（内線５４７）

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
（更新関係）
中南信運転免許センター試験担当
（試験関係）

０５５４－４３－４１０１
（内線５１３）
（内線５１４）
０２６－２９２－２３４５
（内線２４１、２４５）
（内線２７２）
０２６３－５３－６６１１
（内線５２９、５３０）
（内線５５５）

〒241-0815
横浜市旭区中尾２－３－１

１４時～１６時
第３日曜日 第３日曜日は、８時３０分～
１１時３０分、１３時～１６時

月曜～金曜

１０時～１２時
１４時３０分～１７時

月曜～金曜

８時３０分～１２時
１３時～１６時

９時３０分～１１時
１４時～１６時
８時３０分～１１時３０分
第３日曜日
１３時～１６時

月曜～金曜

月曜～金曜 ８時３０分～１７時

１５時～１７時（要予約）
〒400-0202
南アルプス市下高砂８２５
月曜～金曜
８時３０分～１７時
〒40２-0０５１
都留市下谷３－２－２

〒381-2224
長野市川中島町原７０４－２

〒399-6461
塩尻市大字宗賀字桔梗ヶ原７３－１１６

東信運転免許センター免許・試験担当

０２６７－５３－１５５０
（内線６０３）

〒384-2204
佐久市協和１３１－１

運転免許課中部運転免許センター試験係

０５４－２７２－２２２１
（内線２２３）

〒420-0949
静岡市葵区与一６－１６－１

運転免許課東部運転免許センター試験係

０５５－９２１－２０００
（内線２２３）

〒410-0001
沼津市足高字尾上２４１－１０

運転免許課西部運転免許センター試験係

０５３－５８７－２０００
（内線２２３）

〒434-0042
浜松市浜北区小松３２２０

運転免許センター適性相談係

０７６－４５１－２１４０
（直通）

〒931-8562
富山市高島６２番地１

月曜～金曜

９時３０分～１２時
１４時～１７時

月曜～金曜 ９時～１６時

月曜～金曜

１０時～１２時
１４時～１７時

適性相談窓口
石川

福井

電話番号

所在地
〒920-0209
金沢市東蚊爪町２-１

運転免許課適性検査係

０７６－２３８－５９０１
（内線３７３）

運転免許課試験係

０７７６－５１－２８２０
（内線３５１～３５５）

運転免許課講習指導係

０７７６－５１－２８２０
（内線３４１～３４４）

運転免許課奥越分室

０７７９－６６－７７００
（直通）

〒912-0011
大野市南新在家３２－１－４

運転免許課丹南分室

０７７８－２１－３６１３
（直通）

〒915-0891
越前市余田町２－１－１

運転免許課嶺南分室

０７７０－４５－２１２１
（直通）

〒919-1323
三方上中郡若狭町倉見１－５１

月曜～金曜

運転免許課運転免許試験場適性検査
係（身体関係）

０５８－２３７－３３３１
（内線３０４）

〒502-0003
岐阜市三田洞東１丁目２２番８号

月曜～金曜 １３時～１６時

運転免許課適性相談係

０５２－８０１－３２１１
（内線３６５、３７０）

〒468-8513
名古屋市天白区平針南３－６０５

東三河運転免許センター技能試験係

０５３３－８５－７１８１
（内線５５３）

〒442-0067
豊川市金屋西町２－７

運転免許センター適性審査係

０５９－２２９－１２１２
（内線４８１～４８３）

〒514-8518
津市垂水２５６６

月曜～金曜 ９時～１６時

〒524-0104
守山市木浜町２２９４

月曜～金曜

月曜～金曜 １４時～１６時３０分

月曜～金曜

滋賀

０７５－６３１－５１８１
（内線４１２、４１３）

〒612-8486
京都市伏見区羽束師古川町６４７

門真運転免許試験場適性試験係

０６－６９０８－９１２１
（内線３８４）

〒571-8555
門真市一番町２３－1６

光明池運転免許試験場適性試験係

０７２５－５６－１８８１
（内線３８４）

〒594-0031
和泉市伏屋町５－１３－１

運転免許課講習係

０７８－９１２－１６２８
（内線３２４、３２５）

〒673-0842
明石市荷山町１６４９－２

月曜～金曜 ９時～１６時

運転免許試験場学科適性試験係

０７８－９１２－１６２８
（内線３７７）

〒673-0842
明石市荷山町１６４９－２

月曜～金曜 １３時～１６時

運転免許課但馬運転免許センター

０７９－６６２－１１１７
（直通）

〒667-0024
養父市八鹿町朝倉下台４８－５

火曜～金曜 １０時～１６時（要予約）

運転免許課適性相談係

０７４４－２２ー５５４２
（直通）

〒634-0007
橿原市葛本町１２０-３

月曜～金曜 １０時～１６時

月曜～金曜 １４時～１６時３０分

０７３－４７３－０１１０
（内線３１５、３２１、３２４） 〒640-8524
和歌山市西１ 交通センター
（内線３６５）

運転免許課田辺運転免許センター

０７３９－２２－６７００
（直通）

〒646-0061
田辺市上の山１－２－５

運転免許課新宮運転免許センター

０７３５－３１－７７７１
（直通）

〒647-0061
新宮市三輪崎１１４８－４

運転免許課免許係（東部運転免許セン ０８５７－３６－１１２２
ター）
（内線３６０）

〒680-0８４１
鳥取市吉方温泉２－５０１－１

鳥取県自動車運転免許試験場免許・試 ０８５８－３５－６１１０
験係
（内線３１０）

〒682-0712
東伯郡湯梨浜町上浅津２１６

運転免許課免許係（西部運転免許セン ０８５９－２２ー４６０７
ター）
（内線２１０）

〒683-0004
米子市上福原１２７２－２

運転免許課適性相談係

０８５２－３６－７４００
（内線２４１～２４３）

〒690-0131
松江市打出町２５０-１

運転免許課西部運転免許センター試験係

０８５５－２３－７９００
（内線２４１～２４３）

〒697-0015
浜田市竹迫町２３８５－３

運転免許課試験第二係

０８６－７２４－２２００
（内線５７２、５７８）

〒709-2192
岡山市北区御津中山４４４－３

島根

岡山

８時３０分～１７時
（要予約）

運転免許試験課臨時適性検査係

運転免許課試験係（試験関係）

鳥取

８時４５分～１２時
１２時４５分～１５時

運転免許課試験係（試験関係）

運転免許課免許係（更新・高齢者関係）

和歌山

９時～１２時
１３時～１６時

０７７－５８５－１２５５
（内線２１１～２１３）

大阪

奈良

月曜～金曜 ９時～１６時

〒502-0841
岐阜市学園町３丁目42番地
ぎふ清流文化プラザ内

運転免許課免許第一係（臨時適性検査 ０７７－５８５－１２５５
関係）
（内線２１０、２３１）

兵庫

月曜～金曜 １０時～１７時

〒919-0476
坂井市春江町針原５８－１０

愛知

京都

受付時間

運転免許課運転適性指導係（一定の病 ０５８－２９５－１０１０
気関係）
（内線２７２、２７１）
岐阜

三重

受付日

月曜～金曜 １４時～１６時

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分

月曜～金曜 １４時～１６時

月曜～金曜 ８時３０分～１６時

適性相談窓口
広島県運転免許センター
運転免許課免許第三係
（更新関係）

広島

運転免許課学科試験係
（試験関係）
運転免許課行政処分第二係
（臨時適性検査関係）

電話番号

徳島

受付日

受付時間

０８２－２２８－０１１０
（内線７０３－２２８）
（内線７０３－２５２)

〒731-5108
広島市佐伯区石内南３丁目１番１号
月曜～金曜

（内線７０３－３５７）

東部運転免許センター
０８２－２２８－０１１０
運転免許課東部免許第一係（更新関係） （内線７０４－２２２）
運転免許課東部免許第三係（試験関係） （内線７０４－２６２）

山口

所在地

１０時３０分～１１時３０分
１５時～１７時

〒720-0838
広島市福山市瀬戸町大字山北５４－２

運転管理課講習第二係

０８３－９７３－２９００
（内線４３０、４３１、４３３、
〒754-0002
４３４）
山口市小郡下郷３５６０－２
０８３－９７３－２９１０
（直通）

運転免許課免許係（更新関係）

０８８－６９９－０１１０
（内線３２２）

運転免許課試験係（試験関係）

（内線２５２）

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分

〒771-0214
月曜～金曜 ９時～１６時
板野郡松茂町満穂字満穂開拓１番地１

運転免許課運転者教育係（高齢者関係） （内線２３２）

香川

０８７－８３３－０１１０
運転免許課試験係（身体の条件付け等） （内線７２２－２７３、２７４） 〒761-8031
運転免許課適性相談係（一定の病気）
（内線７２２－２１４、２１５） 高松市郷東町５８７－１３８

愛媛

運転免許課適性検査係

高知

運転免許センター安全運転支援室

〒781-2120
０８８－８９３－１２２１
（内線３７１、３７５～３７８) 吾川郡いの町枝川２００番地

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）

０９２－５６５－５０１０
（内線３１１、３０１）

〒811-1392
福岡市南区花畑４-７-１

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）

０９３－９６１－４８０４
（内線３１１、３０１）

〒802-0842
北九州市小倉南区日の出町２－４－１

運転免許試験課筑豊自動車運転免許
試験場（試験関係・更新関係）

０９４８－２６－７１１０
（内線３１１、３０１）

〒820-0014
飯塚市鶴三緒１５１８－１

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）

０９４２－５３－５２０８
（内線３１１、３０１）

〒833-0056
筑後市大字久富１１３５－２

運転免許管理課聴聞係（臨時適性検査 ０９２－６４１－４１４１
関係）
（内線５３２５）

〒812-8576
福岡市博多区東公園７－７

０８９－９３４－０１１０

〒799-2661

（内線７２７－３２４、３３３、
松山市勝岡町１１６３－７
３３４）

水曜日
１４時～１６時
月曜～金曜 ８時３０分～１７時
月曜～金曜 ８時３０分～１７時

月曜～金曜 ８時30分～17時

月曜～金曜 ８時３０分～１７時１５分
福岡

運転免許センター免許係
（免許更新関係）

０９５２－９８－２２２０
（内線２２１）

運転免許試験場試験第二係
（免許取得関係）

０９５２－９８－２２２０
（内線４１０、４１２）

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）

０９５７－５３－２１２８
（内線３１１、３１４）

佐賀

長崎

〒849-0901
佐賀市久保泉町大字川久保２１２１－
２６
月曜～金曜 １３時～１６時
〒849-0901
佐賀市久保泉町大字川久保２２６９
〒856-0817
大村市古賀島町５３３－５
〒869-1107
菊池郡菊陽町辛川２６５５

運転免許試験課適性相談係（試験関係）

０９６－２３３－０１１６
（内線７０１－４４１）

運転免許課適性相談係（更新関係）

０９６－２３３－０１１０
〒869-1107
（内線７０１－３８１、３８２） 菊池郡菊陽町辛川２６５５

運転免許課試験係（教習関係）

０９７－５３６－２１３１
（内線７０２－２４３）

運転免許課試験係（試験関係）

（内線７０２－２４６)

運転免許課更新係（更新関係）

（内線７０２－２３３）

熊本

大分

（内線３３３、３３４、３３５）

〒870-0401
大分市大字松岡６６８７

０９８５－２４－９９９９
（直通）
運転免許課宮崎運転免許センター適性
０９８５－３１－０１１０
相談係
（内線７５５－３３１・３５１・
３５２）
〒880-8555
宮崎市阿波岐原町４２７６-５
０９８５－２４－９９９９
宮崎

運転免許課運転免許試験場試験係
（適性検査関係）

月曜～金曜 ９時～１７時１５分

（直通）
０９８５－３１－０１１０
（内線７５５－３２５）
※金曜のみ

月曜～金曜 １５時～１７時

月曜～金曜

９時～１７時
（要予約）

月曜～金曜

８時３０分～１７時
（要予約）

月曜～金曜 １０時～１７時

金曜

運転免許課都城運転免許センター

０９８６－２５－９９９９
（直通）

〒889-1912
北諸県郡三股町大字宮村字植木２９
４４-３

運転免許課延岡運転免許センター

０９８２－３３－９９９９
（直通）

〒882-0803
延岡市大貫町１-２８３４

１０時～１７時

月曜～金曜 １０時～１７時

適性相談窓口

電話番号

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

沖縄

所在地
〒899-5421
姶良市東餅田３９３７

受付日

受付時間
１４時～１６時

免許管理課免許適性係（更新関係）

０９９－２６６－０１１１
（内線２４０,２４１）

月曜～金曜
〒891-0122
鹿児島市南栄５-１-２ 交通安全教育
９時～１７時
センター内

運転免許課適性試験係

０９８－８５１－１０００
（内線５９５）

〒901-0225
豊見城市字豊崎３-２２

安全運転学校中部分校

０９８－９３３－０４４２
（直通）

〒904-0035
沖縄市南桃原４－２７－２２

安全運転学校北部分校

０９８０－５３－１３０１
(直通）

〒905-0021
名護市東江５－２０－５

安全運転学校宮古分校

０９８０－７２－９９９０
（直通）

〒906-0013
宮古島市平良字下里３１０７－４

安全運転学校八重山分校

０９８０－８２－９５４２
（直通）

〒907-0003
石垣市字平得３４３－２

※ 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。

月曜～金曜 ８時３０分～１７時

