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【総合継続講習】 2023/1/27

地区名 講習会 開催日 地区名 講習会 開催日
秋田 ★運転適性検査 7月3日 仙台 ★運転適性検査 6月5日
秋田 線閉責任者（在） 7月4日 仙台 線閉責任者（在） 6月6日
秋田 軌道工事管理者（在） 7月5日 仙台 工事管理者（幹） 6月7日
秋田 線路検修責任者（在） 7月6日 仙台 軌道工事管理者（在） 6月8日
秋田 特殊運転者（ＭＣ） 7月10日 仙台 線閉責任者（幹） 6月9日
秋田 軌道作業責任者（在） 7月11日

仙台 ★運転適性検査 7月3日
盛岡 ★運転適性検査 4月24日 仙台 工事管理者（幹） 7月4日
盛岡 線閉責任者（在） 4月25日 仙台 線閉責任者（在） 7月5日
盛岡 工事管理者（幹） 4月26日 仙台 軌道工事管理者（幹） 7月6日
盛岡 軌道工事管理者（在） 4月27日 仙台 軌道作業責任者（幹） 7月7日

仙台 土木検修責任者 7月10日
仙台 軌道工事管理者（在） 7月11日

盛岡 ★運転適性検査 6月12日 仙台 軌道作業責任者（在） 7月12日
盛岡 線閉責任者（在） 6月13日 仙台 特殊運転者（ＭＣ） 7月18日
盛岡 軌道工事管理者（在） 6月14日 仙台 線路検修責任者（在） 7月19日
盛岡 工事管理者（幹） 6月15日
盛岡 特殊運転者（ＭＣ） 6月16日
盛岡 軌道作業責任者（在） 6月19日 仙台 ★運転適性検査 9月18日
盛岡 線閉責任者（幹） 6月20日 仙台 軌道工事管理者（在） 9月19日
盛岡 軌道工事管理者（幹） 6月21日 仙台 軌道作業責任者（在） 9月20日

仙台 線閉責任者（在） 9月21日

盛岡 ★運転適性検査 8月21日
盛岡 工事管理者（幹） 8月22日 仙台 ★運転適性検査 10月16日
盛岡 線閉責任者（在） 8月23日 仙台 工事管理者（幹） 10月17日
盛岡 線路検修責任者（在） 8月24日 仙台 線閉責任者（在） 10月18日
盛岡 軌道工事管理者（在） 8月25日 仙台 軌道工事管理者（在） 10月19日

仙台 特殊運転者（ＭＣ） 10月20日
仙台 土木検修責任者 10月20日

仙台 ★運転適性検査 4月4日 仙台 軌道工事管理者（幹） 10月23日
仙台 線閉責任者（在） 4月5日 仙台 線路検修責任者（在） 10月24日
仙台 特殊運転者（ＭＣ） 4月6日
仙台 軌道工事管理者（在） 4月7日
仙台 工事管理者（幹） 4月8日 仙台 ★運転適性検査 12月4日
仙台 軌道作業責任者（在） 4月10日 仙台 工事管理者（幹） 12月5日
仙台 軌道工事管理者（機械施工）（在） 4月11日 仙台 軌道工事管理者（在） 12月6日
仙台 軌道工事管理者（幹） 4月12日 仙台 軌道工事管理者（幹） 12月7日
仙台 線路検修責任者（在） 4月13日 仙台 特殊運転者（ＭＣ） 12月8日
仙台 土木検修責任者 4月14日 仙台 線閉責任者（在） 12月10日
仙台 線閉責任者（幹） 4月17日 仙台 線路検修責任者（在） 12月11日
仙台 軌道作業責任者（幹） 4月18日 仙台 軌道作業責任者（在） 12月12日

仙台 軌道作業責任者（幹） 12月13日
仙台 軌道機械操作者 12月14日

仙台 ★運転適性検査 5月16日 仙台 土木検修責任者 12月14日
仙台 線閉責任者（在） 5月17日
仙台 工事管理者（幹） 5月18日
仙台 軌道工事管理者（在） 5月19日
仙台 軌道工事管理者（機械施工）（幹） 5月20日
仙台 特殊運転者（ＭＣ） 5月22日
仙台 軌道工事管理者（幹） 5月23日
仙台 線路検修責任者（幹） 5月24日
仙台 軌道機械操作者 5月25日
仙台 軌道作業責任者（在） 5月26日



地区名 講習会 開催日 地区名 講習会 開催日
仙台 ★運転適性検査 1月23日 高崎 ★運転適性検査 3月11日
仙台 工事管理者（幹） 1月24日 高崎 工事管理者（幹） 3月12日
仙台 線閉責任者（在） 1月25日 高崎 線閉責任者（在） 3月13日
仙台 軌道工事管理者（在） 1月26日
仙台 軌道工事管理者（幹） 1月29日
仙台 軌道作業責任者（在） 1月30日 水戸 ★運転適性検査 10月2日
仙台 線閉責任者（幹） 1月31日 水戸 軌道工事管理者（在） 10月3日
仙台 土木検修責任者 1月31日 水戸 線閉責任者（在） 10月4日

水戸 軌道作業責任者（在） 10月5日
水戸 特殊運転者（ＭＣ） 10月6日

仙台 ★運転適性検査 2月26日 水戸 線路検修責任者（在） 10月10日
仙台 工事管理者（幹） 2月27日
仙台 線閉責任者（在） 2月28日
仙台 軌道工事管理者（在） 2月29日 長野 ★運転適性検査 11月6日
仙台 線路検修責任者（在） 3月4日 長野 線閉責任者（幹） 11月7日
仙台 軌道作業責任者（在） 3月5日 長野 軌道作業責任者（在） 11月8日
仙台 軌道作業責任者（幹） 3月6日 長野 線閉責任者（在） 11月9日

長野 特殊運転者（ＭＣ） 11月10日

新潟 ★運転適性検査 4月3日
新潟 工事管理者（幹） 4月4日 東京 ★運転適性検査 4月3日
新潟 線閉責任者（在） 4月5日 東京 線閉責任者（在） 4月4日
新潟 軌道工事管理者（在） 4月6日 東京 工事管理者（幹） 4月5日
新潟 特殊運転者（ＭＣ） 4月7日 東京 軌道工事管理者（在） 4月6日
新潟 軌道作業責任者（在） 4月10日 東京 特殊運転者（ＭＣ） 4月7日
新潟 線路検修責任者（在） 4月11日 東京 軌道作業責任者（在） 4月10日
新潟 線閉責任者（幹） 4月12日 東京 線路検修責任者（在） 4月11日

東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 4月12日
東京 軌道作業責任者（幹） 4月13日

新潟 ★運転適性検査 6月5日
新潟 工事管理者（幹） 6月6日
新潟 線閉責任者（在） 6月7日 東京 ★運転適性検査 4月17日
新潟 軌道工事管理者（在） 6月8日 東京 線閉責任者（在） 4月18日
新潟 特殊運転者（ＭＣ） 6月9日 東京 工事管理者（幹） 4月19日
新潟 軌道機械操作者 6月11日 東京 軌道工事管理者（在） 4月20日
新潟 軌道作業責任者（在） 6月12日 東京 線閉責任者（幹） 4月21日
新潟 線路検修責任者（在） 6月13日 東京 軌道工事管理者（幹） 4月24日

東京 土木検修責任者 4月25日
東京 軌道機械操作者 4月25日

新潟 ★運転適性検査 9月4日 東京 線路検修責任者（幹） 4月26日
新潟 線閉責任者（在） 9月5日
新潟 軌道工事管理者（在） 9月6日
新潟 工事管理者（幹） 9月7日 東京 ★運転適性検査 5月15日
新潟 特殊運転者（ＭＣ） 9月8日 東京 線閉責任者（在） 5月16日
新潟 軌道作業責任者（在） 9月11日 東京 軌道工事管理者（在） 5月17日
新潟 軌道工事管理者（幹） 9月12日 東京 工事管理者（幹） 5月18日
新潟 軌道作業責任者（幹） 9月13日 東京 軌道機械操作者 5月19日
新潟 線路検修責任者（在） 9月14日 東京 土木検修責任者 5月19日

東京 軌道作業責任者（在） 5月22日
東京 軌道作業責任者（幹） 5月23日

新潟 ★運転適性検査 10月23日 東京 線路検修責任者（在） 5月24日
新潟 線閉責任者（在） 10月24日 東京 線閉責任者（幹） 5月25日
新潟 工事管理者（幹） 10月25日 東京 特殊運転者（ＭＣ） 5月26日
新潟 軌道作業責任者（在） 10月26日 東京 線路検修責任者（幹） 5月29日
新潟 線路検修責任者（在） 10月27日
新潟 特殊運転者（ＭＣ） 10月28日
新潟 軌道工事管理者（在） 10月30日
新潟 軌道工事管理者（幹） 10月31日



地区名 講習会 開催日 地区名 講習会 開催日
東京 ★運転適性検査 6月5日 東京 ★運転適性検査 9月19日
東京 工事管理者（幹） 6月6日 東京 工事管理者（幹） 9月20日
東京 線閉責任者（在） 6月7日 東京 線閉責任者（在） 9月21日
東京 線路検修責任者（在） 6月8日 東京 軌道機械操作者 9月22日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 6月9日 東京 軌道工事管理者（幹） 9月25日
東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 6月12日 東京 線閉責任者（幹） 9月26日
東京 軌道工事管理者（在） 6月13日
東京 軌道作業責任者（在） 6月14日
東京 軌道機械操作者 6月15日 東京 ★運転適性検査 10月2日
東京 土木検修責任者 6月15日 東京 工事管理者（幹） 10月3日
東京 線閉責任者（幹） 6月16日 東京 線閉責任者（在） 10月4日

東京 軌道工事管理者（在） 10月5日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 10月6日

東京 ★運転適性検査 6月19日 東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 10月10日
東京 工事管理者（幹） 6月20日 東京 土木検修責任者 10月10日
東京 線閉責任者（在） 6月21日 東京 軌道工事管理者（幹） 10月11日
東京 軌道工事管理者（在） 6月22日 東京 線閉責任者（幹） 10月12日
東京 線路検修責任者（在） 6月23日
東京 軌道工事管理者（幹） 6月26日
東京 軌道作業責任者（幹） 6月27日 東京 ★運転適性検査 10月16日

東京 線閉責任者（在） 10月17日
東京 線路検修責任者（在） 10月18日

東京 ★運転適性検査 7月10日 東京 線路検修責任者（幹） 10月19日
東京 線閉責任者（在） 7月11日 東京 軌道作業責任者（幹） 10月20日
東京 工事管理者（幹） 7月12日 東京 軌道作業責任者（在） 10月23日
東京 軌道工事管理者（在） 7月13日 東京 軌道工事管理者（機械施工）（幹） 10月24日
東京 線路検修責任者（在） 7月14日 東京 軌道機械操作者 10月25日
東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 7月18日
東京 軌道作業責任者（在） 7月19日
東京 軌道工事管理者（幹） 7月20日 東京 ★運転適性検査 11月6日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 7月21日 東京 工事管理者（幹） 11月7日
東京 土木検修責任者 7月21日 東京 軌道工事管理者（在） 11月8日
東京 線閉責任者（幹） 7月25日 東京 線閉責任者（在） 11月9日

東京 軌道作業責任者（在） 11月10日
東京 土木検修責任者 11月10日

東京 ★運転適性検査 8月21日 東京 線閉責任者（幹） 11月13日
東京 工事管理者（幹） 8月22日 東京 軌道作業責任者（幹） 11月14日
東京 軌道工事管理者（在） 8月23日 東京 線閉責任者（在） 11月15日
東京 線閉責任者（在） 8月24日 東京 線路検修責任者（在） 11月16日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 8月25日 東京 特殊運転者（ＭＣ） 11月17日
東京 軌道作業責任者（在） 8月28日 東京 軌道工事管理者（幹） 11月20日
東京 線路検修責任者（在） 8月29日
東京 線閉責任者（幹） 8月30日
東京 軌道工事管理者（幹） 8月31日 東京 ★運転適性検査 12月4日

東京 工事管理者（幹） 12月5日
東京 線閉責任者（在） 12月6日

東京 ★運転適性検査 9月4日 東京 軌道工事管理者（在） 12月7日
東京 工事管理者（幹） 9月5日 東京 特殊運転者（ＭＣ） 12月8日
東京 軌道工事管理者（在） 9月6日 東京 軌道作業責任者（在） 12月11日
東京 線閉責任者（在） 9月7日 東京 軌道工事管理者（幹） 12月12日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 9月8日 東京 線閉責任者（幹） 12月13日
東京 軌道作業責任者（在） 9月11日 東京 線路検修責任者（在） 12月14日
東京 線路検修責任者（在） 9月12日 東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 12月15日
東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 9月13日
東京 土木検修責任者 9月14日
東京 軌道作業責任者（幹） 9月14日



地区名 講習会 開催日
東京 ★運転適性検査 1月9日
東京 工事管理者（幹） 1月10日
東京 線閉責任者（在） 1月11日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 1月12日
東京 軌道作業責任者（在） 1月15日
東京 軌道工事管理者（在） 1月16日

東京 ★運転適性検査 1月22日
東京 工事管理者（幹） 1月23日
東京 軌道作業責任者（幹） 1月24日
東京 線閉責任者（幹） 1月25日
東京 土木検修責任者 1月25日
東京 線路検修責任者（在） 1月26日
東京 軌道機械操作者 1月29日

東京 ★運転適性検査 2月5日
東京 工事管理者（幹） 2月6日
東京 線閉責任者（在） 2月7日
東京 軌道工事管理者（在） 2月8日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 2月9日
東京 軌道作業責任者（在） 2月13日
東京 線路検修責任者（在） 2月14日
東京 軌道工事管理者（幹） 2月15日
東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 2月16日
東京 線閉責任者（幹） 2月19日

東京 ★運転適性検査 3月11日
東京 工事管理者（幹） 3月12日
東京 線閉責任者（在） 3月13日
東京 軌道工事管理者（在） 3月14日
東京 軌道作業責任者（在） 3月15日
東京 土木検修責任者 3月15日
東京 特殊運転者（ＭＣ） 3月18日



【一般講習】
地区名 講習会 継／新 開催日 地区名 講習会 継／新 開催日
青森 新規 5/24-5/25 東京 継続 5/9
青森 継続 5/25 東京 継続 5/15
青森 継続 12/18 東京 新規 5/17-5/18
秋田 新規 7/12-7/13 東京 継続 5/22
秋田 継続 7/13 東京 継続 6/12
盛岡 新規 4/20-4/21 東京 継続 6/26
盛岡 継続 4/21 東京 継続 6/29
盛岡 継続 6/23 東京 新規 7/4-7/5
盛岡 新規 9/11-9/12 東京 継続 7/18
盛岡 継続 9/12 東京 継続 7/28
盛岡 継続 10/18 東京 継続 8/1
盛岡 新規 12/11-12/12 東京 新規 8/7-8/8
盛岡 継続 12/12 東京 継続 8/23
仙台 継続 4/19 東京 継続 9/25
仙台 継続 4/20 東京 継続 9/27
仙台 継続 6/25 東京 継続 10/13
仙台 新規 8/14-8/15 東京 継続 10/24
仙台 継続 8/15 東京 継続 10/27
仙台 継続 9/22 東京 新規 10/30-10/31
仙台 新規 10/6-10/7 東京 継続 11/21
仙台 継続 10/7 東京 継続 11/24
仙台 新規 11/14-11/5 東京 継続 11/28
仙台 継続 11/15 東京 新規 12/4-12/5
仙台 新規 11/27-11/28 東京 継続 12/12
仙台 継続 12/1 東京 継続 12/19
仙台 継続 1/28 東京 継続 1/15
仙台 継続 2/25 東京 継続 1/19
仙台 新規 3/13-3/14 東京 継続 1/22
新潟 新規 4/13-4/14 東京 新規 1/25-1/26
新潟 継続 4/14 東京 継続 1/31
新潟 継続 6/14 東京 新規 2/5-2/6
新潟 継続 9/15 東京 継続 2/22
新潟 継続 11/3 東京 継続 2/26
新潟 新規 11/16-11/17 東京 継続 2/27
新潟 継続 1/31 東京 継続 2/29
新潟 新規 3/5-3/6 東京 継続 3/1
新潟 継続 3/6 東京 継続 3/7
高崎 新規 5/18-5/19 東京 継続 3/19
高崎 新規 7/31-8/1 東京 新規 3/21-3/22
高崎 新規 2/13-2/14 東京 継続 3/25
高崎 継続 2/14
高崎 継続 3/14
水戸 継続 4/17
水戸 新規 10/11-10/12 仙台 新規 8/16-8/17
水戸 継続 10/12 仙台 新規 3/11-3/12
長野 継続 4/28 盛岡 新規 9/13-9/14
長野 新規 7/18-7/19 新潟 新規 9/25-9/26
長野 継続 10/20 新潟 継続 1/29
長野 新規 1/30-1/31 高崎 新規 2/15-2/16
長野 継続 1/31 長野 新規 7/20-7/21
東京 継続 4/12 長野 新規 10/18-10/19
東京 継続 4/14 東京 新規 7/27-7/28
東京 継続 4/17 東京 新規 2/20-2/21
東京 継続 4/25

工事管理者（在）

工事管理者（在）

工事管理者（幹）



地区名 講習会 継／新 開催日 地区名 講習会 継／新 開催日
仙台 新規 8/29-8/31 東京 軌道工事管理者（機械施工）（在） 新規 10/10-10/12
新潟 新規 4/26-4/28
長野 新規 4/24-4/26
水戸 新規 6/19-6/21
東京 新規 5/30-6/1 東京 軌道工事管理者（機械施工）（幹） 新規 1/22-1/24
東京 新規 ※10/3-10/5
東京 新規 ※12/18-12/20

※限定含む
仙台 新規 11/16
東京 新規 8/7

東京 軌道工事管理者（幹） 新規 7/25-7/27

東京 新規 10/30-10/31
東京 継続 12/1

仙台 新規 11/29-11/30
長野 新規 8/30-8/31
水戸 新規 5/29-5/30
東京 新規 9/14-9/15 青森 継・新 6/5

青森 継・新 12/19
秋田 継・新 7/14
盛岡 継・新 6/22

仙台 新規 3/7-3/8 盛岡 継・新 9/15
東京 新規 2/1-2/2 盛岡 継・新 12/13

仙台 継・新 4/21
仙台 継・新 6/26
仙台 継・新 9/25

秋田 新規 9/14-9/15 仙台 継・新 11/13
仙台 新規 9/26-9/27 仙台 継・新 12/25
盛岡 新規 10/16-10/17 仙台 継・新 2/1
新潟 新規 11/1-11/2 仙台 継・新 3/15
新潟 継続 1/30 新潟 継・新 4/24
高崎 新規 9/25-9/26 新潟 継・新 4/25
長野 新規 10/16-10/17 新潟 継・新 8/21
水戸 新規 6/22-6/23 新潟 継・新 12/1
東京 新規 7/31-8/1 新潟 継・新 2/1
東京 新規 9/27-9/28 新潟 継・新 3/7
東京 新規 11/1-11/2 高崎 継・新 8/2

水戸 継・新 4/18
水戸 継・新 9/22
水戸 継・新 10/13

仙台 新規 9/28-9/29 長野 継・新 4/27
新潟 新規 9/27-9/28 長野 継・新 1/29
長野 新規 8/28-8/29 長野 継・新 9/1
東京 新規 11/27-11/28 東京 継・新 4/11

東京 継・新 4/14
東京 継・新 4/24
東京 継・新 4/26

仙台 新規 10/3-10/5 東京 継・新 4/27
新潟 新規 11/13-11/15 東京 継・新 5/11
東京 新規 8/7-8/9 東京 継・新 5/25
東京 新規 10/10-10/12 東京 継・新 5/26
東京 新規 11/20-11/22 東京 継・新 5/29

東京 継・新 6/8
東京 継・新 6/30
東京 継・新 7/7

東京 線路検修責任者（幹） 新規 11/6-11/8 東京 継・新 8/2
東京 継・新 8/10
東京 継・新 9/15

重機械運転者

軌道作業責任者（在）

軌道作業責任者（幹）

線閉責任者（在）

線閉責任者（幹）

線路検修責任者（在）

軌道工事管理者（在）

土木検修責任者

用地管理責任者



地区名 講習会 継／新 開催日
東京 継・新 10/13
東京 継・新 10/16
東京 継・新 10/23
東京 継・新 10/24
東京 継・新 10/25
東京 継・新 11/17
東京 継・新 11/22
東京 継・新 12/5
東京 継・新 12/6
東京 継・新 12/7
東京 継・新 12/11
東京 継・新 1/9
東京 継・新 1/18
東京 継・新 1/19
東京 継・新 1/30
東京 継・新 1/31
東京 継・新 2/19
東京 継・新 2/22
東京 継・新 2/29
東京 継・新 3/1
東京 継・新 3/8
東京 継・新 3/19
東京 継・新 3/25
東京 継・新 3/26

重機械運転者
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