
 

令和４年度 運行管理者講習（貨物）【開催日程】 ※静ト協助成金対象講習のみ掲載 

 

 

 

独立行政法人 自動車事故対策機構（NASVA） 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基
礎
講
習 

6/22（水）～6/24（金） 裾野市 裾野市生涯学習センター 12/7（水）～12/9（金） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 

7/6（水）～7/8（金） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 12/14（水）～12/16（金） 静岡市 静岡県トラック会館 

7/13（水）～7/15（金） 静岡市 静岡県トラック会館 1/18（水）～1/20（金） 裾野市 裾野市生涯学習センター 

一
般
講
習 

4/21（木） 静岡市 自動車事故対策機構静岡支所 10/13（木） 静岡市 静岡県トラック会館 

5/19（木） 静岡市 自動車事故対策機構静岡支所 10/14（金） 静岡市 静岡県トラック会館 

7/28（木） 静岡市 静岡県トラック会館 11/9（水） 富士市 トラック協会 富士支部 

7/29（金） 静岡市 静岡県トラック会館 11/10（木） 富士市 トラック協会 富士支部 

8/4（木） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 11/11（金） 富士市 トラック協会 富士支部 

8/5（金） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 11/17（木） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 

9/8（木） 裾野市 裾野市生涯学習センター 11/18（金） 浜松市 浜松卸商センター（アルラ） 

9/9（金） 裾野市 裾野市生涯学習センター 2/8（水） 静岡市 静岡県トラック会館 

9/14(水) 富士市 トラック協会  富士支部 2/9（木） 静岡市 静岡県トラック会館 

9/15（木） 富士市 トラック協会 富士支部 2/10（金） 静岡市 静岡県トラック会館 

9/16(金) 富士市 トラック協会 富士支部 2/16（木） 静岡市 静岡労政会館 

10/12（水） 静岡市 静岡県トラック会館 2/17（金） 静岡市 静岡労政会館 

日本ローカルネットワークシステム協同組合連合会 東海北陸地域本部（JL 東海北陸） 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基礎 

6/13（月）～6/15（水） 富士市 ラ・ホール富士 7/16（土）～7/18（月） 浜松市 浜松市浜北文化センター 

12/22（木）～12/24（土） 浜松市 浜北文化センター    

一般 
7/23（土） 富士市 ラ・ホール富士 8/6（土） 浜松市 浜松市浜北文化センター 

2/4（土） 浜松市 浜北文化センター 2/11（土） 富士市 ラ・ホール富士 

静岡県自動車学校 静岡校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基礎 6/20（月）～6/22（水） 静岡市 県自動車学校静岡会場 7/22（金）～7/24（日） 静岡市 県自動車学校静岡会場 

基礎 7/8（金）～7/10（日） 静岡市 県自動車学校静岡会場    

一般 6/18（土） 静岡市 県自動車学校静岡会場 7/13（水） 静岡市 県自動車学校静岡会場 

静岡県自動車学校 浜松校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基礎 6/27（月）～6/29（水） 浜松市 県自動車学校浜松会場    

一般 6/30（木） 浜松市 県自動車学校浜松会場    

 

 
      



静岡県自動車学校 沼津校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基礎 6/24（金）～6/26（日） 沼津市 県自動車学校沼津会場 7/15（金）～7/17（日） 沼津市 県自動車学校沼津会場 

一般 6/22（水） 沼津市 県自動車学校沼津会場 7/20（水） 沼津市 県自動車学校沼津会場 

田方自動車学校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基

礎 

6/17（金）～6/19（日） 
函南町 田方自動車学校 

10/21（金）～10/23（日） 函南町 田方自動車学校 

7/15（金）～7/17（日） 11/18（金）～11/20（日） 裾野市 裾野市民文化センター 

一

般 

6/12（日） 裾野市 裾野市民文化センター 11/13（日） 裾野市 裾野市民文化センター 

7/10（日） 清水町 卸団地沼津卸商社センター 12/11（日） 清水町 卸団地沼津卸商社センター 

9/11（日） 裾野市 裾野市民文化センター 1/15（日） 裾野市 裾野市民文化センター 

10/9（日） 清水町 卸団地沼津卸商社センター    

綜合自動車学校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基

礎 
１１/２５（金）～１１/２７（日） 浜松市 綜合自動車学校    

一般 7/24（日） 浜松市 綜合自動車学校 12/18（日） 浜松市 綜合自動車学校 

スルガ安全教育センター（スルガ自動車学校） 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基

礎 

4/26（火）～4/28（木） 沼津市 
沼津会場 

（SFTC 沼津本校） 
6/14（火）～6/16（木） 沼津市 

沼津会場 

（SFTC 沼津本校） 

5/24（火）～5/26（木） 焼津市 大井川会場    

一
般 

4/23（水） 沼津市 
沼津会場 

（SFTC 沼津本校） 
5/14（木） 沼津市 

沼津会場 

（SFTC 沼津本校） 

5/11（月） 焼津市 大井川会場 6/2（月） 沼津市 
沼津会場 

（SFTC 沼津本校） 

マジオネット マジオドライバーズスクール藤枝校 

開催日 地区 会 場 開催日 地区 会 場 

基

礎 

5/24（火）～5/26（木） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝校 11/23（水）～11/25（金） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝校 

6/27（月）～6/29（水） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝校 12/15（木）～12/17（土） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝校 

7/11（月）～7/13(水) 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝市 1/16（月）～1/18（水） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝市 

10/11（火）～10/13（木） 藤枝市 ﾏｼﾞｵﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｽﾞｽｸｰﾙ藤枝校    

一
般 

  

4/29（金） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 10/17（月） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

5/30（月） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 11/29（火） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

6/21（火） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 12/13（火） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

7/28（木） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 1/31（火） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

8/26（金） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 2/19（日） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

9/27（火） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 3/26（日） 藤枝市 藤枝市生涯学習センター 

 

最新の開催日程は各機関のホームページをご確認ください 


