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● 主 催      認定特定非営利活動法人じゃんけんぽん 

● 共 催      群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会 

● 協 力      群馬ダイハツ自動車株式会社 

 

● 日時および会場  

区分 日時 場所 定員 

(1) 講 義    

オンライン 

２０２２年 9月 29日 （木） 

受付 ９:00～ 講義 9:30～１７:00 

オンライン(Zoom) 

 

80名 

 

(2)実技 

①②どちらか

1日間 

① ２０２２年 10月 17日 （月） 

② ２０２２年 11月 14日 （月） 

(開場 8:45) 受付 9:00講習 9:30～17:00      

※講義を受講していないと実技は受講出来ません 

(両日ともに) 

安中自動車教習所 

住所：安中市原市 425 

ＴＥＬ：０２７－382－1562 

各 40名 

 

実技日程は、ご希望に添えないことがあります。手続きが確認でき次第、決定通知をお送りしますので必ずご確認ください。 

 

● 締め切り延長  ２０２２年９月 15日（木） 申込は先着順とし、電話予約等の受付はできません 

 

定員になり次第キャンセル待ちの受付とします。 キャンセル待ちお申込みの方へは、空きが出来た方のみ順番にご連絡させていただきます。 

● 受講費  講義・実技・教材費・テキスト代・消費税を含みます。 

・群馬県住民参加型在宅福祉サービス団体連絡会会員または、79条関係  ・・・・    １０，０００円 

・4条関係                                                     ・・・・    １５，０００円 

 

● 受講キャンセル時の返金について   

※受講キャンセルの理由は問いません。返金時の振込手数料は差し引かせていただきます。 

申し込み締め切り  (8月 31日) まで ・・・・  100％返金 

講義(オンライン)3週間前 (9月 8日) まで ・・・・   50％返金 

接続テスト前日 (9月 15日) まで ・・・・   20％返金 

9月 16日以降および連絡がない場合 ・・・・    返金なし 

※大きな災害が発生した場合や、主催者都合により講習会を中止する場合は全額返金いたします。 

※医師の診断書がある新型コロナウイルス感染症などで、当法人が認めるケースでは、天災と同様の対応とする場合があります。 

                                                                                    20220826 

道路運送法上、福祉有償運送・過疎地有償運送・市町村運営有償運送に従事する運転者の要件の１つとして、「国土交通

大臣が認定する講習を修了していること」（道路運送法施行規則第５１条の１６第１項第１号）が必要になっています。当法

人では群馬県での移動支援の担い手創出の為、国土交通大臣より認定を受け、標記講習会を次の通り開催します。 

 ２０２２年度  第 2回  国土交通省認定 

移送サービス運転協力者講習会 
（福祉有償運送運転者講習・セダン等運転者講習） 

開 催 要 項 

締め切り日時を延長いたしました。 

2022年度の群馬県内の講習会は今回が最終となります。 
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● 受講要件 

1. 新規事業所が推薦する運転者 

2. 既存事業所が推薦する運転者であって、過去に運転講習を受けていない運転者 

※地域でのサービス提供の受給調整に伴い、未受講者の受講を優先させていただきます、あらかじめご了承ください。 

※本講習は、一般的な安全運転の技術力がある方を対象としています。実技状況により当日の終了証の発行を見合わせる場合があります。 

● 受講コース 

本講習では、下記の両コースを同時開催し、両コース共に修了します(別々に受講する事はできません)。 

1. 福祉有償運送コース  福祉車両のみを使用して福祉有償運送を行っている（又は行う予定）法人 

2. セダンコース        セダン車両を使用（又は福祉車両と併用）して福祉有償運送を行っている（又は行う予定）法人 

● 講習内容 

（１）講義 (オンライン) （２）実技 (自動車教習所) 

・移送サービスとは ・福祉車両について(講義) 

・移送サービスの利用者を理解する               ・演習（接遇・介助と車両の取扱いについて） 

・移送サービスの運転について                   ・演習（運転実技演習・介助演習）  

・移送サービスの法律を理解する                 ・講評  

・緊急時の対応とより安全な・安心な運行の為に 

・接遇・介助について 

● 講義（オンライン）について 

1. 講義では Zoomを使用します。インターネット環境および PC・タブレット等の接続機器が必要となります。 

出席確認も兼ねますので、常時カメラを ON にしてご参加ください。接続機器にカメラ等が付属していない場合は

別途ご準備いただき、使用できることを予めご確認ください。長時間の受講となりますので、PC を推奨いたします。 

2. 接続機器 1台につき複数人が参加しても問題ありませんが、必ず顔が映るようにお願いします。 

3. 休憩時間を除き、講義中に１５分以上ご本人の姿が確認できない場合は修了証の発行はできません。 

● Zoom接続テストについて   

1.  当日の入室をスムーズに行うため、当日接続する台数にて接続を担当する方が必ず参加してください。 

2.  時間になりましたら、入室許可を開始いたします。所要時間は１５～30分程度となります。 

接続テスト① ２０２２年 9月 16日 (金)    １０：００～説明開始 

接続テスト②             9月 16日 (金)    １1：００～説明開始 

接続テスト③     9月 21日 (水)   １4：００～説明開始 

接続テスト④  9月 21日 (水)   １5：００～説明開始 

 

● 参加申込み方法 

ホームページの申し込みフォームより、必要事項を入力ください。お電話での予約・受付はできません。 

【手順１】   web申し込み専用フォームにて必要事項を入力し、送信してください。 

https://forms.gle/mN7BXoJKEHe7iD5TA 

※申し込み入力送信後、入力内容が Googleフォームからメールで届きます。 

メール受信のない場合は、入力が完了していない場合がありますのでご確認ください。 

また、同じ方を複数回、申し込みしてしまった場合は、必ず事務局までご連絡くださいますようお願いいたします。 

※ 手順 1のみでは、申込は完了しておりませんので次へお進みください。 

 

 

 

 
申込みフォーム 

お申込みが直前の場合は、ご希望の日程に添えない場合があります。 
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【手順２】  申し込み後、３日以内（消印有効）に下記の書類を郵送してください。先に FAX でお送りいただけると

手続きがスムーズに行えます。 FAX番号 027-350-3192です。ご協力お願い致します。 

※どちらも登録の有効期限を確認してください。 

1. 受講者運転免許証確認票 兼 写真票    (受講生 1人につき 1枚) 

(本要項４頁にある様式 1に免許証のコピーしたものを添付) 

2. 福祉有償運送等の登録証（79条登録証又は 4条許可証）の写し   (事業所で 1枚) 

 

【手順３】  お振込み依頼通知を受信後、３日以内(土日除く)に、受講料を指定の口座にお振込みください。 

(お送りいただいた書類を確認後、メールにてお振込み依頼をご連絡します。また、振込手数料はご負担ください) 

※振込名義人は受講者本人の名前にしてください。他の名前で振り込む場合は、必ず申し込みの際に、備考欄にその旨ご記入お願いします。 

 

●受講までのながれ 

・ お申込み手続き完了後に、決定通知書とテキスト等をお送りします。 

・ 接続先 URLは申込み時に入力されたアドレス宛にメール連絡いたしますので転送等ご対応願います。 

・ 接続テストには当日操作される方がご参加ください。 

(オンライン受講日、時間通りに入室出来ませんと受講が認められません) 

・接続テストと講義の URLは異なります。必ず日時をご確認の上接続ください。 

 

●注意事項 

1. 申込み時に提出していただいた個人情報は、認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽんの個人情報保護規定に従い、本講習会運

営のみに使用し、それ以外の目的では使用いたしません。 

2. ガイドラインにのっとった感染症対策をほどこして講習を開催いたします。実技会場では、常時マスクの着用・手指消

毒・無言飲食の徹底など係員の指示に従ってください。また、当日は体調確認書の提出をお願いいたします。必ず自

宅で検温し、体調確認書にご記入の上ご持参ください。当日３７．5℃以上の発熱が認められる場合、過去 2 週間以

内に新型コロナウイルス感染症や濃厚接触が疑われる場合はご参加いただけません。 

3. 全日程を受講していない、遅刻や受講状況に問題が見られる等、国土交通大臣の認定条件により修了を認めない場

合等があります。その場合受講費の返金はいたしません。 

4. 実技日程はご希望に添えない場合もあります。あらかじめご了承ください。日程は決定通知にてご連絡いたします

ので必ずご確認ください。 

5. 受講決定後、受講の諸注意とテキストを郵送します。担当の方は、必ず講義日までに受講者本人にテキストが届くよ

うご配慮ください。テキスト代は受講料に含まれているのでご返金は出来ません。 

6. Zoom 接続先は、メールにて連絡します。2 日前までにメールが届かない場合はお電話にてご確認をお願いいた

します。また、接続日までに、受講者への転送を必ずお願いいたします。 

7. 郵送書類（様式１及び登録証のコピー）が届かなかった場合や、所定期日までに受講料が振り込まれなかった場合は、

申し込みが完了しておりません。必ず所定期日までにご対応ください。ご連絡のない場合はキャンセルとさせていた

だきます。 

●お問い合わせ・書類郵送先 

認定ＮＰＯ法人じゃんけんぽん 本部事務局 （担当：吉川・大佐古） 

〒370-3521 群馬県高崎市棟高町 954-8 

ＴＥＬ： 027－350－3191   

メール：jkp.kensyu@gmail.com 

mailto:jkp.kensyu@gmail.com


4 

 

 

 

 

 

 

 

 

受講者運転免許証確認票 兼 写真票 
(1人分ずつ添付してください) 

 
 

※ 申し込みフォームから申し込み 3日以内に下記 2点を郵送にてお送りください 
 

1. この用紙に免許証を受講者の顔が判別できるようにコピーし貼付ください  受講生 1人につき 1枚 

2. 福祉有償運送等の登録証(79条登録証又は 4条許可証のコピー) 事業所で 1枚 

（白黒でもかまいません。写真はオンライン講習の参加確認等、写真票としても利用します）。 

◎免許証、登録証ともに有効期限を確認してください 

 

 

 

 

 

 

免許証オモテ                                            

(顔が認識できるようにコピー 白黒可) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

免許証ウラ 

(記載事項が無くても、必ずウラ面も) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

様式１ 

＜郵送先＞ 

〒370-3521 群馬県高崎市棟高町 954-8 

認定 NPO法人じゃんけんぽん 本部事務局 吉川宛 

 


