
別紙５

不正改造車・迷惑黒煙車情報提供窓口

電　話　番　号

北海道運輸局 札幌運輸支局 整備担当部門 011-731-7168 011-712-2406

函館運輸支局 整備担当部門 0138-49-8864 0138-49-1042

011-290-2752 室蘭運輸支局 整備担当部門 0143-44-3013 0143-44-4019

帯広運輸支局 整備担当部門 0155-33-3282 0155-36-2669

釧路運輸支局 整備担当部門 0154-51-2523 0154-51-6523

北見運輸支局 整備担当部門 0157-24-7633 0157-61-8248

旭川運輸支局 整備担当部門 0166-51-5363 0166-51-5273

東北運輸局 宮城運輸支局 整備担当部門 022-235-2517（ダイヤルイン２） 022-231-5377

福島運輸支局 整備担当部門 024-546-0345（ダイヤルイン２） 024-546-3756

022-791-7534 岩手運輸支局 整備担当部門 019-638-2154（ダイヤルイン２） 019-639-1033

青森運輸支局 整備担当部門 017-715-3320 017-724-0003

山形運輸支局 整備担当部門 023-686-4711（ダイヤルイン２） 023-686-4601

秋田運輸支局 整備担当部門 018-863-5811（ダイヤルイン２） 018-864-0250

関東運輸局 東京運輸支局 整備担当部門 03-3458-9231（ダイヤルイン４） 03-3458-9783 ktt-tokyo-seibi@mlit.go.jp

神奈川運輸支局 整備担当部門 045-939-6800（ダイヤルイン４） 045-939-3006 ktt-kanagawa-seibi@mlit.go.jp

045-211-7254 埼玉運輸支局 整備担当部門 048-624-1835（ダイヤルイン２） 048-783-4190 ktt-saitama-seibi@mlit.go.jp

群馬運輸支局 整備担当部門 027-263-4440（ダイヤルイン４） 027-261-0032 ktt-gunma-seibi@mlit.go.jp

千葉運輸支局 整備担当部門 043-242-7336（ダイヤルイン３） 043-244-0760 ktt-chiba-seibi@mlit.go.jp

茨城運輸支局 整備担当部門 029-247-5348（ダイヤルイン３） 029-248-4773 ktt-ibaraki-seibi@mlit.go.jp

栃木運輸支局 整備担当部門 028-658-6123 028-659-2416 ktt-tochigi-seibi@mlit.go.jp

山梨運輸支局 整備担当部門 055-261-0882 055-263-1418 ktt-yamanashi-seibi@mlit.go.jp

北陸信越運輸局 新潟運輸支局 整備担当部門 025-285-3125 025-285-0473

長野運輸支局 整備担当部門 026-243-5525 026-259-4508

025-285-9155 富山運輸支局 整備担当部門 076-423-0892 076-423-5509

石川運輸支局 整備担当部門 076-208-6000 076-208-6002

中部運輸局 愛知運輸支局 整備担当部門 052-351-5314 052-351-5318

三重運輸支局 整備担当部門 059-234-8412 059-238-1302

不正改造
052-952-8042

静岡運輸支局 整備担当部門 054-261-7622 054-262-4345

迷惑黒煙
052-952-8044

岐阜運輸支局 整備担当部門 058-279-3715 058-270-1065

福井運輸支局 整備担当部門 0776-34-1603 0776-34-2221

近畿運輸局 大阪運輸支局 整備担当部門 072-822-4374 072-822-3450

京都運輸支局 整備担当部門 075-681-9764 075-681-1850

06-6949-6453 奈良運輸支局 整備担当部門 0743-59-2153 0743-23-0020

滋賀運輸支局 整備担当部門 077-585-7252 077-500-8085

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

神戸運輸監理部 兵庫陸運部 整備担当部門 078-453-1103 078-431-8761

中国運輸局 広島運輸支局 整備担当部門 082-233-9169 082-233-7752

鳥取運輸支局 整備担当部門 0857-22-4110 0857-22-4115

082-228-9142 島根運輸支局 整備担当部門 0852-37-2138 0852-37-1340

岡山運輸支局 整備担当部門 086-286-8155 086-286-8168

山口運輸支局 整備担当部門 083-922-5398 083-928-9601

四国運輸局 香川運輸支局 整備担当部門 087-882-1355 087-882-4041

徳島運輸支局 整備担当部門 088-641-4813 088-641-4820

087-802-6783 愛媛運輸支局 整備担当部門 089-956-1561 089-969-0556

高知運輸支局 整備担当部門 088-866-7313 088-866-7315

九州運輸局 福岡運輸支局 整備担当部門 092-673-1196 092-673-1197

大分運輸支局 整備担当部門 097-558-2577 097-558-2076

092-472-2537 長崎運輸支局 整備担当部門 095-839-4749 095-839-4804

佐賀運輸支局 整備担当部門 0952-30-7274 0952-30-7279

熊本運輸支局 整備担当部門 096-369-3130 096-369-3301

宮崎運輸支局 整備担当部門 0985-51-3958 0985-51-3826

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

沖縄総合事務局
098-866-1837

陸運事務所 整備担当部門 098-875-0300 098-876-7233 syaryoanzenka.u8j@ogb.cao.go.jp

※不正改造車を確認した場合の情報提供先は、登録番号（ナンバー）に記載された地域を管轄する運輸支局となります。
※メールにて情報提供いただく場合（緑色に着色してある支局に情報提供いただく場合）は、必ず、必要事項を「情報提供連絡書」に記載し、メール
に添付する形で送信ください（メール本文は白紙でかまいません）。
※入力フォームのURLが記載されている場合は、当該URLにアクセスいただき、表示されたページの指示に従って情報をご提供ください。

運　輸　局 運輸支局等担当
情報提供

ＦＡＸ送信先
情報提供

メールアドレス等

【不正改造車・迷惑黒煙車情報提供連絡先一覧表】　
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運輸支局　整備担当部門　あて

下記自動車について、不正改造車を確認したので、情報提供します。

　

1 確認日時

2 確認場所

3
登録番号又は車両番
号
（ナンバー）

4

その他 （ ）※小型特殊・軽車両以外

5 不正改造の内容

6 情報提供された方の

①お名前

②ご住所

③ご連絡先

【留意事項】

不正改造車の情報提供連絡書

記

　　　　　年　　　月　　　日　　午前・午後　　　　時頃

車両の特徴（該当する車両に○印をし、その他の場合は具体的に記載してください）

乗用車（セダン、ワゴン等） バス
トラック（ダンプ以外） ダンプ
バイク ※原付（125cc以下）以外

②情報提供者のお名前、住所、電話番号、連絡先の個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理し
ます。

③情報提供先は、登録番号（ナンバー）の管轄する運輸支局へお願いします（不正改造車情報提供連絡
先一覧表を参考にしてください）。

④頂いた情報に関し、情報提供者の方への連絡及び個別の回答はいたしかねますので、予めご了承願い
ます。

①基本的に、上記通報内容のすべてについて明記されていない場合及び車両が特定できない場合等は、
情報を受け付けることはできません。



運輸支局　整備担当部門　あて

著しく黒い黒煙を排出していた自動車を発見したので、情報提供します。

　

1 確認日時

2 確認場所

3 確認時の走行状況（該当するものに○印をし、その他の場合は具体的に記載してください）

4
登録番号
（ナンバー）

5

幌付きトラック

バス 　 コンクリートミキサー車

トラック 　 　 クレーン付きトラック

トラクタ（けん引車）

ダンプ 塵芥車（ゴミ収集車）

その他：

6 その他 車体に表示してある会社名等

ダンプ番号

その他表示等

7 情報提供された方の

①お名前

②ご住所

③ご連絡先

【留意事項】

迷惑黒煙車の情報提供連絡書

記

　　　　　年　　　月　　　日　　午前・午後　　　　時頃

①発進時、②加速時、③登坂時、④一般走行時、⑤アイドリング時

（③、④の場合、その走行スピード約　　　　　ｋｍ／ｈ）

車両の特徴（該当する車両に○印をし、その他の場合は具体的に記載してください）

乗用車（セダン、ワゴン等）

バン（荷箱付きトラック）

ミニバン貨物車

①基本的に、上記通報内容のすべてについて明記されていない場合及び車両が特定できない場合等は、
情報を受け付けることはできません。

②情報提供者のお名前、住所、連絡先の個人情報は、個人情報保護法に基づき適切に管理します。

③情報提供先は、登録番号（ナンバー）の管轄する運輸支局へお願いします（迷惑黒煙情報提供連絡先
一覧表を参考にしてください）。

④頂いた情報に関し、情報提供者の方への連絡及び個別の回答はいたしかねますので、予めご了承願い
ます。

（ライトバン・ワンボックスバン等）


