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Ⅰ．令和₂年度第₂回運行管理者試験の概要
　１．試験日時
　　（１）筆 記 試 験：令和 3 年 3 月 7 日（日）　13 時 15 分～ 14 時 45 分（90 分）
　　（２）ＣＢＴ試験：令和 3 年 2 月 27 日（土）～ 3 月 14 日（日）（試験会場等の予約の際に希望する日時を選択）
　　　　　（ＣＢＴ試験については３.（２）を参照して下さい。）
　２．試験の種類
　　① 貨物自動車運送事業の試験（以下「貨物試験」という。）
　　② 旅客自動車運送事業の試験（以下「旅客試験」という。）
　　　※受験申請手続きは、１種類のみ可能であり、２種類を同時に申請することはできません。
　３．試験方法及び受験申請の方法等
　　次の（１）､（２）いずれかの試験方法でお申込み下さい。
　　（１）筆記試験
　　　　① 受験申請の受付期間

申　請　方　法 受　付　期　間

新規受験申請
書 面 申 請 令和 2 年 11 月 20 日（金）～ 12 月 2 日（水）（Ⅶ．１．参照）
インターネット申請

令和 2 年 11 月 20 日（金）～ 12 月 21 日（月）（Ⅶ．２．（１）参照）
再 受 験 申 請 インターネット申請

　　　　② 申請にあたっての注意事項
　　　　　ⅰ 令和２年度第２回運行管理者試験では、新型コロナウイルス感染拡大防止対策のため、一部試験地におい

ては受験者数の定員を設けています。このため、受付期間内であっても希望する試験地での申請ができな
い場合がありますので、早めの申請をお願いします。

　　　　　ⅱ 書面申請の受付期間がこれまでの試験より短期間になっています。
　　　　　ⅲ 新型コロナウイルスの感染状況により、試験会場の定員が急きょ縮小されるなどの場合には、希望する試

験地以外の試験地で受験していただく場合がありますので、予めご了承願います。
　　　　③ 試験日時：令和 3 年 3 月 7 日（日）　13 時 15 分～ 14 時 45 分（90 分）
　　　　④ 試験地及び試験会場
　　　　　ⅰ試験地
　　　　　　試験は、下記の各都道府県等毎に行います。
　　　　　　（＊は受験者数の定員を設けている試験地。試験会場の確保状況によっては変更する場合があります。）

貨
物

＊札幌 函館 苫小牧 帯広 釧路 北見 旭川 青森 岩手 ＊宮城 福島 秋田
山形 ＊新潟 ＊長野 茨城 ＊栃木 ＊群馬 ＊埼玉 ＊千葉 ＊東京 ＊神奈川 山梨 ＊富山
石川 福井 ＊岐阜 ＊静岡 ＊愛知 ＊三重 ＊滋賀 ＊京都 ＊大阪 ＊兵庫 ＊奈良 ＊和歌山
鳥取 島根 ＊岡山 ＊広島 山口 ＊徳島 ＊香川 ＊愛媛 高知 ＊福岡 ＊佐賀 ＊長崎
熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄

旅
客

＊札幌 青森 岩手 ＊宮城 福島 秋田 山形 新潟 長野 茨城 栃木 ＊群馬
＊埼玉 ＊千葉 ＊東京 ＊神奈川 山梨 富山 石川 福井 岐阜 静岡 ＊愛知 三重
滋賀 ＊京都 ＊大阪 ＊兵庫 奈良 和歌山 鳥取 島根 岡山 ＊広島 山口 徳島
香川 愛媛 高知 ＊福岡 佐賀 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 ＊沖縄

　　　　　ⅱ試験会場：試験会場は、受験通知書に記載してお知らせします。
　　　　⑤ 受験申請書等の入手及び申請方法
　　　　　受験申請にあたっては、ご希望の申請方法に従い、次のとおり申請して下さい。
　　　　　ⅰ 書面申請：  申請書は、各都道府県のトラック協会、バス協会、ハイヤー・タクシー協会及び（公財）運行

管理者試験センターで頒布（販売）、又は郵送販売で入手できます。（Ⅶ．１．（１）参照）
　　　　　ⅱインターネット申請：（公財）運行管理者試験センターのホームページから申請できます。（Ⅶ．２．（１）参照）
　　　　⑥ 受験通知書の送付
　　　　　受験通知書の発送：令和３年２月１７日（水）（予定）
　　　　　受験申請が受理されると受験通知書送付先の「住所」に受験通知書が郵送されます。
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　　　　⑦ 試験結果発表（試験結果通知書は発表日に発送します。）
　　　　　試験結果発表日：令和 3 年 4 月 6 日（火）（予定）（試験センター・ホームページに受験番号を掲載します。）
　　（２）ＣＢＴ試験（インターネット申請のみ）
　　　　※ ＣＢＴ試験とは、問題用紙やマークシートなどの紙を使用せず、パソコンの画面に表示される問題に対しマ

ウス等を用いて回答する試験です。受験者は、申請時に複数の試験実施日時や試験会場の中から、受験する
日時と会場を選択することができます。（試験センター・ホームページにＣＢＴ方式の詳細説明を掲載します。）

　　　　（注） 受験資格を基礎講習修了予定で申請する場合には、試験の種類に応じた基礎講習を修了し、基礎講習修了
証書（写）又は運行管理者講習手帳（写）を提出後、提出書類の審査が完了するまで、ＣＢＴ試験の試験
会場等の予約ができません。令和３年１月以降に基礎講習を受講予定の方にあっては、予約が遅れるため、
希望する日時、会場で受験できない場合がありますので、筆記試験で申請されるようお願いいたします。

　　　　① 受験申請の方法及び受付期間
　　　　　ⅰ新規受験、再受験ともインターネット申請に限ります。（ＣＢＴ試験では団体申請はできません。）
　　　　　ⅱ受付期間：令和 2 年 11 月 20 日（金）～ 12 月 21 日（月）
　　　　② 試験日時：令和 3 年 2 月 27 日（土）～ 3 月 14 日（日）（試験会場等の予約の際に希望する日時を選択）
　　　　③ 試験地及び試験会場
　　　　　ⅰ試験地
　　　　　　試験は、下記の各都道府県等毎に行います。（各試験地とも受験者数の定員を設けています。）

貨
物

札幌 宮城 新潟 長野 栃木 群馬 埼玉 千葉 東京 神奈川 富山 岐阜
静岡 愛知 三重 滋賀 京都 大阪 兵庫 奈良 和歌山 岡山 広島 徳島
香川 愛媛 福岡 佐賀 長崎 沖縄

旅
客

札幌 函館 帯広 釧路 旭川 宮城 埼玉 千葉 東京 神奈川 愛知 京都
大阪 兵庫 広島 福岡 沖縄

　　　　　ⅱ試験会場
　　　　　　試験会場は、予約の際に選択した試験会場となります。
　　　　④ 受験の申請方法
　　　　　（公財）運行管理者試験センターのホームページから申請できます。（Ⅶ．２．（２）参照）
　　　　⑤ 受験確認書の送付
　　　　　 試験会場の予約完了後、ＣＢＴ試験専用サイトから、試験会場及び日時が記載された受験確認書がメールで

送信されます。
　　　　⑥ 試験結果発表（試験結果通知書は発表日に発送します。）
　　　　　試験結果発表日：令和 3 年 4 月 6 日（火）（予定）（試験センター・ホームページに受験番号を掲載します。）

Ⅱ．受験資格
　次の（１）、（２）、（３）又は（４）のどれか１つの要件を満たしていることが必要です。

試験の種類 受験資格の種類 内　　容

貨物試験

（１） 貨物又は旅客自動車運
送事業の実務経験者

試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く）
の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用
自動車（緑色のナンバーの車）の運行の管理に関し、１年以上の実務の
経験を有する方

①事業用自動車の運転業務、②営業、③総務、経理等の管理業務等
は、事業用自動車の運行の管理についての実務経験に該当しません
ので、ご注意下さい。

（２） 基礎講習（貨物）修了者
　　 （又は修了予定の方）

貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき国土交通大臣から認定された
講習実施機関で基礎講習を受講された方

旅客試験

（３） 貨物又は旅客自動車運
送事業の実務経験者

試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送事業を除く）
の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用
自動車（緑色のナンバーの車）の運行の管理に関し、１年以上の実務の
経験を有する方

①事業用自動車の運転業務、②営業、③総務、経理等の管理業務等
は、事業用自動車の運行の管理についての実務経験に該当しません
ので、ご注意下さい。

（４）基礎講習（旅客）修了者
　　 （又は修了予定の方）

旅客自動車運送事業運輸規則に基づき国土交通大臣から認定された講習
実施機関で基礎講習を受講された方
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　（注 1） 上記（２）及び（４）は、国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成７年４月１日以降の試験の種
類に応じた基礎講習を修了した方に限ります。

　（注 2）主な講習実施機関の連絡先は別添参照（又は、国土交通省のホームページ参照）
　（注 3） 「基礎講習修了予定」として受験申請を行う場合には、２月２１日（日）までに試験の種類に応じた基礎講習を

修了し、基礎講習修了証書（写）又は運行管理者講習手帳（写）を提出する必要があります。
　（注 4）基礎講習の受講申し込み手続きと、運行管理者試験の申請は別の手続きです。

Ⅲ．試験の内容
　次に掲げる出題分野ごとの法令（法律に基づく命令等を含む）等について筆記で行います。

出　題　分　野 出題数
（１）貨物試験は貨物自動車運送事業法関係、旅客試験は道路運送法関係 8
（２）道路運送車両法関係 4
（３）道路交通法関係 5
（４）労働基準法関係 6
（５）その他運行管理者の業務に関し、必要な実務上の知識及び能力 7

合　計 30

Ⅳ．合格基準
　次の（１）及び（２）の得点が必要です。
　（１）原則として、総得点が満点の６０％（３０問中１８問）以上であること。
　（２）上記Ⅲ．（１）～（４）の出題分野ごとに正解が１問以上であり、（５）については正解が２問以上であること。

Ⅴ．受験申請に必要な添付書面等
　（１）受験資格を証明する書面等

受験資格の種類 提出が必要な添付書面等
１．実務経験者 ・実務経験の期間等に関する証明（受験申請書の証明欄への記載が必要）

２．基礎講習修了者

・試験の種類に応じた、次のどれか１つの提出が必要
　（ア）基礎講習修了証書（写）
　（イ）運行管理者講習手帳
　　 　 （講習手帳の発行者が記載された箇所（１ページ）及び受講者の氏名等が記載

され、かつ、写真が貼付された箇所（２ページ）並びに基礎講習を修了した
ことが証明された箇所（３ページ以降）の写しが必要）

３．基礎講習受講予定者

・ 基礎講習実施機関（別添参照）で試験の種類に応じた基礎講習を２月２１日（日）
までに修了して下さい。

　※ 基礎講習を修了後は、直ちに、①インターネット申請の方は、「新規申請サイ
ト」から基礎講習修了証書又は運行管理者講習手帳のアップロードが必要、ま
た、②書面申請の方は、（公財）運行管理者試験センター試験事務センターあて
FAX（０３－６７０４－５１６８）の送付が必要。

　※修了証書等を２月２１日（日）までに提出がなければ、受験通知書を送付しません。
　　　（注） 平成２７年１月以降の基礎講習修了証書又は運行管理者講習手帳は、基礎講習修了番号に（貨物）又は（旅客）

の種類が記載されています。申請の際は、試験の種類に応じた基礎講習の種類に注意して下さい。
　（２）受験者を証明する書面
　　　 ①住民票（写）（マイナンバーの記載がないもの）、②マイナンバーカード（写）（マイナンバーの記載がない表面

のみ）、③自動車運転免許証（写）のどれか１つを添付して下さい。ただし、再受験申請を除く。
　（３）証明用写真（本人確認用）

受験申請の種類 提出枚数 提出する写真の仕様

書面申請 １
・ 証明用写真は、「縦４．５cm、横３．５cm で、正面、無帽、上三分身、無背景」

の６ヵ月以内に撮影されたもの
・白黒又はカラーのいずれか（コピーは不可）が必要

インターネット申請
（新規・再受験）

１

・ 証明用写真は、デジタルカメラ、スマートフォン等で撮影されたデジタル
写真（正面、無帽、上三分身、無背景の６ヵ月以内のもの）

・白黒又はカラーのいずれかが必要
・ デジタル写真（ファイル形式は JPEG で、通常モードで撮影されたものとし、

高画質で撮影されたものはご遠慮下さい。）



4

Ⅵ．受験手数料等
　（１）受験手数料：６，０００円（非課税）
　　 　この他、次の（２）、（３）①、（３）②のうちいずれか１つ及び（４）①の費用が別途必要となります。
　（２）書面申請：１，０５０円（郵送販売の場合は１，５００円）（税込）（申請書代（試験案内書を含む。））
　（３）インターネット申請（ＣＢＴ試験を含む。）
　　　① 新規受験申請：６６０円（税込）（システム利用料）
　　　② 再 受 験 申 請：８６０円（税込）（システム利用料、事務手数料）
　（４）採点結果通知書等（筆記試験を申請する方のうち希望者のみ ｡）
　　　① 採点結果通知手数料：２２０円（税込）
　　　② 採点結果通知書は、筆記試験で採点の結果を希望され、別途申込みを行った受験者に通知致します。
　　　 　 なお、採点結果の内容は、筆記試験は試験問題３０問の正誤、分野ごとの得点及び総得点となります。
　　　 　 また、申請後に採点結果通知書の追加、変更等はできません。試験事務センターから受験者あてに、これらに

関するお問い合わせはいたしませんのでご了承下さい。
　　　 ※各申請方法でお申込み頂きました受験手数料等は、お返しできませんのでご了承下さい。

Ⅶ．申請方法
　次の１．又は２．のいずれかの方法でお申込み下さい。
　 １．書面申請
　　（１）受験申請書の入手方法
　　　　① 直接販売
　　　　　 各都道府県のトラック協会、バス協会、ハイヤー・タクシー協会及び（公財）運行管理者試験センターにおいて、

頒布期間（令和２年１１月２０日（金）～１２月２日（水））に１部１，０５０円で販売いたします。
　　　　② 郵送販売
　　　　　 次の必要事項を記載したメモに申請書代（送料等含む。）１部当たり１，５００円分の「定額小為替証書」（発行

日から６ヵ月以内）を同封し、令和２年１１月２０日（金）～１１月２７日（金）の期間内に必着で（公財）運行
管理者試験センター申請書郵送販売係あて郵送して下さい。なお、返信用封筒の送付は必要ありません。

　　　　　 ＜必要事項記載内容＞

１．送付部数　　　　部　　　２．定額小為替証書の合計金額　￥１，５００×　　　　部＝　　　　　円

３．送付先　氏名（フリガナ）　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　〒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （日中連絡が可能な電話番号を記載して下さい。）

　　　　　　ご住所　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　
　　　　　　　※マンション、アパート等の名称及び部屋番号を記載して下さい。
　　　　　　　※会社宛てに送付を希望する場合には会社名も記載して下さい。

 ＜送付先＞　〒１０５－００１２　東京都港区芝大門１－１６－３　芝大門１１６ビル７階
　　　　　　　　　　　（公財）運行管理者試験センター 申請書郵送販売係 宛　
　　　　　　 ※お買い求め頂きました受験申請書の代金は、お返しすることができませんのでご了承下さい。
　　　　　　 ※受験申請書は今回試験（令和２年度第２回）用であり、次回以降は使用できません。
　　　　　 ＜定額小為替証書の購入方法等＞
　　　　　　ゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口で購入して下さい。なお、指定受取人欄は、記入しないで下さい。
　　　　② 申請方法
　　　　　ⅰ 申請書の提出方法： 申請書に同封されている「受験申請書記入の手引き」をご確認いただき、申請書に必要

事項の記載及び必要書類を貼付のうえ、郵便局の窓口で簡易書留により郵送して下さい。
　　　　　ⅱ 受験申請書提出先：公益財団法人 運行管理者試験センター　試験事務センター
　　　　　　　　　　　　　　　〒２７０－１３９１　日本郵便株式会社　印西郵便局私書箱７号
　　　　③ 受験申請書の締切日
　　　　　令和２年１２月２日（水）当日の消印有効（締切日を過ぎたものは受理することはできません。）
　　　　　※受付期間がこれまでの試験より短期間になっていますので、早めの申請をお願いします。
　　　　　※ 新型コロナウイルスの感染状況により、試験会場の定員が急きょ縮小されるなどの場合には、希望する試

験地以外の試験地で受験していただく場合がありますので、予めご了承のうえ申請して下さい。
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　 ２．インターネット申請（新規・再受験）
　（パソコンまたはスマートフォンから申込みができます。（団体申請は PC のみ。））

　（１）筆記試験
① 申請方法

ⅰ新規受験で申請する方
 運行管理者試験センターのホームページ（https: //www.unkan.or.jp/）にアクセスし、申込み手順に従っ
て必要事項を入力して下さい。受験者本人又は団体申請者の「電子メールアドレス（パソコンまたはスマ
ートフォンのメールアドレス）」が必要となります。
１）個人によるインターネット申請

 インターネットシステムの環境が整うパソコンまたはスマートフォンから運行管理者試験センターの
ホームページの申請サイトにアクセスして申請を行って下さい。

２）団体によるインターネット申請
 各企業において一括で取りまとめて申し込みを行う「団体申請」は、本社だけでなく支社、支店又は
営業所など内部機関ごとにインターネット申請（パソコンのみ）を行うことができます。なお、あら
かじめ、団体情報の登録が必要となります。

※ 申請で利用されるインターネットシステムについては、推奨される OS 及びブラウザを、必ず確認して
から申請して下さい。

ⅱ再受験で申請する方
※再受験申請が可能な受験者は次の条件を満たす方に限ります。

・平成２９年度第１回運行管理者試験以降に受験履歴がある方
・氏名に変更がない方

１） パソコンまたは、スマートフォンより運行管理者試験センターのホームページから申請者サイトにア
クセスし、申込手順に従って必要事項を入力して下さい。

２）再受験申請の場合は、受験資格を証明する書面及び受験者を証明する書面の添付は不要です。
② 申請受付期間

令和 2 年 11 月 20 日（金）午前 9 時から 12 月 21 日（月）午後 11 時 59 分（厳守）までです。
※ 一部試験地では受験者数の定員を設けています。このため、申請受付期間内であっても希望する試験地で

の申請ができない場合がありますので、早めの申請をお願いします。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大状況により、試験会場の定員が急きょ縮小されるなどの場合には、希望す

る試験地以外の試験地で受験していただく場合がありますので、予めご了承のうえ申請して下さい。
③ 受験手数料、システム利用料及び採点結果通知手数料の支払方法

ⅰ 受験手数料等は、コンビニエンス決済、クレジットカード決済（VISA、Master、JCB）、銀行（ペイジー決済）
での支払いができます。（団体申請は銀行振込みのみ。）
 クレジットカード決済では、領収証を発行します。なお、各種決済後の領収書には、登録された勤務先情
報の会社名が記載されます。記載が不要な方は申請時にその旨を登録して下さい。
 コンビニエンス決済、銀行（ペイジー決済）の場合は、領収書は発行されませんので、レシート又は払込
明細書等をご活用下さい。

　ⅱ 採点結果通知の送付を希望する方は、「受験申請者サイト」＞「申請情報入力」に表示される「採点結果通
知」欄の「□希望する」をチェックすると申し込むことができます。

④ 受験手数料等の支払期限
令和 3 年 1 月 5 日（火）午後 11 時 59 分（厳守）までです。
この日までに受験手数料の支払いを行わないと申請が取消しとなりますのでご注意下さい。

(２)ＣＢＴ試験
① 申請方法

・新規受験、再受験いずれの場合も申請が可能です。（ＣＢＴ試験では団体申請はできません。）
・ 申請は、パソコンまたは、スマートフォンより運行管理者試験センターのホームページから申請者サイト

にアクセスし、申込手順に従って行って下さい。

② 申請受付期間
令和 2 年 11 月 20 日（金）午前 9 時 から 12 月 21 日（月）午後 11 時 59 分（厳守）までです。

③ 試験会場及び日時の予約
試験会場等の予約は受験日の約 2 ヵ月前頃から行えます。（試験会場（テストセンター）によって異なります。）
※令和３年１月３１日までには試験会場等の予約を完了して下さい。
④ 受験手数料、システム利用料の支払方法 
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 受験手数料等は、コンビニエンス決済、クレジットカード決済（VISA、Master、JCB）、銀行（ペイジー決済）
での支払いができます。領収書は受験後にＣＢＴ試験専用サイトで発行することができます。

⑤ 受験手数料等の支払い期限
試験会場等の予約後３日以内（厳守）。期限までに入金されない場合は申請が取消しとなります。

　（例：１２月２１日（月）に試験会場等の予約を行った場合には、１２月２４日（木）中までが入金期限となります。）

※ 受験資格を基礎講習修了予定で申請する場合には、試験の種類に応じた基礎講習を修了し、基礎講習修了証書（写）
又は運行管理者講習手帳（写）を提出後、提出書類の審査が完了するまで、ＣＢＴ試験の試験会場等の予約ができ
ません。令和３年１月以降に基礎講習を受講予定の方にあっては、予約が遅れるため、希望する日時、会場で受験
できない場合がありますので、筆記試験で申請されるようお願いいたします。

新型コロナウイルスの感染予防等に関する注意喚起について
新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、受験される皆様には手洗いやマスクの着用など感染予防に努め、受験
に臨んで頂くようお願いします。
また、試験当日に発熱・咳などの症状のある方は、受験をお断りすることもありますので、ご了承願います。
なお、新型コロナウイルスの感染状況によっては、試験の中止や試験地を変更する場合がありますので、最新の
情報を試験センターのホームページでご確認下さい。

● 受験申請手続きの詳細は、試験案内書又は当センターのホームページを参照して下さい。

公益財団法人 運行管理者試験センター　試験事務センター
自動音声サービス：ＴＥＬ  ₀₄₇₆−₈₅−₇₁₇₇

 （平日₉時〜₁₇時は「₅」を押すとオペレータ対応有）
ＦＡＸ  ₀₄₇₆−₄₈−₁₀₄₀

ホームページ  https://www.unkan.or.jp/

試験の申込み

＜受験申請サイト＞

（公財）運行管理者試験センターのホームページ（https://www.unkan.or.jp）にアクセスし、
新規受験申請サイト（又は再受験申請サイト）の申請情報入力画面で、「ＣＢＴ試験で申
請する」を選択し、必要書類を登録して申込み。

申込完了
メールの受信

受験申請サイトから自動発信される申込完了メールを受信し登録内容を確認。

審査完了
メールの受信

提出書類の審査完了後、受験申請サイトから自動発信される審査完了メールを受信。メー
ルにはＣＢＴ試験専用サイトのＵＲＬ及びログインするためのＩＤ、パスワードが記載さ
れています。

試験会場の予約
及び受験手数料

等の入金

＜ＣＢＴ試験専用サイト＞

審査完了メールに記載されているＩＤ、パスワードでＣＢＴ試験専用サイトにログインし、
希望する試験会場及び日時を予約したのち、受験手数料等の入金の手続きをして下さい。
※ 試験会場等の予約は受験日の約 2 ヵ月前頃から行えます。（試験会場によって異

なります。）
※ 令和 3 年 1 月 31 日までに試験会場等の予約を完了してください。それ以降にな

ると、選択できる会場日時が少なくなります。

受験確認書
メールの受信

入金完了後、ＣＢＴ試験専用サイトから、試験会場の案内及び注意事項等が記載された受
験確認書がメールで送信されます。

試験の実施
受験確認書に記載された日時に、身分証明書（運転免許証等写真付のもの）及び受験確認
書（スマートフォンの表示も可）を持参のうえ、予約した試験会場へ来場し受験して下さい。

試験結果
の通知

試験結果発表日（令和 3 年 4 月 6 日）（予定）　　試験結果通知書を発表日に発送します。

ＣＢＴ試験の受験の流れ
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令和 2 年 9 月 1 日現在
〔主な基礎講習実施機関の連絡先〕
●独立行政法人 自動車事故対策機構 各支所 連絡先一覧表
　（ホームページ http://www.nasva.go.jp/） 「ホーム ＞ 所在地一覧」

【貨物・旅客】基礎講習実施機関

●各基礎講習実施機関に関する連絡先一覧表
　（国土交通省ホームページ http://www.mlit.go.jp/）
　「 ホーム ＞ 事業用自動車の安全対策 ＞ 事業者が取り組む安全対策 ＞ 運行管理者について 」

【貨物・旅客】基礎講習実施機関

※裏面にも記載されています。

名　　称 電話番号
札幌主管支所 011-218-8155
函館支所 0138-88-1007
釧路支所 0154-32-7021
旭川支所 0166-40-0111
仙台主管支所 022-204-9902
福島支所 024-522-6626
岩手支所 019-652-5101
青森支所 017-739-0551
山形支所 023-609-0500
秋田支所 018-863-5875
新潟主管支所 025-283-1141
長野支所 026-480-0521
石川支所 076-239-3207

名　　称 電話番号
富山支所 076-421-1631
東京主管支所 03-3621-9941
神奈川支所 045-471-7401
千葉支所 043-350-1730
埼玉支所 048-824-1945
茨城支所 029-226-0591
群馬支所 027-365-2770
栃木支所 028-622-9001
山梨支所 055-262-1088
名古屋主管支所 052-218-3017
静岡支所 054-687-3421
岐阜支所 058-263-5128
三重支所 059-350-5188

名　　称 電話番号
福井支所 0776-22-6006
大阪主管支所 06-6942-2804
京都支所 075-694-5878
兵庫支所 078-271-7601
滋賀支所 077-585-8290
奈良支所 0742-32-5671
和歌山支所 073-431-7337
広島主管支所 082-297-2255
鳥取支所 0857-24-0802
島根支所 0852-25-4880
岡山支所 086-232-7053
山口支所 083-924-5419
高松主管支所 087-851-6963

名　　称 電話番号
徳島支所 088-631-7799
愛媛支所 089-960-0102
高知支所 088-831-1817
福岡主管支所 092-451-7751
佐賀支所 0952-29-9023
長崎支所 095-821-8853
熊本支所 096-322-5229
大分支所 097-558-3155
宮崎支所 0985-53-5385
鹿児島支所 099-213-7250
沖縄支所 098-916-4860

名　　称 所 在 地 電話番号

㈱苫小牧ドライビングスクール 北海道苫小牧市 0144-55-7191

㈱苗穂自動車学園
（釧路自動車学校） 北海道釧路市 0154-37-1115

㈱中央バス自動車学園 北海道札幌市 011-764-2525

㈱ムジコ・クリエイト
青森モータースクール 青森県青森市 017-738-2246

㈱ムジコ・クリエイト
弘前モータースクール 青森県弘前市 0172-28-2525

㈱ムジコ・クリエイト
八戸モータースクール 青森県八戸市 0178-28-2145

紫波中央自動車学校 岩手県紫波郡 019-672-4316

佐藤興産㈱
（北上自動車学校） 岩手県北上市 0197-63-4562

㈱高田自動車学校
（陸前高田ドライビングスクール） 岩手県陸前高田市 0192-55-3990

㈱高田自動車学校
（遠野ドライビングスクール） 岩手県遠野市 0198-63-2080

黒井産業㈱
（R45・日の出自動車学校） 宮城県仙台市 022-283-9777

㈱石巻中部自動車学校 宮城県石巻市 0225-94-1285

㈱富久山自動車教習所
（富久山自動車学校） 福島県郡山市 024-922-8070

㈱平中央自動車学校 福島県いわき市 0246-26-3429

㈱南湖自動車学校 福島県白河市 0248-22-1177

㈱鶴岡自動車学園 山形県鶴岡市 0235-22-6200

㈱マツキ
マツキドライビングスクール 山形県長井市 0238-84-1179

㈱けんなん
（県南自動車学校） 山形県東置賜郡 0238-57-3221

㈱水原自動車学校 新潟県阿賀野市 0250-62-2000

㈱中越自動車学校 新潟県長岡市 0258-22-2336

㈱アジマ自動車学校 長野県下伊那郡 0265-33-2550

名　　称 所 在 地 電話番号
（一財）茨城県交通安全協会
（茨城県自動車学校） 茨城県水戸市 029-247-6131

とちぎ安全教育センター㈱
（トーブモータースクール安全教育センター） 栃木県鹿沼市 0289-74-5070

㈱さくら那須モータースクール
（那須自動車学校） 栃木県那須塩原市 0287-36-3141

㈱ HSC 足利自動車学校 栃木県足利市 0284-71-2695

㈱ぐんま安全教育センター
（前橋自動車教習所） 群馬県前橋市 027-233-1155

鶴ヶ島自動車㈱
（鶴ヶ島自動車教習所） 埼玉県鶴ヶ島市 049-287-1122

㈲羽生モータースクール 埼玉県羽生市 048-561-3008

㈲ワイズ
（アンモータースクール） 埼玉県さいたま市 048-624-3276

東洋自動車㈱
東洋自動車教習所 千葉県旭市 0479-64-0100

坂本自動車㈱
（金町自動車教習所） 東京都台東区 03-3607-5101

合同会社オートライフセンター 東京都羽村市 042-555-5598 

一般社団法人こころーど 東京都大田区 03-6424-7718

平和自動車交通㈱ 東京都江戸川区 03-3651-1183

㈱京成ドライビングスクール 東京都葛飾区 03-6657-8868

㈱拝島自動車教習所 東京都福生市 042-551-2851

杉並交通第二㈱ 東京都杉並区 03-3332-2345

都南自動車教習所
（神奈川安全運転研修センター） 神奈川県座間市 050-3734-8836

㈲小田原ドライビングスクール 神奈川県小田原市 0465-36-1215

飛鳥 DC 川崎㈱
（飛鳥ドライビングカレッジ川崎） 神奈川県川崎市 044-380-5510

㈱韮崎自動車教習所 山梨県韮崎市 0551-22-1145

㈲七尾自動車教習所 石川県七尾市 0767-53-1422
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【貨物】基礎講習実施機関

【旅客】基礎講習実施機関

※１  基礎講習実施機関名は、運行管理者試験センターへの受講者データ提供に関する協力機関であって、掲載のご承諾をいただ
いた機関名を記載しております。

※２  ここに記載されている基礎講習実施機関で基礎講習を受講した場合であって、インターネットにより受験申請をする場合に
は、基礎講習修了証（写）の提出を省略することができます。

※３  基礎講習の受講により受験資格を得て受験申請される方は、基礎講習の受講申込みについては、お早めに（独）自動車事故対
策機構各支所又は他の講習実施機関にお問い合わせ下さい。

名　　称 所 在 地 電話番号
スルガ安全教育センター

（スルガ自動車学校） 静岡県静岡市 054-369-1177

学校法人 静岡自動車学園
（静岡県自動車学校） 静岡県静岡市 054-262-7562

㈱綜合自動車学校 静岡県浜松市 053-461-6633

コアラドライブ安城
（旧安城自動車学校） 愛知県安城市 0566-76-8181

日本ローカルネットワーク
システム協同組合連合会 愛知県名古屋市 052-589-2216

学校法人名鉄学園
（名鉄自動車学校） 愛知県名古屋市 052-891-4191

㈱大原自動車学校 岐阜県多治見市 0572-27-2356

㈱那加自動車教習場
（那加自動車学校） 岐阜県各務原市 058-389-2525 

㈱ポラリス
（福富自動車教習所） 岐阜県岐阜市 058-229-1124

㈱西濃自動車学校 岐阜県海津市 0584-66-2450

㈱アヤハ自動車教習所 滋賀県栗東市 077-552-3081

丹後自動車振興㈱
（網野自動車教習所） 京都府京丹後市 0772-72-2633

㈱山城自動車教習所 京都府綴喜郡 0774-82-2165

㈱デルタ自動車教習所 京都府京都市 075-311-0079

㈱大阪香里自動車練習所
（大阪香里自動車教習所） 大阪府寝屋川市 072-831-0668

㈱エムアールエスコンサルタント
（大阪都島自動車学校） 大阪府大阪市 06-6922-1200

はりま自動車教習所 兵庫県高砂市 079-448-5100

㈱網干総合教育センター 兵庫県姫路市 079-274-1839

㈲淡陽自動車教習所
（春日自動車教習所） 兵庫県丹波市 0795-74-0401

兵庫県タクシー事業協同組合 兵庫県神戸市 078-871-7171

㈱備南自動車学校 広島県福山市 0120-868-676

㈱山陽自動車学校 広島県福山市 084-941-5060

テクノ自動車学校 広島県安芸郡 082-854-4000

名　　称 所 在 地 電話番号
㈱ロイヤルコーポレーション

（ロイヤルドライビングスクール） 広島県福山市 084-933-4101

㈱アフィス
（沼田自動車学校） 広島県広島市 082-848-2222

学校法人 柳心学園
米子自動車学校 鳥取県米子市 0859-33-1231

㈱コガワ計画 島根県益田市 0856-31-5050

玉野自動車教習所 岡山県玉野市 0863-71-0611

東予交通㈱
（四国中央自動車学校） 愛媛県四国中央市 0896-24-2128

㈱第一自動車練習所
（第一自動車教習所） 愛媛県松山市 089-932-1151

㈱城西自動車学校 愛媛県松山市 089-925-0105

㈱西条ドライビングスクール 愛媛県西条市 0898-64-3018

㈱石原自動車教習所 愛媛県松山市 089-972-1010

㈱おんが自動車学校 福岡県遠賀郡 093-293-2359

㈱一
い ち じ

二（アイルモータースクール） 福岡県豊前市 0979-82-2044

南鳥栖自動車学院 佐賀県鳥栖市 0942-82-7855

伊万里自動車学校 佐賀県伊万里市 0955-23-5288

㈲新西海自動車学校 長崎県西海市 0959-27-0136

㈲八代ドライビングスクール 熊本県八代市 0965-32-8135

㈱みゆき学園
（警友自動車学校） 宮崎県都城市 0986-38-1001

㈱旭興自動車学校 宮崎県延岡市 0982-32-6378

東九州自動車学校 宮崎県延岡市 0982-37-0727

㈲西都自動車学校 宮崎県西都市 0983-43-0267

㈲串木野自動車教習所 鹿児島県
いちき串木野市 0996-32-9222

マジオドライバーズスクール
鹿児島校

鹿児島県
鹿児島市 099-226-1234

名　　称 所 在 地 電話番号
ヤマト・スタッフ・サプライ㈱
東京研修センター 東京都江東区 03-6426-0193

ヤマト・スタッフ・サプライ㈱
中部研修センター 愛知県名古屋市 052-228-9770

ヤマト・スタッフ・サプライ㈱
関西研修センター 大阪府大阪市 06-6613-1800

ヤマト・スタッフ・サプライ㈱
九州研修センター 福岡県福岡市 092-289-6851

SBS ホールディングス㈱ 東京都墨田区 03-3829-2076

名　　称 所 在 地 電話番号

㈱大佐和自動車教習所 千葉県富津市 0439-65-2211

㈱海上中央自動車教習所 千葉県旭市 0479-55-2521

㈱田方自動車学校 静岡県田方郡 055-978-2452

一般社団法人愛知県トラック協会
中部トラック総合研修センター 愛知県みよし市 0561-36-1010

桂土地㈱
（上野自動車学校） 三重県伊賀市 0595-21-1000

名　　称 所 在 地 電話番号

日本交通㈱ 東京都千代田区 03-5755-2151

エムケイ㈱ 京都府京都市 075-555-3132

名　　称 所 在 地 電話番号

神姫バス㈱ 兵庫県姫路市 079-253-3330




