
令和4年9月1日 現在

※ 受講には実施機関への申し込みが必要となります。なお、以下は予定であり、会場等に変更が生じる場合が

　ございますので、実施機関のホームページ等にて開催日や会場ついて確認のうえ申し込み願います。

支局 実施機関 開催地 対象業態 会場名

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 4月12日(火) ～ 4月14日(木) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

中央バス自動車学校 札幌 全業態 4月22日(金) ～ 4月24日(日) 中央バス自動車学校

中央バス自動車学校 小樽 全業態 5月11日(水) ～ 5月13日(金) 小樽市民センター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 5月18日(水) ～ 5月20日(金) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 小樽 トラック 6月14日(火) ～ 6月16日(木) 小樽経済センタービル

中央バス自動車学校 札幌 全業態 6月17日(金) ～ 6月19日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 バス、ハイタク 6月28日(火) ～ 6月30日(木) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 美唄 トラック 7月5日(火) ～ 7月7日(木) 美唄市民会館

中央バス自動車学校 札幌 全業態 7月8日(金) ～ 7月10日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 7月11日(月) ～ 7月13日(水) 北海道トラック総合研修センター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 バス、ハイタク 7月12日(火) ～ 7月14日(木) 北海道トラック総合研修センター

黒井交通教育センター 札幌 トラック 7月16日(土) ～ 7月18日(月) 新札幌自動車学園

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 7月20日(水) ～ 7月22日(金) 北海道トラック総合研修センター

中央バス自動車学校 札幌 全業態 9月23日(金) ～ 9月25日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 10月12日(水) ～ 10月14日(金) 北海道ハイヤー会館

中央バス自動車学校 小樽 全業態 10月18日(火) ～ 10月20日(木) 小樽市民センター

中央バス自動車学校 札幌 全業態 11月4日(金) ～ 11月6日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 11月9日(水) ～ 11月11日(金) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 バス、ハイタク 11月14日(月) ～ 11月16日(水) 自動車事故対策機構札幌主管支所

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 11月28日(月) ～ 11月30日(水) 北海道トラック総合研修センター

中央バス自動車学校 札幌 全業態 12月2日(金) ～ 12月4日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 12月7日(水) ～ 12月9日(金) 北海道トラック総合研修センター

中央バス自動車学校 札幌 全業態 1月6日(金) ～ 1月8日(日) 中央バス自動車学校

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 バス、ハイタク 1月17日(火) ～ 1月19日(木) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

黒井交通教育センター 札幌 バス、ハイタク 1月20日(金) ～ 1月22日(日) 新札幌自動車学園

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 1月25日(水) ～ 1月27日(金) 北海道トラック総合研修センター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 バス、ハイタク 1月30日(月) ～ 2月1日(水) 札幌地区トラック輸送サービスセンター

ＮＡＳＶＡ札幌主管支所 札幌 トラック 2月1日(水) ～ 2月3日(金) 北海道トラック総合研修センター

ＮＡＳＶＡ函館支所 七飯 バス、ハイタク 1月16日(月) 1月18日(水) 七飯町文化センター

ＮＡＳＶＡ函館支所 七飯 トラック 1月17日(火) 1月19日(木) 七飯町文化センター

苫小牧ドライビングスクール 苫小牧 トラック 5月17日(火) ～ 5月19日(木) 室蘭地区トラック協会苫小牧研修センター

苫小牧ドライビングスクール 苫小牧 全業態 6月1日(水) ～ 6月3日(金) 苫小牧市民会館

苫小牧ドライビングスクール 室蘭 全業態 6月14日(火) ～ 6月16日(木) 室蘭市市民会館

苫小牧ドライビングスクール 室蘭 全業態 10月24日(月) ～ 10月26日(水) 室蘭市市民会館

苫小牧ドライビングスクール 苫小牧 トラック 11月9日(水) ～ 11月11日(金) 室蘭地区トラック協会苫小牧研修センター

苫小牧ドライビングスクール 苫小牧 全業態 12月6日(火) ～ 12月8日(木) 苫小牧市民会館
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支局 実施機関 開催地 対象業態 実施日 会場名

ＮＡＳＶＡ釧路支所 帯広 トラック 5月25日(水) ～ 5月27日(金) 十勝地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ釧路支所 帯広 バス、ハイタク 6月8日(水) ～ 6月10日(金) 帯広自動車連合ビル

釧路自動車学校 帯広 トラック 6月29日(水) ～ 7月1日(金) 十勝地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ釧路支所 帯広 トラック 12月7日(水) ～ 12月9日(金) 十勝地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ釧路支所 釧路 トラック 5月18日(水) ～ 5月20日(金) 釧路市文化会館

釧路自動車学校 釧路 トラック 5月25日(水) 5月27日(金) 釧路自動車学校

ＮＡＳＶＡ釧路支所 釧路 バス、ハイタク 6月1日(水) ～ 6月3日(金) 釧路市文化会館

釧路自動車学校 釧路 トラック 10月4日(火) ～ 10月6日(木) 釧路自動車学校

ＮＡＳＶＡ旭川支所 北見 バス、ハイタク 6月8日(水) ～ 6月10日(金) 北見地域職業訓練センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 北見 トラック 6月29日(水) ～ 7月1日(金) 端野町公民館

釧路自動車学校 北見 トラック 11月16日(水) ～ 11月18日(金) 北見地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 旭川 トラック 6月1日(水) ～ 6月3日(金) 旭川地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 旭川 バス、ハイタク 6月22日(水) ～ 6月24日(金) 旭川地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 旭川 トラック 7月6日(水) ～ 7月8日(金) 旭川地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 旭川 トラック 1月18日(水) 1月20日(金) 旭川地区トラック研修センター

ＮＡＳＶＡ旭川支所 旭川 バス、ハイタク 1月25日(水) 1月27日(金) 旭川地区トラック研修センター
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