
陸運事業者のための安全マネジメント研修

参加費

無料

～ 運輸安全マネジメントと労働安全衛生マネジメント
システムガイドラインの一体化による効果的な運用 ～

運輸安全マネジメント（運輸安全M）は輸送の安全の確保を、一方、陸運業における

労働安全衛生マネジメントシステムガイドライン（RIKMS：リクムス）は労働者の安

全衛生の確保をそれぞれ主眼にしています。運輸安全Mは法律で義務化されているのに

対し、RIKMSは努力義務にとどまっていますが、いずれも、事業者として取り組んで

いかなければならない内容のものです。

この２つのマネジメントは安全水準向上のため、一連の過

程として、共にＰＤＣＡサイクルを定めています。このため、

各々別のレールを敷くのではなく、同じレールの上でサイク

ルを回していくことが効率的です。

この研修では、両マネジメントの一体的な取組方法につい

て説明するとともに、マネジメントの肝となるリスクアセス

メントの手法について解説します。

陸運事業者のための安全マネジメント研修

開催日時： 開催一覧表をご覧ください 原則として13:30～16:30に開催します。

開催場所： 開催一覧表をご覧ください

定 員： 約50名程度 （先着順です。）

内 容： (1)   「運輸安全M」と「RIKMS」の概要説明(30分)
(2) 「運輸安全M」と「RIKMS」の一体的運用方法について（60分）
(3) リスクアセスメントについて(90分)

受講証明： 本研修会を受講された方には、受講証明書を発行します。

問合せ先： 各都道府県トラック協会

この研修会は、安全性優良事業所
の対象研修となります。

令和４年度厚生労働省補助事業

お申込み、お問い合わせは、各都道府県トラック協会へ！
https://jta.or.jp/association/todou.html

https://jta.or.jp/association/todou.html


支部 開催日 開催場所 住所 電話番号 FAX

北海道 1月31日 (火) 北海道トラック総合研修センター 札幌市中央区南9西1 011-511-9795 011-521-5810

青森 12月8日 (木) 青森県トラック協会研修センター 青森市荒川字品川１１１３ 017-729-2211 017-729-2266

岩手 12月2日 (金) 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２－９－１ 019-637-3287 019-638-5010

宮城 022-232-6829 022-232-6830

秋田 9月26日 (月) 秋田県トラック協会 秋田市寺内蛭根１－１５－２０ 018-863-4874 018-863-7354

山形 8月2日 (火) 天童市蔵増1465-16 天童市蔵増1465-16 023-676-5560 023-676-5561

福島 12月13日 (火) 福島県トラック協会 県中研修センター 郡山市喜久田町卸三丁目 5 024-558-9011 024-559-1161

福島 1月12日 (木) 福島県トラック協会 県中研修センター 郡山市喜久田町卸三丁目 5 024-558-9011 024-559-1161

茨城 2月20日 (月) 茨城県トラック総合会館 水戸市見川町 2440-1 029-303-7203 029-303-5070

栃木 10月6日 (木) 栃木県トラック協会 宇都宮市八千代１-５-１２ 028-658-2515 028-658-6929

群馬 11月2日 (水) 群馬県トラック総合会館 前橋市野中町５９５ 027-261-0244 027-261-7576

埼玉 11月28日 (月) 埼玉県トラック総合会館 さいたま市大宮区北袋町1-299-3 048-645-2770 048-645-2818

埼玉 12月2日 (金) 埼玉県トラック総合会館 さいたま市大宮区北袋町1-299-3 048-645-2770 048-645-2818

千葉 043-248-5222 043-302-1310

東京 11月15日 (火) 東京都トラック総合会館 新宿区四谷3-1-8 03-3355-2277 03-3355-0370

神奈川 9月22日 (木) 神奈川県トラック総合会館　7階大研修室 横浜市港北区新横浜２－１１－１ 045-472-1818 045-472-1305

新潟 11月25日 (金) 新潟県トラック総合会館６階会議室 新潟市中央区新光町6-4 025-283-2488 025-283-2430

富山 9月29日 (木) 富山県トラック会館　３階研修室 富山市婦中町島本郷1-5 076-495-8840 076-495-2010

石川 11月29日 (火) 石川県トラック会館 金沢市粟崎町４丁目８４－１０ 076-239-2393 076-239-2287

福井 11月5日 (土) 福井県トラック総合研修会館 福井市別所町17－18－1 0776-34-1713 0776-34-2136

山梨 8月31日 (水) 山梨県自動車総合会館４階 笛吹市石和町唐柏１０００－７ 055-262-5562 055-263-2036

長野 10月19日 (水) 長野県トラック会館 長野市南長池７１０－３ 026-254-5171 026-254-5155

岐阜 10月17日 (月) 不二羽島文化センター 401大会議室 岐阜県羽島市竹鼻町丸の内６丁目７番地 058-279-3718 058-279-5337

静岡 1月26日 (木) 静岡県トラック協会研修センター 静岡市葵区北２０９２－２ 054-283-1890 054-283-1921

愛知 10月4日 (火) 愛知県トラック会館 名古屋市瑞穂区新開町１２番６号 052-889-1077 052-882-1685

三重 10月24日 (月) 三重県トラック協会　北部輸送サービスセンター 四日市市新正四丁目８－８ 059-225-0356 059-213-6554

滋賀 7月27日 (水) 滋賀県トラック総合会館 守山市木浜町２２９８-４ 077-585-8080 077-585-8015

京都 1月30日 (月) 京都自動車会館５階大会議室 京都市伏見区竹田向代町５１－５ 075-744-0373 075-744-0373

大阪 11月29日 (火) 大阪府トラック総合会館 大阪市城東区鴫野西2丁目11番2号 06-6965-4035 06-6965-1903

兵庫 9月22日 (木) 兵庫県トラック総合会館 兵庫県神戸市灘区大石東町２－４－２７ 078-882-5556 078-882-5565

奈良 2月7日 (火) 奈良県トラック会館 大和郡山市額田部北町９８１－６ 0743-23-1200 0743-23-1212

和歌山 073-422-6771 073-422-6121

鳥取 10月17日 (月) 鳥取県トラック協会 鳥取市丸山町219-1 0857-22-2694 0857-27-7051

島根 10月4日 (火) くにびきメッセ501 松江市学園南1-2-1 0852-21-4272 0852-22-4408

島根 10月18日 (火) 島根県トラック協会西部研修会館 浜田市下府町327-114 0852-21-4272 0852-22-4408

岡山 2月20日 (月) 岡山県トラック総合研修会館 岡山市北区青江１－２２－３３ 086-234-1332 086-234-5600

広島 9月27日 (火) 広島県トラック総合会館　５階 大会議室 広島市東区光町 ２－１－ 18 082-264-1501 082-261-2496

広島 9月28日 (水) 広島県トラック協会 東部研修センター ３階大会議室 福山市西町 １－ 13 18 082-264-1501 082-261-2496

山口 9月27日 (火) 山口県トラック協会研修会館 山口市宝町２－８４ 083-922-0978 083-925-8070

徳島 12月8日 (木) 徳島県トラック会館 徳島市北田宮2丁目14-50 088-632-4662 088-632-4701

香川 1月27日 (金) 香川県トラック総合会館 高松市福岡町３丁目２－３ 087-851-6251 087-821-4974

愛媛 2月10日 (金) 愛媛県トラック総合サービスセンター内 松山市井門町1081-1 089-968-2931 089-968-1189

高知 7月26日 (火) 高知県トラック会館３階　会議室 高知市南ノ丸町５－１７ 088-832-3499 088-831-0630

福岡 1月17日 (火) リファレンス駅東ビル 福岡市博多区博多駅東1-16-14 092-431-1604 092-431-1792

佐賀 9月16日 (金) 佐賀県トラック協会研修会館 佐賀市高木瀬西３丁目１-20 0952-30-1601 0952-31-6441

長崎 9月13日 (火) 長崎県トラック協会研修会館 長崎市松原町2651-3 095-813-8500 095-813-8500

熊本 9月22日 (木) 熊本県トラック協会 研修センター２階 熊本市東区東町4 丁目6―1 096-369-3968 096-369-1194

大分 7月26日 (火) 大分県トラック会館　5階「大会議室」 大分市向原西1丁目1番27号 097-556-7866 097-552-1591

宮崎 9月9日 (金) 宮崎県トラック協会　総合研修会館 宮崎市恒久１丁目７－２１ 0985-53-6767 0985-53-2285

大隅 9月27日 (火) 鹿児島県トラック協会　大隅地区研修センター 鹿児島県曽於郡大崎町永吉5080 099-284-6217 099-261-3113

鹿児島 9月28日 (水) 鹿児島県トラック研修センター 鹿児島市谷山港2-4-15 099-284-6217 099-261-3113

沖縄 10月21日 (金) 九州沖縄トラック研修会館５Ｆ研修室 那覇市港町２－５－２３ 098-863-0280 098-863-3591

「陸運事業者のための安全マネジメント研修会」　開催一覧表
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