
沖 ト 協 発 第 １ ５ ８ 号 

令 和 ４ 年 1 2 月 2 1 日 

 

会員事業者 各位 

 

（公社）沖縄県トラック協会会長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

令和４年度 第２回 整備管理者研修の開催について 

 謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当協会の業務運営において格別なるご協力を賜りお礼申し上げます。 

 さて、標記につきまして、沖縄総合事務局車両安全課より研修案内がございます。 

 つきましては、受講を希望される会員事業者様は下記をご確認の上、別添の該当する申込書により、沖

縄県トラック協会あてＦＡＸ等によりお申込みいただきますようお願い申し上げます。 

なお、申込期限については、選任前・後研修ともに離島開催分（宮古・八重山開催）については令和４年

12 月 28 日（水）、本島開催分については令和５年１月１３日（金）までに沖ト協までＦＡＸでお申込くだ

さい。※沖ト協ホームページに「申込書」のデータを掲載しております。 

謹白 

 

記 

１．整備管理者（選任○前）研修  

（１）研修の対象者 

 〇整備管理者に選任される予定の者 

 ※整備管理者（選任前）研修を過去に受講された方、自動車整備士（１・２・３級）の国家資格をお持ち

の方は受講する必要はありません。 

 

（２）研修日程  

沖縄本島会場（陸運事務所（浦添市港川 512-4）にて開催） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

①  令和５年２月 14 日（火） 本日より令和５年１月 13日 9：00～9：30 9：30～13：00 

②  令和５年２月 14 日（火） 本日より令和５年１月 13日 14：00～14：30 14：30～18：00 

③  令和５年２月 15 日（水） 本日より令和５年１月 13日 9：00～9：30 9：30～13：00 

④  令和５年２月 15 日（水） 本日より令和５年１月 13日 14：00～14：30 14：30～18：00 

 

宮古会場（宮古地区トラック事業協同組合（研修室）） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

⑤ 令和５年１月 12 日（木） 本日より令和４年 12 月 28 日 12：00～12：30 12：30～16：00 



 

八重山会場（八重山トラック事業協同組合（研修室）） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

⑥ 令和５年１月 19 日（木） 本日より令和４年 12 月 28 日 12：00～12：30 12：30～16：00 

 

（３）申込方法：沖縄県トラック協会宛、別添「申込書」を FAX（定員になり次第締め切ります。） 

 

２．整備管理者（選任○後）研修 

 （１）研修の対象者 

  〇自動車運送事業に整備管理者として新たに選任された者（選任した年度の翌年度末までに受講する

こと）、又は、整備管理者として既に選任されており、前年度に研修を受講していない者。 

 

（２）研修日程及び会場  

沖縄本島会場（沖縄県自動車整備商工組合会館（浦添市港川 512-16）にて開催） 

（駐車場については陸運事務所駐車場となりますが、数に限りがございますので、できる限り公共交機

関をご利用ください。） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

①  令和５年２月６日（月） 本日より令和５年１月 13 日 9：00～9：30 9：30～12：30 

②  令和５年２月６日（月） 本日より令和５年１月 13 日 14：00～14：30 14：30～17：30 

③  令和５年２月７日（火） 本日より令和５年１月 13 日 9：00～9：30 9：30～12：30 

④  令和５年２月７日（火） 本日より令和５年１月 13 日 14：00～14：30 14：30～17：30 

 

宮古会場（宮古地区トラック事業協同組合（研修室）） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

⑤ 令和５年１月 13日（金） 本日より令和４年 12 月 28 日 12：00～12：30 12：30～15：30 

 

八重山会場（八重山トラック事業協同組合（研修室）） 

 研修年月日 受付期間 受付時間 研修時間 

⑥ 令和５年１月 20日（金） 本日より令和４年 12 月 28 日 12：00～12：30 12：30～15：30 

 

（３）申込方法：沖縄県トラック協会宛、別添「申込書」を FAX（定員になり次第締め切ります。） 

 

３．新型コロナウイルス感染防止対策について 

 ・感染予防のため、通常より定員を減らして研修を開催しているため不急の受講を控えること 

 ・マスクの着用（ハンカチやタオルなどの口を塞ぐことができるもので代用可） 

 ・研修会場への入場の際には、石鹸を用いた手洗い又は消毒薬での消毒 

 ・２週間以内に発熱等の症状で受診や服薬等をした場合には、受講を控えること 

 ・当日の検温及び体調を確認し、体調がすぐれない際には受講を控えること 



 

４．留意事項 

当協会へ申込された方へは、申込書の返送はいたしません。申込後は必ず沖ト協へ電話確認をしてく

ださい。 

駐車場には限りがございますので、なるべく公共交通機関をご利用下さい。 

 

５．研修受講についてのお願い 

（１）入場時の注意事項 

 ・研修当日は申込みの際に協会へＦＡＸした申込書を、コピーして２部ご用意ください 

 ・１つの事業所から複数名で申込した場合は、代表の方１名が申込書２部をご用意ください 

 ・研修当日は、申込書に記載した方が全員揃った状態で受付をお願いいたします 

※整備管理者手帳をお持ちの方はご持参ください。 

※整備管理者手帳を購入希望の方は、最寄りの支部にて事前に購入して下さい。 

 

（２）退場時の注意事項 

 ・研修終了後に退場方法についてアナウンスを行いますので指示に従って退場してください 

 ・選任前研修受講者で、修了書を受け取った後、速やかに誤脱字、生年月日の誤りが無いかを確認して

ください 

 ・選任後研修受講者で、手帳を受け取った後、速やかに手帳の名前と研修の押印を確認してください 

 ・修了書または手帳の記載に誤りがあった際には、会場の係の者に連絡してください 

 ・複数名で受講した方は、代表の方１名が修了書を受け取り、他の方に配布してください 

 

申込に対する問合せ先：沖縄県トラック協会適正化事業課 ＴＥＬ：098-863-0280 

研修に対する問合せ先：沖縄総合事務局車両安全課整備係 ＴＥＬ：098-866-1837 



１．会社情報

昭和

平成 年 月 日

昭和

平成 年 月 日

３．返送先

住所

整備管理者選任前研修　申込書
※当日は本紙をコピーして２部ご持参下さい。

受付時間

12：00～12：30

12：00～12：30

14：00～14：30

9：00～9：30

14：00～14：30

9：00～9：30

12:30～16:00

12:30～16:00

14:30~18:00

9:30~13:00

14:30~18:00

9:30~13:00

研修時間

ＦＡＸ番号 電話番号

陸運事務所 浦添市港川512-４ 令和５年２月14日（火）

会社名 担当者名

⑤

③ 陸運事務所 浦添市港川512-４ 令和５年２月15日（水）

④ 陸運事務所 浦添市港川512-４ 令和５年２月15日（水）

研修番号 開催場所 開催住所 開催日

令和５年1月19日（木）⑥
八重山トラック事業協同組

合（研修室）
石垣市字真栄里865-11

①

②

陸運事務所 浦添市港川512-４ 令和５年２月14日（火）

令和５年1月12日（木）宮古島市平良字久貝1205-1
宮古地区トラック事業協同

組合（研修室）

研修番号

※複数名で申込した場合は、代表の方１名が申込書２部をご用

意いただき、全員が揃った状態での受付をお願いします。
２．受講者の情報

氏名 ふりがな 生年月日

※事前に協会へ申込がない場合、研修を受講できません。

※当日は本人確認のため身分証をご持参ください。

※申込後の確認を必ず沖ト協へ行うようお願いします。

※注意事項

（公社）沖縄県トラック協会　

098-863-3591

098-863-0280

宛先

ＦＡＸ番号

電話番号



１．会社情報

３．返送先

ＦＡＸ番号

電話番号

沖縄県自動車整備商工組合会館 浦添市港川512-16 令和５年２月６日（月）

会社名

担当者名

⑤

③ 沖縄県自動車整備商工組合会館 浦添市港川512-16 令和５年２月７日（火）

④ 沖縄県自動車整備商工組合会館 浦添市港川512-16 令和５年２月７日（火）

研修

番号
開催場所 開催住所 開催日

令和５年１月20日（金）⑥
八重山トラック事業協同組合

（研修室）
石垣市字真栄里865-11

①

②

沖縄県自動車整備商工組合会館 浦添市港川512-16 令和５年２月６日（月）

令和５年１月13日（金）宮古島市平良字久貝1205-1
宮古地区トラック事業協同組合

（研修室）

9:30~12:309:00～9:30

※注意事項

（公社）沖縄県トラック協会　

098-863-3591

098-863-0280

宛先

ＦＡＸ番号

電話番号

研修番号

※複数名で申込した場合は、代表の方１名が申込書２部をご用意い

ただき、全員が揃った状態での受付をお願いします。
２．受講者の情報

14:30~17:3014:00～14:30

9:00～9:30 9:30~12:30

14:00～14:30 14:30~17:30

※事前に協会へ申込がない場合、研修を受講できません。

※整備士手帳、整備管理者手帳を保有している方は、研修当日に提出してください。

※当日は本人確認のため身分証をご持参ください。

※申込後の確認を必ず沖ト協へ行うようお願いします。

トラック

整備管理者選任後研修　申込書
※当日は本紙をコピーして２部ご持参下さい。

所属事業所 氏名

研修時間受付時間

12:30~15:30

受付番号

12:00～12:30

12:30~15:3012:00～12:30

事業の種類

トラック

トラック

トラック



 

整備管理者選任後研修 会場 


