
各都道府県運輸支局一覧

北海道運輸局管内

北海道運輸局 札幌市中央区大通西10丁目札幌第２合同庁舎 011(290)2711

札幌運輸支局 札幌市東区北28条東1 011(731)7165

函館運輸支局 函館市西桔梗町555-24 0138(49)5700

室蘭運輸支局 室蘭市日の出町3-4-9 0143(44)4026

帯広運輸支局 帯広市西19条北1-8-4 0155(33)3281

釧路運輸支局 釧路市鳥取大通6-2-13 0154(51)2521

北見運輸支局 北見市三輪23-2 0157(24)7581

旭川運輸支局 旭川市春光町10-1 0166(51)5271

東北運輸局管内

東北運輸局 仙台市宮城野区 鉄砲町1　仙台第４合同庁舎 022(299)8851

宮城運輸支局 仙台市宮城野区扇町3-3-15 022(235)2511

福島運輸支局 福島市吉倉字吉田54 0245(46)0341

いわき自動車検査登録事務所 いわき市内郷綴町舟場1-135 0246(27)6151

岩手運輸支局 紫波郡矢巾町流通センター 南2-8-5 019(637)2911

青森運輸支局 青森市大字浜田字豊田139-13 017(739)1501

八戸自動車検査登録事務所 八戸大字市川町字吹上16-37 0178(20)3161

山形運輸支局 山形市大字漆山字行段1422-1 023(686)4711

庄内自動車検査登録事務所 東川田郡三川町大字押切新田字歌枕3 0235(66)4118

秋田運輸支局 秋田市泉字登木74-3 018(863)5811

北陸信越運輸局管内

北陸信越運輸局 新潟市万代2-2-1　新潟合同庁舎 025(244)6111

新潟運輸支局 新潟市東出来島14-26 025(285)3123

長岡自動車検査登録事務所 長岡市摂田屋町字外川2643-1 0258(22)1131

長野運輸支局 長野市大字西和田428-1 026(243)4384

松本自動車検査登録事務所 松本市平田東2－5－10 0263(58)2814

石川運輸支局 金沢市入江3-153 076(291)0531

富山運輸支局 富山市新庄町馬場82 076(423)6618

関東運輸局管内

関東運輸局 横浜市中区北仲通5-57横浜第２合同庁舎 045(211)7204

東京運輸支局 品川区東大井1-12-17 03(3458)9232

足立自動車検査登録事務所 足立区南花畑5-12-1 03(3884)1511

練馬自動車検査登録事務所 練馬区北町2-8-6 03(3931)1178

多摩自動車検査登録事務所 国立市北3-30-3 042(523)2455

八王子自動車検査登録事務所 八王子市滝山町1-270-2 0426(91)6361

神奈川運輸支局 横浜市都筑区池辺町3540 045(939)6800

川崎自動車検査登録事務所 川崎市川崎区塩浜3-24-1 044(287)7557

相模自動車検査登録事務所 愛甲郡愛川町大字中津字桜台7181 046(285)0085

湘南自動車検査登録事務所 平塚市東豊田字道下369-10 0463(54)8908

埼玉運輸支局 さいたま市大字中釘2154-2 048(624)1835

熊谷自動車検査登録事務所 熊谷市御稜威ヶ原字下林701-4 0485(32)8121

春日部自動車検査登録事務所 春日部市大字増戸723-1 048(763)5511

所沢自動車検査登録事務所 所沢市大字牛沼字下原兀688-1 042(998)1600

群馬運輸支局 前橋市上泉町399-1 027(263)4440

千葉運輸支局 千葉市美浜区新港198 043(242)7337

野田自動車検査登録事務所 野田市上三ヶ尾207-22 04(7121)0111

習志野自動車検査登録事務所 船橋市習志野台8-57-1 047(462)6501

袖ヶ浦自動車検査登録事務所 袖ヶ浦市長浦字拓弐号580-77 0438(63)5591

茨城運輸支局 水戸市住吉町353 029(247)5118

土浦自動車検査登録事務所 土浦市御町2-1-3 029(842)8111

栃木運輸支局 宇都宮市八千代1-14-8 028(658)7012

佐野自動車検査登録事務所 佐野市下羽田町2001-7 0283(21)3720

山梨運輸支局 東八代郡石和町唐柏1000-9 055(261)0880

中部運輸局管内

中部運輸局 名古屋市中区三の丸2-2-1名古屋合同庁舎第１号館 052(952)8041



愛知運輸支局 名古屋市中川区北江町1-1-2 052(351)5311

小牧自動車検査登録事務所 小牧市新小木3-32 0568(73)4131

西三河自動車検査登録事務所 豊田市若林西町西葉山46 0565(52)2417

豊橋自動車検査登録事務所 豊橋市神野新田町字京の割20-3 0532(32)8821

静岡運輸支局 静岡市国吉田2-4-25 054(261)1192

浜松自動車検査登録事務所 浜松市流通元町11-1 053(421)5053

沼津自動車検査登録事務所 沼津市原字古田2480 055(967)1130

岐阜運輸支局 岐阜市日置江2648-1 058(279)3716

飛騨自動車検査登録事務所 高山市新宮町830-5 0577(36)1221

三重運輸支局 津市雲出長常町字六割1190-9 059(234)8411

福井運輸支局 福井市西谷1-1402 0776(34)1600

近畿運輸局管内

近畿運輸局 大阪市中央区大手前4-1-76　大阪合同庁舎第4号館 066(6949)6451

大阪運輸支局 寝屋川市高宮栄町12-1 072(821)9176

和泉自動車検査登録事務所 和泉市上代町官有地 0725(41)3930

なにわ自動車検査登録事務所 大阪市住之江区南港東3-1-14 06(6612)7201

京都運輸支局 京都市伏見区竹田向代町37 075(681)1427

滋賀運輸支局 守山市木浜町2298-5 077(585)7251

奈良運輸支局 奈良市南京終町2-322-3 0742(61)6435

和歌山運輸支局 和歌山市湊1106-4 073(422)2154

神戸運輸監理部管内

兵庫陸運部 神戸市東灘区魚崎浜町 078(453)1100

姫路自動車検査登録事務所 姫路市飾磨区中島福路町2355 0792(31)4800

中国運輸局管内

中国運輸局 広島市中区上八丁堀6-30　広島合同庁舎第4号館 082(228)3434

広島運輸支局 広島市西区観音新町2-7-50 082(233)9166

福山自動車検査登録事務所 福山市高西町2-3-49 084(934)1333

鳥取運輸支局 鳥取市大輪町420-28 0857(22)4119

島根運輸支局 松江市馬潟町43-3 0852(37)1319

岡山運輸支局 岡山市藤原24-1 086(273)2296

山口運輸支局 山口市宝町1-8 083(922)5335

四国運輸局管内

四国運輸局 高松市松島町1-17-33　高松第2地方合同庁舎 087(831)7271

香川運輸支局 高松市鬼無町字佐藤20-1 087(882)1356

徳島運輸支局 徳島市万代町3-5-2　徳島第２地方合同庁舎 088(641)4811

愛媛運輸支局 松山市森松町1070 089(956)1562

高知運輸支局 高知市桟橋通5-4-55　高知合同庁舎 0888(832)1175

九州運輸局管内

九州運輸局 福岡市博多区博多駅東2-10-7　福岡第2合同庁舎 092(472)2312

福岡運輸支局 福岡市東区千早3-10-40 092(673)1190

北九州自動車検査登録事務所 北九州市小倉南区新曽根4-1 093(473)0481

久留米自動車検査登録事務所 久留米市上津町2203-290 0942(21)9291

筑豊自動車検査登録事務所 福岡県嘉穂郡庄内町大字仁保23-39 0948(82)3380

佐賀運輸支局 佐賀市若楠2-7-8 0952(30)7271

長崎運輸支局 長崎市松ヶ枝町7-29　長崎港湾合同庁舎 095(822)0010

佐世保自動車検査登録事務所 佐世保市沖新町5-5 0956(31)8048

厳原自動車検査登録事務所 下県郡厳原町大字久田645-8 09205(2)0829

熊本運輸支局 熊本市東町4-14-35 096(369)3189

大分運輸支局 大分市大州浜1-1-45 0975(58)2117

宮崎運輸支局 宮崎市大字本郷北方鵜戸尾2735-3 0985(51)3824

鹿児島運輸支局 鹿児島市泉町18-2　鹿児島港湾合同庁舎 099(222)5660

大島自動車検査登録事務所 名瀬市有屋字朝戸1737-1 0997(52)0757

沖縄総合事務局管内

沖縄総合事務局　運輸部 那覇市前島2-21-7 098(866)0031

沖縄総合事務局　運輸事務所 浦添市字港川512-4 098(877)5140

宮古支所 平良市下里1037-1 09807(2)4990

八重山支所 石垣市字登野城1395-1 09808(2)4772


