
福運整第８０３号の２

令和３年１０月５日

貨物自動車運送事業者 各位

東北運輸局福島運輸支局長

（公印省略）

令和３年度整備管理者選任後研修（貨物）の実施について

標記について、貨物自動車運送事業輸送安全規則第３条の４の規定に基づき、

別紙「令和３年度整備管理者選任後研修実施要領（貨物）」のとおり実施します。

なお、各開催会場には定員があることから、管理する自動車の使用の本拠の位

置が同実施要領にて「優先地域」とされている会場にて受講されますようお願い

します。

問い合わせ先

東北運輸局福島運輸支局検査・整備・保安部門

電話 ０２４－５４６－０３４５（ガイダンス２）

（担当 本田）

F A X ０２４－５４６－３７５６



令和３年度整備管理者 選任後 研修実施要領（貨物）

１．研修日時

開催月日（曜日） 会場定員（午前・午後共通） 会場 優　先　地　域

１ 令和４年１月２４日（月） 75 郡山 県中地域・会津地域・南会津地域

２ 令和４年１月２５日（火） 75 郡山 県中地域・会津地域・南会津地域

３ 令和４年１月２７日（木） 66 白河 県南地域・いわき地域

４ 令和４年１月２８日（金） 66 白河 県南地域・いわき地域

５ 令和４年２月１４日（月） 50 福島 県北地域・相双地域

６ 令和４年２月１５日（火） 50 福島 県北地域・相双地域

７ 令和４年２月１７日（木） 66 白河 県南地域・いわき地域

８ 令和４年２月１８日（金） 66 白河 県南地域・いわき地域

９ 令和４年２月２１日（月） 75 郡山 県中地域・会津地域・南会津地域

１０ 令和４年２月２２日（火） 75 郡山 県中地域・会津地域・南会津地域

○

○

※

　

定員超過等で受理できなかった場合のみ、折り返し連絡します。

午後の部　１４：００　～　１６：００　（受付１３：３０～）

申込みは受講連絡書に必要事項を記載の上、選任届け写しと併せて支局整備部門までＦａｘにて送付してください。

　公益社団法人福島県トラック協会　白河の関トラックステーション　（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１）

　公益社団法人福島県トラック協会　大研修室　（福島市飯坂町平野字若狭小屋３２）

　公益社団法人福島県トラック協会県中研修センター　研修ホール　（郡山市喜久田町卸３－５）

申込みは先着順ですが、開催地域に近い事業者を優先させていただきます。

また、会場枠に限りがあることから、事業用自動車の整備管理者として選任中の方のみ受講をお願いします。

（申込時に選任届の写しも送付してください）

会場駐車場の混雑を避けるため、午後の研修を受講する方は１３時以降に駐車してください。

３．その他

・整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日ご持参ください。

白河の研修会場

福島の研修会場

郡山の研修会場

２．研修内容

（１）　整備管理業務に係る関係法令等について

（２）　整備管理業務に係る実務等について

（３）　その他

午前の部　１０：００　～　１２：００　（受付　９：３０～）

令和４年１月５日（水）　～　令和４年１月１９日（水）

２月実施分　申込期間　（福島・郡山・白河）

令和４年１月２６日（水）　～　令和４年２月９日（水）

コロナ対策として会場収容人数の半数を定員として、午前・午後の２回実施します。

１月実施分　申込期間　（郡山・白河）



　送付先  FAX番号 郡山１
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

令和　　４　年　　　　月　　　　　日

（申込み期間　Ｒ４／１／５　～　１／１９）
次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

開催日
どちらかに○を
つけてください

時間帯
どちらかに○を
つけてください

１／２４（月）
午前

（９：３０～１２：００）

１／２５（火）
午後

（１３：３０～１６：００）

※１　会場の定員に限りがあるため、会場ごとに優先地区を定めております。

　郡山会場の優先地域

県中地域・会津地域・南会津地域

※２　受講対象は、現在選任中の事業用自動車の整備管理者とさせていただきます。
　確認のため支局に提出した選任届の控えも併せて送付してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

令和３年度　整備管理者選任後研修　受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

研修会場

公益社団法人福島県トラック協会
県中研修センター　研修ホール

郡山市喜久田町卸３丁目５



　送付先  FAX番号 白河１
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

令和　　４　年　　　　月　　　　　日

（申込み期間　Ｒ４／１／５　～　１／１９）
次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

開催日
どちらかに○を
つけてください

時間帯
どちらかに○を
つけてください

１／２７（木）
午前

（９：３０～１２：００）

１／２８（金）
午後

（１３：３０～１６：００）

※１　会場の定員に限りがあるため、会場ごとに優先地区を定めております。

※２　受講対象は、現在選任中の事業用自動車の整備管理者とさせていただきます。
　確認のため支局に提出した選任届の控えも併せて送付してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

　白河会場の優先地域

県南地域・いわき地域

令和３年度　整備管理者選任後研修　受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

研修会場

公益社団法人福島県トラック協会
白河の関トラックステーション

西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１



　送付先  FAX番号 福島
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

令和　　４　年　　　　月　　　　　日

（申込み期間　Ｒ４／１／２６　～　２／９）
次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

開催日
どちらかに○を
つけてください

時間帯
どちらかに○を
つけてください

２／１４（月）
午前

（９：３０～１２：００）

２／１５（火）
午後

（１３：３０～１６：００）

※１　会場の定員に限りがあるため、会場ごとに優先地区を定めております。

※２　受講対象は、現在選任中の事業用自動車の整備管理者とさせていただきます。
　確認のため支局に提出した選任届の控えも併せて送付してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

　福島会場の優先地域

県北地域・相双地域

令和３年度　整備管理者選任後研修　受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

研修会場

公益社団法人福島県トラック協会　大研修室

福島市飯坂町平野字若狭小屋３２



　送付先  FAX番号 郡山２
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

令和　　４　年　　　　月　　　　　日

（申込み期間　Ｒ４／１／２６　～　２／９）
次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

開催日
どちらかに○を
つけてください

時間帯
どちらかに○を
つけてください

２／２１（月）
午前

（９：３０～１２：００）

２／２２（火）
午後

（１３：３０～１６：００）

※１　会場の定員に限りがあるため、会場ごとに優先地区を定めております。

　郡山会場の優先地域

県中地域・会津地域・南会津地域

※２　受講対象は、現在選任中の事業用自動車の整備管理者とさせていただきます。
　確認のため支局に提出した選任届の控えも併せて送付してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

令和３年度　整備管理者選任後研修　受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

研修会場

公益社団法人福島県トラック協会
県中研修センター　研修ホール

郡山市喜久田町卸３丁目５



　送付先  FAX番号 白河２
　　福島運輸支局  検査・整備・保安部門　０２４－５４６－３７５６

令和　　４　年　　　　月　　　　　日

（申込み期間　Ｒ４／１／２６　～　２／９）
次のとおり受講を予定しますので連絡します。

ふりがな

所属事業者名

住　　所

営業所名

連絡先 ℡

ふりがな

氏　名

生年月日

開催日
どちらかに○を
つけてください

時間帯
どちらかに○を
つけてください

２／１７（木）
午前

（９：３０～１２：００）

２／１８（金）
午後

（１３：３０～１６：００）

※１　会場の定員に限りがあるため、会場ごとに優先地区を定めております。

　白河会場の優先地域

県南地域・いわき地域

※２　受講対象は、現在選任中の事業用自動車の整備管理者とさせていただきます。
　確認のため支局に提出した選任届の控えも併せて送付してください。

※整備管理者手帳をお持ちの方は、研修当日持参してください。

令和３年度　整備管理者選任後研修　受講連絡書

福島運輸支局　検査・整備・保安部門　行き

受講整備管理者氏名

研修会場

公益社団法人福島県トラック協会
白河の関トラックステーション

西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針１５－１


