
大手トラック・バス会社様等、講習　実績多数あり。豊かな知識と経験で安全運転講習を実践いたします

貴社に合ったオリジナルの
講習プランを作成いたします

人を守る！
企業を守る！

安全運転講習
事故  への取り組みOゼロ

一般社団法人 交通安全教育事業協会 認定校

ド



protect

小さい事故、うっかり事故、街中で警察車両が事故見分をしているのを見て、あまり
良い感じはしないのではないでしょうか、ましてや社名が入った車両が事故を起こし
て街中で事故処理中・・・・。
 運転していた社員の責任だけではすみません、また社名が入った車両が事故処理が
終るまで停車しているのは、企業としても大きなマイナスイメージとなり、大きな事
故、小さな事故に関わらすイメージダウンします。
また金銭的負担、事故処理の労力は多くの時間を奪い、見えない部分でも企業ダ
メージはジワジワと・・・・。

ドライビングアカデミー栃木では、企業様の社用車の使用状況や目的に応じたカリ
キュラムをオリジナル作成いたします。社員の安全意識を高め企業様の社会的責任
をサポートいたします。 企業講習を通じて車社会の中で交通事故を起こさない、ま
た、社名が入った車両が企業のイメージアップにつながる運転者を育成していく。 
「人を守る・企業を守る」車社会の中での交通事故を起こさない優良ドライバーの育
成に貢献していきます。

安全運転講習

人を守る！企業を守る！

栃木県トラック協会様の
会報に初任運転者特別教育
の様子が掲載されました



企業講習開催のメリット

企業講習開催
の

メリット

社員の
安全意識向上

事故処理にかかる
コストの削減と
自動車保険料の
改善ができます

事故による
社会的信用や企業の
イメージダウン
を減らせます　

人
を
守
る

企
業
を
守
る

貴社に合ったオリジナルの講習プランを作成いたします



経験豊富なベテラン指導員が、企業様に合わせたプランでお手伝いをします。

新入社員教育・ドライバー育成のサポート

安全教育修了
証

生涯無事故

NASU Driving School
DRIVING

SCHOOL
那須自動車学

校

Lifetime accident-free
Lifetime accident-free

NO.

Name 様

修了証

あなたは、株式
会社さくら那須

モータースクー
ル　那須自動

車学校において
実施した次の講

習を修了したこ
とを証します

期　　間

講習内容 株式会社さくら
那須モータース

クール

那須自動車学校

代表取締役 平塚　利明

00-000

◯◯　◯◯

2222.00.00～
00.00

◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯

◯◯◯◯◯◯◯
◯◯◯受講者様には、修了証を発行いたします。

講習プラン例

新入社員スキル
アップコース

物流ドライバー
総合コース

事故惹起者
コース

安全講習 
半日コース

ベテラン社員
総合コース

旅客ドライバー
総合コース

新入社員の方や新たに仕事で車の運
転をする方が対象です。安全運転意
識を高め 企業ドライバーとしての責任
と自覚を身につけます。

普段から仕事で運転を行う方の予防教育です。
未然に事故を防ぐ防衛運転も必要ですが、自分
の弱点を「気づき」修正していきます。

運送会社様のドライバー教育、事故防止教育
等をトータルにサポートさせていただきます。他
の車に対しての思いやり、気配りのできるドライ
バーを育成します。

観光バス・路線バスを、トータルにサポートし
ます。お客様第一、緊急回避など、より信頼性
の高いドライバー育成をします。

安全運転の意識改革、再教育が必要な方が対
象です。事故原因の徹底究明を行います。

企業・団体職員様など、職員の交通事故を起
こさないための基本的実技講習です。



安全と環境と教育 当核講習者の事故率は、飛躍的に改善されています。
企業内での事故防止にご利用ください。

初任ドライバー研修
初任運転者対象

（３年以上離職していた運転者含む）

事業所が運転者として新たに雇い入れた方が、
乗務する前に必要な１５時間以上の

指導を実施する研修です。初任適性診断の受診可。
※安全運転実技は、各事業所において
別途２０時間以上の実技指導が必要です。

一般ドライバー研修
すべての運転者対象

本来、事業所において１年に１回以上の指導、
監督が必要な義務題目を取り入れた実践、

体験型プログラムです。

社内教育者対象

運転者と同乗し、市街地走行などの
運転行動を観察し指導ができる

添乗者（同乗）育成のための研修です。

管理者研修（運行・安全運転添乗）

QR
コード

ドライビングアカデミーの
YouTubeチャンネル

特別課題の様子を、
スマートフォンでご覧いただけます。
QRコードを読み取りご視聴ください。
ドライビングアカデミーの
YouTubeチャンネルにリンクしています。

登録
よろしく
お願いします！！

事故防止・実践体験型
全日本トラック協会 認定施設 

講習受講のメリット

Gマーク認定における優遇（全日本トラック協会）

適性診断（初任・適齢）が受講可能
（国土交通省認定施設）

当校の企業講習を受講することにより安全認定（G
マーク）を取得する際の要件である
「安全性に対する取り組みの積極性」の「外部の研修
機関・研修会へ運転者等を派遣している」の項目を
満たすことができます。助成金制度が受けられます。

希望者には義務診断（初任診断・適齢診断）任意（一
般診断）を受診することができます。
※ただし、人数制限がございます。　　　　　



お申し込みから講習修了までの流れ
お問い合わせお問い合わせ ご提案ご提案

講習スタート講習スタート アフターフォローアフターフォロー

お打ち合わせお打ち合わせ

効果測定効果測定

お電話またはHPよりお問い合せ
ください。担当者よりご連絡をい
たします。

貴社のドライバーの状況等をお
伺いし、ご予算、日程等について
ご相談させていただきます。

ヒアリング　内容を元に貴社独
自のカリキュラムを作成しご提
案いたします。

弊社プロジェクトチームが研修
を実施いたします。

貴社の報告書をご提出し、講習修
了証を発行いたします。

ご希望の方は更に問題点に対し
重点的に講習を実施いたします。
研修データはいつでもご提出い
たします。

Step 1 Step 3

Step 4 Step 6

Step 2

Step 5

8:00~9:50  適性診断　オリエンテーション

9:50~11:50  トラックを運転する場合の心構え　　

  トラックの安全確保の導守すべき基本的事項

12:40~15:20  偏荷重の危険性と飲酒体験　出会い頭事故　

  積載と信号判断　被害軽減ブレーキ　

 シートベルト体験　自走事故防止　車種別最小回転

15:30~16:20  貨物の正しい積載方法積付け・固縛

16:30~18:20  トラックの構造上の特性　過積載の危険性　

  回避並びに降雪等緊急時における対応方法

8:40~9:40  危険物を運搬する場合に留意するべき事項　

  健康管理の重要性

9:50~11:50  シミュレーター　日常点検

12:40~14:10  前車との距離感　死角の測定　車両別制動距離　

  右直事故検証　右折の死角　急制動　回避

14:20~18:00  交通事故に関わる生理的、心理的要因と対処法　

  トラックの構造上の特性実技

  適切な運行経路　危険の予測　適性診断表の活用

18:00~18:20  試問

18:20~18:40  修了式

講習の内容

初任運転者特別講習カリキュラム
栃木県トラック協会主催

（１５項目）

１日目

2日目



講習専門施設

ドライビングアカデミー栃木は、令和元年11月、さくら那須セーフティーアカデミーとして発足いたしまし
た。企業様の安全運転講習・運行管理者講習（基礎講習・一般管理者講習）等の実施、運転者の再教育や、地域の
交通安全教育センターとして、より積極的に活動を推進するために発足いたしました。令和４年５月、DAJ認
定校となり、安全教育をより幅広く行っていく為に、名称を「総合交通教育センター・ドライビングアカデミー
栃木」に名称を変更しました。事故ゼロを目指し積極的に活動をしていきます。

駐車場完備

大教室

教習所敷地内にある宿泊施設をご利用できます。相部屋・シングル・ルームシェア等選べます。
食事は教習所敷地内にあるレストランで毎日3食バイキング形式になっています。

宿泊施設

那須コーポ

那須コーポ２DK個室 相部屋 惣菜バイキング

小教室小教室

ド

那須自動車学校 食事



国土交通大臣認定 運行管理者講習
貨物 旅客一般講習 /基礎講習

栃木県トラック協会様 /栃木県バス協会様

助成金利用可一般講習を
受講の方は

栃木県トラック協会様 /栃木県バス協会様

助成金利用可一般講習を
受講の方は

校内レストラン食事

全講習
昼食付き

まずはお気軽にお問い合わせくださいませ

2022_8_05

〒329-2733 栃木県那須塩原市二区町352-7（国道4号線沿い）

Free Dial
TEL0287-36-3141 FAX0287-36-4280

那須自動車学校　安全講習専門機関

お問合せ先
那須自校 直通 0120-36-3142

https://www.sn-safety.jp

ド

初任
診断

適齢
診断

 特定Ⅰ
診断

一般
診断

適性診断は、トラック、バス、タクシー、などの運送事業者で運行の実務にあたる運転者（初任運転者、高齢運
転者及び事故惹起運転者）に対して国土交通省令により義務付けられた初任診断、適齢診断、特定診断の実施を、
那須自動車学校にて 実施しております。また、どなたでも受診いただける一般診断も行います。安全運転を継続
できるよう、定期的にこの診断を受診して、自身の変化を把握することをお勧めします。

那須自HPよりオンライン予約できます

適性診断室

カウンセリング室

適性診断画面

栃木県トラック協会　様
栃木県バス協会　様 助成金が利用できます。

適性診断国土交通大臣認定


