
警察署等の窓口業務の受付時間 

※ 受付時間が午後４時までとなる受付内容については青字で記載（黒字は現行どおり） 

【警察署】                ※令和３年１２月２９日更新 
受付窓口 受付内容 受付時間 受付日 

総務課 

情報公開制度 

午前9時～午後4時 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始

を除く） 

個人情報保護制度 

警察証明関係 

会計課 

おとしもの関係（遺失物の返還） 

〃     （拾得物の引渡し） 

〃     （遺失届・拾得届等の受理） 午前 9 時～午後 5 時 45分 
当直(夜間･休日)
でも受付可 

生活安全課 

風俗営業許可等関係 

午前9時～午後4時 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始

を除く） 

風俗案内業届出関係 

暴力団排除標章関係（標章の掲示、除去） 

警備業認定等関係 

探偵業届出関係 

銃砲刀剣類所持許可等関係 

火薬類許可等関係 

古物営業許可等関係 

質屋営業許可等関係 

インターネット異性紹介事業届出関係 

交通課 

（許可･届出関係） 

緊急自動車関係（新規、変更、再交付、返納） 

安全運転管理者関係（新規、解任、変更） 

自動車運転代行業関係（新規、変更、再交付、返納） 

道路使用許可関係（新規、変更、再交付） 

制限外許可関係（設備外積載許可） 

〃     （荷台乗車許可） 

〃     （制限外積載許可） 

〃     （制限外けん引許可） 

通行許可・駐車許可関係 

高齢運転者等標章関係 

通行禁止・駐車禁止除外標章関係 

自動車保管場所証明関係 

緊急通行車両等事前届出 

規制除外車両事前届出 

電動車椅子に係る確認事務 

電動の小児用の車に係る確認事務 

交通課 

（運転免許関係） 

運転免許証記載事項変更関係（暗証番号照会等を含む） 

国外運転免許証申請関係 

取消処分者講習受講申出関係 

運転経歴証明書関係（記載事項変更） 

運転免許の取消申請関係 

運転経歴証明書関係（交付・再交付） 

 

警察施設の窓口業務の受付時間 



【警部交番（宮若、添田、城島、大川、黒木、瀬高に限る）】 
受付内容 受付時間 受付日 

運転免許証記載事項変更（住所のみ） 
午前9時～午後4時 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始 

を除く） 運転経歴証明書関係（記載事項変更） 

おとしもの関係（遺失届・拾得届等の受理） 常時受付 

【高速道路交通警察隊】 
受付内容 受付時間 受付日 

緊急自動車関係（新規、変更、再交付、返納） 

午前9時～午後4時 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始 

を除く） 

道路使用許可関係（新規、変更、再交付） 

制限外許可関係（設備外積載許可） 

〃     （荷台乗車許可） 

〃     （制限外積載許可） 

〃     （制限外けん引許可） 

通行許可関係 

【自動車運転免許試験場（福岡、北九州、筑豊、筑後）】 

受付内容 受付時間 受付日 

運転免許証記載事項変更関係（暗証番号照会等を含む。） 

午前9時～午後4時 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始 

を除く） 

 

国外運転免許証申請関係  

取消処分者講習受講申出関係 

運転経歴証明書関係（記載事項変更） 

運転免許の取消申請関係 

運転経歴証明書関係（交付・再交付） 

運転免許試験申請（学科試験及び技能試験とも免除者） 

午後1時～午後1時30分 〃      （期限切れ申請等）※ 期限切れ申請の一部を除く 

〃      （外国免許から日本免許への切替手続） 

〃       （学科試験、技能試験受験者） 午前8時30分～午前9時 

技能検査申請 午前8時30分～午前9時 

条件(限定)解除(変更)・審査 （指定校卒業者（技能審査免除者）） 午後1時～午後1時30分 

〃            （指定校卒業者以外） 午前8時30分～午前9時 

運転免許証再交付申請 
午前9時30分～午前10時30分 

午後2時～午後3時 

運転免許証更新申請（優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後3時30分 

〃        （一般講習対象者） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後2時30分 

〃        （違反及び初回講習対象者） 
午前8時30分～午前9時30分 

午後1時～午後2時 

運転免許証の経由更新申請（他都道府県住所者が本県で申請） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後3時30分 

 

 



運転免許証記載事項変更関係（暗証番号照会等を含む。） 午後2時～午後4時 

日曜日 

（開設試験場に限る） 

日曜日の更新申請（優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後3時30分 

〃      （一般講習対象者） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後2時30分 

〃      （違反及び初回講習対象者） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後2時00分 

運転免許証の経由更新申請（他都道府県住所者が本県で申請） 
午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後3時30分 

※その他の運転免許関係手続については、最寄りの運転免許試験場にお問い合わせください 

【優良運転者免許更新センター】（ゴールド免許センター） 

施設名 受付内容 受付時間 受付日 

渡辺通 

運転免許証記載事項変更関係（暗証番号照会等を含む。） 

午前10時～午後4時 
月曜日、 

水曜日～金曜日 

（火曜日、休日、年

末年始を除く） 

国外運転免許証申請関係 

運転経歴証明書関係（記載事項変更） 

運転免許証更新申請 

 （優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 

午前 10時～午後 1時 

午後 2時～午後 4時 15分 

日曜日の更新申請 

（優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 

午前10時～午後1時 

午後2時～午後4時15分 

日曜日 

（開設日に限る） 

黒崎 

運転免許証記載事項変更関係（暗証番号照会等を含む。） 

午前 9時～午後 4時 月曜日～水曜日、 

金曜日 

（木曜日、休日、年

末年始を除く） 

国外運転免許証申請関係 

運転経歴証明書関係（記載事項変更） 

運転免許証更新申請  

（優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 

午前 8時 30分～午前 11時 

午後 1時～午後 3時 30分 

日曜日の更新申請 

（優良講習対象者及び高齢者講習等受講済者） 

午前8時30分～午前11時 

午後1時～午後3時30分 

日曜日 

（開設日に限る） 

【遠隔地警察署における運転免許証の更新手続】 
  ※ 遠隔地警察署とは、糸島警察署、宗像警察署、朝倉警察署、行橋警察署、豊前警察署、 

小郡警察署、うきは警察署、八女警察署黒木警部交番をいう 

受付内容 受付時間 受付日 

運転免許証更新申請 （優良講習対象者） 午前9時～午前10時 
月曜日～金曜日 

（休日、年末年始 

を除く） 

※ 八女警察署黒
木警部交番につ
いては、火曜日･
木曜日のみ 
（休日、年末年始 
を除く） 

〃      （一般講習対象者） 午後1時～午後1時30分 

〃      （高齢者講習等受講済者） 
午前9時～午前10時 

午後1時～午後1時30分 

※管轄区域に居住している方などが対象となりますので、詳しくはお問い合わせください 

 

 



【警察本部】 
受付窓口 受付内容 受付時間 受付日 

総務課 

（情報公開室） 

情報公開制度 

午前9時～午後5時45分 

月曜日～金曜日 

（休日、年末年始

を除く） 

個人情報保護制度 

被害者支援・相談課 
犯罪被害者等給付金関係 

国外犯罪被害弔慰金等関係 

教養課 福岡県警察資料室の観覧手続き 午前9時～午後5時 

監察官室 部外通報窓口 
午前9時～午後5時45分 

人身安全対策課 身元不明迷い人台帳閲覧 

鑑識課 犯罪経歴証明書の申請手続き 午前9時30分～午後5時45分 

交通規制課 

通行禁止・駐車禁止除外標章関係 

午前9時～午後5時45分 

緊急通行車両等事前届出 

規制除外車両事前届出 

交通指導課 

放置違反金収納関係（吉塚合同庁舎内） 

交通反則通告業務 

〃       （小倉北警察署内） 

〃       （筑豊免許試験場内） 
午前8時30分～午後5時15分 

〃       （筑後免許試験場内） 

運転免許管理課 

取消処分者講習受講申出関係 午前9時～午後4時30分 

運転免許の取消申請関係 
午前9時～午後4時00分 

運転経歴証明書関係（交付・再交付） 

〃        （記載事項変更） 午前9時～午後5時45分 

 


