
運行管理者指導講習及び適性診断の助成対象機関の追加について運行管理者指導講習及び適性診断の助成対象機関の追加について運行管理者指導講習及び適性診断の助成対象機関の追加について運行管理者指導講習及び適性診断の助成対象機関の追加について    

 

平成２４年４月の省令改正により、運行管理者指導講習及び適性診断の実施機関について、岐

阜県内においても複数の実施機関がその認定を受けたことに伴い、平成２６年度より岐阜県トラ

ック協会の助成対象となる実施機関が追加されましたのでご案内致します。 

 

１．運行管理者指導講習１．運行管理者指導講習１．運行管理者指導講習１．運行管理者指導講習    

１)助成対象認定機関 

①(独)自動車事故対策機構 岐阜支所 (TEL:058-263-5128) 

http://www.nasva.go.jp/ 

②(株)大原自動車学校        (TEL:0572-27-2356) 

                      http://www.ohara-ls.jp/ 

    ③(株)那加自動車教習場       (TEL:058-389-2525) 

                    http://www.nakads.com/ 

④日本ローカルネットワークシステム(協)東海北陸地域本部 

(TEL:052-459-2354)  http://www.jl-tokai.com/ 

⑤ヤマト・スタッフ・サプライ(株)中部研修センター 

(TEL:052-228-9770)  http://www.y-staff-supply.co.jp/ 

２)助成対象講習 

①基礎講習(県内の各認可営業所につき年間 5名まで) 

②一般講習(受講義務対象者や運行管理者の資格取得のために受講される方など) 

※岐阜県内の認可営業所の管理者かつ県内で実施される講習に限る 

 

 

２．適性診断２．適性診断２．適性診断２．適性診断    

１)助成対象認定機関 

①(独)自動車事故対策機構 岐阜支所 (TEL:058-263-5128) 

(独)自動車事故対策機構 富山支所 (TEL:076-421-1631) 

                      http://www.nasva.go.jp/ 

②(株)大原自動車学校        (TEL:0572-27-2356) 

                    http://www.ohara-ls.jp/ 

    ③(株)那加自動車教習場       (TEL:058-389-2525) 

                    http://www.nakads.com/ 

④ヤマト・スタッフ・サプライ(株)中部研修センター 

(TEL:052-228-9770)  http://www.y-staff-supply.co.jp/ 

２)助成対象診断 

①一般診断(一運転者につき 3 年に 1回) 

    ②初任診断 

    ③適齢診断 

    ※岐阜県内の認可営業所の運転者かつ県内で実施される診断に限る 



平成２６年度平成２６年度平成２６年度平成２６年度    運行管理者基礎・一般講習日程のご案運行管理者基礎・一般講習日程のご案運行管理者基礎・一般講習日程のご案運行管理者基礎・一般講習日程のご案内について内について内について内について    

 

運行管理者の基礎講習又は一般講習（以下「一般講習等」という）につきましては、平成

２４年４月の省令改正に伴い、講習の通知制度が廃止されることとなり、各事業者におかれ

ましては運行管理者に一般講習等を受講させる日時等を自ら把握し、定められた期間毎に国

土交通大臣が認定する講習を受講しなければならないこととなりました。 

つきましては、今年度の一般講習等について別紙の通り各講習実施機関にて開催されます

のでご案内致します。受講される方は、別紙要領をご確認の上、各実施機関に直接お申し込

み頂きますようお願い申し上げます。 

 

 

１．受講義務対象者１．受講義務対象者１．受講義務対象者１．受講義務対象者    

基礎講習：平成 24 年 4 月 16 日以降運行管理者に選任され、基礎講習を一度も受講され

ていない方 

一般講習：運行管理者に選任されている方は隔年にて受講 

※ただし、特別講習の対象となった運行管理者の方は二年度連続で受講 

（事故等があった日の属する年度及び翌年度） 

 

 

２．講習実施機関・日時及び申込方法２．講習実施機関・日時及び申込方法２．講習実施機関・日時及び申込方法２．講習実施機関・日時及び申込方法 

別紙の通り 

 

 

３．助成対象３．助成対象３．助成対象３．助成対象者者者者についてについてについてについて    

基礎講習：上記受講義務対象者、及び運行管理者・運行管理者補助者の資格取得のため

に受講される方など（県内の各認可営業所につき年間５名まで）。 

一般講習：上記受講義務対象者及び運行管理者の資格取得のために受講される方など。 

 

※ 岐阜県内の認可営業所の管理者かつ県内で実施される講習に限る。



◎◎◎◎((((独独独独))))自動車事故対策機構自動車事故対策機構自動車事故対策機構自動車事故対策機構 

    ●基礎講習●基礎講習●基礎講習●基礎講習    

○会  場：県民ふれあい福寿会館(旧：県民ふれあい会館) 

○定  員：各日１８０名 

○受付開始：４月１日(火)（全日程）※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合 

ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、6666 月開催分は月開催分は月開催分は月開催分は 5555 月月月月 1111 日日日日((((木木木木))))から、から、から、から、12121212 月・月・月・月・1111 月開催分は月開催分は月開催分は月開催分は 10101010

月月月月 1111 日日日日((((水水水水))))から開始となります。から開始となります。から開始となります。から開始となります。    

○申込方法：①自動車事故対策機構ＨＰから予約して下さい。    

https://khttps://khttps://khttps://k----yoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyaku----useruseruseruser 

②インターネットをご利用できない場合はＦＡＸでの申込みとなりますので、

申込用紙を事故対策機構やトラック協会までお申し付け下さい。 

 

    ●一般講習●一般講習●一般講習●一般講習    

○会場・定員：県民ふれあい福寿会館(１８０名)  ※１２月２日のみ定員１００名※１２月２日のみ定員１００名※１２月２日のみ定員１００名※１２月２日のみ定員１００名 

セラミックパークＭＩＮＯ(１８０名) 

世界生活文化センター(１５０名) 

○受付開始：４月１日(火)（全日程）※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合※インターネット申込みの場合 

ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、ＦＡＸでの申込みは、7777 月月月月 1111 日から開始となります。日から開始となります。日から開始となります。日から開始となります。    

○申込方法：①自動車事故対策機構ＨＰから予約して下さい。 

https://khttps://khttps://khttps://k----yoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyakuyoyaku.nasva.go.jp/yoyaku----useruseruseruser 

②インターネットをご利用できない場合はＦＡＸでの申込みとなりますので、

申込用紙を事故対策機構やトラック協会までお申し付け下さい。 

ＴＥＬ：０５８－２６３－５１２８ＴＥＬ：０５８－２６３－５１２８ＴＥＬ：０５８－２６３－５１２８ＴＥＬ：０５８－２６３－５１２８        ＦＡＸ：０５８－２６３－００５１ＦＡＸ：０５８－２６３－００５１ＦＡＸ：０５８－２６３－００５１ＦＡＸ：０５８－２６３－００５１    

 

◎◎◎◎((((株株株株))))大原自動車学校大原自動車学校大原自動車学校大原自動車学校    

○定  員：各日７０名 

○申込方法：大原自動車学校ＨＰの「運行管理者等指導講習」「運行管理者等指導講習」「運行管理者等指導講習」「運行管理者等指導講習」から受講申込書をダウンロー

ドし、ＦＡＸ又は郵送にてお申込み下さい。http://www.oharahttp://www.oharahttp://www.oharahttp://www.ohara----ls.jls.jls.jls.jp/p/p/p/ 

ＴＥＬ：０５７２－２７－２３５６ＴＥＬ：０５７２－２７－２３５６ＴＥＬ：０５７２－２７－２３５６ＴＥＬ：０５７２－２７－２３５６        ＦＡＸ：０５７２－２７－２９６７ＦＡＸ：０５７２－２７－２９６７ＦＡＸ：０５７２－２７－２９６７ＦＡＸ：０５７２－２７－２９６７    

 

◎◎◎◎((((株株株株))))那加自動車教習場那加自動車教習場那加自動車教習場那加自動車教習場    

○定  員：各日１００名 

○申込方法：那加自動車教習場ＨＰの「運行管理講習」「運行管理講習」「運行管理講習」「運行管理講習」から受講申込書をダウンロードし、

ＦＡＸ又は郵送にてお申込み下さい。http://www.nakads.cohttp://www.nakads.cohttp://www.nakads.cohttp://www.nakads.com/m/m/m/ 

ＴＥＬ：０５８－３８９－２５２５ＴＥＬ：０５８－３８９－２５２５ＴＥＬ：０５８－３８９－２５２５ＴＥＬ：０５８－３８９－２５２５        ＦＡＸ：０５８－３８９－２２２０ＦＡＸ：０５８－３８９－２２２０ＦＡＸ：０５８－３８９－２２２０ＦＡＸ：０５８－３８９－２２２０    

 

◎◎◎◎日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム((((協協協協))))    

○申込方法：同社ＨＰより受講申込書をダウンロードし、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

http://www.jlhttp://www.jlhttp://www.jlhttp://www.jl----tokaitokaitokaitokai....comcomcomcom 

ＴＴＴＴＥＬ：０５２－４５９－２３５４ＥＬ：０５２－４５９－２３５４ＥＬ：０５２－４５９－２３５４ＥＬ：０５２－４５９－２３５４        ＦＡＸ：０５２－４５９－２３５５ＦＡＸ：０５２－４５９－２３５５ＦＡＸ：０５２－４５９－２３５５ＦＡＸ：０５２－４５９－２３５５    

 

◎◎◎◎ヤマト・スタッフ・サプライヤマト・スタッフ・サプライヤマト・スタッフ・サプライヤマト・スタッフ・サプライ((((株株株株))))中部研修センター中部研修センター中部研修センター中部研修センター    

○申込方法：同社ＨＰより受講申込書をダウンロードし、ＦＡＸにてお申込み下さい。 

http://www.yhttp://www.yhttp://www.yhttp://www.y----staffstaffstaffstaff----supply.co.jp/supply.co.jp/supply.co.jp/supply.co.jp/    

ＴＥＬ：０５２－２２８－９７７０ＴＥＬ：０５２－２２８－９７７０ＴＥＬ：０５２－２２８－９７７０ＴＥＬ：０５２－２２８－９７７０        ＦＡＸ：０５２－２２８－９７８０ＦＡＸ：０５２－２２８－９７８０ＦＡＸ：０５２－２２８－９７８０ＦＡＸ：０５２－２２８－９７８０    

    

    

    

※各講習とも日程が変更になる場合がございますので、ホームページ等で確認※各講習とも日程が変更になる場合がございますので、ホームページ等で確認※各講習とも日程が変更になる場合がございますので、ホームページ等で確認※各講習とも日程が変更になる場合がございますので、ホームページ等で確認してから申込みをしてから申込みをしてから申込みをしてから申込みを

して下さい。して下さい。して下さい。して下さい。    



平成平成平成平成 26262626 年度運行管理者基礎講習・一般講習日程年度運行管理者基礎講習・一般講習日程年度運行管理者基礎講習・一般講習日程年度運行管理者基礎講習・一般講習日程表表表表    

    

※※※※日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム日本ローカルネットワークシステム((((協協協協))))の基礎講習のの基礎講習のの基礎講習のの基礎講習の開開開開催日は未催日は未催日は未催日は未定です。定です。定です。定です。    

    

※ヤマト・スタッフ・サプライ※ヤマト・スタッフ・サプライ※ヤマト・スタッフ・サプライ※ヤマト・スタッフ・サプライ((((株株株株))))のののの日程・会場につきましては予定ですので、決定次第当日程・会場につきましては予定ですので、決定次第当日程・会場につきましては予定ですので、決定次第当日程・会場につきましては予定ですので、決定次第当

協会ホームページ等にて公表いたします。なお、詳細・申込みにつきましては電話等により協会ホームページ等にて公表いたします。なお、詳細・申込みにつきましては電話等により協会ホームページ等にて公表いたします。なお、詳細・申込みにつきましては電話等により協会ホームページ等にて公表いたします。なお、詳細・申込みにつきましては電話等により

直接同社へお問い合わせ下さい。直接同社へお問い合わせ下さい。直接同社へお問い合わせ下さい。直接同社へお問い合わせ下さい。    

    ((((独独独独))))自動車事故対策機構自動車事故対策機構自動車事故対策機構自動車事故対策機構    ((((株株株株))))大原自動車学校大原自動車学校大原自動車学校大原自動車学校    ((((株株株株))))那加自動車教習場那加自動車教習場那加自動車教習場那加自動車教習場    

日本ローカルネット日本ローカルネット日本ローカルネット日本ローカルネット    

ワークシステム（協）ワークシステム（協）ワークシステム（協）ワークシステム（協）    

ヤマト・スタッフ・ヤマト・スタッフ・ヤマト・スタッフ・ヤマト・スタッフ・    

サプライサプライサプライサプライ((((株株株株))))    

5555 月月月月        

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

7777 日日日日((((水水水水))))～～～～9999 日日日日((((金金金金))))    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

23232323 日日日日((((金金金金))))～～～～25252525 日日日日((((日日日日))))    

        

6666 月月月月    

基礎講習：基礎講習：基礎講習：基礎講習：2222 日日日日((((月月月月))))～～～～4444 日日日日((((水水水水) ) ) )     

基礎講習：基礎講習：基礎講習：基礎講習：25252525 日日日日((((水水水水))))～～～～27272727 日日日日((((金金金金) ) ) )     

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

27272727 日日日日((((金金金金))))    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

11111111 日日日日((((水水水水))))～～～～13131313 日日日日((((金金金金))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：1111 日（日）日（日）日（日）日（日）    

ハーハーハーハートランス（株）トランス（株）トランス（株）トランス（株）    

↓↓↓↓    

岐阜県交通安全協会岐阜県交通安全協会岐阜県交通安全協会岐阜県交通安全協会    

大会議室大会議室大会議室大会議室    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

16161616 日日日日((((月月月月))))～～～～18181818 日日日日((((水水水水))))    

7777 月月月月        

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

12121212 日日日日((((土土土土))))～～～～14141414 日日日日((((月月月月))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：25252525 日日日日((((金金金金))))    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

11111111 日日日日((((金金金金))))・・・・27272727 日日日日((((日日日日))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    5555 日日日日((((土土土土))))    

22222222 日日日日((((火火火火))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

19191919 日日日日((((土土土土))))～～～～21212121 日日日日((((月月月月))))    

岐阜県自動車会館岐阜県自動車会館岐阜県自動車会館岐阜県自動車会館 5555 階階階階    

8888 月月月月    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：21212121 日日日日((((木木木木) ) ) )     

セラミックパークＭＩＮＯセラミックパークＭＩＮＯセラミックパークＭＩＮＯセラミックパークＭＩＮＯ    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：25252525 日日日日((((月月月月))))・・・・29292929 日日日日((((金金金金))))    

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

10101010 日日日日((((日日日日))))    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

6666 日日日日((((水水水水))))・・・・17171717 日日日日((((日日日日))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：9999 日日日日((((土土土土))))    

    

基基基基礎講習礎講習礎講習礎講習    

27272727 日日日日((((水水水水))))～～～～29292929 日日日日((((金金金金))))    

9999 月月月月    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

2222 日日日日((((火火火火))))・・・・16161616 日日日日((((火火火火))))・・・・26262626 日日日日((((金金金金))))    

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：19191919 日日日日((((金金金金))))    

世界生活文化センター世界生活文化センター世界生活文化センター世界生活文化センター    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

8888 日日日日((((月月月月))))    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

7777 日日日日((((日日日日))))・・・・17171717 日日日日((((水水水水))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    1111 日日日日((((月月月月))))    

22222222 日日日日((((月月月月))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

17171717 日日日日((((水水水水))))～～～～19191919 日日日日((((金金金金))))    

10101010 月月月月    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：1111 日日日日((((水水水水))))    

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

((((予定予定予定予定))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：5555 日日日日((((日日日日))))    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

19191919 日日日日((((日日日日))))・・・・31313131 日日日日((((金金金金))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    6666 日日日日((((月月月月))))    

24242424 日日日日((((金金金金))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

8888 日日日日((((水水水水))))～～～～10101010 日日日日((((金金金金))))    

11111111 月月月月        

((((予定予定予定予定))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：3333 日日日日((((月月月月))))    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

26262626 日日日日((((水水水水))))～～～～28282828 日日日日((((金金金金))))    

    

一般講習一般講習一般講習一般講習    

7777 日日日日((((金金金金))))・・・・16161616 日日日日((((日日日日))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    2222 日日日日((((日日日日))))    

17171717 日日日日((((月月月月))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

12121212 日日日日((((水水水水))))～～～～14141414 日日日日((((金金金金))))    

12121212 月月月月    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：2222 日日日日((((火火火火))))    

基礎講習：基礎講習：基礎講習：基礎講習：24242424 日日日日((((水水水水))))～～～～26262626 日日日日((((金金金金))))    

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

            

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：11111111 日日日日((((木木木木))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

3333 日日日日((((水水水水))))～～～～    5555 日日日日((((金金金金))))    

1111 月月月月    

基礎講習：基礎講習：基礎講習：基礎講習：7777 日日日日((((水水水水))))～～～～9999 日日日日((((金金金金))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：23232323 日日日日((((金金金金))))・・・・29292929 日日日日((((木木木木))))    

県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館県民ふれあい福寿会館    

((((予定予定予定予定))))    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

24242424 日日日日((((土土土土))))～～～～26(26(26(26(月月月月))))    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習((((予予予予定定定定))))    

16161616 日日日日((((金金金金))))～～～～18181818 日日日日((((日日日日))))    

    

一般講習一般講習一般講習一般講習((((予定予定予定予定))))    

22222222 日日日日((((木木木木))))    

    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：19191919 日日日日((((月月月月))))    

27272727 日日日日((((火火火火))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

13131313 日日日日((((火火火火))))～～～～15151515 日日日日((((木木木木))))    

2222 月月月月        

((((予定予定予定予定))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：11111111 日日日日((((水水水水))))    

        

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    9999 日日日日((((月月月月))))    

16161616 日日日日((((月月月月))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

23232323 日日日日((((月月月月))))～～～～25252525 日日日日((((水水水水))))    

3333 月月月月        

((((予定予定予定予定))))    

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：22222222 日日日日((((日日日日))))    

        

一般講習：一般講習：一般講習：一般講習：    9999 日日日日((((月月月月))))    

23232323 日日日日((((月月月月))))    

    

基礎講習基礎講習基礎講習基礎講習    

2222 日日日日((((月月月月))))～～～～    4444 日日日日((((水水水水))))    


