
 

 

別添１ 

お知らせ 
令和２年９月吉日 

 
自動車運送事業者 各位 

 
関東運輸局栃木運輸支局長 

 
令和２年度整備管理者選任後研修の実施について 

 
旅客自動車運送事業運輸規則第４６条及び、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、標記研修を下記のとおり実施しますので、整備管理者について本研修を受講

されますようお知らせします。 

本研修は、運送事業者が選任している整備管理者に対し、自動車技術の進歩及び関係法令

の改正その他自動車を取り巻く環境の変化を周知することにより、整備管理者の知識・能力

の維持・向上させることを目的として実施しております。例年には、本研修は受講義務のな

い運送事業者の代表者及び整備管理者の補助者等の多数の方にも、それらの知識の習熟のた

め受講いただいているところです。 

しかしながら、今般の新型コロナウイルス感染拡大に伴い、今年度の本研修については、

「新しい生活様式」の他、自治体作成のガイドラインや会場の要請等を考慮しながら実施す

る必要があります。このため、密を避ける観点から、本年度の本研修では受講義務のない方

の受講を控えていただくことと致しました。 

なお、安全規則改正に伴い、個別の研修実施通知は廃止されましたので、選任している整

備管理者の研修受講状況を貴社において管理し、受講漏れのないよう取り計らい方お願いし

ます。 

  
記 

 
１．実施日時及び場所 
  「令和２年度整備管理者選任後研修日程表」   （別添２）参照 

① 受付時間：１２時 3０分～１３時３０分 
 ② 研修時間：１３時３０分～１６時３０分      
 
２．受講対象者 
 ① 今年度新たに選任された整備管理者  
 ② ①を除く令和元年度整備管理者研修未受講の整備管理者 

※ 今年度受講義務のない方の受講は控えてください。 
 
３．持参するもの 
 ① 整備管理者手帳 

② 筆記用具 
③ 受講票（別添５） ※当日体温等記入お願いします。 

④ 研修資料代    ※詳細は当日受付にて確認願います 



 

 

  ⑤ マスク 

※ 整備管理者手帳の作成・再交付を希望される方は、申込書（別添４）の整備管理者手

帳欄に記入の上、必ず事前に申込を行ってください。有料になりますが、会場で作成で

きます。 
 

４．注意事項（受講するに当たり守っていただくこと） 

 ① 受講にあたっては予約が必要です。申込書（別添４）を使用してください。 

予約無しのまま当日に来場されても参加は認めません。 

 ② 遅刻、早退は一切認められません。 
 ③ 駐車台数は限られておりますので、公共交通機関もしくは乗りあわせでお願いします。 
  ④ 研修会場内でのマスクの着用を厳守とします。また、ソーシャルディスタンス、手洗

い、咳エチケット及び会話を控えることについて、ご協力をお願います。 
  ⑤ 受講希望者は普段より体温を測定していただき、各自の平熱を把握し、当日に発熱等

体調が優れない場合はお控えください。また、２週間以内に発熱等した場合はお控えく

ださい。なお、受付の際にも検温を実施します。 

 ⑥ 受講者及び支局担当職員の感染が確認された場合、保健所等の行政機関による聞き取

り調査、隔離措置の対象となる場合があります。 

 ⑦ 新型コロナウイルス感染拡大の状況等により、急遽実施の中止をさせていただく場合

があります。その際は、FAX 及び栃木運輸支局ホームページにてご案内いたしますので、

ご注視方お願いします。 

 

問い合わせ先            
関東運輸局 栃木運輸支局 保安担当 

ＴＥＬ：０２８－６５８－６１２３ 
ＦＡＸ：０２８－６５９－２４１６ 
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令和２年度整備管理者選任後研修日程表 
今年度の当該研修は新型コロナ感染拡大防止のため、今年度受講義務のない方の受講は控えてく

ださい。また、今年度の当該研修はトラック事業者を対象としております。バス及びタクシー事業

者で今年度受講義務がある方は、今年度対象とした講習は予定しておりませんので、トラック事業

の講習を受講してください。 
開催年月日 開催会場 予定 

受講者数 
対象市町村 

令和２年 10月 26日（月） 栃木文化会館 大ホール 実施済み 足利市、佐野市、栃木市 

令和２年 11 月 4 日（水） 那須塩原市黒磯文化会館  

小ホール 200 名 那須塩原市、那須町、大田原市、  

那珂川町 

令和 2 年 11 月 12 日（木） 栃木文化会館 大ホール 500 名 鹿沼市、壬生町、下野市、小山

市、野木町 

令和 2 年 11 月 16 日（月） 栃木県教育会館 大ホール 申込締切 宇都宮市、さくら市、高根沢町、  

令和 2 年 12 月 7 日（月） 栃木県教育会館 大ホール 500 名 日光市、塩谷町、矢板市、芳賀

町、上三川町、真岡市、益子町、

那須烏山市、市貝町、茂木町 

※ 駐車台数は限られておりますので、公共機関もしくは乗り合わせでお願いいたします。  
  満車・トラブル等については、当方では責任を負いかねます。 

受付時間  １２：３０～１３：３０（時間厳守、遅刻・早退は一切認められません） 
研修時間  １３：３０～１６：３０ 
研修会場  別添３「研修会場案内図」に記載 
申込み方法 別添４「令和２年度整備管理者選任後研修受講申込書」により、ＦＡＸに

て申込み下さい。 
 
申込受付開始日 

申込開始日 開催年月日 開催会場 
９月１４日（月） １０月２６日（月） 栃木文化会館 大ホール 
９月１７日（木） １１月 ４日（水） 

１１月１２日（木） 
黒磯文化会館 小ホール 
栃木文化会館 大ホール 

９月２３日（水） １１月１６日（月） 
１２月 ７日（月） 

栃木県教育会館 大ホール 

申込先   ＦＡＸ：０２８－６５９－２４１６ 



 
※注意事項 
 予約は、申込順とさせていただき、定員になり次第締切りとさせていただきます。 
なお、定員となり、希望日に受講できない場合のみ電話にてご連絡いたしますので、ご了承くだ

さい。 
対象市町村は受講を申し込みする上での参考となります。ご確認の上申込ください。 

 新たに整備管理者手帳の作成・再交付を希望される方は、申込書の整備管理者手帳の有無欄に記

入の上、必ず事前に申込を行って下さい。 
キャンセルされる場合は連絡をお願いします。なお、キャンセル待ちは実施しておりません。 
 

◎お問い合わせ 栃木運輸支局 保安担当：０２８－６５８－６１２３ 
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研修会場案内図 

※満車・トラブル等については、当方では責任を負いかねます。 

駐車台数は限られておりますので、公共交通機関もしくは乗り合わせでお願いします。 

 

◎栃木文化会館 (栃木市旭町１２－１６)  ＴＥＬ ０２８２－２３－５６７８ 
 

 
 
 
駐車場 ３３５台 

 
 栃木駅より徒歩約１５分 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

栃木文化会館 



 

◎那須塩原市黒磯文化会館(那須塩原市上厚崎４９０)   ＴＥＬ ０２８７－６３－３２１９ 
 

 
 
 
駐車場 第 1 駐車場 ３５０台 

     第２駐車場 １５０台 
 
公共交通機関 
ＪＲ那須塩原駅西口から 
関東バス 黒磯駅経由～板室温泉行き 

      文化会館前下車 （乗車時間７分） 
関東バス 黒磯駅経由～那須湯本温泉行き 

      文化会館前下車 （乗車時間７分） 
 

黒磯文化会館 



 
◎栃木県教育会館 （宇都宮市駒生１丁目１番６号） ＴＥＬ ０２８－６２１－７１７７ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

駐車場 500 台（教育会館、コンセーレ、青少年センター共用となります。） 

※満車の場合、周囲には有料駐車場がありませんので、公共交通機関または乗り合わせでご利用

ください。 
 
公共交通機関 
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事業形態

補助者 その他
該当するものを囲んで
ください

トラック・バス
ハイタク・その他
トラック・バス

ハイタク・その他
トラック・バス

ハイタク・その他
トラック・バス

ハイタク・その他
トラック・バス

ハイタク・その他

　氏　　　名

昭和
平成

昭和
平成

昭和
平成

　　会　社　名：

　　電 話 番 号 ：
　　Ｆ　Ａ　Ｘ：

氏　　　名
現在の職務状況

受講希望日
整備管理者

　　栃木県トラック協会加入の有・無：有り（　　　　　支部）・無し

   月  　日

   月 　 日

   月 　 日

   月 　 日

申込方法： この「令和２年度　整備管理者研修選任後受講申込書」にご記入のうえＦＡＸ
　　　　　で開催日の１週間前までにお申し込みください。
　　　　　　なお、定員となり次第締め切らせていただき、希望日に受講できない場合のみ
　　　　　電話にてご連絡致しますので、ご了承ください。

   月 　 日

 新たに整備管理者手帳の作成・再発行を希望される方は、氏名、生年月日、現
住所を次の表に記載願います。（手帳作成の希望のない方は記載不要です。）
　※整備管理者手帳は、整備管理者の選任後研修を受講した際に受講日を記録する手帳です。

生 年 月 日 　現　　　　住　　　　所

ＦＡＸ　０２８（６５９）２４１６
T E L   ０２８ (６５８) ６１２３ 

令和２年度整備管理者選任後研修受講申込書

今年度の当該研修
は、新型コロナ感染
防止のため、受講
することができませ

ん。

※　駐車台数が限られておりますので、公共交通機関の利用、もしくは乗り合わせで
   ご来場ください。満車・トラブル等は自己責任でお願いします。
※　別添１及び別添２の注意事項をよくご確認ください。
※　申請された個人情報は、整備管理者選任後研修以外の目的で使用いたしません。

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

申込先：　栃木運輸支局　保安係　あて
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栃木運輸支局

受講日

フリガナ

氏名

生年月日

自宅住所

電話番号（携帯可）

事業者名

営業所名

電話番号

FAX番号

業態（該当箇所に〇）

栃木県トラック協会加入の有無

自認事項

受講当日の体温・計測時間

健康状態【体調不良】

直近２週間以内に発熱等の有無

直近２週間以内に海外渡航歴の有無

１．なし　　　　　　　２．あり

１．有り（　　　　　　　　　　　　支部）　　　　　　２．無し

（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　　）

※事前に下記記載欄をすべて記入し、研修当日受付に提出してください。

（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　　）

トラック　　・　　バス　　・　　タクシー　　・　　その他（　　　　　　　　　　　）

別添１及び別添２の注意事項を確認し了承しました。　□　←（受講者ご本人
がレ点チェックお願いします。）

時　　　　　　分　　　　　　　℃　　　　　　　

（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　）－（　　　　　　　　　　　　）

受講当日の状況

令和２年度　整備管理者選任後研修　受講票

令和　　２　年　　　　月　　　　日

※　申請された個人情報は、整備管理者選任後研修以外の目的で使用いたしません。

１．なし　　２．あり（咳、倦怠感、咽頭痛、関節痛、味覚異常など）

１．なし　　　　　　　２．あり


