
基礎講習

　５月２４日（水）・２５日（木）・２６（金） 　６月　８（木） ７月　６日（木）

　６月１４日（水）・１５日（木）・１６（金） １０月１２日（木） １１月９日（木）

１０月　４日（水）・　５日（木）・　６（金） 　１月１１日（木）

５月　２８日（日）・２９日（月）

１０月１５日（日）・１６日（月）
１０月１５日（日）

１０月１４日（土）・１５日（日）・１６日（月）

２日間体験型研修（１泊２日）

５月２８日（日）

１日参加型研修

運転免許取得（一定条件により一部助成金制度あり）

大型・中型・準中型・牽引・大型特殊の運転免許

３日間体験型研修（２泊３日）

　５月２７日（土）・２８日（日）・２９日（月）

２０２３年度　貨物（一般・初任）ドライバー等研修日程表
※３日間研修、Ｇマーク事業者は全ト協から全額助成（その他７０％）

貨物（一般・初任）ドライバー研修
　https://www.tekuno.info/course/jta/

１日参加型研修

開催場所　テクノ自動車学校
　https://www.tekuno.info/course/diagnosis/

受験対策(貨物のみ） 一般講習

QRコードまたはHPから
お申し込みください
https://www.tekuno.info
/course/diagnosis/

２０２３年度の講習・研修のご案内

☆全日本トラック協会指定研修施設☆

20２３年５月～２０２４年１月
「テクノ自動車学校」

運行管理者講習（貨物・旅客合同） ・ 受験対策講座（貨物のみ）

基礎講習８，９００円・一般講習３，２００円　（一定条件により各都道府県の助成制度あり）

広島県安芸郡熊野町5640番地の１　TEL（０８２）８５４－４０００　ＦＡＸ（０８２）８５４－９４６６　

詳細はHP等をご覧ください。　　  https://www.tekuno.info/
無料駐車場あり（１００台） メールアドレス home@tekuno.info

テクノ自動車学校 【大型・牽引・二輪・フォークリフト ・ 小型移動式クレーン ・ 玉掛け ・ ドローン他】



                         【入所に際しての連絡事項】 

 

□入所手続き等 

○自家用車で来校される方は研修開始時刻の３０分前までに来校してください。 

駐車場スペースは十分 ありますが、大型車は駐車できませんので、ご注意ください。 

○迎バスをご利用の方は JR 呉線矢野駅前の集合場所に遅れないようにお越し下さい。 

○研修初日の昼食は事前に済ませて入所して下さい。 

 

□宿泊について 

○前泊される方はホテルへ直接チェックインして下さい。 

研修初日に送迎バスがお迎えに行きます。 

○研修最終日は、チェックアウトを済ませてから来校して下さい。 

○前泊または後泊の料金（助成対象外）は宿泊施設に直接お支払下さい。 

 

□持参品等 

○運転免許証  健康保険証  筆記用具  印鑑 

○服装  運転に適した活動しやすい衣服（トレーニングウェア、作業服等） 

運動靴（サンダルやヒールの高い靴は不可） 

 

□入所に伴う遵守事項等 

○研修生の遵守事項 

研修生は、入所後は法令、公序良俗若しくはドライビングアカデミーテクノ（以下当所という） 

による指導事項等を守り、秩序正しく行動していただき、これらに反する行為を行った場合は、

中途退所の措置をとる場合があります。※この場合は、研修料は返納いたしません 

また、研修生の都合や無断で研修を中断若しくは中途退所した場合には、研修料は返納いたし

ません。なお、研修生の故意、過失等その責に帰すべき事由により当所の施設、車両等に損害を

生じさせた場合は、損害賠償を請求することがあります。 

○免責事項 

次の事由による研修生の損害については、当所は責任を負いません。 

・官公庁の命令、その他当所の管理できない事由による研修日程の変更若しくは研修の中止 

・研修生の不注意により発生した、研修中の事故等による負傷等 

・当所内における盗難、紛失及びその他当所の管理できない事由による損害事案 

・当所施設外の自由行動時の事故 

※「確認書」を作成し、研修初日のオリエンテーション時にご提出をお願いします。 

□振込先  もみじ銀行 熊野支店 普通 0050123  (株)テクノ自動車学校 

□問合せ先 テクノ自動車学校  

電話 082-854-4000  ・ FAX 082-854-9466 



 

 

 

 

 

【１日間コース】 

 

【１日間】研修時間 ６時間３０分                      2022.1.15 

時 間 内 容 種別 

９：0０～ オリエンテーション・個人カルテ作成・自己紹介 座学 

９：３０～ 運転者適性・健康管理 座学 

１０：３０～ トラックドライバーの心構え  運行経路及び交通環境 

交通事故の責任  健康管理の重要性  エコドライブ 

座学 

１２：００～ トラックドライバーの基本的事項  積載方法  過積載の危険性 実車 

１３：００～ 休憩  

１４：００～ トラックの構造特性 座学 

１５：００～ 安全装置と運転方法等 実車 

１６：００～ まとめ 座学 

１６：３０ 閉講  

 

※貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針における一般的な指導及び

監督の内容 1～12 項目すべて研修内容に含まれています。（天候等により実施方法を変更する

ことがあります） 

なお、初任運転者教育に係る研修を対象とした 15 時間において１１時間３０分中６時間が適

応し、不足時間分９時間以上を実際運転する車両の日常点検を行う等、各事業所の運行状況に

即した安全教育を実施してください。 

 

全日本トラック協会指定研修施設 テクノ自動車学校 

〒731-4200  広島県安芸郡熊野町 5640 番地の１ 

ＴＥＬ（082）854－4000  ＦＡＸ（082）854－9466 

URL   http://tekuno.info  E-mail：home@tekuno.info 

 

 

 

 

初任・一般貨物ドライバー研修 



 

 

 

【２日間】コース 
 

【１日目】研修時間 １０時間                             2022.1.15 

時 間 内 容 種別 

９：３０～ オリエンテーション・個人カルテ作成・自己紹介 座学 

１０：００～ 運転適性と健康管理 座学 

１０：３０～ トラックドライバーの心構え  経路及び道路環境 

交通事故と責任  健康管理の重要性  エコドライブ 

座学 

１２：００～ トラックの運行の安全を確保するために遵守すべき基本的事項 

貨物の正しい積載方法   過積載の危険性 

実車 

 

１３：００～ 休憩  

１４：００～ トラック構造特性  安全装置と運転方法等 実車  

１６：００～ 危険物等の運搬 実車 

１７：３０～ 危険予測等と対処方法 実車 

２０：３０ 終了  

 

【２日目】研修時間 ６時間                              

９：００～ トラックの構造特性  経路と交通環境 座学 

１０：００～ 危険物等  危険予測等と対処方法 座学 

１１：００～ トラックの構造特性 座学 

１２：００～ 休憩  

１３：００～ トラックドライバーの基本的事項  貨物の正しい積載方法    

過積載の危険性   安全装置と運転方法 

実車 

１４：００～ 交通事故と責任   トラックドライバーの心構え 実車 

１４：３０～ まとめ 座学 

１５：００ 閉講  

※２日間コースは必ず１日目からの参加をお願いします。 

※貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針における一般的な指導及

び監督の内容 1～12 項目すべて研修内容に含まれています。（天候等により実施方法を変更す

ることがあります） 

なお、初任運転者教育に係る研修を対象とした 15 時間においては規定の時間は満たしていま

すが、実際に運転する車両の日常点検を行う等、各事業所の運行状況に即した安全教育を必ず

実施してください。 

全日本トラック協会指定研修施設  テクノ自動車学校   

広島県安芸郡熊野町 5640 番地の１  

ＴＥＬ（082）854-4000            ＦＡＸ（082）854-9466  

URL http://tekuno.info               E-mail：home@tekuno.info 

初任・一般貨物ドライバー研修 



 
 

 

【３日間】コース 
 

【１日目】研修時間 ３時間                                  2022.1.15 

時 間 内 容 種別 

１４：００～ オリエンテーション・個人カルテ作成・自己紹介 座学 

１４：３０～ ブレーンストーミング 座学 

１６：３０～ 危険予測と対処方法等 実車 

１７：００ 終了  

 

【２日目】研修時間 ９時間３０分                                   

９：００～ 運転適性と運転  健康管理 座学 

９：3０～ トラックドライバーの心構え   運行経路と交通環境 

交通事故と責任  健康管理の重要性  エコドライブ 

座学 

１２：００～ ドライバーの基本的事項 貨物の正しい積載方法 過積載の危険性 実車 

１４：0０～ トラックの構造上の特性  安全装置と運転方法 実車  

１６：0０～ 危険物等の運搬   実車 

１７：３０～ 危険予測等と対処方法 実車 

２０：３０ 終了  

 

【３日目】研修時間 ６時間                                    

９：００～ トラックの構造特性   経路及び交通環境 実車 

１０：００～ 危険物等  危険予測等と対処方法 実車 

１１：００～ トラックの構造特性 実車 

１３：００～ トラックの運行の基本的事項  貨物の正しい積載方法 

過積載の危険性  安全装置と運転方法 

座学 

１４：００～ 交通事故と責任 座学 

１４：３０～ まとめ 座学 

１５：００ 閉講  

※３日間コースは必ず１日目からの参加をお願いします。 

※貨物自動車運送事業者が運転者に対して行う指導及び監督の指針における一般的な指導及び監督の内

容 1～12 項目すべて研修内容に含まれています。（天候等により実施方法を変更することがあります） 

なお、初任運転者教育に係る研修を対象とした 15 時間においては規定の時間は満たしていますが、実

際に運転する車両の日常点検を行う等、各事業所の運行状況に即した安全教育を必ず実施してください。 

全日本トラック協会指定研修施設 テクノ自動車学校                                                      

広島県安芸郡熊野町 5640 番地の１ 

ＴＥＬ（082）854－4000  ＦＡＸ（082）854－9466   

URL   http://tekuno.info    E-mail：home@tekuno.info 

初任・一般貨物ドライバー研修 



○自家用でテクノ自動車学校へ来校可能です。 

無料駐車場（最大１００台）を利用することができます。 

 

○送迎が必要な方はＪＲ矢野駅のお迎え場所について  

お迎えは赤丸箇所にお迎えに参ります。 

送迎をご利用の場合は予約が必要です。  

※通常営業の終了１時間前まで予約を入れてください 
          予約 ＴＥＬ０８２－８５４－４０００ 

                      お迎え時間   時   分 
 

 

 


