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平成２９年度整備管理者選任後研修の実施について 
 

 

 

 標記について、別添「平成２９年度整備管理者選任後研修実施要領」のとおり実

施することとしましたので、貴社の選任する整備管理者に当該研修を受講させるよ

う貨物自動車運送事業輸送安全規則第１５条の規定に基づき、通知します。 

つきましては、受講確認のため、福島県トラック協会に加入されていない方にお

かれましては受講連絡書を平成２９年１２月２２日（金）までに下記 FAX 番号宛に

送付して下さい。 

 なお、整備管理者の補助者の方及び平成２９年度整備管理者選任前研修を受講さ

れた方は受講の対象ではありません。 
 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

東北運輸局福島運輸支局検査・整備・保安部門 

（担当：渡辺、富永） 

電話：０２４－５４６－０３４２－２ 

FAX ：０２４－５４６－３７５６ 

 



平成２９年度整備管理者選任後研修実施要領（貨物）

１．研修日時

開催月日（曜日） 時　　　　　間 会場 対　象　地　域

（１） 平成３０年２月２日（金）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

福島 福島市

（２） 平成３０年２月２日（金）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

福島 伊達市、伊達郡、相馬市、南相馬市、相馬郡

（３） 平成３０年２月８日（木）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

郡山 郡山市（喜久田町、田村町、日和田町）

（４） 平成３０年２月１５日（木）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

白河 白河市、東白川郡、西白河郡

（５） 平成３０年２月１５日（木）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

白河 須賀川市、岩瀬郡、石川郡

（６） 平成３０年２月２０日（火）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

会津 会津若松市

（７） 平成３０年２月２０日（火）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

会津 大沼郡、河沼郡、耶麻郡、喜多方市、南会津郡

（８） 平成３０年２月２３日（金）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

いわき
いわき市（勿来町、錦町、三沢町、川部町、植田町、岩間町、
中岡町、佐糠町、東田町、常磐、遠野町、三和町、
中部工業団地、渡辺町、南台、山田町、中央台飯野）

（９） 平成３０年２月２３日（金）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

いわき いわき市（泉玉露、泉町、葉山、金山町、鹿島町）

（１０） 平成３０年２月２６日（月）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

郡山 郡山市（２／８対象地区以外）

（１１） 平成３０年２月２６日（月）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

郡山 二本松市、本宮市、田村市、田村郡、安達郡

（１２） 平成３０年２月２８日（水）
　９：３０～１２：００
（受付　９：００～）

いわき
いわき市（好間工業団地、好間町、内郷、四倉町、小川町、久
之浜町）、双葉郡

（１３） 平成３０年２月２８日（水）
１３：３０～１６：００
（受付１３：００～）

いわき いわき市（平、小名浜、永崎、中之作、江名）

※ 会場の定員に限りがあり、参加者の集中･定員超過を避けるため地区ごとに研修日時を定めています。

また、整備管理の補助者及び平成２９年度選任前研修を受講された方は受講の対象者ではありません。

会場駐車場の混雑を避けるため、午後の研修を受講する方は13時以降に駐車してください。

郡山の研修会場
　 　公益社団法人福島県トラック協会県中研修センター　研修ホール　（郡山市喜久田町卸３－５）

福島の研修会場
　公益社団法人福島県トラック協会　大研修室　（福島市飯坂町平野字若狭小屋３２）

いわきの研修会場
　公益社団法人福島県トラック協会いわき支部　研修室　（いわき市小名浜島字舘下１９－１）

会津の研修会場
　会津若松卸商団地共同組合　会津アピオ　アピオスペース大会議室　（会津若松市インター西９０番地）

白河の研修会場
　公益社団法人福島県トラック協会　白河の関トラックステーション　（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１）

２．研修内容
（１）　整備管理業務に係る関係法令等について
（２）　整備管理業務に係る実務等について
（３）　その他

３．その他
・整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日ご持参ください。



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

２月２日（金）

公益社団法人福島県トラック協会　大研修室

福島市飯坂町平野字若狭小屋３２
℡０２４－５５８－７７５５

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２日（金）午前の対象地域

福島市

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:30～13:55

研修時間 14:00～16:30

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２日（金）午後の対象地域

伊達市・伊達郡・相馬市・南相馬市・相馬郡

※駐車場を利用される方は、１３：００以降に駐車してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

２月２日（金）

公益社団法人福島県トラック協会　大研修室

福島市飯坂町平野字若狭小屋３２
℡０２４－５５８－７７５５

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

２月８日（木）

公益社団法人福島県トラック協会
県中研修センター　研修ホール

郡山市喜久田町卸３丁目５
℡０２４－９６３－０７８０

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月８日（木）午後の対象地域

郡山市（喜久田町・田村町・日和田町）

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月１５日（木）午前の対象地域

白河市、東白川郡、西白河郡

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月１５日（木）

公益社団法人福島県トラック協会
白河の関トラックステーション

西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１
℡０２４８－２１－７１６７



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

※駐車場を利用される方は、１３：００以降に駐車してください。

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月１５日（木）午後の対象地域

須賀川市、岩瀬郡、石川郡、安達郡

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月１５日（木）

公益社団法人福島県トラック協会
白河の関トラックステーション

西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１
℡０２４８－２１－７１６７



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２０日（火）午前の対象地域

会津若松市

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２０日（火）

会津若松卸商団地共同組合会津アピオ
アピオスペース　大会議室

会津若松市インター西９０番地
℡０２４２－３７－２８０１



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２０日（火）午後の対象地域

大沼郡・河沼郡・耶麻郡・喜多方市・南会津郡

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２０日（火）

会津若松卸商団地共同組合会津アピオ
アピオスペース　大会議室

会津若松市インター西９０番地
℡０２４２－３７－２８０１



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２３日（金）午前の対象地域

いわき市

(勿来町・錦町・三沢町・川部町･植田町・岩間町・中岡町・佐糠町・東田町・
　　常磐・遠野町・三和町･中部工業団地・渡辺町・南台・山田町・中央台飯野)

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

２月２３日（金）

社団法人福島県トラック協会いわき支部　研修室

いわき市小名浜島字舘下１９－１
℡０２４６－５８－８２２３

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２３日（金）午後の対象地域

いわき市（泉玉露・泉町・葉山・金山町・鹿島町）

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２３日（金）

社団法人福島県トラック協会いわき支部　研修室

いわき市小名浜島字舘下１９－１
℡０２４６－５８－８２２３

※駐車場を利用される方は、１３：００以降に駐車してください。



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２６日（月）午前の対象地域

郡山市（２／８対象地区以外）

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２６日（月）

公益社団法人福島県トラック協会
県中研修センター　研修ホール

郡山市喜久田町卸３丁目５
℡０２４－９６３－０７８０



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

※駐車場を利用される方は、１３：００以降に駐車してください。

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２６日（月）午後の対象地域

二本松市・本宮市・田村市・田村郡・安達郡

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２６日（月）

公益社団法人福島県トラック協会
県中研修センター　研修ホール

郡山市喜久田町卸３丁目５
℡０２４－９６３－０７８０



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 9:00～9:25

研修時間 9:30～12:00

２月２８日（水）

公益社団法人福島県トラック協会いわき支部　研修室

いわき市小名浜島字舘下１９－１
℡０２４６－５８－８２２３

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２８日（水）午前の対象地域

いわき市（好間工業団地・好間町・内郷・四倉町・小川町・久之浜町）、双葉郡

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。



　送付先  FAX番号
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

平成　　　年　　　　　月　　　　　日

次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

受付時間

研修時間

受付時間 13:00～13:25

研修時間 13:30～16:00

※駐車場を利用される方は、１３：００以降に駐車してください。

※会場の定員に限りがあり、集中及び混雑を避けるため、地区ごとに研修日時を定めて
　おります。

　今回２月２８日（水）午後の対象地域

　いわき市（平・小名浜・永崎･中之作・江名）

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

整備管理者研修受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

開催日 研修会場

２月２８日（水）

公益社団法人福島県トラック協会いわき支部　研修室

いわき市小名浜島字舘下１９－１
℡０２４６－５８－８２２３


