
令和３年度 九州運輸局管内整備管理者選任前研修（前期) 日程

運輸支局

（click）※ダウンロード先はこちら ［8／24開催分］

　令和3年7月12日（月）～7月26日（月）まで

＜申込用紙＞

　（受付）13:00～13:50　（研修）14:00～16:30 　　　（ 大会議室A ）
※申込期間（定員約８０名） 　佐世保市三浦町２－３

【佐世保市】令和３年８月２４日（火） アルカスＳＡＳＥＢＯ

　令和3年6月14日（月）～6月25日（金）まで

＜申込用紙＞

（click）※ダウンロード先はこちら ［7／14開催分］

　（受付）13:00～13:50　（研修）14:00～16:30 　　　　　　　　　　　　２階教室 　０９５－８３９－４７４９
※申込期間（定員約８０名） 　長崎市中里町１５７６－２ （直接整備部門に繋がります）

（click）※ダウンロード先はこちら ［第2回 （午後）］

長崎

【長崎市】令和３年７月１４日（水） 長崎県自動車整備振興会 長崎運輸支局　整備部門

※申込期間（定員各６０名）

　令和3年7月2日（金）～7月16日（金）まで

＜申込用紙＞

（click）※ダウンロード先はこちら ［第1回 （午前）］

 【第２回（午後）】 ④番を入力してください。

　（受付）13:30～13:55　（研修）14:00～17:00 （直接整備部門に繋がります）

 【第１回（午前）】 　　　　　　　　　　　研修会館 　０９５２－３０－７２７４
　（受付） 9:00～  9:25　（研修） 9:30～12:30 　佐賀市高木瀬西３丁目１番２０号 ※音声ガイダンスが流れましたら

佐賀

令和３年８月２７日（金） （公社）佐賀県トラック協会 佐賀運輸支局　整備部門

※申込先は最右欄をご覧ください。

※申込期間（午前・午後ともに定員７２名）

　令和3年8月19日（木）～8月31日（火）まで

 【午後】 ＜旅客事業者・レンタカー事業者等＞ （※公共交通機関をご利用ください。）

　（受付）13:30～14:00 （研修） 14:00～16:30

 【午前】 ＜貨物事業者＞ 　　　　　　　　　　海技試験場
　（受付） 9:30～10:00 （研修） 10:00～12:30 　福岡市博多区博多駅東２－１１－１

令和３年９月２９日（水） 福岡合同庁舎 新館（７階）

※申込先は最右欄をご覧ください。

※申込期間（午前・午後ともに定員７５名）

　令和3年6月7日（月）～6月18日（金）まで

 【午後】 ＜旅客事業者・レンタカー事業者等＞ 　　　電話：　０９２－８５１－４５１１ ③番を入力してください。

　（受付）13:30～14:00 （研修） 14:00～16:30

福岡運輸支局　整備部門
 【午前】 ＜貨物事業者＞ 　　　　　　　　　　　　　　小ホール 　０９２－６７３－１１９６
　（受付） 9:30～10:00 （研修） 10:00～12:30 　福岡市早良区百道２丁目３－１５ ※音声ガイダンスが流れましたら

令和３年９月３０日現在

開催日時 開催場所 問い合わせ先

福岡

令和３年７月７日（水） 福岡県立ももち文化センター

次は、後期（１０月～３月頃）開催予定です。（随時公表中）

詳細は、『整備管理者選任前研修（後期）日程』をご確認ください。

【終 了】 【受講申込先】

※協会会員の方

○福岡県トラック協会

TEL： ０９２－４５１－７８４５

○福岡県バス協会

TEL： ０９２－４３１－９７０４

○福岡県貸切バス協会

TEL： ０９２－４７３－６９１６

○福岡県タクシー協会

TEL： ０９２－４７４－８３４０

○福岡県レンタカー協会

TEL： ０９２－４７４－５０４６

※上記協会に加入していない方

●福岡運輸支局 整備部門

TEL： 上記のとおり

各協会に加入されている

事業者様はこちらへ

お申し込みください。

【お知らせ】

今後の新型コロナウイルス感染症拡大の

状況や新たな政府方針等により、研修を

中止する場合がございますので、ご了承

いただきますようお願い致します。

【終 了】

【終 了】

【終 了】

【終 了】



令和３年度 九州運輸局管内整備管理者選任前研修（前期) 日程

運輸支局

令和３年９月３０日現在

開催日時 開催場所 問い合わせ先

次は、後期（１０月～３月頃）開催予定です。（随時公表中）

詳細は、『整備管理者選任前研修（後期）日程』をご確認ください。

お申込みはＦＡＸ受付のみ

①番を入力してください。

※申込期間（定員各３０名程） 　　　　　鵜戸尾２７３５－２５ ③番を入力してください。

　令和3年6月28日（月）～7月9日（金）まで 次に別のガイダンスが流れますので、

第１回 （受付）  9:30～10:00 （研修）10:00～12:30       ( 第１会議室 ) 　０９８５－５１－３９５８
第２回 （受付）13:30～14:00 （研修）14:00～16:30 　宮崎市本郷北方字 ※音声ガイダンスが流れましたら

宮崎

令和３年７月２０日（火） 宮崎自販会館　 宮崎運輸支局　整備部門

令和3年7月19日（月）～

令和3年7月30日（金）まで

　（研修）１４：００～１６：３０ 　大分市大字下郡４９６番地の３８ ※音声ガイダンスが流れましたら

※申込期間（定員１００名） 電話： ０９７－５５６－６４１１ ②番を入力してください。

大分

令和３年８月１１日（水） 一般財団法人 大分県教育会館 大分運輸支局　整備部門
　（受付）１３：００～１４：００ 　　　　　　　　　　　　多目的ホール 　０９７－５５８－２５７７

＜申込用紙＞

（click）※ダウンロード先はこちら ［9／1開催分］

※申込期間（定員 午前、午後各６０名） 　　 利用ください。

令和3年8月2日（月）～8月20日（金）まで

　FAX： ０９６－３６９－３３０１

 【午後】 　※公共交通機関のご利用又は ②番を入力してください。

　（受付）13:30～14:00　（研修）14:00～16:30 　　 熊本運輸支局の駐車場をご （直接整備部門に繋がります）

 【午前】 　熊本市東区東町４－１４－８ 　０９６－３６９－３１３０
　（受付） 9:00～  9:30　（研修） 9:30～12:00 ※音声ガイダンスが流れましたら

熊本

令和３年９月１日（水） 株式会社熊本県自動車会館 熊本運輸支局　整備部門

【お知らせ】

今後の新型コロナウイルス感染症拡大の

状況や新たな政府方針等により、研修を

中止する場合がございますので、ご了承

いただきますようお願い致します。

【終 了】

左記申込期間中に各所属協会経

由での事前予約をお願いいたしま

す。

【受講申込先】

●大分県トラック協会

TEL：０９７－５５８－６３１１

FAX：０９７－５５２－１５９１

●大分県バス協会

TEL：０９７－５５８－３９４６

FAX：０９７－５５８－０３０８

●大分県タクシー協会

TEL：０９７－５５８－５７５９

FAX：０９７－５５８－５７５６

●大分県レンタカー協会

TEL：０９７－５５３－５３３３

FAX：０９７－５５３－５３６９

※協会非加盟事業者については

左記申込期間中に大分運輸支局

整備部門までお電話をお願いいた

します。

●大分運輸支局 整備部門

TEL：０９７－５５８－２５７７

（ガイダンス②番）

FAX：０９７－５５８－２０７６

お申込みはこちらへ ※受付終了しました

【終 了】

※午前、午後ともに定員に達した時点で

申込受付を終了させていただきます。

※受付終了しました
【終 了】



令和３年度 九州運輸局管内整備管理者選任前研修（前期) 日程

運輸支局

令和３年９月３０日現在

開催日時 開催場所 問い合わせ先

次は、後期（１０月～３月頃）開催予定です。（随時公表中）

詳細は、『整備管理者選任前研修（後期）日程』をご確認ください。

・整備管理者選任前研修の申込受付については、土日及び祝祭日は受付業務を行っておりませんのでご了承ください。

・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、定員に達し次第受付を終了する場合があります。必ず期限内に申込手続きを行ってください。

・整備管理者選任前研修に関する詳細、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。

・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。

・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。

※申込先は最右欄をご覧ください。

（click）※ダウンロード先はこちら ［7/29 開催用］

　令和3年7月8日（木）～7月22日（木）まで

＜申込用紙＞

　（受付）13:00～13:30 （研修） 13:30～16:00 （直接整備部門に繋がります）

※申込期間（定員各５０名）

　（受付） 9:00～ 9:30  （研修） 9:30 ～12:00 　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

 【午後】 ②番を入力してください。

鹿児島

令和３年７月２９日（木） 鹿児島県トラック研修センター大講堂 鹿児島運輸支局　整備部門
 【午前】 　　　　（鹿児島県トラック協会 ２階） 　０９９－２６１－９１９４

【受講申込先】

※協会会員の方

○鹿児島県トラック協会

TEL： ０９９－２６１－１１６７

○鹿児島県バス協会

TEL： ０９９－２５２－８６７０

○鹿児島県タクシー協会

TEL： ０９９－２２２－３２５５

○鹿児島県自家用自動車協会

TEL： ０９９－２６１－９１５５

※上記協会に加入していない方

●鹿児島運輸支局 整備部門

TEL： 上記のとおり

【お知らせ】

今後の新型コロナウイルス感染症拡大の

状況や新たな政府方針等により、研修を

中止する場合がございますので、ご了承

いただきますようお願い致します。

【終 了】


