
運輸局等 運輸支局等担当 電話番号 ＦＡＸ番号

北海道運輸局
自動車技術安全部
整備・保安課

℡：011-290-2752
電子メールで通報

札幌運輸支局 整備担当 011-731-7168 011-712-2406

函館運輸支局 整備担当 0138-49-8864 0138-49-1042

室蘭運輸支局 整備担当 0143-44-3013 0143-44-4019

帯広運輸支局 整備担当 0155-33-3282 0155-36-2669

釧路運輸支局 整備担当 0154-51-2523 0154-51-6523

北見運輸支局 整備担当 0157-24-7633 0157-61-8248

旭川運輸支局 整備担当 0166-51-5363 0166-51-5273

東北運輸局
自動車技術安全部
整備・保安課

℡：022-791-7534
Web通報

（東北運輸局HP）

宮城運輸支局 整備担当
022-235-2517

（ダイヤルイン2）
022-231-5377

福島運輸支局 整備担当 024-546-0342 024-545-1561

岩手運輸支局 整備担当 019-637-2912 019-639-1033

青森運輸支局 整備担当 017-715-3320 017-724-0003

山形運輸支局 整備担当 023-686-4714 023-686-4601

秋田運輸支局 整備担当 018-863-5814 018-864-0250

関東運輸局
自動車技術安全部

整備課

℡：045-211-7254
Web通報

（関東運輸局HP）

東京運輸支局 整備担当
03-3458-9231

（ダイヤルイン4）
03-3458-9783

神奈川運輸支局 整備担当
045-939-6800

（ダイヤルイン4）
045-939-3006

千葉運輸支局 整備担当
043-242-7336

（ダイヤルイン3）
043-244-0760

埼玉運輸支局 整備担当
048-624-1835

（ダイヤルイン2）
048-783-4190

茨城運輸支局 整備担当
029-247-5348

（ダイヤルイン3）
029-248-4773

群馬運輸支局 整備担当
027-263-4440

（ダイヤルイン4）
027-261-0032

栃木運輸支局 整備担当 028-658-6123 028-659-2416

山梨運輸支局 整備担当 055-261-0882 055-263-1418

北陸信越運輸局
自動車技術安全部
整備・保安課

℡：025-285-9155
Web通報

（北陸信越運輸局HP）

新潟運輸支局 整備担当 025-285-3125 025-285-0473

長野運輸支局 整備担当 026-243-5525 026-259-4508

石川運輸支局 整備担当 076-208-6000 076-208-6002

富山運輸支局 整備担当 076-423-0892 076-423-5509

指定自動車整備事業者による不正行為通報窓口一覧
※通報する事業場が所在する都道府県及び地区の運輸支局等へご連絡ください。
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運輸局等 運輸支局等担当 電話番号 ＦＡＸ番号

中部運輸局
自動車技術安全部

整備課

℡：052-952-8042
Web通報

（中部運輸局HP）

愛知運輸支局 整備担当 052-351-5314 052-351-5318

静岡運輸支局 整備担当 054-261-7622 054-262-4345

岐阜運輸支局 整備担当 058-279-3715 058-270-1065

三重運輸支局 整備担当 059-234-8412 059-238-1302

福井運輸支局 整備担当 0776-34-1603 0776-34-2221

近畿運輸局
自動車技術安全部

整備課

℡：06-6949-6453
電子メールで通報

大阪運輸支局 整備担当 072-822-4374 072-822-3450

京都運輸支局 整備担当 075-681-9764 075-681-1850

神戸運輸監理部
兵庫陸運部

整備担当 078-453-1103 078-431-8761

滋賀運輸支局 整備担当 077-585-7252 077-500-8085

奈良運輸支局 整備担当 0743-59-2153 0743-23-0020

和歌山運輸支局 整備担当 073-422-2153 073-435-2099

中国運輸局
自動車技術安全部
整備・保安課

℡：082-228-9142
Web通報

（中国運輸局HP）

広島運輸支局 整備担当 082-233-9169 082-233-7752

鳥取運輸支局 整備担当 0857-22-4110 0857-22-4115

島根運輸支局 整備担当 0852-37-2138 0852-37-1340

岡山運輸支局 整備担当 086-286-8155 086-286-8168

山口運輸支局 整備担当 083-922-5398 083-928-9601

四国運輸局
自動車技術安全部
整備・保安課

℡：087-802-6783
Web通報

（四国運輸局HP）

香川運輸支局 整備担当 087-882-1355 087-882-4041

徳島運輸支局 整備担当 088-641-4813 088-641-4820

愛媛運輸支局 整備担当 089-956-1561 089-969-0556

高知運輸支局 整備担当 088-866-7313 088-866-7315

九州運輸局
自動車技術安全部

整備課

℡：092-472-2537
Web通報

（九州運輸局HP）

福岡運輸支局 整備担当 092-673-1196 092-673-1197

佐賀運輸支局 整備担当 0952-30-7274 0952-30-7279

長崎運輸支局 整備担当 095-839-4749 095-839-4804

熊本運輸支局 整備担当 096-369-3130 096-369-3301

大分運輸支局 整備担当 097-558-2577 097-558-2076

宮崎運輸支局 整備担当 0985-51-3958 0985-51-3826

鹿児島運輸支局 整備担当 099-261-9194 099-261-9251

沖縄総合事務局
運輸部車両安全課

℡：098-866-1837
電子メールで通報

陸運事務所 整備担当 098-875-0300 098-876-7233

国土交通省
電子メールで通報

自動車局 整備課
03-5253-8111

（内線42-423）
03-5253-1639
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