令和４年度整備管理者選任前研修開催のお知らせ
令和４年度の「整備管理者選任前研修」を下記のとおり開催しますのでお知らせします。
・当研修の対象者
自動車の点検・整備又は整備の管理について２年以上の実務経験を有し、整備管理者に選任
されようとされている方
（自動車整備士（一級、二級又は三級）の資格を取得されている方は本研修の受講の必要はあ
りません。）

研修当日の注意事項につきましては、後日支局から送付する受講票をご確認ください。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、受講者数を大幅に制限しております。

申込時点で真に受講が必要な方のみお申し込みください。
今後の状況によっては開催を中止することもございますのであらかじめご承知おきください。

研修日程
研修日

申込期間

受講票発送予定日

(締切日消印有効)

(一斉発送)

会場

令和４年 ５月１８日㈬
終了しました。

４月 ４日㈪から ４月１５日㈮
令和４年 ５月 ６日㈮
終了しました。

中川

第二回 令和４年 ７月１４日㈭

５月３０日㈪から ６月１０日㈮
令和４年 ６月３０日㈭
終了しました。

稲沢

第三回 令和４年 ９月２２日㈭

８月 ８日㈪から ８月１９日㈮ 令和４年 ９月 ８日㈭

中川

第一回

第四回 令和４年１１月１８日㈮ １０月 ３日㈫から１０月１４日㈮

令和４年１１月 ４日㈮

豊田

第五回 令和５年 １月２５日㈬ １２月１２日㈪から１２月２３日㈮

令和５年 １月１１日㈬ 公会堂

研修会場
中川：中川文化小劇場 ３階 ホール
所在地：名古屋市中川区吉良町１７８番地の３
稲沢：名古屋文理大学文化フォーラム １階 中ホール
所在地：稲沢市正明寺三丁目１１４番地
豊田：豊田市民文化会館 １階 小ホール
所在地：豊田市小坂町１２－１００
公会堂：名古屋市公会堂 ４階 ホール
所在地：名古屋市昭和区鶴舞一丁目１－３
※第 5 回は名古屋市公会堂で実施することになりました。

研修時間
12:30～ 16:00 (受付開始 11:30～) ※受付開始時間は予告なく変更する場合があります。

募集定員
各２００名程度
申込締切日前であっても定員に達した場合は申込を締め切ります。
※新型コロナウイルスの感染状況により、定員が変更になる場合があります。
新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、受講者数を大幅に制限しております。
現時点で真に受講が必要な方のみお申込みください。

受講手続
受講申込書に必要事項を記載し以下の書類を調えて愛知運輸支局保安担当へ郵送により申し
込み願います。
返信用封筒にて受講票を送付します。研修当日は受講票を忘れずにお持ちください。

申込に必要な書類
① 「整備管理者選任前研修受講申込書」（以下「受講申込書」）
入手方法：支局窓口に直接お越しいただくか又は本書類の末尾にある申込書の印刷をお
願います。(研修当日も必要となりますので、送信後なくさないように保管願います。)
② 本人確認書類の写し
運転免許証、住民票その他公的機関が発行したものの写しであって、受講者の氏名、生
年月日が確認できるもの。明瞭なものをご用意ください。
③ 返信用の封筒
返信先の記入と必要な額の切手を貼り付けてください。(郵送で受講票を送付します)
(例：長形３号の場合、受講票３人分までで８４円)
※申込方法が急遽変更になる場合があります。ご注意ください。

費用
無料

注意事項
研修日の一週間前になっても受講票が届かない場合はお問い合わせください。
受講申込書の連絡先は携帯電話、会社等、日中連絡が可能なものを記入願います。
研修会場までは、交通機関の事故、交通混雑、乗り継ぎなどで予想以上に時間が掛かる
ことがありますので、十分な余裕をもって来てください。
研修会場には、公共交通機関を利用して来てください。
受講票には、研修会場地図が記載されていますが、事前に市販の地図などによって、会
場までの道順や所要時間などを十分確認しておいてください。
受講票には、注意事項が記載されていますので、確認願います。
研修当日、ゴミ（弁当、飲み物など）は、必ず各自がお持ち帰りください。研修会場に捨てる
ことはできません。
貴重品は必ず身に付けてください。研修会場における盗難、紛失について、一切の責任を
負いません。
本年度につきましては、新型コロナウイルスの感染状況により、研修が中止となる場合が
あります。
研修が中止の場合、受講票に代えて中止の案内をお送りいたします。
また、遅くとも研修の１週間前には、愛知運輸支局ホームページ上でも中止の案内をお知
らせいたします。そのうえで募集した後に中止になった場合は何らかの方法でご本人に伝
達する方針です。
なお、当日、出席者の方は、各自体温を計測の上お越しいただき、マスク着用での受講を
お願いいたします。
なお当日の体温が 37.5℃以上の方、マスクを着用されていないその他職員の指示に従う
ことができない方は研修の受講をお断りする場合があります。

問い合わせ先
中部運輸局愛知運輸支局 保安担当
所在地:〒454-8558 名古屋市中川区北江町 1-1-2
TEL:０５２－３５１－５３８２
© CHUBU DISTRICT TRANSPORT BUREAU , AICHI TRANSPORT BRANCH OFFICE All rights
reserved.

令和４年度整備管理者選任前研修受講申込書
愛知運輸支局長

殿

整備管理者選任前研修を受講したいので、別紙書類を添えて申し込みます。
希望日
に○

第１回
第２回
第３回
第４回
第５回
ふ

り

研修日

申込期間

会場

令和 4 年 5 月 18 日(水)
令和 4 年 7 月 14 日(木)
令和 4 年 9 月 22 日(木)
令和 4 年 11 月 18 日(金)
令和 5 年 1 月 25 日(水)

4 月 4 日(月) ～ 4 月 15 日(金)
5 月 30 日(月) ～ 6 月 10 日(金)
8 月 8 日(月) ～ 8 月 19 日(金)
10 月 3 日(火) ～10 月 14 日(金)
12 月 12 日(月) ～ 12 月 23 日(金)

中川

が

稲沢
中川
豊田
公会堂

な

受講者の氏名
（昭和・平成
ふ

り

が

年

月

日生）

な
（〒

－

）

受講者の住所
業態の別（該当箇所に○をつけて下さい）
事業用：１．バス ２．タクシー ３．トラック ４．貨物軽
自家用：５．レンタカー ６．自家用その他（自家用バス・自家用大型車等）

連絡先
(9 時から 17 時に連絡がとれるもの)

ＴＥＬ：

※所属事業者(営業所名）
ＴＥＬ：

ＦＡＸ：

研修会場
中川：中川文化小劇場
３階ホール
名古屋市中川区吉良町１７８番地の３
稲沢：名古屋文理大学文化フォーラム
１階中ホール
稲沢市正明寺三丁目１１４番地
豊田：豊田市民文化会館
１階小ホール
豊田市小坂町１２－１００
公会堂：名古屋市公会堂
４階ホール
名古屋市昭和区鶴舞一丁目１－３

下記を添付の上、愛知運輸支局整備保安担当まで郵送して下さい。

・本申込書
・返信先の住所を記載し切手を貼った返信用封筒
・本人確認書面の写し （自動車免許証、住民票等公的機関が証明したものに限ります。）
＊郵送先

中部運輸局愛知運輸支局
〒４５４－８５５８

整備・保安担当

名古屋市中川区北江町１－１－２

注１．直接整備保安担当窓口に申し込む場合でも、すべての提出が必要です。
２．研修開催のお知らせに記載の注意事項に留意し申込してください。
３．各回申込締切後の受講希望者、受講希望日の変更はできません。
４． １度に複数名の受講を申請される方は返信する際の料金（切手代）に注意して下さい。

