
平成20年２月より、免許証の電子申請はe-Gov（電子政府の総合窓口）電子申請システムを利用

して行っていただくことになりました。なお、免許証の電子申請にあたっては、所属の会社、事業

場の電子署名では申請は受け付けられず、本人の電子署名が必要です。

※　電子申請の留意点や方法などについてはe-Govホームページでご確認下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/）

Ⅰ　事前準備（初めての方のみ）
①　電子署名の電子証明書を取得して下さい。申請者本人の電子署名のみに限ります。

②　パソコン環境の設定を行って下さい。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「利用準備」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/）

Ⅱ　申請書の作成
※　作成方法については、e-Govホームページ上にある「電子申請する」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/procedure）

※　申請手続は正しく選択して下さい。

　「◯◯免許の試験合格に係る新規交付申請」：「免許試験合格通知書」を交付された方

　「◯◯免許の試験免除に係る新規交付申請」：「免許試験結果通知書」を交付された方、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無試験で免許を受ける資格のある方

Ⅲ　電子納付（前納）
免許証申請の手続については、手数料（各種免許申請につき1,450円）を納付する必要があり

ます。手数料を納付した後の返還・流用は認められませんのでくれぐれもご注意下さい。手数料

等に疑義がある場合は、事前に都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

※　納付方法については、e-Govホームページ上にある「電子納付について」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/payment）

Ⅳ　添付書類の提出
写真（横24mm×縦30mm）（運転免許証サイズ）１枚及び添付書類（17、18ページ参照）に

ついては、郵送により提出して下さい。なお、郵送するに当たっては、e-Gov電子申請システム

の添付書類の情報を入力する画面の「別送」を選択していただくとともに、郵送時にe-Gov電子

申請システムの「手数料納付期限のお知らせ」が表示されているページを印刷して同封して下さい。

また、封筒には赤字で「電子申請」と記載してください。

Ⅴ　申請後の処理
申請後、申請した手続の処理状況を確認することができます。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「申請等の処理状況を確認する」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/confirm）
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●電子申請による免許申請について●
申請に関して不明な点は、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課、又は最

寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107

●問い合わせ先●

滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係
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平成20年２月より、免許証の電子申請はe-Gov（電子政府の総合窓口）電子申請システムを利用

して行っていただくことになりました。なお、免許証の電子申請にあたっては、所属の会社、事業

場の電子署名では申請は受け付けられず、本人の電子署名が必要です。

※　電子申請の留意点や方法などについてはe-Govホームページでご確認下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/）

Ⅰ　事前準備（初めての方のみ）
①　電子署名の電子証明書を取得して下さい。申請者本人の電子署名のみに限ります。

②　パソコン環境の設定を行って下さい。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「利用準備」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/）

Ⅱ　申請書の作成
※　作成方法については、e-Govホームページ上にある「電子申請する」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/procedure）

※　申請手続は正しく選択して下さい。

　「◯◯免許の試験合格に係る新規交付申請」：「免許試験合格通知書」を交付された方

　「◯◯免許の試験免除に係る新規交付申請」：「免許試験結果通知書」を交付された方、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無試験で免許を受ける資格のある方

Ⅲ　電子納付（前納）
免許証申請の手続については、手数料（各種免許申請につき1,450円）を納付する必要があり

ます。手数料を納付した後の返還・流用は認められませんのでくれぐれもご注意下さい。手数料

等に疑義がある場合は、事前に都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

※　納付方法については、e-Govホームページ上にある「電子納付について」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/payment）

Ⅳ　添付書類の提出
写真（横24mm×縦30mm）（運転免許証サイズ）１枚及び添付書類（17、18ページ参照）に

ついては、郵送により提出して下さい。なお、郵送するに当たっては、e-Gov電子申請システム

の添付書類の情報を入力する画面の「別送」を選択していただくとともに、郵送時にe-Gov電子

申請システムの「手数料納付期限のお知らせ」が表示されているページを印刷して同封して下さい。

また、封筒には赤字で「電子申請」と記載してください。

Ⅴ　申請後の処理
申請後、申請した手続の処理状況を確認することができます。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「申請等の処理状況を確認する」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/confirm）
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●電子申請による免許申請について●
申請に関して不明な点は、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課、又は最

寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107

●問い合わせ先●

滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係
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平成20年２月より、免許証の電子申請はe-Gov（電子政府の総合窓口）電子申請システムを利用

して行っていただくことになりました。なお、免許証の電子申請にあたっては、所属の会社、事業

場の電子署名では申請は受け付けられず、本人の電子署名が必要です。

※　電子申請の留意点や方法などについてはe-Govホームページでご確認下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/）

Ⅰ　事前準備（初めての方のみ）
①　電子署名の電子証明書を取得して下さい。申請者本人の電子署名のみに限ります。

②　パソコン環境の設定を行って下さい。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「利用準備」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/preparation/）

Ⅱ　申請書の作成
※　作成方法については、e-Govホームページ上にある「電子申請する」のページを参照下さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/procedure）

※　申請手続は正しく選択して下さい。

　「◯◯免許の試験合格に係る新規交付申請」：「免許試験合格通知書」を交付された方

　「◯◯免許の試験免除に係る新規交付申請」：「免許試験結果通知書」を交付された方、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　無試験で免許を受ける資格のある方

Ⅲ　電子納付（前納）
免許証申請の手続については、手数料（各種免許申請につき1,450円）を納付する必要があり

ます。手数料を納付した後の返還・流用は認められませんのでくれぐれもご注意下さい。手数料

等に疑義がある場合は、事前に都道府県労働局にお問い合わせ下さい。

※　納付方法については、e-Govホームページ上にある「電子納付について」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/payment）

Ⅳ　添付書類の提出
写真（横24mm×縦30mm）（運転免許証サイズ）１枚及び添付書類（17、18ページ参照）に

ついては、郵送により提出して下さい。なお、郵送するに当たっては、e-Gov電子申請システム

の添付書類の情報を入力する画面の「別送」を選択していただくとともに、郵送時にe-Gov電子

申請システムの「手数料納付期限のお知らせ」が表示されているページを印刷して同封して下さい。

また、封筒には赤字で「電子申請」と記載してください。

Ⅴ　申請後の処理
申請後、申請した手続の処理状況を確認することができます。

※　詳しくはe-Govホームページ上にある「申請等の処理状況を確認する」のページを参照下

さい。

　（URL：https://shinsei.e-gov.go.jp/contents/help/guide/confirm）
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●電子申請による免許申請について●
申請に関して不明な点は、申請者の住所地を管轄する都道府県労働局の健康安全主務課、又は最

寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
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北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107

●問い合わせ先●

滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係
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申請に関して不明な点は、こちらにお問い合わせ下さい。

免許証発行サポートダイヤル　０５７０－００６－１２０
なお、お問い合わせ内容によっては、各都道府県労働局の健康安全主務課をご案内する場合がございます。



北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107
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滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

※1

※2

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係

28

写真については、次の事項の規格どおり撮影し貼付して下さい。

　・寸法は横24mm×縦30mm（ふちなし）（運転免許証サイズ）

　・上三分身（胸から上）、正面、着衣、脱帽、無背景

　・申請前６か月以内に撮影されたもの

　・鮮明で変色の恐れのないもの

　目安としては、頭の上の余白３ｍｍ程度、

　　　　　　　　顔の大きさ（上下）18ｍｍ ～ 22ｍｍです。

なお、次のような写真は、撮り直しをお願いする場合があります。

・指定の寸法や規格を満たしていないもの（パスポートの大きさの写真など）

・申請者本人のみを撮影していないもの

・服、サングラス、ヘアバンド等により顔の一部が隠れているもの、カラーコンタクトの着用

等、平常の顔貌と異なるもの

・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなされているものや不鮮明のもの）

・変色や傷があるもの

・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

横 24mm

3mm

縦
30mm

18mm～

22mm

頭
の
上
の
余
白

　
程
度

顔
の
大
き
さ

12 ブレているもの、ボケているものなどは、画像が不鮮明なため不適当です。
13 ソフトフォーカスフィルターを使用したものは不鮮明になりやすく、また、十字、亀甲形等の輝線を生じさせるなど不適当になる場合があります。
14 デジタルカメラで撮影したものは、免許証に取り込む画像が粗く不鮮明になるため、不適当になる場合があります。
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北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107
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滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

※1

※2

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係

28

写真については、次の事項の規格どおり撮影し貼付して下さい。

　・寸法は横24mm×縦30mm（ふちなし）（運転免許証サイズ）

　・上三分身（胸から上）、正面、着衣、脱帽、無背景

　・申請前６か月以内に撮影されたもの

　・鮮明で変色の恐れのないもの

　目安としては、頭の上の余白３ｍｍ程度、

　　　　　　　　顔の大きさ（上下）18ｍｍ ～ 22ｍｍです。

なお、次のような写真は、撮り直しをお願いする場合があります。

・指定の寸法や規格を満たしていないもの（パスポートの大きさの写真など）

・申請者本人のみを撮影していないもの

・服、サングラス、ヘアバンド等により顔の一部が隠れているもの、カラーコンタクトの着用

等、平常の顔貌と異なるもの

・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなされているものや不鮮明のもの）

・変色や傷があるもの

・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

横 24mm

3mm

縦
30mm

18mm～

22mm

頭
の
上
の
余
白

　
程
度

顔
の
大
き
さ

12 ブレているもの、ボケているものなどは、画像が不鮮明なため不適当です。
13 ソフトフォーカスフィルターを使用したものは不鮮明になりやすく、また、十字、亀甲形等の輝線を生じさせるなど不適当になる場合があります。
14 デジタルカメラで撮影したものは、免許証に取り込む画像が粗く不鮮明になるため、不適当になる場合があります。
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申請に関して不明な点は、こちらにお問い合わせ下さい。

免許証発行サポートダイヤル　０５７０－００６－１２０
なお、お問い合わせ内容によっては、各都道府県労働局の健康安全主務課をご案内する場合がございます。

北海道労働局

青森労働局

岩手労働局

宮城労働局

秋田労働局

山形労働局

福島労働局

茨城労働局

栃木労働局

群馬労働局

埼玉労働局

千葉労働局

東京労働局

神奈川労働局

新潟労働局

富山労働局

石川労働局

福井労働局

山梨労働局

長野労働局

岐阜労働局

静岡労働局

愛知労働局

三重労働局

〒060－8566

〒030－8558

〒020－8522

〒983－8585

〒010－0951

〒990－8567

〒960－8021

〒310－8511

〒320－0845

〒371－8567

〒330－6016

〒260－8612

〒102－8306

〒231－8434

〒950－8625

〒930－8509

〒920－0024

〒910－8559

〒400－8577

〒380－8572

〒500－8723

〒420－8639

〒460－8507

〒514－8524

札幌市北区北８条西２丁目１番１　札幌第１合同庁舎

青森市新町２丁目４番25号　青森合同庁舎

盛岡市盛岡駅西通１丁目９番15号　盛岡第２合同庁舎

仙台市宮城野区鉄砲町１番地　仙台第４合同庁舎

秋田市山王７丁目１番３号　秋田合同庁舎

山形市香澄町３丁目２番１号　山交ビル３Ｆ

福島市霞町１番46号　福島合同庁舎

水戸市宮町１丁目８番31号　茨城労働総合庁舎

宇都宮市明保野町１番４号　宇都宮第２地方合同庁舎

前橋市大手町２丁目３番１号　前橋地方合同庁舎

さいたま市中央区新都心11番地２　ランド・アクシス・タワー 15Ｆ

千葉市中央区中央４丁目11番１号　千葉第２地方合同庁舎

千代田区九段南１丁目２番１号　九段第３合同庁舎13階　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

横浜市中区北仲通５丁目57番地　横浜第２合同庁舎　　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

新潟市中央区美咲町１丁目２番１号　新潟美咲合同庁舎２号館

富山市神通本町１丁目５番５号　富山労働総合庁舎

金沢市西念３丁目４番１号　金沢駅西合同庁舎

福井市春山１丁目１番54号　福井春山合同庁舎

甲府市丸の内１丁目１番11号

長野市中御所１丁目22番１号

岐阜市金竜町５丁目13番地　岐阜合同庁舎

静岡市葵区追手町９番50号　静岡地方合同庁舎

名古屋市中区三の丸２丁目５番１号　名古屋合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課

津市島崎町327番２号　津第２地方合同庁舎

011－709－2311

017－734－4113

019－604－3007

022－299－8839

018－862－6683

023－624－8223

024－536－4603

029－224－6215

028－634－9117

027－896－4736

048－600－6206

043－221－4312

03－3512－1615

03－3512－1616

045－211－7352

045－211－7353

025－288-3505

076－432－2731

076－265－4424

0776－22－2657

055－225－2855

026－223－0554

058－245－8103

054－254－6314

052－972－0255

059－226－2107
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滋賀労働局

京都労働局

大阪労働局

兵庫労働局

奈良労働局

和歌山労働局

鳥取労働局

島根労働局

岡山労働局

広島労働局

山口労働局

徳島労働局

香川労働局

愛媛労働局

高知労働局

福岡労働局

佐賀労働局

長崎労働局

熊本労働局

大分労働局

宮崎労働局

鹿児島労働局

沖縄労働局

〒520－0806

〒604－0846

〒540－8527

〒650－0044

〒630－8570

〒640－8581

〒680－8522

〒690－0841

〒700－8611

〒730－8538

〒753－8510

〒770－0851

〒760－0019

〒790－8538

〒781－9548

〒812－0013

〒840－0801

〒850－0033

〒860－8514

〒870－0037

〒880－0805

〒892－8535

〒900－0006

大津市打出浜14番15号

京都市中京区両替町通御池上ル金吹町451

大阪市中央区大手前４丁目１番67号　大阪合同庁舎第２号館　労働基準部　安全課※1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課※2

神戸市中央区東川崎町１丁目１番３号　神戸クリスタルタワー16Ｆ　労働基準部　免許係

奈良市法蓮町387番地　奈良第３地方合同庁舎

和歌山市黒田２丁目３番３号　和歌山労働総合庁舎

鳥取市富安２丁目89番９号

松江市向島町134番10号　松江地方合同庁舎５Ｆ

岡山市北区下石井１丁目４番１号　岡山第２合同庁舎

広島市中区上八丁堀６番30号　広島合同庁舎第２号館

山口市中河原町６番16号　山口地方合同庁舎２号館

徳島市徳島町城内６番６号　徳島地方合同庁舎

高松市サンポート３番33号　高松サンポート合同庁舎３階

松山市若草町４番３号　松山若草合同庁舎５Ｆ

高知市南金田１番39号　労働総合庁舎

福岡市博多区博多駅東2丁目11番1号　福岡合同庁舎新館4Ｆ　労働基準部　安全課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　労働基準部　健康課

佐賀市駅前中央３丁目３番20号　佐賀第２合同庁舎

長崎市万才町７番１号　住友生命長崎ビル６Ｆ

熊本市西区春日２丁目10番１号　熊本地方合同庁舎Ａ棟９Ｆ

大分市東春日町17番20号　大分第２ソフィアプラザビル６Ｆ

宮崎市橘通東３丁目１番22号　宮崎合同庁舎

鹿児島市山下町13番21号　鹿児島合同庁舎２Ｆ

那覇市おもろまち２丁目１番１号　那覇第２地方合同庁舎（１号館）３Ｆ

※1

※2

077－522－6650

075－241－3216

06－6949－6496

06－6949－6500

078－367－9110

0742－32－0205

073－488－1151

0857－29－1704

0852－31－1157

086－225－2013

082－221－9243

083－995－0373

088－652－9164

087－811－8920

089－935－5204

088－885－6023

092－411－4865

092－411－4798

0952－32－7176

095－801－0032

096－355－3186

097－536－3213

0985－38－8835

099－223－8279

098－868－4402

※１　主にボイラー技士、クレーン・デリック運転士などの産業安全関係

※２　主に衛生管理者、潜水士などの労働衛生関係
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写真については、次の事項の規格どおり撮影し貼付して下さい。

　・寸法は横24mm×縦30mm（ふちなし）（運転免許証サイズ）

　・上三分身（胸から上）、正面、着衣、脱帽、無背景

　・申請前６か月以内に撮影されたもの

　・鮮明で変色の恐れのないもの

　目安としては、頭の上の余白３ｍｍ程度、

　　　　　　　　顔の大きさ（上下）18ｍｍ ～ 22ｍｍです。

なお、次のような写真は、撮り直しをお願いする場合があります。

・指定の寸法や規格を満たしていないもの（パスポートの大きさの写真など）

・申請者本人のみを撮影していないもの

・服、サングラス、ヘアバンド等により顔の一部が隠れているもの、カラーコンタクトの着用

等、平常の顔貌と異なるもの

・デジタル写真の品質に乱れがあるもの（画像処理がなされているものや不鮮明のもの）

・変色や傷があるもの

・写真専用紙以外の用紙に印刷したもの

横 24mm

3mm

縦
30mm

18mm～

22mm

頭
の
上
の
余
白

　
程
度

顔
の
大
き
さ

12 ブレているもの、ボケているものなどは、画像が不鮮明なため不適当です。
13 ソフトフォーカスフィルターを使用したものは不鮮明になりやすく、また、十字、亀甲形等の輝線を生じさせるなど不適当になる場合があります。
14 デジタルカメラで撮影したものは、免許証に取り込む画像が粗く不鮮明になるため、不適当になる場合があります。
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