令和２年度 九州運輸局管内整備管理者 定期（選任後）研修 日程
令和２年９月３日現在
運輸支局

開催日時
【北九州市】
令和２年１０月 ７日（水）【トラック】
（受付）１２：００～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：３０
申込期間：令和２年９月１日（火）～９月２３日（水）

開催場所
北九州芸術劇場 大ホール
北九州市小倉北区室町1丁目1-1-11 リバーウォーク北九州内

【受講申込先】
福岡県トラック協会 業務一課

【北九州市】
北九州芸術劇場 中劇場
令和２年１０月１５日（木） 【ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ・ﾚﾝﾀｶｰ】 北九州市小倉北区室町1丁目1-1-11 リバーウォーク北九州内
（受付）１２：００～１３：３０
【受講申込先】
（研修）１３：３０～１６：３０
福岡県タクシー協会
【申込方法】
◎各協会員の方
右欄の各協会へお申し込み下さい。
◎上記以外の方 （会員外）
申込用紙（※）をダウンロードして頂き、必要
事項をご記入の上、福岡運輸支局整備部門ま
でFAXして下さい。(※FAX送信後に確認の為、
必ずお電話をお願いします。確認の電話がな
いと受付が完了しません。)

福岡

（click）※申込用紙のダウンロード先はこちら

【久留米市】
令和２年１１月 ５日（木）【トラック】
（受付）１２：００～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：３０
申込期間：令和２年９月１日（火）～９月２３日（水）

TEL： 092-474-8340 ／ FAX： 092-474-8350

福岡県バス協会
TEL： 092-431-9704 ／ FAX： 092-452-3761

福岡県貸切バス協会
TEL： 092-473-6916 ／ FAX： 092-481-0638

福岡県レンタカー協会
※福岡県外の事業者様は受講枠に空きが無い
場合、お申込できない場合がございます。

久留米シティプラザ ザ・グランドホール
福岡県久留米市六ツ門町8-1
【受講申込先】
福岡県トラック協会 業務一課
TEL： 092-451-7845 ／ FAX： 092-451-7964

【久留米市】
石橋文化センター 共同ホール
令和２年１１月１１日（水） 【ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ・ﾚﾝﾀｶｰ】 福岡県久留米市野中町1015
（受付）１２：００～１３：３０
【受講申込先】
（研修）１３：３０～１６：３０
福岡県タクシー協会
【申込方法】
◎各協会員の方

③番を入力してください。
FAX： ０９２－６７３－１１９７

注 意 事 項
注１．コロナ感染防止対策の
ため、定員制限を設けての開
催となりますので事前に申込
みが必要です。
必ず期間内にお申込み下さい。申
込みの無い方の受講はお断りいた
します。（当日、申込者を変更して
受講することもできません。）
また、定員を超えた場合は、申込
みをお断りさせていただきます。

TEL： 092-474-5046 ／ FAX： 092-482-3581

※福岡県外の事業者様は受講枠に空きが無い
場合、お申込できない場合がございます。

申込期間：令和２年９月１日（火）～９月２３日（水）

福岡運輸支局 整備部門
TEL： ０９２－６７３－１１９６
※音声ガイダンスが流れましたら

TEL： 092-451-7845 ／ FAX： 092-451-7964 （直接整備部門に繋がります）
※福岡県外の事業者様は受講枠に空きが無い
場合、お申込できない場合がございます。

申込期間：令和２年９月１日（火）～９月２３日（水）

問い合わせ先

TEL： 092-474-8340 ／ FAX： 092-474-8350

注２．研修会場の駐車場は少ない
ので、出来る限り公共交通機関等
を利用してご来場下さい。
注３．マスクの着用がない方、また、
熱のある方や咳などの症状がある
方については、入場をお断りさせて
いただきますので、ご理解のほど
お願い致します。
注４．研修中に上記症状が確認さ
れた方についても退出を命じる場
合がありますので、ご理解のほど
お願い致します。
注５．今後の政府方針により、研修
が中止または更なる定員制限を行
う可能性がありますので、ご了承い
ただきますようお願い致します。

福岡県バス協会

TEL： 092-431-9704 ／ FAX： 092-452-3761
右欄の各協会へお申し込み下さい。
福岡県貸切バス協会
◎上記以外の方 （会員外）
申込用紙（※）をダウンロードして頂き、必要 TEL： 092-473-6916 ／ FAX： 092-481-0638
事項をご記入の上、福岡運輸支局整備部門ま
でFAXして下さい。(※FAX送信後に確認の為、 福岡県レンタカー協会
必ずお電話をお願いします。確認の電話がな
TEL： 092-474-5046 ／ FAX： 092-482-3581
いと受付が完了しません。)

（click）※申込用紙のダウンロード先はこちら

佐賀

令和２年１０月６日（火）【トラック】
令和２年１０月７日（水）【トラック】
令和２年１０月８日（木）【全業種】
令和２年１０月９日（金）【全業種】
※午前の部、午後の部の開催あり
●午前の部 （最大定員６０名） ※各日とも
（受付） ９：００～ ９：２５ （研修） ９：３０～１２：００

●午後の部 （最大定員６０名） ※各日とも
（受付）１３：３０～１３：５５ （研修）１４：００～１６：３０

※福岡県外の事業者様は受講枠に空きが無い
場合、お申込できない場合がございます。

【会場】（公社）佐賀県トラック協会研修会館 佐賀運輸支局 整備部門

佐賀市高木瀬西３丁目１番２０号 ０９５２－３０－７２７４
【受講申込先： バス・タクシー事業者↓】
（一社）佐賀県バス・タクシー協会
※音声ガイダンスが流れましたら
電話： ０９５２－３１－２３４１
④番を入力してください。
【受講申込先： トラック事業者↓】
（直接整備部門に繋がります）
佐賀県貨物自動車運送適正化事業実施機関

電話： ０９５２－３６－６６５３
※佐賀県外の事業者様は受講枠に空きが無い
場合、お申込できない場合がございます。

運輸支局

開催日時

開催場所

令和３年●月●日（●）【全業種】
令和３年●月●日（●）【トラック】

大分
（受付）１３：００～１４：００
（研修）１４：００～１６：３０

一般財団法人 大分県教育会館
多目的ホール
大分市大字下郡４９６番地の３８
電話： ０９７－５５６－６４１１

【未 定】

【諫早市】
令和３年●月●日（●）【全業種】
（受付）１２：３０～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：００

諫早文化会館
中ホール
諫早市宇都町９－２

【佐世保市】
令和３年●月●日（●）【全業種】
（受付）１２：３０～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：００

アルカスＳＡＳＥBO
大会議室
佐世保市三浦町２－３

大分運輸支局 整備部門
０９７－５５８－２５７７
※音声ガイダンスが流れましたら

②番を入力してください。
（直接整備部門に繋がります）
長崎運輸支局 整備部門
０９５－８３９－４７４９
（直接整備部門に繋がります）

【未 五島建設会館
定】

長崎

【壱岐市】 ※選任前研修同時開催
令和３年●月●日（●）【全業種】
（受付）１２：３０～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：００
【対馬市】 ※選任前研修同時開催
令和３年●月●日（●）【全業種】
（受付）１２：３０～１３：３０
（研修）１３：３０～１６：００

大会議室
五島市大荒町３４３

五島建設会館
大会議室
五島市大荒町３４３

【熊本市】
令和２年●月●日（●）午前 【トラック】
令和２年●月●日（●）午後 【トラック】

熊本

問い合わせ先

熊本運輸支局 整備部門
０９６－３６９－３１３０

株式会社 熊本県自動車会館
令和２年●月●日（●）午前 【ﾊﾞｽ･ﾊｲﾀｸ･ﾚﾝﾀｶｰ】
会議室
令和２年●月●日（●）午後 【ﾊﾞｽ･ﾊｲﾀｸ･ﾚﾝﾀｶｰ】 熊本市東区東町４－１４－８
令和２年●月●日（●）午前 【全業種】
令和２年●月●日（●）午後 【全業種】

【未 定】

※音声ガイダンスが流れましたら

②番を入力してください。
（直接整備部門に繋がります）

【午前】 （受付） ９：００～ （研修） ９：４５～１２：１５
【午後】 （受付）１３：１５～ （研修）１４：００～１６：３０

【人吉市】
令和２年●月●日（●）【全業種】
（受付）１２：３０～１３：００
（研修）１３：００～１５：３０

一般財団法人天草自動車協会
会議室
天草市浜崎町６－２１

令和３年●月●日（●）【共通】
（一社）宮崎県農協会館
令和３年●月●日（●）【午前：貨物のみ】
ＡＺＭ本館大研修室
（受付）８：５０～９：２０ （研修）９：２０～１２：１０ 宮崎市霧島１丁目１番地１
令和３年●月●日（●）【午後：共通】

（受付）１２：４０～１３：３０ （研修）１３：３０～１６：２０

宮崎

【未 定】

（受付）１２：４０～１３：３０ （研修）１３：３０～１６：２０

宮崎運輸支局 整備部門
０９８５－５１－３９５８
※音声ガイダンスが流れましたら

③番を入力してください。
次に別のガイダンスが流れますので、

①番を入力してください。

運輸支局

開催日時
【鹿児島市】
令和２年 ９月２４日（木）【ﾊﾞｽ･ﾀｸｼｰ】
令和２年 ９月２８日（月）【トラック】
令和２年１１月２７日（金）【トラック】
令和３年 １月２０日（水）【トラック】
令和３年 ２月 ８日（月）【全業種】
令和３年 ２月１０日（水）【全業種】
令和３年 ２月１７日（水）【全業種】
※午前の部、午後の部の開催あり
●午前の部 （最大定員６０名） ※各日とも

開催場所

問い合わせ先
鹿児島運輸支局 整備部門
０９９－２６１－９１９４

鹿児島県トラック研修センター大講堂
（鹿児島県トラック協会 ２階）
鹿児島市谷山港２丁目４－１５

※音声ガイダンスが流れましたら

②番を入力してください。
（直接整備部門に繋がります）

※受講する研修の一週間前までに

各協会経由等で事前申込みを行っ
てください。（定員制）

（受付） ９：００～ ９：３０ （研修） ９：３０～１２：００

●午後の部 （最大定員６０名） ※各日とも
（受付）１３：００～１３：３０ （研修）１３：３０～１６：００

【鹿屋市】
令和２年１２月 ４日（金）【全業種】
※午前の部、午後の部の開催あり
鹿児島 ●午前の部 （最大定員６０名）

南九州自動車整備協同組合
鹿屋市西原３丁目７番３８号

（受付） ９：００～ ９：３０ （研修） ９：３０～１２：００

●午後の部 （最大定員６０名）
（受付）１３：００～１３：３０ （研修）１３：３０～１６：００

【奄美市】 ※選任前研修同時開催
令和２年１０月２３日（金）【全業種】
※午前の部、午後の部の開催あり
●午前の部 （最大定員５０名）
（受付） ９：００～ ９：３０ （研修） ９：３０～１２：００

●午後の部 （最大定員５０名）
（受付）１３：００～１３：３０ （研修）１３：３０～１６：００

【沖永良部】 ※選任前研修同時開催
令和２年１０月２１日（水）【全業種】
（受付）１４：００～１４：３０ （研修）１４：３０～１７：００

奄美大島自動車整備振興会
奄美市名瀬和光町１２－２

【受講申込先】
●鹿児島県トラック協会
ＴＥＬ：０９９－２１０－９４９８
ＦＡＸ：０９９－２６２－５５００
●鹿児島県バス協会
ＴＥＬ：０９９－２５２－８６７０
ＦＡＸ：０９９－２５２－８６７４
●鹿児島県タクシー協会
ＴＥＬ：０９９－２２２－３２５５
ＦＡＸ：０９９－２２２－３６５３
★協会未加入事業者はこちらへ↓
○鹿児島運輸支局
ＴＥＬ：０９９－２６１－９１９４

（※音声ガイダンスが流れたら②番）
沖永良部島漁業協同組合 研修センター ＦＡＸ：０９９－２６１－９２５１
大島郡和泊町手々知名５１２番地１９２

令和２年１０月２２日（木）【全業種】
（受付） ８：３０～ ９：００ （研修） ９：００～１１：３０

・各会場毎に、持参する物（写真付きの身分証、筆記用具等）が必要となる場合があります。
・研修会場の駐車場は限られていますので、公共交通機関等を利用してご来場ください。
・各会場毎に、日程及び開催場所が正式決定し次第、随時情報更新いたします。
・整備管理者選任後研修に関する詳細、ご不明な点は問い合わせ先の各運輸支局整備部門へお問い合わせください。
・今後の政府方針により、研修開催が延期または中止となる可能性がありますのでご了承いただきますようお願い致します。

