
 

 

 

  

緊急事態宣言発出期間の変更を受け、自動車事故対策機構（ナスバ）茨城支所が開催いた

します一般講習の日程変更及び増回がありましたのでお知らせいたします。今年度も新型コ

ロナウイルス対策を行った上で開催させて頂きます。ご協力をお願いいたします。 

 

1. 令和３年度一般講習（貨物）の開催日程 

 受講予約は、各開催日の３ヶ月前の同日から可能です。 
 

  また、日程表中の赤字になっている日程は開催日程が変更、もしくは増回となったところです。 

   こちらの予約開始日は各開催日の 1 ヶ月前の同日から可能です。 

なお、開催日は諸事情により変更となる場合もあります。 

開 催 日 時・形式 場 所 予約開始日 

令和３年１０月 ７日（木）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 7月 7 日（水） 

令和３年１０月 ８日（金）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 7月 8 日（木） 

令和３年１０月１４日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 7月 14日（水） 

令和３年１０月２１日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 7月２１日（水） 

令和３年１０月２８日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 7月 28日（水） 

令和３年１１月 ４日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 8月 4日（水） 

令和３年１１月１１日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 8月１１日（水） 

令和３年１１月１６日（水）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 8月 16日（月） 

令和３年１１月１７日（木）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 8月 17日（火） 

令和３年１１月１８日（金）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 8月 18日（水） 

令和３年１１月２５日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 8月２５日（水） 

令和３年１２月 ２日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 9月 2日（木） 

令和３年１２月 ９日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 11月 ９日（火） 

令和３年１２月１６日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 9月 16日（木） 

令和４年 １月２０日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 10月 20 日（水） 

令和４年 1 月２７日（木）対面 

※ 9 月 16 日振替分 

県南生涯学習センター（土浦） 令和 3年 12月 27 日（月） 

令和４年 １月２７日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 10月 27 日（水） 

令和 4 年 1 月 28 日（金）対面 

※ 9 月 17 日振替分 

県南生涯学習センター（土浦） 令和 3年 12月 28 日（火） 

運行管理者等一般講習（日程変更・増回）のお知らせ 



令和４年 ２月１０日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 11月 10 日（水） 

令和４年 ２月１７日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 11月 17 日（水） 

令和４年 ２月２４日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 11月 24 日（水） 

令和４年 ３月 ３日（木）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 12月 3日（金） 

令和４年 ３月１０日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 12月 10 日（金） 

※DVD 形式とは、これまでの講義形式とは違い、ナスバに設置してあるパソコンを使用して一般講習 

  カリキュラムに基づき作成された DVD を視聴する講習回です。受講の最後には修了試問を実施します。 

 

 

2. 令和３年度一般講習（旅客）の開催日程 

 受講予約は、各開催日の３ヶ月前の同日から可能です。 
 

  また、日程表中の赤字になっている日程は開催日程が変更、もしくは増回となったところです。 

   こちらの予約開始日は各開催日の 1 ヶ月前の同日から可能です。 

なお、開催日は諸事情により変更となる場合もあります。 

開 催 日 時・形式 場 所 予約開始日 

令和３年１０月 ６日（水）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 7月 6日（火） 

令和 3 年 11 月 18 日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 10月 18 日（月） 

令和 3 年 12 月 23 日（木）DVD 第二中央ビル４階（水戸）【茨城支所】 令和 3年 11月 23 日（火） 

令和 4 年 1 月 26 日（水）対面 

※ 9 月 15 日 振替分 

県南生涯学習センター（土浦） 令和 3年 12月 26 日（日） 

令和４年 ３月 ２日（水）対面 茨城県トラック総合会館（水戸） 令和 3年 12月 2 日（木） 

 

 

3. 予約方法について 

運行管理者等指導講習のご予約について 

 インターネットよりご予約いただけます。(http://www.nasva.go.jp/) 

講習の種類、開催日時によって予約開始日が異なりますのでご注意ください。 

  

 ご予約はこちらから 



 

運行管理者等指導講習のご予約については、ナスバホームページより講習のご予約を

クリックしてお申し込みください。インターネット予約されますと、「ナスバ講習予約

確認書」を印刷することができます。印刷の上、講習当日にご持参ください。 

 

 

4. 受講料について 

  講習初日の受付時にお支払いいただきます。 

  なお、お支払いいただいた場合は領収書を発行いたします。 

 

【貨物】 

種別 料金 茨城県トラック協会からの助成 

基礎講習 ８，９００円 なし 

一般講習 ３，２００円  全額助成（県内営業所に限る） 

特別講習 １７，９００円 なし 

安全マネジメント認定セミナー ５，２００円 全額助成（県内営業所に限る） 

 

【旅客】 

種別 料金 助成 

基礎講習 ８，９００円 なし 

一般講習 ３，２００円  バス協会会員様は全額助成 

（県内営業所に限る） 

特別講習 １７，９００円 なし 

安全マネジメント認定セミナー ５，２００円 なし 

 

 

 

 

 

 

 

お問い合わせ先 

 独立行政法人自動車事故対策機構 茨城支所 

 茨城県水戸市泉町３－１－２８ 第２中央ビル４階 

 ℡ ０２９－２２６－０５９１ 

 Fax０２９－２２６－０５９２ 

当機構ホームページ http://www.nasva.go.jp/ 

 

http://www.nasva.go.jp/

