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令和２年８月３日 

受験者の皆様へ 

（公財）運行管理者試験センター 

 

【貨物】令和２年度第１回運行管理者試験 試験会場一覧  

 令和２年度第１回運行管理者試験会場を、次のとおり「お知らせ」します。 

なお、当該試験会場には、電話等によるお問い合わせはお控えください。問い合わせがある場合は、「（公財）

運行管理者試験センター 試験事務センター TEL:0476(85)7177」へお願いします。 

下表の試験地欄に対し、試験会場が複数記載される会場がある場合は、受験通知書（８月５日(水)発送予定）

を必ず開封のうえ、記載内容をご確認いただき、試験会場を間違えないよう所在地を十分確認して当日は早目に

試験会場へお越しください。 

また、受験通知書に記載する各項目のうち、「新型コロナウイルス感染防止に関する注意事項」等、重要な事項

が記載されておりますので、必ず記載内容を確認し、受験通知書等、忘れ物が無いよう試験会場へお越しくださ

い。 

 

 今後の予定は、次のとおりです。 

 ８月 ５日（水）：受験通知書発送日（申請書に記載された「住所」宛に郵送にてご通知します。） 

 ８月２３日（日）：運行管理者試験日（試験時間：13時 15分～14時 45分） 

 ８月２４日（月）：試験の正答発表（当試験センターホームページにて、9：00から発表します。）（予定） 

 ９月１８日（金）：試験結果通知書発送日（試験結果通知書は「住所」宛に郵送にてご通知します。 

また、当センターホームページにおいて、合格者の受験番号を 9：00から発表します。）（予定） 

  

都道府県 試験会場 所在地 

札幌 

北海道トラック総合研修センター 札幌市中央区南９条西１丁目１－１０ 

ホテル札幌サンプラザ 札幌市北区北２４条西５丁目 

北海道自治労会館 札幌市北区北６条西７丁目５－３ 

アスティ４５ 札幌市中央区北４条西５丁目１ 

ホテルノースシティ 札幌市中央区南９条西１丁目 

ホテルライフォート札幌 札幌市中央区南１０条西１丁目 

札幌パークホテル 札幌市中央区南１０条西３丁目１－１ 

函館 函館大学 函館市高丘町５１－１ 

苫小牧 苫小牧駒澤大学 苫小牧市錦岡５２１番地２９３ 

帯広 十勝地区トラック研修センター 帯広市西１９条北２丁目４番地 

釧路 
釧根自動車会館 釧路市鳥取大通６丁目１－１ 

釧根地区トラック研修センター 釧路市鳥取大通６丁目１－４ 

北見 ホテル黒部 北見市北７条西１－１ 

旭川 

旭川市大雪クリスタルホール 旭川市神楽３条７丁目 

旭川地区トラック研修センター 旭川市流通団地２条４丁目 

旭川市障害者福祉センター おぴった 旭川市宮前１条３丁目３番７号 
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都道府県 試験会場 所在地 

青森県 ホテル青森 青森市堤町１－１－２３ 

岩手県 

岩手流通輸送センター協同組合 組合会館 紫波郡矢巾町流通センター南２－４－８ 

盛岡地区(矢巾）勤労者共同福祉センター 紫波郡矢巾町流通センター南１－２－７ 

（公社）岩手県トラック協会 総合研修会館 紫波郡矢巾町流通センター南２－９－１ 

（一社）岩手県自動車整備振興会 紫波郡矢巾町流通センター南２－８－２ 

岩手産業文化センター アピオ 滝沢市砂込３８９－２０ 

宮城県 
ＴＫＰガーデンシティ仙台 

仙台市青葉区中央１－３－１ ＡＥＲ(アエ

ル) 

ＴＫＰガーデンシティ PREMIUM仙台西口 仙台市青葉区花京院１－２－１５ ｿﾗﾗﾌﾟﾗｻﾞ 

福島県 

ウィル福島 アクティおろしまち 福島市鎌田字卸町１０－１ 

(公社）福島県トラック協会 福島研修センタ

ー 
福島市飯坂町平野字若狭小屋３２ 

(公社）福島県トラック協会 県中研修センタ

ー 
郡山市喜久田町３丁目５ 

南東北総合卸センター協同組合 郡山市喜久田町卸１丁目１－１ 

秋田県 大町ビル 秋田市大町３丁目２－４４ 

山形県 

公益社団法人 山形県トラック協会 天童市蔵増１４６５－１６ 

協同の杜ＪＡ研修センター 山形市東古館１２３番地 

山形国際交流プラザ（山形ビッグウイング） 山形市平久保１００ 

新潟県 朱鷺メッセ 新潟市中央区万代島６番１号 

長野県 
エムウェーブ 長野市大字北長池１９５ 

長野県トラック会館 長野市南長池７１０－３ 

茨城県 
ホテルグランド東雲 つくば市小野崎４８８－１ 

つくば国際会議場 つくば市竹園２－２０－３ 

栃木県  

宇都宮グランドホテル 宇都宮市西原町１４２ 

護国会館 宇都宮市陽西町１－３７ 

コンセーレ 宇都宮市駒生１－１－６ 

栃木県教育会館 宇都宮市駒生１－１－６ 

群馬県 
群馬県農協ビル 前橋市亀里町１３１０ 

ビエント高崎 高崎市問屋町２丁目７番地 

埼玉県 

深谷ビッグタートル 深谷市上野台２５６８番地 

ラフレさいたま さいたま市中央区新都心３－２ 

埼玉グランドホテル深谷 深谷市西島町１－１－１３ 

ホテルガーデンパレス 熊谷市佐谷田３２４８ 

千葉県 
幕張メッセ（展示ホール７、８） 千葉市美浜区中瀬２－１ 

幕張メッセ（展示ホール６） 千葉市美浜区中瀬２－１ 
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都道府県 試験会場 所在地 

東京都 

神田外語学院 千代田区内神田２－１３－１３ 

早稲田大学 戸山キャンパス 新宿区戸山１－２４－１ 

ビジョンセンター日本橋 中央区日本橋室町１－６－３ 山本ビル 

ＣＩＶＩ研修センター秋葉原 
千代田区神田須田町１－５－１０ 相鉄万

世橋ビル 

ＴＫＰ品川カンファレンスセンターＡＮＮＥ

Ｘ 

港区高輪３－１３－１ TAKANAWA COURT３

階 

ＴＫＰ田町カンファレンスセンター 港区芝５－２９－１４ 田町日工ビル 

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ神保町 
千代田区神田錦町３－２２ テラススクエ

ア３階 

ＡＰ日本橋 
中央区日本橋３－６－２ 日本橋フロント

６階 

ＴＫＰ新橋カンファレンスセンター 
千代田区内幸町１－３－１ 幸ビルディン

グ 

ＡＰ浜松町 
港区芝公園２－４－１ 芝パークビルＢ館 

Ｂ１階 

神奈川県 

青山学院大学 相模原キャンパス 相模原市中央区淵野辺５－１０－１ 

ＴＫＰガーデンシティＰＲＥＭＩＵＭ横浜駅

新高島 

横浜市西区みなとみらい５－１－１ 横浜

グランゲート２階 

山梨県 
一般社団法人山梨県自動車整備振興会 笛吹市石和町唐柏７９０ 

山梨県自動車総合会館 笛吹市石和町唐柏１０００－７ 

富山県 
ホテルグランテラス富山 富山市桜橋通り２－２８ 

富山県トラック会館 富山市婦中町島本郷１－５ 

石川県 
石川県地場産業振興センター 本館 金沢市鞍月２丁目１番地 

石川県トラック会館 金沢市粟崎町４丁目８４番地１０ 

福井県 
福井県県民ホール 福井市手寄１－４－１ ＡＯＳＳＡ８階 

福井県繊協ビル 福井市大手３丁目７－１ 

岐阜県 

岐阜市文化センター 岐阜市金町５－７－２ 

じゅうろくプラザ 岐阜市橋本町１－１０－１１ 

岐阜キャッスルイン 岐阜市県町２－８ 

長良川国際会議場 岐阜市長良福光２６９５－２ 

啓晴高等学校 岐阜市高砂町２－８ 

静岡県 ツインメッセ静岡 北館 静岡市駿河区曲金３－１－１０ 

愛知県 Aichi Sky Expo（愛知県国際展示場） 常滑市セントレア５丁目１０番１号 

三重県 メッセウイング・みえ 津市北河路町１９－１ 

滋賀県 立命館大学びわこ・くさつキャンパス 草津市野路東１－１－１ 

京都府 

西陣織会館 京都市上京区堀川通今出川南入 

ホテルグランヴィア京都 
京都市下京区烏丸通塩小路下ル ＪＲ京都駅

中央口 
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都道府県 試験会場 所在地 

大阪府 

大阪アカデミア 大阪市住之江区南港北１－３－５ 

新梅田研修センター 大阪市福島区福島６－２２－２０ 

天満研修センター 大阪市北区錦町２－２１ 

マイドームおおさか 大阪市中央区本町橋２－５ 

ＴＫＰ大阪御堂筋カンファレンスセンター 
大阪市中央区淡路町３－５－１３ 創建御

堂筋ビル 

ＴＫＰ新大阪ビジネスセンター 
大阪市淀川区西中島５－１３－９ 新大阪

ＭＴビル１号館 

ＴＫＰ大阪梅田駅前ビジネスセンター 大阪市北区堂山町１７－１３ 

ＴＫＰ大阪本町カンファレンスセンター 
大阪市中央区久太郎町３－５－１９ 大阪

ＤＩＣビル３階 

ＴＫＰガーデンシティ新大阪 
大阪市淀川区宮原４－１－４ ＫＤＸ新大

阪ビル６階 

ＴＫＰ新大阪駅前カンファレンスセンター 
大阪市東淀川区西淡路１－３－１２ 新大

阪ラーニングスクエアビル 

兵庫県 神戸ファッションマート 神戸市東灘区向洋町中６－９ 

奈良県 奈良県コンベンションセンター 奈良市三条大路１丁目６９１－１ 

和歌山県 ホテルアバローム紀の国 和歌山市湊通丁北２－１－２ 

鳥取県 ホテルニューオータニ鳥取 鳥取市今町２丁目１５３ 

島根県 ホテル一畑 松江市千鳥町３０番地 

岡山県 岡山商科大学 岡山市北区津島京町２－１０－１ 

広島県 広島工業大学専門学校 広島市西区福島町２－１－１（西区役所隣） 

山口県 
山口県総合保健会館 山口市吉敷下東３丁目１番１号 

ホテルニュータナカ 山口市湯田温泉２－６－２４ 

徳島県 ＪＲホテルクレメント徳島 徳島市寺島本町西１－６１ 

香川県 

レクザムホール（香川県県民ホール） 高松市玉藻町９－１０ 

高松商工会議所 高松市番町２－２－２ 

四国交通共済会館 坂出市番ノ州公園６－６ 

ホテルパールガーデン 高松市福岡町２－２－１ 

高松国際ホテル 高松市木太町２１９１－１ 

愛媛県 アイテムえひめ（愛媛国際貿易センター） 松山市大可賀２－１－２８ 

高知県 グレース浜すし 南国市大埇甲１５０４－８ 

福岡県 西日本総合展示場 新館 北九州市小倉北区浅野３丁目８－１ 

佐賀県 ガーデンテラス佐賀 佐賀市新栄東３丁目７－８ 

長崎県 
長崎県総合福祉センター 長崎市茂里町３番２４号 

長崎新聞文化ホール アストピア 長崎市茂里町３－１ 

熊本県 グランメッセ熊本 上益城郡益城町福富１０１０ 
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都道府県 試験会場 所在地 

大分県 
ホテル日航大分 オアシスタワー 大分市高砂町２－４８ 

大分県労働福祉会館（ソレイユ） 大分市中央町４－２－５ 

宮崎県 宮崎観光ホテル 宮崎市松山１－１－１ 

鹿児島県 鹿児島国際大学 鹿児島市坂之上８－３４－１ 

沖縄県 
沖縄県市町村自治会館 那覇市旭町１１６－３７ 

沖縄県青年会館 那覇市久米２－１５－２３ 

 

 


