
九ト交協第０３６７号

令和３年１２月２４日

組合員  各 位

九 州 ト ラ ッ ク 交 通 共 済 協 同 組 合

理  事  長   川 口 廣 祥

安全運転講習会の開催について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

 平素から、当組合の運営に格別のご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。

 さて、当組合では事故多発の現況に鑑み、事故防止の強化徹底と安全運転思

想の普及向上を図るため、下記のとおり「安全運転講習会」を開催いたします

ので、多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。

敬 具

記

１．開催日時 （別紙参照）２０２２年１月２５日（火）～６月３０日(木) 
２．開催場所 （別紙参照）全２７会場 ３８回

３．受講対象者 トラック運転乗務員（管理者を含む）

４．講  師  九州トラック交通共済協同組合 安全推進部

５．講習内容  講話

・ドライブレコーダー映像による交通事故の実態と分析

・追突事故、交差点事故の防止対策と安全運転

・対歩行者、自転車事故の防止対策と安全運転

・構内、駐車場内事故の防止対策と安全運転

６．申込方法  別紙の「参加申込書」に内容を記載し FAXにて申込み
講習会開催日の 7日前厳守
ＦＡＸ ０９２－４７２－５８８８

※Ｇマークの取得・更新にあっては２点付与の対象講習です。

  選任運転者以外の従業員が研修を受講した場合は１点付与となります。

※コロナウイルス感染症対策としてマスク着用にご協力ください。

※出席者には、交通費（一人あたり 1,000円）を支給いたします。
※新型コロナウイルス感染症対策として、三密状況にならぬよう人数を制限し、

換気、アルコール消毒、マスクの着用徹底など、出来る限りの対策を講じてま

いりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願い申し上げます。（体温が

37.5°を超える方は入場できませんので、外出前に各自で検温をお願いしま
す。）



年 月 日

九州トラック交通共済協同組合 行き

事業所名                

部署・担当者名             

担当者連絡先 TEL

受講証明書送付先住所        

              〒

安全運転講習会参加申込書

地域名  

日 時  月  日(  ) 時開始

会 場  

参加人数      名  

※講習日程・会場は別紙参照

※希望時間を必ず記入してください

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

当共済では、事故防止対策事業として事故ゼロを目指し、地域ごとの「本講習」を

はじめ、個々の組合員を対象にした「個別講習」、トラック運送事業運輸安全規則

に定める「特別指導講習」、運転操作機器を使用した「運転適性診断」等を実施し

ております。

年間に複数回の事故を発生させる運転手も少なくなく、その安全教育が急務と思わ

れますので、積極的な参加受講をお願いいたします。

※令和 2年 4月 1日～令和 3年 3月 31日までに複数回の事故を起こしたドライバーの数 
計 122人  2回 107人、3回 12人、4回 2人、5回 1人

【お問い合わせ先】

九州トラック交通共済協同組合 安全推進部

TEL 092-451-7865 FAX 092-472-5888
（または お近くの「支所」まで お問い合わせください）



№ 地域名 日　　程 曜日 時　　間 会　　  場　  　名 住　　　　　　　　　　　　所 定員

2階大研修室 福岡県飯塚市川津680-41

℡0948-21-1150

2階大研修室 福岡県飯塚市川津680-41

℡0948-21-1150

第5研修室 福岡県京都郡苅田町京町2-5

℡093-436-0061

多目的ホール 福岡県北九州市門司区吉志新町2-1-1

℡093-481-0290

2階研修室 福岡県北九州市小倉北区西港町9-14

℡093-561-3092

2階研修室 福岡県北九州市小倉北区西港町9-14

℡093-561-3092

80
（50）

2 筑　豊 1月25日 火 18:00～19:10 飯塚研究開発センター
80
（50）

　　　　　安全運転講習会　２０２1年度計画表　　 筑豊・北九州地域　　　　　（　）は規制定員

1 筑　豊 1月25日 火 15:00～16:10 飯塚研究開発センター

松ケ枝南市民センター
60
（30）

3 北九州 2月1日 火 18:00～19：10 苅田町中央公民館
80
（40）

4 北九州 2月4日 金 18:00～19：10

150
（80）

6 北九州 2月9日 水 18:00～19:10
北九州緊急物資輸送センター
福ト協　北九州支部内

150
（80）

5 北九州 2月9日 水 15:00～16:10
北九州緊急物資輸送センター
福ト協　北九州支部内



№ 地域名 日　　程 曜日 時　　間 会　　  場　  　名 住　　　　　　　　　　　　所 定員

研修室2 長崎県平戸市田平町山内免270-1

℡0950-57-0207

5階大会議室 大分県大分市向原西1-1-27

℡097-558-6311

多目的ホール 大分県宇佐市四日市391-10

℡0978-33-4771

多目的ホール 大分県宇佐市四日市391-10

℡0978-33-4771

２階中会議室 大分県竹田市荻町馬場367

℡0974-68-2025

2階研修室 長崎県諫早市津久葉町5-115

℡0957-25-2560

2階研修室 長崎県諫早市津久葉町5-115

℡0957-25-2560

3階中会議室AB 長崎県佐世保市稲荷町2-28

℡0956-32-8929

※（予定）になっている会場は、事情により日程ならびに会場を変更することがあります。

佐世保市労働福祉センター
165
（80）8 長　崎 3月31日 木 18:20～19:30

100
（50）

4 大　分 3月8日 火 18:00～19:10
宇佐市勤労者総合福祉センター
さんさん館

100
（50）

　　　　　安全運転講習会　２０２1年度計画表　　 大分・長崎地域　　　　　　（　）は規制定員

3 大　分 3月8日 火 15:00～16:10
宇佐市勤労者総合福祉センター
さんさん館

1 長　崎 3月1日 火 18:00～19:10 田平町民センター

50
（25）5 大　分 3月16日 水 18:00～19:10 荻公民館

つくば倶楽部（予定）
84
（40）

7 長　崎 3月22日 火 18:00～19:10 つくば倶楽部（予定）
84
（40）

6 長　崎 3月22日 火 15:00～16:10

40
（20）

2 大　分 3月3日 木 18:20～19:30 大分県トラック会館
100
（50）



№ 地域名 日　　程 曜日 時　　間 会　　  場　  　名 住　　　　　　　　　　　　所 定員

ホール 福岡県糟屋郡志免町志免451-1

℡092-936-8141

ホール 福岡県糟屋郡志免町志免451-1

℡092-936-8141

集会室1・2 福岡県遠賀郡遠賀町大字広渡６

℡093-293-6525

会議室1 福岡県糸島市池田216-1

℡092-322-1641

研修室1-2 福岡県糟屋郡新宮町新宮東4-1-1

℡092-962-5555

研修室1-2 福岡県糟屋郡新宮町新宮東4-1-1

℡092-962-5555

大研修室 福岡県糟屋郡宇美町平和1-1-1

℡092-933-2607

2階多目的ホール 福岡県筑紫野市上古賀1-5-1

℡092-925-4321

2階多目的ホール 福岡県筑紫野市上古賀1-5-1

℡092-925-4321

※（予定）になっている会場は、事情により日程ならびに会場を変更することがあります。

120
（60）9 福　岡 4月20日 水 18:00～19:10 筑紫野文化会館

80
（40）

8 福　岡 4月20日 水 15:00～16:10 筑紫野文化会館
120
（60）

7 福　岡 4月15日 金 18:00～19:10 宇美町中央公民館（予定）

60
（30）

6 福　岡 4月13日 水 18:00～19:10 そぴあしんぐう（予定）
60
（30）

5 福　岡 4月13日 水 15:00～16:10 そぴあしんぐう（予定）

50
（25）

4 福　岡 4月6日 水 18:30～19:40 波多江コミュニティセンター（予定）
50
（25）

3 福　岡 4月5日 火 18:00～19:10 遠賀コミュニティセンター（予定）

267
（130）

2 福　岡 4月1日 金 18:00～19：10 シーメイト（予定）
267
（130）

　　　　　安全運転講習会　２０２２年度計画表　　 福岡地域　　　　　　　　　（　）は規制定員

1 福　岡 4月1日 金 15:00～16:10 シーメイト（予定）



№ 地域名 日　　程 曜日 時　　間 会　　  場　  　名 住　　　　　　　　　　　　所 定員

第4研修室 福岡県柳川市大和町栄231

℡0944-76-1116

2階研修室 福岡県久留米市東合川5-8-5

℡0942-44-3700

2階研修室 福岡県筑後市長浜2327-1

℡0942-52-3114

2階研修室 福岡県筑後市長浜2327-1

℡0942-52-3114

※（予定）になっている会場は、事情により日程ならびに会場を変更することがあります。

45
（20）

　　　　　安全運転講習会　２０２２年度計画表　　 筑後地域　　　　　　　　　（　）は規制定員

1 筑　後 5月17日 火 18:00～19：10 柳川市大和生涯学習センター（予定）

99
（50）

3 筑　後 5月27日 金 15:00～16:10
筑後緊急物資輸送センター
福ト協　筑後支部内

140
（70）

2 筑　後 5月25日 水 18:30～19：40 地場産くるめ（予定）

140
（70）4 筑　後 5月27日 金 18:00～19:10

筑後緊急物資輸送センター
福ト協　筑後支部内



№ 地域名 日　　程 曜日 時　　間 会　　  場　  　名 住　　　　　　　　　　　　所 定員

3階大会議室 佐賀県佐賀市日の出1-21-10

℡0952-32-3000

3階大会議室 佐賀県佐賀市日の出1-21-10

℡0952-32-3000

3階大会議室 佐賀県鳥栖市元町1380-5

℡0942-83-3121

205視聴覚室 佐賀県三養基郡上峰町坊所319-4

℡0952-74-3241

205視聴覚室 佐賀県三養基郡上峰町坊所319-4

℡0952-74-3241

視聴覚室A（西） 佐賀県小城市三日月町長神田1845

視聴覚室B（東） ℡0952-72-1616

視聴覚室A（西） 佐賀県小城市三日月町長神田1845

視聴覚室B（東） ℡0952-72-1616

研修室 佐賀県伊万里市松島町350-4

℡0955-23-9988

2階視聴覚室 佐賀県多久市小侍7-1

℡0952-74-3241

研修室 佐賀県鹿島市納富分2700-1

℡0954-63-2138

会議室 佐賀県唐津市和多田大土井1-1

℡0955-73-2888

※（予定）になっている会場は、事情により日程ならびに会場を変更することがあります。

6月23日 木 18:00～19:10 伊万里コミュニティセンター（予定）
65
（30）

上峰町民センター（予定）
80
（40）

4 佐　賀 6月16日 木 15:00～16:10

佐　賀5 6月16日 木 18:00～19:10

鹿島市生涯学習センター「エイブル」
　　　　　　　　　　　　　　　　（予定）

60
（30）

40
（20）11 佐　賀 6月30日 木 18:00～19:10 唐津市文化体育館（予定）

10 佐　賀 6月29日 水 18:00～19:10

90
（45）

9 佐　賀 6月28日 火 18:00～19:10 多久市中央公民館（予定）
84
（40）

7 佐　賀 6月22日 水 18:00～19:10
小城市生涯学習センター
「ドゥイング三日月」（予定）

8 佐　賀

120
（60）

6 佐　賀 6月22日 水 15:00～16:10
小城市生涯学習センター
「ドゥイング三日月」（予定）

90
（45）

3 佐　賀 6月8日 水 18:00～19:10 鳥栖商工会議所

上峰町民センター（予定）
80
（40）

130
（65）

2 佐　賀 6月3日 金 18:00～19:10 佐賀市文化会館
130
（65）

　　　　　安全運転講習会　２０２２年度計画表　　 佐賀地域　　　　　　　　　（　）は規制定員

1 佐　賀 6月3日 金 15:00～16:10 佐賀市文化会館



ご来場の皆さまへ

ご来場にあたり、コロナ感染防止対策として①～④までの項目で 1つでもあてはまる
方は会場に入場できません。

新型コロナウィルス感染症に関係するいかなる症状も直前の 14日以内に見られ
ないこと。

 ア 平熱を超える発熱

 イ 咳、のどの痛みなど風邪の症状

 ウ だるさ(倦怠感)・息苦しさ(呼吸困難) 
 エ 嗅覚や味覚の異常

 オ 体が重く感じる・疲れやすい等

生活を共にする家族等にも新型コロナウィルス感染症に関するいかなる症状も直

前の 14日以内に見られないこと。

新型コロナウィルス感染者や感染が疑われる人に直前の 14日間に接触していな
いこと。

過去 14日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、
地域への渡航又は当該在住者との濃厚接触していないこと。

会場入場の際の注意点について

会場では、検温と手指の消毒を実施させていただきます。

受講の際は必ずマスクを着用してください。

会場に入場の際はアルコール等による手指消毒を実施してください。

他の受講者との距離を確保し、 座席は 1つ空けて座るようにしてください。

会場内では大きな声での会話等はお控えください。

感染拡大防止のため、皆さまのご理解とご協力をお願いいたします。


