全ト協ドライバー等研修について
平成 31 年度全ト協ドライバー等安全教育訓練促進助成制度は、全国のトラック協会会員事業所の従業員に対
する安全意識と運転技術の向上のため安全教育訓練実施を促進することを目的としています。
この制度で指定された研修を受講された場合は、
（公社）全日本トラック協会（以下「全ト協」
）と（公社）福
岡県トラック協会（以下「県ト協」
）から受講費を助成（1 泊 2 日研修は、受講費 1 万円、2 泊 3 日研修以上は、
受講費の 7 割）します。但し、G マーク認定事業所ついては、受講費の全額のみ助成します。
申し込みに際しては、このご案内をよく読んでからお申し込みください。

助成制度の内容について
助成の内容は次の通りです。
①助成対象者
：県ト協の会員事業所の従業員(ドライバー及び安全運転等の指導をされている管理者)
※資格は、普通免許以上が必要で、大型車の研修については大型免許が必要です。
②対象施設・日程：1 泊 2 日研修：2 ページに掲載されている施設。
日程については、研修施設に確認して下さい。
2 泊 3 日及び 3 泊 4 日研修：日程参照。
③参加人数（制限）
：1 会員事業所あたり 2 名まで
※但し、予算額や研修施設の定員等により受講できない場合があります。
④申し込み方法
：申込を希望される事業所は、申込書等を送付しますので県ト協業務一課 TEL
（092-451-7845）までお問い合わせください。
⑤助成金について ：研修にかかる受講費は、会員事業所が研修施設に立て替え払いをして頂き、受講終了後所
定の手続きにより県ト協に助成金の申請をして頂きます。

申し込み・受講にあたっての注意事項
１．県ト協から受講可の連絡を受けた後、受講の変更や中止をする場合
①県ト協から受講可の連絡を受けた後、受講日や、受講者の変更及び研修の中止など、申込書に記載した内容
が変更になる場合は、速やかに県ト協に連絡して下さい。
なお、研修中止の場合は、受講開始日の 7 日前までに取下届を県ト協に提出して下さい。
荒天や災害などでやむをえず研修が中止になる場合は、研修施設からあらかじめ連絡がありますが、もし連絡
がない場合は研修施設に直接問い合わせてください。なお、その際に生じた損害（交通費や宿泊費）について、
基本的にトラック協会や研修施設は保証しませんので了承ください。
（昨年度は荒天等による研修中止はありませ
んでした。
）
また、次の場合は、受講料の一部又は全額を受講者が負担しなければならない場合があります。
①研修受講開始日の 7 日前を経過して申し込みを取り下げたとき。
②特別な事由無く、申し込みをした研修を受講しないか、又は受講を途中で中止したとき。
③提出しなければならない書類を提出しないとき。
④研修や手続きにおいて本事業の趣旨に反した行為、又は不適切な行為があったとき。
２．研修生の心得
①研修期間中は、研修に専念し、研修施設の講師や職員の指示に従うこと。
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②研修期間中に生じたいかなる事故についても、研修施設及びトラック協会は一切の責任を負いません。
③故意又は過失により、研修施設に損害を与えた場合は当該受講者またはその事業主が補償するものとする。
④貴重品は各自が責任をもって保管すること。
⑤その他、集団研修を円滑に快適に進めていくためにも、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

申し込み手順について
申し込みをする場合は次の手順で行ってください。
なお、2 名受講される場合は、申込・報告書用紙等をコピーし、以下の手順を 2 回行って下さい。受講日が
それぞれ違う場合は、申込締切日に注意してください。
ＳＴＥＰ１ 申込書をＦＡＸする。
申込書に必要事項を記入し、県ト協にＦＡＸ(092-451-7964)で申し込んでください。
（1 泊 2 日研修受講希望の
会員事業者は、個別に研修施設に日程を確認して下さい。
）
受講の可否は、申し込んでから数日以内に県ト協から連絡しますので、申込責任者や会社の電話番号ははっき
りと書いてください。
また、申込書は 4 月～5 月の研修については、研修日の 10 日前まで、6 月～11 月の研修については、5 月 31
日（金）までに FAX（092-451-7964）してください。
申込締切日以降にＦＡＸした場合や、ＦＡＸ以外で申し込んだ場合は受付出来ません。
なお、受付は申込順ですので、定員や支部毎の予算が満額になり次第締め切る場合がありますのでご了承くだ
さい。
ＳＴＥＰ２ 受講料を立て替え払いする。
県ト協から受講可の連絡があったら、
希望する研修日の 7 日前までに受講料を研修施設に振り込んでください。
(立て替え払いしてください。但し、安全運転中央研修所（茨城県）については受講料から 3 日研修の場合 4,130
円を差し引いて振り込んで下さい。
）振り込み終了後、研修施設より、研修に関する連絡や研修の資料等が送られ
ます。
ＳＴＥＰ３ 研修を受講する。
基本的に研修中の食事代は、受講料に含まれていますが、安全運転中央研修所（茨城県）については、食事の
プリペイドカードを現地で購入していただくこととなっています。従ってプリペイドカード代は、受講料に含め
て助成致します。それ以上にかかった飲食代は自己負担となります。
ＳＴＥＰ４ 実施報告書を提出する。
実施報告書に必要事項を記入し、研修終了後 7 日以内に県ト協に提出してください。提出書類は次のとおり。
①実施報告書
②研修の修了証のコピー（写）
③受講料の領収書のコピー又は銀行振込金受取証のコピー（1 泊 2 日研修の場合不要）
④研修参加報告書
※G マーク認定事業所については、G マーク認定証
ＳＴＥＰ５ 助成金が振り込まれます。
実施報告書に基づき、立て替えて頂いた受講料の助成金を銀行振り込みで支払います。

2

問い合わせ・申し込み先（研修施設一覧）
施設
区分
特
定
研
修
施
設

（
研
修
所
）

指
定
研
修
施
設

№

所在地

(1)

愛知県

連絡先

研修施設
一般社団法人 愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター

愛知県みよし市福谷町西ノ洞21-127
電話0561-36-1010
ＦＡＸ 0561-36-1210
（名鉄線三好ケ丘駅より徒歩約20分）

(2)

埼玉県

一般社団法人 埼玉県トラック協会
埼玉県トラック総合教育センター

埼玉県深谷市黒田2091-1
電話 048-584-0055

ＦＡＸ 048-584-0090

（秩父鉄道永田駅より徒歩約25分）
(3)

茨城県

自動車安全運転センター
安全運転中央研修所

茨城県ひたちなか市新光町605番地16
電話 029-265-9560
ＦＡＸ 029-265-9552

(4)

滋賀県

クレフィール湖東交通安全研修所

滋賀県東近江市平柳町22-3
電話 0749-45-3872
ＦＡＸ 0749-45-3877

(5)

北海道

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー北海道
①東地区会場

①東地区会場 （JR根室本線釧路駅よりバスで約25分）
北海道釧路市芦野5-12-１
電話 0154-37-1196
ＦＡＸ 0154-37-1178

（JR常磐線勝田駅よりバスで約20分）

（JR東海道線能登川駅より送迎バスで約30分）

②西地区会場

②西地区会場 （JR室蘭本線苫小牧駅よりバスで約30分）
苫小牧市拓勇東町8-6-68
電話 0144-57-8410
ＦＡＸ 0144-57-8410

(6)

青森県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー弘前

青森県弘前市和泉一丁目3-1
電話 0172-28-2727
FAX 0172-28-3382

(7)

宮城県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー宮城
①東地区会場

①石巻中部自動車学校 （JR石巻あゆみ野駅より徒歩約15分）
宮城県石巻市門脇字浦屋敷124番1号
電話0225-94-1285
FAX 0225-94-1288

（ＪＲ弘前駅より送迎バスで約８分）

②西地区会場

(8)

群馬県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミーぐんま
①前橋自動車教習所
②かぶら自動車教習所

指
（定
教
研
習
修
所
施
）設

(9)

(10)

千葉県

神奈川県

②富谷自動車学校
宮城県富谷市三ノ関膳部沢上11番3号
電話 022-358-8787
FAX 022-358-8777
（市営地下鉄南北線泉中央駅より送迎バスで約15分）
①前橋自動車教習所 （ＪＲ前橋駅北口より送迎バスで約20分）
群馬県前橋市関根町二丁目1番地18
電話 027-233-1155
FAX 027-233-2004
②かぶら自動車教習所 （ＪＲ高崎駅より送迎バスで約20分）
群馬県藤岡市立石1563
電話 0274-42-0462
FAX 0274-42-8280

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー千葉
東洋自動車教習所

千葉県旭市鎌数5146
電話0479-64-0100

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー小田原

神奈川県小田原市蓮正寺540-2
電話0465-36-1215
FAX0465-37-4603

FAX0479-64-0102

（JR総武本線 千潟駅より徒歩12分）

（小田急線 蛍田駅より徒歩5分）
(11)

岐阜県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー大原

岐阜県多治見市幸町7丁目29-1
電話 0572-27-2356
ＦＡＸ 0572-27-2967
（ＪＲ多治見駅北口より送迎バスで約20分）

(12)

兵庫県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミーABOSHI

兵庫県姫路市網干区高田108番地
電話079-274-1839
FAX079-274-2729
（JR網干駅より徒歩5分）

(13)

広島県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミーテクノ

広島県安芸郡熊野町5640-1
電話 082-854-4000
ＦＡＸ 082-854-9466
（ＪＲ矢野駅より送迎バス約30分）

(14)

愛媛県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミー石原

愛媛県松山市空港通4丁目8-12
電話089-972-1010
FAX089-972-1039
（JR松山駅より送迎バス6分）

(15)

福岡県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミーＯＮＧＡ

福岡県遠賀郡遠賀町大字今古賀81-5
電話 093-293-2359
ＦＡＸ 093-293-2427
（JR鹿児島本線遠賀川駅より徒歩約7分）

(16)

宮崎県

総合交通教育センター
ドライビングアカデミーＭＩＹＵＫＩ

宮崎県都城市都北町7333番地
電話0986-38-1001
FAX0986-38-0908
（JR都城駅より車で10分）

【申込書・実施報告書の提出先】
（公社）福岡県トラック協会 業務一課 担当：今泉
〒812-0013 福岡市博多区博多駅東１丁目 18-8
※申込書はＦＡＸで提出してください。
※実施報告書は郵送又は持参で提出してください。
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ＦＡＸ 092-451-7964

