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指定自動車教習所及び県協会の適切な運営
各種事業の積極的推進
平成２９年度も前年度に引き続き、適正教習等に配意しつつ、既得免許所持
者等に対する各種講習等の実施、公安委員会の委託業務の受託拡大と併せて、
県協会と各指定自動車教習所との連携を密に各種事業を積極的に推進した。
２ 公正競争規約の適正な運用
「指定自動車教習所業における公正競争規約（平成１７年１月２日施行）」
を踏まえ、公正競争規約マニュアルに基づき、公正競争規約の適正な運用に努
めた。
なお、平成２９年度は 公正競争規約等に抵触する違反行為等はなかった。
３ 個人情報の適正な取扱いに関する施策の推進
「公安委員会が所管する事業を行う者が講ずべき個人情報の保護のための
措置に関する指針（ガイドライン）」及び「指定自動車教習所の事業を行う者
が講ずべき個人情報保護のための措置に関する指針」を遵守し、平成２５年４
月１日施行の当協会の「個人情報保護規程」、や各指定自動車教習所毎に制定
されている個人情報保護規程に基づき、個人情報の適正な取扱を推進した。
また、「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関
する法律」いわゆる「マイナンバー法」の適正な運用にも努めた。
４ 「指定教習所管理マニュアル」活用による適切な教習所管理の推進
本県における新規運転免許取得者の約９５％を、会員の指定自動車教習所卒
業生が占めていることに鑑み、「仮免許学科試験業務」や「高齢者講習」の実
施、及び指定講習機関としての「取消し処分者講習」や「初心運転者講習」を
適切に実施する等、県内の運転免許行政の一翼を担うべく、全指連発刊の「指
定自動車教習所管理マニュアル」(平成１７年３月発刊)に基づき適正な教習所
管理に努めた。
５ 消費税増税に伴う転嫁・表示カルテルの遵守と的確な対応
平成２６年４月の消費税増税に伴う消費税の転嫁及び表示カルテルを継続
実施中であり、引き続き各教習所と連携して適正な「転嫁・表示カルテルの遵
守」の運用に努めた。
なお、消費税増税の延期に伴い、転嫁・表示カルテルについても、平成３３
年３月３１日まで延長となっている。
第２ 自動車教習所の事業発展のための施策の推進
１ 教習所運営等に関する調査研究及び教習需要に関する情報の収集
全国的には少子・高齢化や若者の車離れ等により、教習所運営も厳しい状況
が続く中、当県においても教習所入校生が対前年度で減少しており、教習所の
永続的な発展のため、教習所運営等に関する調査研究を積極的に行った。
教習所入所者は対前年比で減少しており、今後も入所者の減少が続くことが懸
念されることから、今後の入所者減少対策や教習需要に関する情報の収集等、
その対策をすすめることとした。
２ 指定自動車教習所の広報活動の積極的推進
交通安全運動期間中はもとより、県協会及び各自動車学校のＨＰ(ホームペ

ージ)を活用した広報及び県内マスコミを活用した広報のほか、自動車学校の
施設内でのポスター掲示、のぼり旗の掲出、送迎車両による広報活動等を実施
して、交通事故防止に努めた。
第３ 教習・講習方法に関する調査研究
１ 教習生に関する各種教習方法の調査研究
学科教習については、パワーポイントを活用した教習を積極的に推進するた
め、協会において各教習所が使用できる統一的な教習用資料の作成に向けた研
究をすすめた。
また、二輪車の実技指導についても、ビデオを活用した機材の作成検討を行
ったほか、中小企業団体中央会の企業研修等を活用して教習指導員や技能検定
員、職員等のパソコン研修の積極的な受講支援に努めた。
２ 高齢者講習・初心運転者講習の推進
年々増加する高齢者講習に対応するため、長期受講待ち対策として、県協会
で高齢者講習受講者が把握できる「高齢者講習予約システム」を運転免許課と
連携して構築し、１０月から運用開始したところである。(現在システム改修
で停止中)
なお、同システム構築と併せて公安委員会から高齢者講習や初心運転者講習
等の案内事務を主として、講習受付案内関係事務を公安委員会から委託を受け
ており、高齢者講習の長期入校待ちの解消に努めた。
また、初心運転者講習についても、受講期限（受講通知後１月以内）が定め
られていることを踏まえ、繁忙期、閑散期を問わず確実な実施できるよう、各
教習所と連携を図りながら積極的な業務推進に努めた。
３ 二輪車教習における安全対策の実施
二輪車教習時の安全対策については、各校ごとに趣向を凝らした対策を実施
しており、指定自動車教習所の教習の細目に関する規則により義務化されてい
るプロテクター装着による教習の安全実施について、各教習所と連携して、な
お一層の定着化を図った。
４ 大型二輪免許の資格審査と教習指導員二輪安全運転競技大会」の開催
技能検定員や教習指導員の大型二輪免許の資格審査について、これまで、安
全運転中央研修所のみで実施していたが、各教習所からの要望を受け、技能検
定員の審査については、県内において実施しているところである。
また、運転免許課（教習係）から、教習指導員等の運転技能が未熟であると
の指摘を受け、平成２７年度から教習指導員、技能検定員の技能向上を目的に
安全運転競技大会を開催しており、大会開催により指導員等に運転技能向上等
が見られることから、今年度も引き続き、「第３回教習指導員二輪車安全運転
競技大会」を開催して、教習指導員の教習指導能力の向上を図った。
なお、今後とも教習指導員の資格審査について、県内実施について要望して
いくこととしている。
５ 道路交通法改正伴う準中型運転免許及び高齢者講習への対応
道交法改正に伴う補充講習については、平成２８年度１２月まででほぼ終了
したが、補充講習終了後に新たに教習指導員審査に合格した方に対する講習に
ついても、一部指定教習所からの要望を受け、６月１０日に高齢者講習５名、
技能検定員６名、教習指導員１４名の補充講習を行い、道交法改正に伴う伝達
補充講習を終了した。

その結果、今回の法改正に伴う伝達補充講習受講者は
高齢者伝達講習受講者
２１校 ２１５名
準中型伝達補充講習受講者
２１校 ３３２名 延べ５４７人
となり、すべて受講者に対し受講証明書が交付された。
第４ 教習指導員等の教習水準の向上に関する施策の推進
１ 職員法定講習の適正、かつ、効果的な推進
職員法定講習については、従来から沖縄県公安委員会から当協会が受託し
て実施しており、今年度も部外講師による講習や実技担当専任講師を選定し
た上で、指導能力の充実を図る等、適正かつ効果的な講習に努めた。
その結果、法定講習受講者は副管理者、教習指導員、技能検定員合計で５４
６人が受講した。
２ 応急救護処置指導員養成講習の実施
応急救護処置指導員養成講習については、例年、運転免許課や赤十字沖縄支
部等、関係機関と連携し、効果的な講習を実施しており、平成２９年度は１月
９日(月)から１４日(日)までの６日間、赤十字沖縄支部講習室において、第一
種応急救護処置指導員養成講習」を実施した。
なお、費用については全額県協会の予算で実施した。
３ 運転適性検査指導者養成講習の実施
運転適性検査指導者養成講習については、これまで教習指導員のみを対象に
実施していたが、平成２７年度からは事務職員等にも対象枠を拡大して実施し
ているところであり、平成２９年度も運転免許課講習係と連携を図りながら１
１月１７日に運転適性検査を実施し、１２月２１日、２２日の両日、運転適性
検査合格者に対し「新任教養」を運転免許センター内において実施した。
４ 学科教習競技大会の継続実施と九州地区大会への派遣
県内における学科教習競技大会については、教習指導員のレベルアップを図
る観点から、６月２６日(月)に運転免許センターにおいて開催し、５教習所か
ら５人が出場した。
同大会で優勝した糸満自動車学校 稲福丈彦指導員については、８月に福岡県
で開催された九州地区大会に沖縄県代表として派遣した。
なお、同指導員は九州地区大会においても入賞(３位)したことから、１０月
に東京都において開催された全国大会に、学習のための視察要員として派遣さ
れた。
５ 認知機能検査員資格者講習の実施
認知機能検査員資格者講習を受講させることにより、認知機能検査の実施や
高齢者等に対する面談等、改正道路交通法の施行に向けて臨時適性検査等の適
切な実施のために、運転免許課と連携して実施した。
なお、同講習会は１０教習所から２０人と当協会事務職員４人の計２４人を
対象に１１月１０日運転免許センターにおいて開催し、全員に受講者証を交付
した。
６ 取消し処分者講習指導員に対する実務実習の実施
中央研修所において新任運転適性検査指導員等研修課程修了者９名に対し、
１１月初旬から１２月中旬までの間に、現に取消し処分者講習を実施している
５教習所において、運転免許課と連携して実務実習を行なった。
なお、平成３０年度以降も必要により実務実習を計画することにしている。

７

障害者運転復帰に向けた教習所指導員講習会の開催
当協会及び沖縄県作業療法士会との共催により、本田技研工業株式会社安
全運転普及本部の協力を得て、障害者運転復帰に向けた教習所指導員講習会
を９月３０日（土）に運転免許センターにおいて開催した。
講習会には、運転免許課から適性係から試験補佐以下４名、４教習所から
１０名の教習指導員、リハビリ病院等から作業療法士３０名が参加した。
８ 原付講習研修会の開催
日本交通安全普及協会とタイアップして、教習所指導員を対象に原付車両の
安全運転講習の指導員を養成する研修会を、５月２７日(土)に運転免許センタ
ーにおいて開催した。
同研修会には先島を除く１７教習所から２６名が参加した。
第５ 交通安全思想の普及に関する施策の推進
１ 交通安全運動の推進と交通安全教育センター活動の積極的支援
各季の安全運動期間中、各教習所を中心に実施している各種イベントを積極
的に支援等、交通事故防止のための各種施策を積極的に推進した。
また、各教習所が地域における交通安全教育センターとしての各種活動が出
来るよう、交通安全活動用資器材の配賦等により積極的に支援に努めた。
２ 教習所の 1 日開放の積極的支援
各教習所が地元警察署や交通関係機関・団体と連携し、毎年６月２１日に実
施している「指定自動車教習所の日」や各季の交通安全運動期間中に教習所の
1 日開放を実施するための積極的な支援に努めた。
３ 県協会と教習所と連携した「交通安全講習会」の積極的推進
県協会と各教習所が連携して実施している、
「子供や高齢者の事故防止」、
「若
年者や高校生の事故防止」のほか、「飲酒絡みの事故防止」等の各種交通安全
講習会について積極的に支援した。
なお、本講習会については、県協会から配布した、
「交通安全講習実施教本」
に基づき実施しており、平成２９年度も８教習所が２６回実施したことから県
協会予算から補助金を支出した。
第６ 一般社団法人移行後の諸手続の実施
１ 公益目的支出事業（継続事業）の実施
交通安全運動等交通事故防止関連事業として「交通安全運動等の推進」、
「交
通安全講習会等の開催」を初心運転者育成のための指定自動車学校教習指導員
等の教習水準向上事業として「学科教習競技大会の開催」、「応急救護処置指
導員養成講習」を推進した。
○ 交通安全運動等交通事故防止関連事業
○ 初心運転者育成のための教習指導員等の教習水準向上事業
＊ 本年度で公益目的支出事業(継続事業)は終了となった。
２ 公益目的支出事業の結果報告書作成と行政庁への報告
一般社団法人移行時に届け出た公益目的支出事業（継続事業）の平成２９年
度の実施結果については、定時総会終了後、沖縄県担当課及び運転免許課に報
告することとしている。
第７ 受託業務等の適正な推進
１ 職員法定講習、取得時講習、原付講習等受託業務の適正な推進
職員法定講習については、４の１のとおり、部外講師の講話を取り入れたほ

か、実技担当専任講師の指導能力の充実強化を図るため、専任講師研修会を開
催する等講習の適正な実施に努めた。
２ 公安委員会からの受託業務拡大のための調査研究
平成２９年度に当協会が受託した業務は「職員法定講習」
「取得時講習」
「講
習受付案内関係事務」の３種類であった。
今後、県協会の安定的な運営と各自動車学校の閑散期対策や業務の負担軽減
策等の観点から、現在公安委員会が直営で実施している各種業務及び他の民間
団体等に委託している業務について、受託業務拡大のため県協会での受託の可
能性について調査研究を継続して行くこととしている。
第８ 関係機関・団体との連絡調整
今年度も交通事故防止に資するため、沖縄県や道路管理者等、交通関係機
関・団体等との連絡協調を図っていくこととする。
また、交通事故防止や飲酒運転根絶のための各種会議等に積極的に参加し
た。
第９ 社会貢献活動の積極的な推進
自動車学校業界の社会貢献活動の一環として、児童養護施設等措置児童の普
通運転免許取得費用の一部免除について、当協会長と沖縄県知事が協定を締結
しており、協定締結に基づき、各指定教習所と連携して積極的な社会貢献活動
を推進したほか、交通遺児育成会等の積極的な支援に努めた。
平成２９年度の免許取得入所希望者は３０名で、うち、１２人が免許を取得
し、教習所を卒業して免許取得中が４人、入所教習中が６人、未入所が４人、
入所未申請が４人となっている。
第 10 各種会議等の開催
１ 定款に基づく定例会議の開催
・ 決算理事会：４月２８日(金) 県協会会議室
・ 定時総会 ：５月１２日(金) ロワジールホテル沖縄
・ 管理者会議：８月２９日(火) 運転免許センター
・ 代表者会議：９月２７日(水) 名護市在 カヌチャホテル
２ その他の会議の開催
・ 三役会議：６月、１０月の２回沖縄市内において開催した。
・ 設置者・管理者会議：１２月８日(金) パシィフィックホテル
・ 事務担当者会議等：１月１９日(金) 運転免許センター
を開催したほか、数度にわたり、高齢者講習及び事務担当者を招致した高齢者講
習予約システムの講習会を開催した。
第 11 その他の業務推進
１ 表彰規程等に基づく表彰の実施
県協会長と警察本部長との連名表彰及び協会長表彰について、各表彰規程に
基づき積極的に実施した。
なお、平成２９年度は警察本部長・県協会長連名表彰(団体)２所、個人５
人と運転免許課長表彰２所を推薦した。
また、協会長表彰として永年勤続表彰１３名、優良職員１６名を表彰した。
２ 全指連・九指連への表彰推薦
全指連全国大会、九指連総会における各種表彰について、優良教習所や職員

について積極的な推薦に努めた。
なお、九指連表彰については九州管区局長・九指連会長連名表彰で団体表彰
１校、個人表彰１名、九指連会長表彰で個人７名を上申した。
３ 機関誌（沖自協通信）の継続発行
協会機関誌（沖自協通信）については、協会と教習所をつなぐ架け橋として
定着しており、今年度も内容を充実して月１回の定期発行に努めた。

