
 

令和 ５ 年 ４ 月 １ 日 

自動車運送事業者 様 

                                  国土交通大臣認定講習実施機関        

新西海自動車学校       

   

令和５年度の運行管理者等指導講習の開催について（ご案内） 
 

謹啓 時下ますますご隆盛のこととお喜び申し上げます。 

さて、令和５年度の標記講習を別紙のとおり開催しますのでご案内申し上げます。 

この指導講習は、旅客自動車運送事業運輸規則第４８条の４及び貨物自動車運送事業輸送安全規則第２３

条に基づく、国土交通大臣が認定した講習であります。 

敬具 

記 

１．実施する講習の種類 

旅客及び貨物自動車運送事業の運行管理者等に対する「基礎講習」及び「一般講習」 

２．講習日と会場  ※天候、その他の状況によっては日程、会場が変更になる場合もあります。 

 

（１）基礎講習   

回 区分 実 施 日 場 所 （会場） 対象 定員 

第 1回 基礎講習 
06月 13日～06月 15日 

（火～木） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 旅客 ３０ 

第 2回 基礎講習 
06月 26日～06月 28日 

（月～水） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 貨物 ５０ 

第 3回 基礎講習 11月 07日～11月 9日 
（火～木） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 旅客 ３０ 

第 4回 基礎講習 
11月 28日～11月 30日 

（火～木） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 貨物 ５０ 

（２）一般講習 

回 区分 実 施 日 場 所 （会場） 対象 定員 

第 1回 一般講習 ０６月０１日（木） 五 島 市（ 福江文化会館 ） 貨物 ２０ 

第 2回 一般講習 ０６月０２日（金） 新上五島町（ 鯨 賓 館 ） 貨物 ２０ 

第 3回 一般講習 ０６月０６日（火） 長崎市（県トラック協会研修会館） 貨物 ５０ 

第 4回 一般講習 ０６月１６日（金） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 貨物 ５０ 

第 5回 一般講習 ０７月０４日（火） 大村市（サンスパおおむら） 貨物 ４０ 

第 6回 一般講習 ０７月１４日（金） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 貨物 ５０ 

第 7回 一般講習 ０７月２１日（金） 島原市（有明文化会館） 貨物 ８０ 

第 8回 一般講習 ０８月０２日（水） 島原市（有明文化会館） 旅客 ３０ 

第 9回 一般講習 ０８月０８日（火） 平戸市（田平町民センター） 貨物 ２０ 

第10回 一般講習 ０８月２４日（木） 長崎市（県トラック協会研修会館） 貨物 ５０ 

第11回 一般講習 ０９月０５日（火） 大村市（サンスパおおむら） 貨物 ４０ 

第12回 一般講習 ０９月０８日（金） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 旅客 ５０ 

第13回 一般講習 １０月０３日（火） 長崎市（県トラック協会研修会館） 貨物 ５０ 

第14回 一般講習 １０月２６日（木） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 旅客 ５０ 

第15回 一般講習 １１月１９日（日） 西海市（新西海自動車学校） 貨物 ３０ 

第16回 一般講習 １１月２５日（土） 佐世保市（佐世保市労働福祉センター） 貨物 ５０ 

第17回 一般講習 １２月１１日（月） 長崎市（県トラック協会研修会館） 貨物 ５０ 

第18回 一般講習 １２月２０日（水） 北松浦郡佐々町（佐々町文化会館） 貨物 ２０ 

第19回 一般講習 令和 6 年 １月２３日（火） 大村市（サンスパおおむら） 貨物 ４０ 

 



３．受講申込方法等 

（１）受講予約の申し込みは次の方法で行なってください。 

  ①ＦＡＸ又は郵送 

「受講予約申込書」に必要事項をご記入の上、当自動車学校あてに FAX又は郵送して下さい。 

受付後、申込書に「受付済」の印を押印し FAXにて返信致します。 

郵送による返信を希望する場合は切手を貼付した返信用封筒を同封して下さい。 

②インターネット 

当校ホームページにて「各種講習」→「運行管理者等講習」の運行管理者講習申込みフォームをご利

用ください。受付後、当校より FAX又は郵送にて受付済の申込書を返信致します。 

※いずれもお申込みから一週間経過しても返信がない場合は、お手数ですが当校までご連絡下さい。 

（２）講習受講のお申し込みの締め切りは、実施日の１０日前と致します。 

但し、定員に達した場合はその時点で締め切りとなります。また、会場に空席がある場合は随時受付

を継続します。 
 
４．受付時間及び講習時間 

区分 受 付 時 間 講 習 時 間 

基礎講習 ９時３０分～ 

（初日のみ） 

第１日目 １０時００分～１７時００分 

第２日目 １０時００分～１７時００分 

第３日目 １０時００分～１５時３０分 

一般講習 １０時００分～１６時３０分 

                    ※五島地区は午後からの講習のため、受付・講習時間は別途ご案内します 
 
５．受講料（当日徴収いたします。なるべくお釣りのないようお願いします。） 

●一般講習・・・３，２００円  

●基礎講習・・・８，９００円  
尚、長崎県トラック協会会員の方は｢一般講習｣について、また、長崎県バス協会会員の方は｢基礎講習｣及び｢一般講習｣については助成

金交付の対象となります。詳しくはそれぞれの協会事務局にお尋ねください。 
 
６．携行品等 

（１）本人確認のため運転免許証を受付時に提示してください。 

（２）「運行管理者等指導講習手帳」をお持ちの方は受付時に提出してください。（当日受講証明を行います） 

（３）「運行管理者等指導講習手帳」をお持ちでない方、紛失した方及び記載欄一杯の方は講習手帳を作成

しますので、当日写真を１枚ご用意ください。（写真のサイズ 縦 3.0cm×横 2.4cm サイズ厳守） 
 
７．修了証書の交付 

基礎講習の全課程を修了した方には、「修了証書」を交付します。 

 

８．運行管理者の国家試験の申込みについて 

運行管理者試験を受験される方は、基礎講習の「修了証書」（写）又は「運行管理者等指導講習手帳」(写)

を運行管理者試験センターに提出する必要があります。試験に関するお申込み、お問合せは運行管理者

試験センター（℡047-707-3336）へお願いします。 
 
９．その他 

（１） 申込後にキャンセルをされる場合は、必ず事前に当自動車学校までご連絡いただくようお願いします。 

（２）納入された講習手数料はお返しできませんのでご注意ください。 
 

○長崎県トラック協会     長崎市松原町 2651-3  

○佐世保市労働福祉センター  佐世保市稲荷町 2-28  

○サンスパおおむら      大村市森園町 663-3  

○有 明 文 化 会 館      島原市有明町大三東戊 1382 

○田平町民センター      平戸市田平町山内免 270-1   

○佐々町文化会館       北松浦郡佐々町本田原免 146  

 

新西海自動車学校   〒851－3304 長崎県西海市西彼町上岳郷 1238番地 3 

   ℡０９５９（２７）０１３６  FAX０９５９（２７）１７７８ 

☆お申込及びお問い合せは… 

  

 


