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申　請　別 手　 数 　料

登録申請 １件につき　１，７００円

運転者証交付申請 １件につき　１，７００円

運転者証訂正申請 １件につき　１，１００円

運転者証再交付申請 １件につき　１，７００円

原簿謄本交付申請 １枚につき　　　４００円

原簿閲覧請求 １件につき　　　４００円

登録運転者業務経歴証明書交付申請 １枚につき　　　４００円

個人タクシー事業者乗務証交付申請 １件につき　１，７００円

個人タクシー事業者乗務証訂正申請 １件につき　１，１００円

個人タクシー事業者乗務証再交付申請 １件につき　１，７００円

新　規　講　習 お一人につき　２０，０００円

命　令　講　習 お一人につき　２０，０００円

登録申請等手数料一覧表

－１－－１－－１－－１－



第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー

写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

運転者証交付申請書【第９号様式】運転者証交付申請書【第９号様式】運転者証交付申請書【第９号様式】運転者証交付申請書【第９号様式】

◎◎◎◎ 過過過過去去去去２２２２年年年年以以以以内内内内にににに通通通通算算算算ししししてててて９９９９００００日日日日未未未未満満満満のののの経経経経験験験験者者者者

≪≪≪≪ 新新新新 規規規規 講講講講 習習習習 がががが 必必必必 要要要要 なななな 方方方方 ≫≫≫≫

◎◎◎◎ 初初初初めめめめててててタタタタククククシシシシーーーー運運運運転転転転手手手手ととととししししてててて登登登登録録録録すすすするるるる場場場場合合合合

◎◎◎◎ ２２２２年年年年以以以以上上上上タタタタククククシシシシーーーー運運運運転転転転手手手手ととととししししてててて乗乗乗乗務務務務かかかからららら離離離離れれれれてててていいいいたたたた場場場場合合合合

登登登登録録録録セセセセンンンンタタタターーーーへへへへ申申申申込込込込みみみみ（（（（ＦＦＦＦＡＡＡＡＸＸＸＸ可可可可））））

◎◎◎◎ 過過過過去去去去２２２２年年年年以以以以内内内内にににに通通通通算算算算ししししてててて９９９９００００日日日日以以以以上上上上のののの経経経経験験験験者者者者ででででああああっっっっててててもももも、、、、

登登登登録録録録制制制制度度度度がががが始始始始ままままっっっってててていいいいるるるる地地地地域域域域以以以以外外外外ででででのののの経経経経験験験験者者者者

◎◎◎◎ 登登登登録録録録制制制制度度度度がががが始始始始ままままっっっってててていいいいるるるる地地地地域域域域でででで過過過過去去去去２２２２年年年年間間間間９９９９００００日日日日以以以以上上上上、、、、

運運運運転転転転者者者者ととととししししてててて登登登登録録録録ししししたたたた者者者者がががが宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県地地地地域域域域でででで登登登登録録録録すすすするるるる場場場場合合合合

（（（（運運運運転転転転経経経経歴歴歴歴書書書書添添添添付付付付のののの場場場場合合合合はははは、、、、地地地地理理理理講講講講習習習習ののののみみみみ））））

◎◎◎◎ 4444００００日日日日以以以以上上上上のののの運運運運転転転転免免免免許許許許効効効効力力力力停停停停止止止止にににによよよよるるるる消消消消除除除除又又又又はははは取取取取消消消消処処処処分分分分後後後後、、、、

再再再再 登登登登 録録録録 をををを 行行行行 うううう 場場場場 合合合合

【【【【新新新新規規規規受受受受講講講講申申申申込込込込書書書書】】】】ににににてててて必必必必要要要要事事事事項項項項明明明明記記記記のののの上上上上、、、、開開開開催催催催前前前前月月月月末末末末日日日日ままままででででにににに

※※※※ 全全全全 科科科科 目目目目 のののの 講講講講 習習習習 修修修修 了了了了 がががが 必必必必 要要要要 ※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

①①①① 登登登登 録録録録 申申申申請請請請 書書書書【【【【 第第第第２２２２ 号号号号様様様様 式式式式】】】】

②②②②

※※※※【【【【必必必必要要要要書書書書類類類類】】】】をををを講講講講習習習習前前前前日日日日ままままででででにににに持持持持参参参参のののの上上上上提提提提出出出出願願願願いいいいまままますすすす※※※※

（（（（定定定定時時時時制制制制乗乗乗乗務務務務員員員員のののの場場場場合合合合はははは、、、、雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約書書書書ののののココココピピピピーーーーをををを追追追追加加加加添添添添付付付付））））

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

③③③③ 住住住住 民民民民 票票票票 （（（（ 原原原原 本本本本 ））））

（（（（ 外外外外 国国国国 籍籍籍籍 のののの 方方方方 はははは 、、、、 本本本本 名名名名 ・・・・ 通通通通 称称称称 名名名名 両両両両 記記記記 載載載載 のののの 住住住住 民民民民 票票票票 ））））

④④④④ 雇雇雇雇用用用用条条条条件件件件及及及及びびびび雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約証証証証明明明明
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①①①①

②②②② 第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥

⑦⑦⑦⑦ 運運運運転転転転者者者者証証証証交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第９９９９号号号号様様様様式式式式】】】】

他他他他 のののの 地地地地 域域域域 のののの 経経経経 験験験験 者者者者 がががが 転転転転 入入入入 しししし たたたた 時時時時

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登録録録録申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第２２２２号号号号様様様様式式式式】】】】

住住住住民民民民票票票票（（（（原原原原本本本本））））

（（（（ 外外外外 国国国国 籍籍籍籍 のののの 方方方方 はははは 、、、、 本本本本 名名名名 ・・・・ 通通通通 称称称称 名名名名 両両両両 記記記記 載載載載 のののの 住住住住 民民民民 票票票票 ））））

雇雇雇雇用用用用条条条条件件件件及及及及びびびび雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約証証証証明明明明

（（（（定定定定時時時時制制制制乗乗乗乗務務務務員員員員のののの場場場場合合合合はははは、、、、雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約書書書書ののののココココピピピピーーーーをををを追追追追加加加加添添添添付付付付））））

運運運運転転転転経経経経歴歴歴歴書書書書（（（（第第第第３３３３号号号号様様様様式式式式））））⇒⇒⇒⇒添添添添付付付付ががががなななないいいい場場場場合合合合はははは新新新新規規規規講講講講習習習習

写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体
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①①①①

②②②② 第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー

③③③③

④④④④

⑤⑤⑤⑤

⑥⑥⑥⑥ 写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

⑦⑦⑦⑦

住住住住 民民民民 票票票票 （（（（ 原原原原 本本本本 ））））

登登登登録録録録消消消消除除除除さささされれれれてててていいいいるるるる者者者者がががが再再再再びびびび運運運運転転転転者者者者ととととししししてててて登登登登録録録録すすすするるるる時時時時

※※※※離離離離職職職職後後後後２２２２年年年年以以以以内内内内のののの者者者者はははは講講講講習習習習不不不不要要要要※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登 録録録録 申申申申 請請請請 書書書書 【【【【 第第第第 ２２２２ 号号号号 様様様様 式式式式 】】】】

運運運運転転転転者者者者証証証証交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第９９９９号号号号様様様様式式式式】】】】

（（（（ 外外外外 国国国国 籍籍籍籍 のののの 方方方方 はははは 、、、、 本本本本 名名名名 ・・・・ 通通通通 称称称称 名名名名 両両両両 記記記記 載載載載 のののの 住住住住 民民民民 票票票票 ））））

雇雇雇雇用用用用条条条条件件件件及及及及びびびび雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約証証証証明明明明

（（（（定定定定時時時時制制制制乗乗乗乗務務務務員員員員のののの場場場場合合合合はははは、、、、雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約書書書書ののののココココピピピピーーーーをををを追追追追加加加加添添添添付付付付））））

運運運運転転転転経経経経歴歴歴歴書書書書（（（（第第第第３３３３号号号号様様様様式式式式））））⇒⇒⇒⇒添添添添付付付付ががががなななないいいい場場場場合合合合はははは新新新新規規規規講講講講習習習習

- 4 -- 4 -- 4 -- 4 -



①①①①

②②②②

③③③③ 写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

④④④④

は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）

⑤⑤⑤⑤

①①①①

②②②②

③③③③ 写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

④④④④

⑤⑤⑤⑤

※※※※ 免免免免 許許許許 更更更更 新新新新 しししし たたたた 場場場場 合合合合 ※※※※

事事事事 業業業業 者者者者 変変変変 更更更更

※※※※既既既既にににに登登登登録録録録ししししてててていいいいてててて宮宮宮宮崎崎崎崎県県県県地地地地域域域域内内内内でででで会会会会社社社社間間間間移移移移動動動動ししししたたたた時時時時※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登 録録録録 事事事事 項項項項 変変変変 更更更更 等等等等 届届届届 出出出出 書書書書 【【【【 第第第第 ４４４４ 号号号号 様様様様 式式式式 】】】】

雇雇雇雇用用用用条条条条件件件件及及及及びびびび雇雇雇雇用用用用契契契契約約約約証証証証明明明明

運運運運転転転転免免免免許許許許証証証証ののののココココピピピピーーーー

運運運運転転転転者者者者証証証証訂訂訂訂正正正正及及及及びびびび再再再再交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第１１１１００００号号号号様様様様式式式式】】】】

有有有有 効効効効 期期期期 限限限限 のののの 変変変変 更更更更

（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合

（定時制乗務員の場合は、雇用契約書のコピーを追加添付）（定時制乗務員の場合は、雇用契約書のコピーを追加添付）（定時制乗務員の場合は、雇用契約書のコピーを追加添付）（定時制乗務員の場合は、雇用契約書のコピーを追加添付）

運運運運転転転転者者者者証証証証訂訂訂訂正正正正及及及及びびびび再再再再交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第１１１１００００号号号号様様様様式式式式】】】】

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登 録録録録 事事事事 項項項項 変変変変 更更更更 等等等等 届届届届 出出出出 書書書書 【【【【 第第第第 ４４４４ 号号号号 様様様様 式式式式 】】】】

運運運運 転転転転 者者者者 証証証証

運運運運転転転転免免免免許許許許証証証証ののののココココピピピピーーーー

は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）

（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合
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①①①①

②②②② 住民票（原本）住民票（原本）住民票（原本）住民票（原本）

③③③③

①①①①

②②②② 住民票（原本）住民票（原本）住民票（原本）住民票（原本）

③③③③

④④④④ 写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

⑤⑤⑤⑤ 第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー第二種運転免許証のコピー

⑥⑥⑥⑥

書書書書きききき換換換換ええええをををを行行行行っっっったたたた運運運運転転転転免免免免許許許許証証証証ののののココココピピピピーーーー

住住住住 所所所所 変変変変 更更更更

※※※※現現現現住住住住所所所所がががが変変変変更更更更ににににななななっっっったたたた場場場場合合合合※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登録録録録事事事事項項項項変変変変更更更更等等等等届届届届出出出出書書書書【【【【第第第第４４４４号号号号様様様様式式式式】】】】

運運運運 転転転転 者者者者 証証証証

運運運運転転転転者者者者証証証証訂訂訂訂正正正正及及及及びびびび再再再再交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第１１１１００００号号号号様様様様式式式式】】】】

氏氏氏氏 名名名名 変変変変 更更更更

※※※※氏氏氏氏名名名名がががが変変変変更更更更ににににななななっっっったたたた場場場場合合合合※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登録録録録事事事事項項項項変変変変更更更更等等等等届届届届出出出出書書書書【【【【第第第第４４４４号号号号様様様様式式式式】】】】

（（（（新新新新旧旧旧旧のののの氏氏氏氏名名名名がががが記記記記載載載載さささされれれれてててていいいいるるるるもももものののの））））
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①①①①

②②②② 運転免許証のコピー運転免許証のコピー運転免許証のコピー運転免許証のコピー （外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合（外国籍の方で、本名・通称名両記載がない場合

③③③③ 写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体写真１枚（５ｃｍ×５ｃｍ）又は、ＪＰＥＧ等に加工した電子媒体

④④④④

⑤⑤⑤⑤ 顚顚顚顚末書（紛失した場合）　⇒　紛失した方の直筆末書（紛失した場合）　⇒　紛失した方の直筆末書（紛失した場合）　⇒　紛失した方の直筆末書（紛失した場合）　⇒　紛失した方の直筆

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

運運運運転転転転者者者者証証証証訂訂訂訂正正正正及及及及びびびび再再再再交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第１１１１００００号号号号様様様様式式式式】】】】

運運運運転転転転者者者者証証証証（（（（汚汚汚汚損損損損及及及及びびびび破破破破損損損損のののの場場場場合合合合ののののみみみみ））））

は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）は、本名・通称名両記載の住民票を追加添付）

運転者証運転者証運転者証運転者証をををを再交付再交付再交付再交付するするするする時時時時
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①①①①

運転者証運転者証運転者証運転者証のののの返納返納返納返納

※※※※郵郵郵郵送送送送のののの場場場場合合合合はははは必必必必ずずずず『『『『簡簡簡簡易易易易書書書書留留留留』』』』ででででおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。

※※※※ 事事事事 業業業業 者者者者 のののの 義義義義 務務務務 ※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

運運運運転転転転者者者者証証証証（（（（付付付付箋箋箋箋及及及及びびびびメメメメモモモモににににてててて退退退退職職職職日日日日をををを記記記記入入入入））））

※※※※退退退退職職職職３３３３日日日日以以以以内内内内にににに返返返返却却却却ををををおおおお願願願願いいいいししししまままますすすす。。。。
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①①①①

②②②②

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

謄謄謄謄本本本本交交交交付付付付（（（（閲閲閲閲覧覧覧覧））））申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第７７７７号号号号様様様様式式式式】】】】

運運運運 転転転転 免免免免 許許許許 証証証証 のののの ココココ ピピピピ ーーーー

謄本交付謄本交付謄本交付謄本交付・・・・閲覧請求閲覧請求閲覧請求閲覧請求するするするする時時時時
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①①①①

②②②②

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

経経経経歴歴歴歴証証証証明明明明書書書書交交交交付付付付申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第１１１１００００号号号号様様様様式式式式のののの２２２２】】】】

運運運運 転転転転 免免免免 許許許許 証証証証 のののの ココココ ピピピピ ーーーー

経歴証明書経歴証明書経歴証明書経歴証明書をををを発行発行発行発行するするするする時時時時
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①①①①

②②②②

運転者運転者運転者運転者のののの登録消除登録消除登録消除登録消除

※※※※乗乗乗乗務務務務員員員員自自自自身身身身がががが行行行行うううう手手手手続続続続ききききでででですすすす。。。。

※※※※ 宮宮宮宮 崎崎崎崎 県県県県 以以以以 外外外外 のののの 地地地地 域域域域 でででで 登登登登 録録録録 しししし たたたた いいいい 場場場場 合合合合 ※※※※

※※※※ 登登登登 録録録録 をををを 抹抹抹抹 消消消消 しししし たたたた いいいい 場場場場 合合合合 ※※※※

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登録録録録消消消消除除除除申申申申請請請請書書書書【【【【第第第第６６６６号号号号様様様様式式式式】】】】

運運運運 転転転転 免免免免 許許許許 証証証証 のののの ココココ ピピピピ ーーーー
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①①①①

②②②②

③③③③

４０４０４０４０日以上日以上日以上日以上のののの免許停止免許停止免許停止免許停止のののの場合場合場合場合

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

登登登登録録録録事事事事項項項項変変変変更更更更等等等等届届届届出出出出書書書書【【【【第第第第４４４４号号号号様様様様式式式式】】】】

運運運運 転転転転 者者者者 証証証証

運運運運転転転転免免免免許許許許停停停停止止止止処処処処分分分分書書書書ののののココココピピピピーーーー
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①①①①

②②②②

【【【【 必必必必 要要要要 書書書書 類類類類 】】】】

運運運運 転転転転 者者者者 証証証証

運運運運転転転転免免免免許許許許取取取取消消消消処処処処分分分分書書書書ののののココココピピピピーーーー

運転免許取消運転免許取消運転免許取消運転免許取消のののの場合場合場合場合
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