
  2021 年度（1 月～3 月） 

2021 年度運行管理者等基礎講習（1月～3月）のご案内 

独立行政法人自動車事故対策機構 東京主管支所 

 

 平素は当機構の業務運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

2021 年度の基礎講習を下記の通り開催いたします。受講ご希望の方は、案内をご一読の上、お申し込み

いただきますようお願いいたします。 

なお、ネット予約の開始時刻は全て当該日付になった時点からとなります。あらかじめご承知おきく

ださい。 

例）ネット予約開始日が 10 月 19 日(火)の場合、ネット予約開始は 10 月 19 日(火) 深夜 0 時から始まります。 

 

【旅客対象】対面方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

1 月 5 日（水） 

～ 7 日（金） 

自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 

10 月 19 日(火) 10 月 26 日(火) 
1 月 26 日（水） 

～ 28 日（金） 
ルミエール府中 府中市府中町 2-24 

【貨物対象】動画配信方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

1 月 12 日（水） 

～14 日（金） 

自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 10 月 19 日(火) 10 月 26 日(火) 

※動画配信方式とは、講師資格者の下、当機構で作成した DVDを講習会場で上映するものです。 

※動画配信方式については、他の講習と受付時間及び講義時間が異なりますのでご注意ください 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、いわゆる「３密」を防ぐ観点から定員に

制限を設けております。早々に満席になることも予想されますので、お急ぎの場合は、ネット予約をお勧

めいたします。 

 加えて、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽中止や会場変更・日程変更・

増回がされる場合がございます。その際は、ネット予約ページ、当機構 HP への掲載、及び電子メールで

連絡いたします。 

お手数をお掛けしますが各自確認をお願いいたします。 
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予約方法 

インターネットによるご予約を優先して受付いたします。 

パソコン、スマートフォンより下記 URL、又は QR コードからご予約ください。 

https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user 

インターネット以外は郵送での対応となりますのでお問い合わせください。 

FAXでの予約は受付いたしませんのでご了承ください。 

 

 

当日の受付時間と講習時間 

受付時間（対面方式） 講習時間（対面方式） 

1 日目 9:30～10:15 ※1 

1 日目  10:15～16:45  ※2 

2 日目  9:30～16:40 ※2 

3 日目 9:30～16:00 ※2 

 

受付時間（動画配信方式） 講習時間（動画配信方式） 

1 日目 9:00～9:45 ※1 

1 日目  9:45～17:00  ※2 

2 日目  9:30～16:40 ※2 

3 日目 9:30～16:10 ※2 

※1 会場によって前後する場合がございます。 

※2 「３密」を防ぐため、休憩時間を通常より長めに取っております。 

 

 

携行品 

講習手数料 8,900 円、ナスバ講習予約確認書、運行管理者等指導講習手帳、筆記用具、テキスト持ち帰り

用手提げ袋 

※手帳をお持ちでない方は、縦 3.0cm×横 2.4cm の写真（裏面に氏名を記入）を 1 枚お持ちください。 

 手帳の再発行は、講習会場ではできません。 

 手続きが別途必要となりますので、事前にお問い合わせください。 

 

受講対象者（事業区分にあわせた講習を受講してください） 

運行管理の基礎知識を習得しようとする方 

運行管理者の補助者に選任されようとする方 

運行管理者試験の受験資格を取得しようとする方 

事業者において新たに選任された運行管理者で、過去に基礎講習を受講したことがない方 
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注意事項 

以下の点に関して、ご理解の上お申し込みをお願いいたします。 

・ 3 日間すべての講義を受講しなければ修了になりません。 

・ 講義中スマートフォンや PC などの電子機器を使用している、居眠りしている、その他周りの受

講者の迷惑となる行為を確認し次第、職員より注意いたします。 

・ 職員による注意に従わない場合は未修了といたします。予めご了承ください。 

・ 講習を実施するにあたり、マスクの着用・手指消毒・咳エチケットの遵守などの感染症対策につ

いてご協力をお願いいたします。 

・ 講習会場の換気を行いますので、体温調節の出来る服装でお願いいたします。 

・ 受付時に、検温の実施及び手指の消毒をお願いいたします。 

受講される方のご協力をお願い申し上げます。 

 

  以下に該当する方の講習への参加についてはお断りさせていただきます。 

  受講者の皆様には、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

① 受講日に海外から帰国して 2 週間未満の方 

② 濃厚接触者に特定されている方 

③ 受講日に発熱等の風邪の症状が認められる方 

④ 会場でのマスク着用、検温及び手指消毒にご協力をいただけない方 

（医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください。） 

 

 

運行管理者試験の受験を予定されている方へ 

基礎講習の申込とは別に（公財）運行管理者試験センターへの申請が必要です。 

運行管理者試験に関するご質問等は、（公財）運行管理者試験センターの試験事務センター 

電話番号：0476-85-7177（平日 9:00～17:00 は「5」を押すとオペレータ対応有）へ 

お問い合わせください。 

 

 

お問い合せ先 

独立行政法人自動車事故対策機構東京主管支所 指導講習担当 

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラルビル 8F 

電話番号：03-3621-9941 



  2021 年度（10 月～12 月） 

2021 年度運行管理者等基礎講習（10月～12 月）のご案内 

独立行政法人自動車事故対策機構 東京主管支所 

 

 平素は当機構の業務運営にご協力を賜り誠にありがとうございます。 

2021 年度の基礎講習を下記の通り開催いたします。受講ご希望の方は、案内をご一読の上、お申し込み

いただきますようお願いいたします。 

なお、ネット予約の開始時刻は全て当該日付になった時点からとなります。あらかじめご承知おきく

ださい。 

例）ネット予約開始日が 8 月 24 日(火)の場合、ネット予約開始は 8 月 24 日(火) 深夜 0 時から始まります。 

 

【旅客対象】対面方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

10 月 20 日（水） 

～ 22 日（金） 
サンパール荒川 荒川区荒川 1-1-1 

8 月 24 日(火) 8 月 31 日(火) 
11 月  9 日（火） 

～ 11 日（木） 

自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 

【旅客対象】動画配信方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

11 月 29 日（月） 

～12 月 1 日（水） 自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 8 月 24 日(火) 8 月 31 日(火) 

12 月 22 日（水） 

～ 24 日（金） 

 

【貨物対象】対面方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

10 月 6 日（水） 

～ 8 日（金） 
スクエア荏原 品川区荏原 4-5-28 

8 月 24 日(火) 8 月 31 日(火) 

10 月 13 日（水） 

～ 15 日（金） 
トラック事業健保会館 千代田区四番町 5-7 

11 月 17 日（水） 

～ 19 日（金） 
ルミエール府中 府中市府中町 2-24 

11 月 24 日（水） 

～ 26 日（金） 
トラック事業健保会館 千代田区四番町 5-7 

12 月  14 日（火） 

～  16日（木） 

自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 
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【貨物対象】動画配信方式 

開催日 会場 会場住所 ネット予約 郵送予約 

10 月 26 日（火） 

～ 28 日（木） 

自動車事故対策機構東京

主管支所 7 階研修室 
墨田区錦糸 1-2-1 8 月 24 日(火) 8 月 31 日(火) 

 

※動画配信方式とは、講師資格者の下、当機構で作成した DVDを講習会場で上映するものです。 

※動画配信方式については、他の講習と受付時間及び講義時間が異なりますのでご注意ください 

 

なお、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止するため、いわゆる「３密」を防ぐ観点から定員に

制限を設けております。早々に満席になることも予想されますので、お急ぎの場合は、ネット予約をお勧

めいたします。 

 加えて、今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大状況によっては、急遽中止や会場変更・日程変更・

増回がされる場合がございます。その際は、ネット予約ページ、当機構 HP への掲載、及び電子メールで

連絡いたします。 

お手数をお掛けしますが各自確認をお願いいたします。 

 

 

予約方法 

インターネットによるご予約を優先して受付いたします。 

パソコン、スマートフォンより下記 URL、又は QR コードからご予約ください。 

https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user 

インターネット以外は郵送での対応となりますのでお問い合わせください。 

FAXでの予約は受付いたしませんのでご了承ください。 

 

 

当日の受付時間と講習時間 

受付時間（対面方式） 講習時間（対面方式） 

1 日目 9:30～10:15 ※1 

1 日目  10:15～17:05 ※2 

2 日目  9:30～16:55 ※2 

3 日目 9:30～16:30 ※2 

 

受付時間（動画配信方式） 講習時間（動画配信方式） 

1 日目 9:00～9:45 ※1 

1 日目  9:45～17:00  ※2 

2 日目  9:30～16:40 ※2 

3 日目 9:30～16:10 ※2 
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※1 会場によって前後する場合がございます。 

※2 「３密」を防ぐため、休憩時間を通常より長めに取っております。 

 

 

携行品 

講習手数料 8,900 円、ナスバ講習予約確認書、運行管理者等指導講習手帳、筆記用具 

※手帳をお持ちでない方は、縦 3.0cm×横 2.4cm の写真（裏面に氏名を記入）を 1 枚お持ちください。 

 手帳の再発行は、講習会場ではできません。 

 手続きが別途必要となりますので、事前にお問い合わせください。 

 

 

受講対象者（事業区分にあわせた講習を受講してください） 

運行管理の基礎知識を習得しようとする方 

運行管理者の補助者に選任されようとする方 

運行管理者試験の受験資格を取得しようとする方 

事業者において新たに選任された運行管理者で、過去に基礎講習を受講したことがない方 

 

 

注意事項 

以下の点に関して、ご理解の上お申し込みをお願いいたします。 

・ 3 日間すべての講義を受講しなければ修了になりません。 

・ 講義中スマートフォンや PC などの電子機器を使用している、居眠りしている、その他周りの受

講者の迷惑となる行為を確認し次第、職員より注意いたします。 

・ 職員による注意に従わない場合は未修了といたします。予めご了承ください。 

・ 講習を実施するにあたり、マスクの着用・手指消毒・咳エチケットの遵守などの感染症対策につ

いてご協力をお願いいたします。 

・ 講習会場の換気を行いますので、体温調節の出来る服装でお願いいたします。 

・ 受付時に、検温の実施及び手指の消毒をお願いいたします。 

受講される方のご協力をお願い申し上げます。 

 

  以下に該当する方の講習への参加についてはお断りさせていただきます。 

  受講者の皆様には、ご理解賜りますようお願い申し上げます。 

① 受講日に海外から帰国して 2 週間未満の方 

② 濃厚接触者に特定されている方 

③ 受講日に発熱等の風邪の症状が認められる方 
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④ 会場でのマスク着用、検温及び手指消毒にご協力をいただけない方 

（医学的にマスクの着用ができない場合は、事前にご相談ください。） 

 

 

運行管理者試験の受験を予定されている方へ 

基礎講習の申込とは別に（公財）運行管理者試験センターへの申請が必要です。 

運行管理者試験に関するご質問等は、（公財）運行管理者試験センターの試験事務センター 

電話番号：0476-85-7177（平日 9:00～17:00 は「5」を押すとオペレータ対応有）へ 

お問い合わせください。 

 

 

お問い合せ先 

独立行政法人自動車事故対策機構東京主管支所 指導講習担当 

東京都墨田区錦糸 1-2-1 アルカセントラルビル 8F 

電話番号：03-3621-9941 


