
別紙 

運⾏管理者等《⼀般講習（貨物）⻑崎市》の開催について 
 

自動車運送事業者のみなさまへ 

 
 独立⾏政法人自動車事故対策機構 
 ⻑崎⽀所⻑ 

 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、当機構の業務につきましては格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本年度の運⾏管理者等⼀般講習を下記により開催致しますので、受講対象となる皆様は、受講

されますよう、ご案内申し上げます。 
この講習は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づいて、国土交通大臣が認定する講習です。 
選任中の運⾏管理者の方は、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度

の末日を経過した者に受講が義務付けられています。 
 
1. 受講対象者 

(１) 運⾏管理者として選任されている方のうち、２０２１年度に実施した⼀般講習を未受講の方。 
(２) ２０２２年度中に初めて選任届をされた運⾏管理者の方。 

（※過去に基礎講習を受講していない方は基礎講習の受講が必要です。） 
(３) ２０２１年度及び２０２２年度中に死者又は重傷者を生じた事故（自動車事故報告規則第２

条第３号に掲げる事故）を起こした営業所、又は輸送の安全確保違反による⾏政処分を受け
た営業所の運⾏管理者全員。 

(４) その他、受講を希望される方。 
 
2. 講習月日及び場所 

開 催 日 受付時間 会 場 
２０２２年５月２６日（⽊） 午前９時１０分〜９時５０分 ⻑崎県勤労福祉会館 ４階中会議室 

⻑崎市桜町９−６ 
（℡：０９５−８２１−１４５６） 

 
3. 申込み方法 

(１) インターネット予約（予約受付開始〜予約受付の定員到達まで。） 
NASVA ホームページからアクセスしてください。http://www.nasva.go.jp 
申込み後は、「予約確認書」をプリントアウトして当日受付にご提出ください。 
（受付は「予約確認書」で⾏いますので忘れないようにお持ちください。） 

(２) インターネット環境が未整備の事業者様は、 
独立⾏政法人自動車事故対策機構 NASVA ⻑崎⽀所（Tel：０９５−８２１−８８５３）へ
お問い合わせください。（但し、システムの仕様によりインターネット予約優先となります。） 

http://www.nasva.go.jp
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4. 定員 

受講予約受付は先着順で、定員になり次第締切りと致しますので、予めご了承下さい。 
 
5. 受講手数料 

１名３，２００円 当日受付にてお⽀払い下さい。（釣銭のないようご協力願います。） 
⻑崎県トラック協会会員事業者の今年度受講対象運⾏管理者の方で、協会から助成がある場合は、
手数料免除となるかもしれませんので、事前に対象者であるかを協会へご確認願います。 

 
6. 携⾏品・・・講習テキスト等の教材は、当日会場で配布します。 

(１) 運⾏管理者等指導講習手帳（受付時に提出。） 
※手帳の交付を受けていない方は、６ヵ月以内に撮影した無帽、正面上３分身、縦 3.0cm、
横 2.4cm、裏面に氏名記載の証明写真を持参願います。 

(２) インターネット予約確認書又は⼀般講習受講予約申込書（⻑崎⽀所へ郵送されたもの。） 
(３) 筆記具（付箋紙を準備されると便利です。） 

 
7. 講習日程予定 ※講師等の都合により変更することがあります。 

時間 講習項目 講師 
 ９：１０〜 ９：５０ 
 ９：５０〜１０：５０ 
１０：００〜１２：００ 
 
１２：００〜１３：００ 
１３：００〜１４：３０ 
 
１４：３０〜１５：００ 
１５：００〜１５：３０ 
１５：３０〜１６：００ 

受付 
オリエンテーション 
自動車運送事業に関する法令等 
・⾏政の動向（事故防止のための諸施策） 
＜昼休憩＞ 
運⾏管理業務に関すること 
・事故の背後にある要因とその対策 
運転者に対する効果的な教育方法（DVD） 
自動車運転者の指導及び監督に関すること 
修了試問及び試問の解説 

機構職員 
機構職員 
機構職員 
 
 
専任講師 
 
機構職員 
機構職員 
機構職員 

 
8. その他 

講習当日、午前７時００分まで「特別警報」が発令されている場合は、講習は中止となります。 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日程の変更、開催の中止が生じる場合がございます。 
事前にホームページでの開催状況をご確認願います。 

 

《⼀般講習に関するお問合せは》 

独立⾏政法人自動車事故対策機構 ⻑崎⽀所 
〒８５０−００３３ ⻑崎市万才町７−１ TBM ⻑崎ビル１１階 
Tel：０９５−８２１−８８５３ Fax：０９５−８２１−８８５４ 
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運⾏管理者等《⼀般講習（貨物）佐世保市》の開催について 
 

自動車運送事業者のみなさまへ 

 
 独立⾏政法人自動車事故対策機構 
 ⻑崎⽀所⻑ 

 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、当機構の業務につきましては格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本年度の運⾏管理者等⼀般講習を下記により開催致しますので、受講対象となる皆様は、受講

されますよう、ご案内申し上げます。 
この講習は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づいて、国土交通大臣が認定する講習です。 
選任中の運⾏管理者の方は、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度

の末日を経過した者に受講が義務付けられています。 
 
1. 受講対象者 

(１) 運⾏管理者として選任されている方のうち、２０２１年度に実施した⼀般講習を未受講の方。 
(２) ２０２２年度中に初めて選任届をされた運⾏管理者の方。 

（※過去に基礎講習を受講していない方は基礎講習の受講が必要です。） 
(３) ２０２１年度及び２０２２年度中に死者又は重傷者を生じた事故（自動車事故報告規則第２

条第３号に掲げる事故）を起こした営業所、又は輸送の安全確保違反による⾏政処分を受け
た営業所の運⾏管理者全員。 

(４) その他、受講を希望される方。 
 
2. 趣旨並びに講習形態 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、大人数の集合型での講習開催が難しくなったこと、質の均⼀化
として本部安全指導部より運⾏管理者等⼀般講習 DVD が配布されたこと等の理由により、動画配信に
よる運⾏管理者等⼀般講習（貨物）を開催します。 
 
3. 申込み方法 

(１) インターネット予約（予約受付開始〜予約受付の定員到達まで。） 
NASVA ホームページからアクセスしてください。http://www.nasva.go.jp 
申込み後は、「予約確認書」をプリントアウトして当日受付にご提出ください。 
（受付は「予約確認書」で⾏いますので忘れないようにお持ちください。） 

(２) インターネット環境が未整備の事業者様は、 
独立⾏政法人自動車事故対策機構 NASVA ⻑崎⽀所（Tel：０９５−８２１−８８５３）へ
お問い合わせください。（但し、システムの仕様によりインターネット予約優先となります。） 

http://www.nasva.go.jp
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4. 講習月日及び場所 
開 催 日 受付時間 会 場 

２０２２年９月８日（⽊） 午前９時１０分〜９時５０分 アルカス SASEBO 中会議室 
佐世保市三浦町２−３ 
（℡：０９５６−４２−１１１１） 

 
5. 定員 

受講予約受付は先着順で、定員になり次第締切りと致しますので、予めご了承下さい。 
 
6. 受講手数料 

１名３，２００円 当日受付にてお⽀払い下さい。（釣銭のないようご協力願います。） 
⻑崎県トラック協会会員事業者の今年度受講対象運⾏管理者の方で、協会から助成がある場合は、
手数料免除となるかもしれませんので、事前に対象者であるかを協会へご確認願います。 

 
7. 携⾏品・・・講習テキスト等の教材は、当日会場で配布します。 

(１) 運⾏管理者等指導講習手帳（受付時に提出。） 
※手帳の交付を受けていない方は、６ヵ月以内に撮影した無帽、正面上３分身、縦 3.0cm、
横 2.4cm、裏面に氏名記載の証明写真を持参願います。 

(２) インターネット予約確認書又は⼀般講習受講予約申込書（⻑崎⽀所へ郵送されたもの。） 
(３) 筆記具（付箋紙を準備されると便利です。） 

 
8. その他 

講習当日、午前７時００分まで「特別警報」が発令されている場合は、講習は中止となります。 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日程の変更、開催の中止が生じる場合がございます。 
事前にホームページでの開催状況をご確認願います。 

 

《⼀般講習に関するお問合せは》 

独立⾏政法人自動車事故対策機構 ⻑崎⽀所 
〒８５０−００３３ ⻑崎市万才町７−１ TBM ⻑崎ビル１１階 
Tel：０９５−８２１−８８５３ Fax：０９５−８２１−８８５４ 
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運⾏管理者等《⼀般講習（貨物 DVD 配信）》の開催について 
 

自動車運送事業者のみなさまへ 

 
 独立⾏政法人自動車事故対策機構 
 ⻑崎⽀所⻑ 

 
謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 
平素より、当機構の業務につきましては格別のご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 
さて、本年度の運⾏管理者等⼀般講習を下記により開催致しますので、受講対象となる皆様は、受講

されますよう、ご案内申し上げます。 
この講習は、「貨物自動車運送事業輸送安全規則」に基づいて、国土交通大臣が認定する講習です。 
選任中の運⾏管理者の方は、最後に国土交通大臣が認定する講習を受講した日の属する年度の翌年度

の末日を経過した者に受講が義務付けられています。 
 
1. 受講対象者 

(１) 運⾏管理者として選任されている方のうち、２０２１年度に実施した⼀般講習を未受講の方。 
(２) ２０２２年度中に初めて選任届をされた運⾏管理者の方。 

（※過去に基礎講習を受講していない方は基礎講習の受講が必要です。） 
(３) ２０２１年度及び２０２２年度中に死者又は重傷者を生じた事故（自動車事故報告規則第２

条第３号に掲げる事故）を起こした営業所、又は輸送の安全確保違反による⾏政処分を受け
た営業所の運⾏管理者全員。 

(４) その他、受講を希望される方。 
 
2. 趣旨並びに講習形態 

新型コロナウイルス感染拡大を受け、大人数の集合型での講習開催が難しくなったこと、質の均⼀化
として本部安全指導部より運⾏管理者等⼀般講習 DVD が配布されたこと等の理由により、動画配信に
よる運⾏管理者等⼀般講習（貨物）を開催します。 
 
3. 申込み方法 

(１) インターネット予約（予約受付開始〜予約受付の定員到達まで。） 
NASVA ホームページからアクセスしてください。http://www.nasva.go.jp 
申込み後は、「予約確認書」をプリントアウトして当日受付にご提出ください。 
（受付は「予約確認書」で⾏いますので忘れないようにお持ちください。） 

(２) インターネット環境が未整備の事業者様は、 
独立⾏政法人自動車事故対策機構 NASVA ⻑崎⽀所（Tel：０９５−８２１−８８５３）へ
お問い合わせください。（但し、システムの仕様によりインターネット予約優先となります。） 

http://www.nasva.go.jp
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4. 講習月日及び場所 
講 習 日 時 受付開始時間 会 場 

２０２２年 ６月２４日（金） 
１１時５０分〜１７時３０分 

11 時 30 分〜 
11 時 50 分 

独立⾏政法人自動車事故対策機構 
⻑崎⽀所 
〒８５０−００３３ 
⻑崎市万才町７−１ TBM ⻑崎ビル１１階 

２０２２年 ７月 ７日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２２年 ７月２８日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２２年 ８月１９日（金） 
１１時５０分〜１７時３０分 

11 時 30 分〜 
11 時 50 分 

２０２２年 ９月１５日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２２年１０月１３日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２２年１１月２４日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２３年 １月１２日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２３年 ３月 ２日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

２０２３年 ３月 ９日（⽊） 
９時５０分〜１６時３０分 

9 時〜9 時 50 分 

 
5. 会場へのアクセス 
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6. 定員 
受講予約受付は先着順で、定員になり次第締切りと致しますので、予めご了承下さい。 

 
7. 受講手数料 

１名３，２００円 当日受付にてお⽀払い下さい。（釣銭のないようご協力願います。） 
⻑崎県トラック協会会員事業者の今年度受講対象運⾏管理者の方で、協会から助成がある場合は、
手数料免除となるかもしれませんので、事前に対象者であるかを協会へご確認願います。 

 
8. 携⾏品・・・講習テキスト等の教材は、当日会場で配布します。 

(１) 運⾏管理者等指導講習手帳（受付時に提出。） 
※手帳の交付を受けていない方は、６ヵ月以内に撮影した無帽、正面上３分身、縦 3.0cm、
横 2.4cm、裏面に氏名記載の証明写真を持参願います。 

(２) インターネット予約確認書又は⼀般講習受講予約申込書（⻑崎⽀所へ郵送されたもの。） 
(３) 筆記具（付箋紙を準備されると便利です。） 

 
9. その他 

会場には、駐車場がありません。自家用車でのご来場はご遠慮ください。 
講習当日、午前７時００分まで「特別警報」が発令されている場合は、講習は中止となります。 
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、日程の変更、開催の中止が生じる場合がございます。 
事前にホームページでの開催状況をご確認願います。 

 

《⼀般講習に関するお問合せは》 

独立⾏政法人自動車事故対策機構 ⻑崎⽀所 
〒８５０−００３３ ⻑崎市万才町７−１ TBM ⻑崎ビル１１階 
Tel：０９５−８２１−８８５３ Fax：０９５−８２１−８８５４ 

 


