
令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【福岡県】 福岡運輸支局

令和４年９月９日時点

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 地区等 研修会場 住所 備考

福岡県 １０月　３日（月）

福岡県 １０月１１日（火）

福岡県 １０月１３日（木）

福岡県 １０月１７日（月）

福岡県 １０月２８日（金）

福岡県 １１月　４日（金）

福岡県 １０月　５日（水）

福岡県 １０月２１日（金）

福岡県 １０月２７日（木）
【午後の部】

１３：３０～１４：００
【午後の部】

１４：００～１６：００
サン・グレートみやこ（ホール）

福岡県京都郡みやこ町勝山黒田８６－１
ＴＥＬ：０９３０－３２－５５４０

福岡県 １１月　７日（月）
【午後の部】

１３：３０～１４：００
【午後の部】

１４：００～１６：００
なかまハーモニーホール

（小ホール）
中間市蓮花寺三丁目7番1号
ＴＥＬ：０９３－２４５－８０００

福岡県 １０月１２日（水）
【午後の部】

１３：３０～１４：００
【午後の部】

１４：００～１６：００

福岡県 １０月１９日（水） 【午後の部】
１３：３０～１４：００

【午後の部】
１４：００～１６：００

福岡県 １１月　１日（火）

【午前の部】
１０：００～１０：３０
【午後の部】

１３：３０～１４：００

【午前の部】
１０：３０～１２：３０
【午後の部】

１４：００～１６：００

福岡県 １０月２４日（月）
【午後の部】

１３：３０～１４：００
【午後の部】

１４：００～１６：００
小郡文化会館

福岡県小郡市大板井１３６－１
ＴＥＬ：０９４２－７２－３７３７

福岡県 １１月　８日（火）

【午前の部】
１０：００～１０：３０
【午後の部】

１３：３０～１４：００

【午前の部】
１０：３０～１２：３０
【午後の部】

１４：００～１６：００

サザンクス筑後　（大ホール）
筑後市大字若菜1104番地
ＴＥＬ：０９４２－５４－１２００

筑豊
頴田交流センター別館
　(多目的ホール)

（旧　サンシャインかいた）

飯塚市鹿毛馬２３２８－２
TEL：０９４９ー６６－３０５０

筑後

注意事項
※コロナ感染症防止対策のため、マスク
の着用をお願いします。
※マスクの着用のない方、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。
※当日体調の悪い方は受講をお控えくだ
さい。

【午前の部】
１０：００～１０：３０

【午後の部】
１３：３０～１４：００

【午前の部】
１０：３０～１２：３０

【午後の部】
１４：００～１６：００

福岡
福岡県自動車整備振興会
（４階　視聴覚室）

福岡市東区箱崎ふ頭６－７－１６
TEL：０９２－６４１－３１７２

※新型コロナウイルス感染症対策のため会場定員の半数にて実施いたします。また、コロナ対策により実施会場を従前より変更しましたのでご注意ください。

※受講にあたりましては、事前の申し込み又は日程指定での受講となりますのでご了承ください。

【午前の部】
１０：００～１０：３０
【午後の部】

１３：３０～１４：００

【午前の部】
１０：３０～１２：３０
【午後の部】

１４：００～１６：００

北九州パレスホール（小ホール）
北九州市小倉北区井堀5丁目1番3号

ＴＥＬ：０９３－６５１－４６００

北九州



令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【佐賀県】 佐賀運輸支局

令和４年９月５日時点

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

佐賀県 10月13日 9:00 9:30～12:00 佐賀・鳥栖・神埼・多久 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月13日 13:00 13:30～16:00 武雄・鹿島・伊万里・唐津 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月14日 9:00 9:30～12:00 佐賀・鳥栖・神埼・多久 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月14日 13:00 13:30～16:00 佐賀・鳥栖・神埼・多久 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月20日 9:00 9:30～12:00 武雄・鹿島・伊万里・唐津 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月20日 13:00 13:30～16:00 佐賀・その他 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

佐賀県 10月31日 13:00 13:30～16:00 佐賀・その他 佐賀県自動車整備商工組合教育センター 佐賀市若楠２丁目１０-１０

※新型コロナウィルス感染症の感染状況等によっては、本研修の延期又は開催方法等の変更の可能性もありますのでご容赦ください。

※受講にあたりましては、
日時指定での事前申し込
みとなり、各日程において
定員となり次第締め切ら
せていただきますのでご了
承ください。

※申込先
佐賀県整備振興会教育課
TEL：0952-30-8181

※受講に関する問い合わせにつきましては、整備振興会会員の方は整備振興会教育課（０９５２－３０－８１８１）へ、会員外の方は佐賀運輸支局整備部門（０９５２－３０－７２７４ガイダンスが流れたら４）へお願いします。

※コロナウィルス感染症防止対策のため、マスク着用をお願いします。

※マスク着用のない方、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。

※当日体調の悪い方は受講をお控えください。



長崎運輸支局

令和４年８月１６日時点

※受講には必ず事前申し込みが必要になります。また会場ごとに定員がございますので申し込みはお早めに。

受講申し込みは、長崎県自動車整備振興会業務課（０９５－８３９－７７０８）

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

長崎県 10月3日 13:00 13:30～16:30 対馬 対馬市交流センター 対馬市厳原町今屋敷６６１番地 検査員研修と同時開催

長崎県 10月11日 13:00 13:30～16:30 壱岐 壱岐文化ホール 壱岐市郷ノ浦町本村触４４５番地 検査員研修と同時開催

長崎県 10月26日 12:00 12:30～15:30 上五島 新上五島町石油備蓄記念会館 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９ 検査員研修と同時開催

長崎県 10月27日 13:00 13:30～16:30 下五島 福江文化会館 長崎県五島市池田町１−２ 検査員研修と同時開催

長崎県 11月2日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

佐世保 長崎県自動車整備振興会　県北支所 佐世保市沖新町５番１号

長崎県 11月4日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

長崎 長崎県自動車整備振興会 長崎市中里町１５７６番地２

長崎県 11月8日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

長崎 長崎県自動車整備振興会 長崎市中里町１５７６番地２

長崎県 11月10日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

佐世保 長崎県自動車整備振興会　県北支所 佐世保市沖新町５番１号

長崎県 11月15日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

佐世保 長崎県自動車整備振興会　県北支所 佐世保市沖新町５番１号

長崎県 11月16日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

長崎 長崎県自動車整備振興会 長崎市中里町１５７６番地２

長崎県 11月17日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

長崎 長崎県自動車整備振興会 長崎市中里町１５７６番地２

令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【長崎県】

※コロナ感染症防止対策のため、マスク着用をお願いします。

※マスク着用のない方、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。

※当日体調の悪い方は受講をお控えください。

詳しくは、長崎運輸支局整備部門（０９５－８３９－４７４９）へお問い合わせください。



令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【大分県】

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

大分県 11月10日 13:00～13:30 13:30～15:30 佐伯・津久見 保健福祉総合センター「和楽」 佐伯市向島１丁目３番８号

大分県 11月14日 13:00～13:30 13:30～15:30 杵築・国東 ホテルベイグランド国東 国東市国東町小原４００５番地

大分県 11月15日 13:00～13:30 13:30～15:30 中津・宇佐・高田 ウサノピア 宇佐市大字法鏡寺２２４番地

大分県 11月17日 13:00～13:30 13:30～15:30 竹田・大野
フレッシュランドみえ
（大原総合体育館）

豊後大野市三重町百枝１０８６－３５

大分県 11月18日 9:30～10:00 10:00～12:00 ディーラー・南大分・大分南・久大 大分県教育会館 大分市大字下郡４９６－３８

大分県 11月29日 13:00～13:30 13:30～15:30 日田・玖珠 くすまちメルサンホール 玖珠郡玖珠町大字岩室２４番地１

大分県 12月1日 9:30～10:00 10:00～12:00 東大分・鶴崎・北部・臼杵 大分県教育会館 大分市大字下郡４９６－３８

大分県 12月2日 9:30～10:00 10:00～12:00 中央・別府・速見 大分県教育会館 大分市大字下郡４９６－３８

【注意事項】
※新型コロナウイルス感染防止のため、対象地区指定日にての受講をお願いします。
※マスク着用をお願いします。
※マスク着用のない方、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。
※当日体調の悪い方は受講をお控えください。

大分運輸支局

令和４年９月１６日時点



令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【熊本県】 熊本運輸支局

令和４年９月２０日時点

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

熊本県 10月11日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 10月14日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 10月17日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 10月18日 12:30 13:00～16:00 人吉
人吉球磨自動車協会

大会議室
熊本県人吉市瓦屋町2214-2

熊本県 10月19日 13:00 13:30～16:30 天草
天草自動車協会

大会議室
熊本県天草市浜崎町6-21

熊本県 10月20日 9:00 9:30～12:30 天草
天草自動車協会

大会議室
熊本県天草市浜崎町6-21

熊本県 10月21日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 10月24日 12:30 13:00～16:00 人吉
人吉球磨自動車協会

大会議室
熊本県人吉市瓦屋町2214-2

熊本県 10月27日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 10月28日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8



令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【熊本県】 熊本運輸支局

令和４年９月２０日時点

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

熊本県 10月31日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

熊本県 11月4日
9:00
13:00

9:30～12:30
13:30～16:30

熊本
熊本県自動車会館

４階会議室
熊本県熊本市東区東町4丁目14-8

※注意事項等

　・受講のお申し込みは、一般社団法人熊本県自動車整備振興会業務課（電話０９６－２４３－６６６８）です。
　　　※ ファックスでの申し込みになります。
　　　※ 受講にあたりましては、日時指定での事前申し込みとなり、各日程において定員となり次第締め切らせていただきますのでご了承ください。
　・当日研修に来られる前に検温していただき熱がある場合、咳や倦怠感などの症状がある等体調がすぐれない方の受講はできません。なお、このような場合で、欠席される場合はご連絡をお願い致します。
　・咳エチケットを励行して下さい。マスクの着用がない場合は研修を受けられません。
　・室内換気にご理解下さい。寒暖への対応は各自で衣服等により調節願います。
　・受付時間を厳守して下さい。遅れると理由の如何を問わず受講出来ません。
　・携帯電話等電子通信機器類をやむを得ず持込む場合は必ず電源を切ってください。
　・研修会場内は禁煙です。
　・ご不明な点がございましたら、熊本運輸支局整備部門（０９６－３６９－３１３０ガイダンスが流れたら２）へお問い合わせください。



令和４年度整備主任者研修日程（法令研修）　【宮崎県】 宮﨑運輸支局

令和４年１２月２６日時点

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 対象地区等 研修会場 住所 備考

宮崎県 11月1日 9:30 １０：００～１２：３０ 都城 三股町立文化会館
北諸県郡三股町大字樺山

３４０４番地２

宮崎県 11月14日 9:30 １０：００～１２：３０ 高千穂・延岡 延岡総合文化センター小ホール 延岡市東浜砂町６１１番地２

宮崎県 11月16日 9:30 １０：００～１２：３０ 児湯・西都・宮崎東 JA　AZM大ホール 宮崎市霧島町１丁目１番地１

宮崎県 11月18日 9:30 １０：００～１２：３０ 日南・串間 南郷ハートフルセンター小ホール
日南市南郷町中村乙
７０５１番地２５

宮崎県 11月29日 12:30 １３：００～１６：３０ 都城 三股町立文化会館
北諸県郡三股町大字樺山

３４０４番地２
検査員・整備主任者合同

宮崎県 12月8日 9:30 １０：００～１２：３０ 小林・えびの 小林市文化会館小ホール 小林市細野１６５０番地

宮崎県 12月14日 9:30 １０：００～１２：３０ 佐土原・宮崎（西）（東諸県） JA　AZM大ホール 宮崎市霧島町１丁目１番地１

宮崎県 12月23日 9:30 １０：００～１２：３０ 日向 延岡総合文化センター小ホール 延岡市東浜砂町６１１番地２

宮崎県 令和5年1月26日 9:30 １０：００～１２：３０ 宮崎（南） JA　AZM大ホール 宮崎市霧島町１丁目１番地１

※コロナ感染症防止対策のため、マスク着用をお願いします。

※マスク着用のない方、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。

※当日体調の悪い方は受講をお控えください。

※注意事項等



（整備主任者と自動車検査員研修は、同日）

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 開催地区 開催会場 所在地 備考

鹿児島 10月14日 13:00 13:30～16:30 指宿 マリンピア喜入（道の駅　喜入） 鹿児島県鹿児島市喜入町6094-1

鹿児島 10月17日 13:00 13:30～16:30
鹿屋

（垂水・肝付地区）
リナシティーかのや 鹿児島県鹿屋市大手町１番１号

鹿児島 10月18日 8:30 9:00～12:00
鹿屋

（鹿屋地区）
リナシティーかのや 鹿児島県鹿屋市大手町１番１号

鹿児島 10月18日 13:00 13:30～16:30
鹿屋

（鹿屋地区）
リナシティーかのや 鹿児島県鹿屋市大手町１番１号

鹿児島 10月24日 8:30 9:00～12:00
川内

（一次）
薩摩川内市

国際交流センター（ホール）
鹿児島県薩摩川内市天辰町２２１１－１

鹿児島 10月24日 13:00 13:30～16:30
川内

（二次）
薩摩川内市

国際交流センター（ホール）
鹿児島県薩摩川内市天辰町２２１１－１

鹿児島 10月27日 8:30 9:00～12:00
鹿児島
（一次）

鹿児島市民文化ホール（第二） 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目３番１号

鹿児島 10月27日 13:00 13:30～16:30
鹿児島
（二次）

鹿児島市民文化ホール（第二） 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目３番１号

鹿児島 10月28日 8:30 9:00～12:00
鹿児島
（三次）

鹿児島市民文化ホール（第二） 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目３番１号

鹿児島 10月28日 13:00 13:30～16:30
鹿児島
（四次）

鹿児島市民文化ホール（第二） 鹿児島県鹿児島市与次郎二丁目３番１号

鹿児島 11月1日 13:00 13:30～16:30 開聞・頴娃・喜入等 マリンピア喜入（道の駅　喜入） 鹿児島県鹿児島市喜入町6094-1

鹿児島 11月9日 13:00 13:30～16:30 曽於 大隅文化会館 鹿児島県曽於市大隅町中之内9146番地

鹿児島 11月11日 13:00 13:30～16:30 南九州 川辺文化会館（ホール） 鹿児島県南九州市川辺町平山2890番地1

鹿児島 11月15日 8:30 9:00～12:00 奄美本島 （社）奄美大島自動車整備振興会 鹿児島県奄美市名瀬和光町１２番地２

令和４年度整備主任者・自動車検査員研修日程（法令研修）　【鹿児島県】 鹿児島運輸支局

令和４年９月１６日時点



（整備主任者と自動車検査員研修は、同日）

県名 実施日 受付開始時間 研修時間 開催地区 開催会場 所在地 備考

令和４年度整備主任者・自動車検査員研修日程（法令研修）　【鹿児島県】 鹿児島運輸支局

令和４年９月１６日時点

鹿児島 11月15日 13:00 13:30～16:30 奄美本島 （社）奄美大島自動車整備振興会 鹿児島県奄美市名瀬和光町１２番地２

鹿児島 11月16日 8:30 9:00～12:00 奄美本島 （社）奄美大島自動車整備振興会 鹿児島県奄美市名瀬和光町１２番地２

鹿児島 11月17日 14:00 14:30～17:30 沖永良部
沖永良部島漁業協同組合

研修センター
鹿児島県大島郡和泊町手々知名５１２番地１９２

鹿児島 11月18日 8:30 9:00～12:00 沖永良部
沖永良部島漁業協同組合

研修センター
鹿児島県大島郡和泊町手々知名５１２番地１９２

鹿児島 11月30日 13:00 13:30～16:30 出水 出水市中央公民館　音楽ホール 鹿児島県出水市文化町２３番地

鹿児島 12月1日 11:30 12:00～15:00 屋久島 安房地区公民館 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房１５２番地２

鹿児島 12月2日 8:00 8:30～11:30 種子島 種子島産業会館 鹿児島県西之表市栄町２番地

鹿児島 12月2日 12:00 12:30～15:30 種子島 種子島産業会館 鹿児島県西之表市栄町２番地

鹿児島 12月8日 8:30 9:00～12:00
姶良

（一次）
姶良市文化会館
加音ホール（大）

鹿児島県姶良市加治木町木田5348-185

鹿児島 12月8日 13:00 13:30～16:30
姶良

（二次）
姶良市文化会館
加音ホール（大）

鹿児島県姶良市加治木町木田5348-185

鹿児島 12月19日 8:30 9:00～12:00
鹿児島
（五次）

鹿児島県自動車整備振興会 鹿児島県鹿児島市谷山港２－４－１６

鹿児島 12月19日 13:00 13:30～16:30
鹿児島
（六次）

鹿児島県自動車整備振興会 鹿児島県鹿児島市谷山港２－４－１６

※受講に関する問い合わせにつきましては、整備振興会 会員の方は整備振興会 技術指導課 （０９９－２６１－８５１５）へお願いいたします。
　会員外の方は鹿児島運輸支局 整備部門 （０９９－２６１－９１９４　ガイダンスが流れたら２）へお願いします。
【注意事項】
 ※コロナ感染症防止対策のため、マスク の着用をお願いします。
 ※マスクの着用のない方、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。 ※当日体調の悪い方は受講をお控えくだ さい。


