
平成29年度  自動車検査員研修
愛媛県内最終開催の ご 案 内

　平成29年度自動車検査員研修が下記のとおり開催されますので、お知らせいたします。

記

１．研修日時及び場所

日　時 場　所（会　場）

10月26日（木）14：00～17：00 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

２．研修内容　指定自動車整備事業関係事務処理要領第11条第１項に定める事項及び自動

車検査員として必要な事項

３．講師　愛媛運輸支局 陸運技術専門官

４．研修資料、資料代及び研修会開催費　※資料についての詳細は、次ページ参照

（１）自動車検査員必携〔（四整連発行）現在の追録は第16号〕を必ずご持参ください。
（２）平成29年度自動車検査員研修資料：定価　１，５００円（税込）

（３）研修会開催費：１名　７００円（税込）

５．その他

（１）自動車検査員と整備主任者を＜兼務＞している方が本研修を受講した場合は、今

年度の整備主任者法令研修に出席したこととみなされます。

（２）筆記用具及び指定番号のメモをご持参ください。

（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査・整備・保安部

門（ＴＥＬ：０８９－９５６－１５６１）までご連絡ください。

（４）会場に駐車できる台数が限られています。公共交通機関の利用や、お車の乗り合

わせをお願いします。お車でお越しの場合は、会場のルールを守って駐車してくだ

さい。

Ⅱ．試験・講習会・研修会等のご案内
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自動車検査員研修で使用する資料について

使用する資料は、２種類あります。

１．自動車検査員必携（教習・研修資料）〔（四整連発行）現在の追録は第16号〕

『自動車検査員必携（教習・研修資料）
四整連』です。
追録16号まで差し替え済みである事をご
確認の上、ご持参ください。

２．平成29年度自動車検査員研修資料　　　　定価　１，５００円（税込）
※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合

は、研修資料代は不要です。印刷までの手順は次のとおりです。

四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部）

　→ 整備主任者・自動車検査員研修資料 → 自動車検査員者研修資料（平成29年度版）
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　平成29年度　整備主任者法令研修が次のとおり開催されますので、お知らせいたします。

注１．最終回は、中予会場ではありません。
注２．自動車検査員を兼務している方は、平成29年度自動車検査員研修（５ページ）を受講し

てください。
注３．自動車検査員教習を受講予定の方は、必ず受講してください。

１．研修日時及び場所

日　　　時 対象地区（振興会ブロック） 場　　所 （会　場）

10月24日（火） 13：00～ 桜井、大西 ･ 菊間、大三島、伯方、
大島 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

10月25日（水） 13：00～ 内山、長浜、大洲中央、三瓶 西予支部研修センター

10月27日（金） 13：00～ 宇和島東部、宇和島中部、
南宇和 津島やすらぎの里

10月30日（月） 13：00～ 今治西、今治南、朝倉 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
10月31日（火）９：30～ 城西、33号線中央 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月１日（水）９：30～ 11号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月１日（水） 13：00～ 城北、三津 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月７日（火）９：30～ 城南、33号線南 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月７日（火） 13：00～ 北条、上浮穴、伊予市・伊予郡 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月８日（水） 13：30～ 西条、西条西 西条市丹原文化会館
11月９日（木） 13：00～ 新居浜ディーラー、新居浜南 東予自動車会館
11月10日（金）９：30～ 56号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月13日（月） 13：00～ 新居浜東、新居浜西 東予自動車会館
11月16日（木）９：30～ 33号線北　（中予会場最終） 愛媛県生涯学習センター（定員120名）
11月17日（金） 13：00～ 大洲東、大洲西、八幡浜 西予支部研修センター
11月20日（月） 13：00～ 今治東、今治北、今治中央 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
11月21日（火） 13：00～ 川之江、伊予三島、土居 紙産業技術センター
11月22日（水） 13：00～ 宇和島南部、吉田、鬼北、津島 津島やすらぎの里
11月24日（金） 13：00～ 半島、宇和、野村 西予支部研修センター

●　中予会場は、支局庁舎建替え工事の影響で、会場を『愛媛県生涯学習センター』としました。
会場の定員が120名となっておりますので、対象地区を分けて研修を実施いたします。ご迷
惑をおかけしますが、ご理解、ご協力をお願いいたします。

●　中予以外の会場に於いても、駐車場の都合上、対象地区を分けて研修を実施いたします。
ご協力のほどよろしくお願いいたします。

●　同一事業場に複数の整備主任者を選任している場合は、この限りではありません。

平成29年度　整備主任者法令研修平成29年度　整備主任者法令研修

次のページに続く
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２．研修対象者　　現在、整備主任者として選任している方

３．研修内容　　自動車整備事業に関する法令及び通達、その他整備主任者として必要な事項

４．講師　　愛媛運輸支局　検査整備保安部門　職員

５．研修資料代及び研修会開催費（税込）　　※資料についての詳細は、下記をご覧ください。

　　（１）研修資料代　　（２冊）　１，３００円（定価）
　　（２）研修会開催費　（１名）　 　８００円

６．その他

　　（１）筆記用具をご持参ください。

　　（２）出席名簿に認証番号の記入が必要になりますので、ご準備をお願いします。

（３）正当な理由により出席できない場合は、事前に愛媛運輸支局 検査整備保安部門まで

ご連絡ください。（ＴＥＬ：０８９－９５６－１５６１）

（４）各会場共に駐車できる台数が限られています。公共交通機関のご利用や、お車の乗り

合わせをお願いします。お車でお越しの際は、各会場のルールを守って駐車してくだ

さい。

整備主任者（法令）研修で
使用する資料について

使用する資料は２種類あり、各会場の受付で販売します。
≪内訳≫

◦平成29年度　整備主任者研修資料（全国共通教材）　　定価：６００円（税込）

◦平成29年度　整備主任者研修資料（地域教材）　　　　定価：７００円（税込）

　※　四国運輸局ホームページに掲載されているものを印刷し、ご持参いただいた場合は、

研修資料代は不要です。印刷までの手順は以下のとおりです。

　四国運輸局ホームページ → 組織別情報（自動車技術安全部） →

　整備主任者・自動車検査員研修資料　→　整備主任者研修資料　地域教材（平成29年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備主任者研修資料　全国教材（平成29年度）
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日産ノートｅ－ＰＯＷＥＲとプロパイロットの
講習会開催のご案内

日産ノート搭載された『充電を気にせずどこまでも走れる、電気自動車のまったく新しいカ
タチ』のＣＭでお馴染みのｅ－ＰＯＷＥＲとセレナ、エクストレイルに搭載された高速道路 同
一車線自動運転技術プロパイロットについての講習会を下記の通り開催いたしますので、是非
ご参加ください。

記
１．日　時　及び　会　場

日　　付 時　　間 支部 会　　場

11月16日（木）
９：30～12：00 西予 西予支部研修センター
14：00～16：30 南予 南予支部研修センター

11月17日（金）
９：30～12：00 東予 東予自動車会館
14：00～16：30 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

11月18日（土）  9：30～12：00 中予 振興会技能教育センター

２．内　容
　・特徴と構造・機能
　・整備上の注意事項
　・車検整備時の注意点（ｅ－ＰＯＷＥＲ）
　・故障時の移動方法（ｅ－ＰＯＷＥＲ）
　・感電事故防止のための作業手順（ｅ－ＰＯＷＥＲ）
　・バッテリー上がり時の対処方法（ｅ－ＰＯＷＥＲ）
３．講　　　師　　愛媛日産自動車株式会社
４．申　込　み　　申し込み方法は、このページをコピーし必要事項を記入の上、

平成29年10月27日（金）までに振興会教育課へＦＡＸをお願いします。
ＦＡＸ番号０８９－９５６－２１８８

５．受　講　料　　１，０８０円（税込）
６．資　料　代　　無料
７．定　　　員　　各会場25名（定員になり次第締め切ります。）

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞

振興会教育課行き　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

日産ノートｅ－ＰＯＷＥＲとプロパイロットの講習会申込書

希望会場
11／16 西予 　11／16 南予 　11／17 東予 　11／17 今治 　11／18 中予

希望会場に○をつけてください。

事業場名

受講者氏名
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平成29年度
スキャンツール活用研修【ステップアップ編】開催のご案内

　この研修は、コンピュータシステム診断認定店等の更なるレベルアップを目的に、自動車に

おける各装置の制御方法、それに伴う診断機データの見方など、車両の総合診断とお客様への

予防整備の提案について、今までよりも一歩踏み入ったより実践的な研修となっております。

＊本研修は、任意の研修でありコンピュータシステム診断認定店へ受講を強制するものではあ

りません。

１．開催の支部、日時、場所
支　部 日　　　　時 場　　　　所

中予 10月28日（土）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

東予 10月30日（月）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

南予 11月１日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

西予 11月２日（木）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

今治 11月６日（月）午前10時～午後５時 今治市越智郡自動車整備事業協同組合

２．研修対象者
・２級自動車整備士の方

・認定店を取得している事業場で、応用研修修了者の方　など

３．研修内容 エンジン制御・ボディー制御等、各装置の制御の考え方とデータの見方など、

車両の総合診断とお客様への予防整備の提案について

４．募集定員 各会場10名（各会場５名未満の場合は中止とさせていただきます）

５．受講料 ￥２, １６０－

６．講師 愛媛県自動車整備振興会

７．申込方法及び締切日　10月20日までに下記「スキャンツール活用研修【ステップアップ編】

受講申込書」本ページをプリントまたはコピーのうえ記入していただき、申込みをお願い

します。

スキャンツール活用研修【ステップアップ編】受講申込書　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講希望の
支部名

整備士資格

生年月日

ふりがな

受講者氏名

・受講申込書記載内容に基づき、修了証を作成しますので、正確に記入してください。
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ハイブリッド車の整備作業 実務講習会開催のご案内
　近年、ユーザーの省燃費志向に伴い、ハイブリッド車が普及する中、「ハイブリッド車
の整備作業実務講習」と題して、会員の皆様が日常の整備作業において困っている事や疑
問に思っている事などをテーマに、実務講習会を下記の通り開催いたします。
　なお、お申込みの際は、下記の申込み欄に受講者情報と日常の整備作業において困って
いる事や疑問点などをご記入のうえ、申込みをお願いします。

記

１．日時及び会場
日　　付 時　　間 対象支部 会　　　　　場

11月９日（木）
10：00～12：00 西予 西予支部研修センター
15：00～17：00 南予 南予支部研修センター

11月10日（金）
10：00～12：00 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
15：00～17：00 東予 東予自動車会館

11月11日（土） 10：00～12：00 中予 振興会技能教育センター

２．テーマ　（例）トヨタのＥＣＢ付車ブレーキフルードのエア抜き方法と注意点
　　　　　　　　ハイブリッド車のインバータ冷却水交換方法と注意点．．．など
３．講　師　　　振興会事務局職員
４．申込み　　　申込み方法は、このページをコピーし必要事項を記入のうえ、平成29

年11月２日（木）までに振興会教育課へＦＡＸをお願いします。
ＦＡＸ番号０８９－９５６－２１８８

５．受講料・資料代　　１，０８０円
６．定　員　　　各会場10名（定員になり次第締め切ります。）

※尚、各会場人数が少ない場合は、11/11（土）中予（松山）地区での
合同開催となる場合がありますのでご了承ください。

∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
振興会教育課行き　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

ハイブリッド車の整備作業実務講習会　申込書

希 望 会 場
11/ ９ 西予　　11/ ９ 南予　　11/10 今治　　11/10 東予　　11/11 中予

希望会場に○をつけてください。

事業場名 受講者氏名

お困り事や
疑問点など
希望する
テーマ
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福岡県自動車整備振興会（ＦＡＳ）による
トラブル事例講習会開催のご案内

　表題のトラブル事例講習会は、福岡県の整備振興会が会員から毎日故障探求依頼があり、
職員が故障内容の指導した中で、特に業界にお知らせすることで喜ばれる事例を冊子に纏
め、今回「トラブルシュート事例集ＰＡＲＴ－12」が発刊されました。そこで、今年度も
福岡県自動車整備振興会のご好意により下記の要領でトラブル事例講習会を開催すること
としました。実践的な研修内容で、故障探求の参考となります。
　ぜひ、この機会に受講をお勧めします。

記
１．開催日時

開 催 日 開 催 時 間 支部 講　習　場　所
12月12日（火） 14時～17時 南予 南予支部研修センター

12月13日（水）
９時～12時 西予 西予支部研修センター
14時～17時 中予 愛媛県自動車整備振興会 自動車会館

12月14日（木）
９時～12時 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
14時～17時 東予 東予地区自動車整備協同組合

２．講師　　　（一社）福岡県自動車整備振興会　職員
３．受講料　　無料
４．資料代　　２，１００円（税込）
５．受講申込方法及び締切日
　　11月30日（木）までに、下記申込書をコピーのうえ記入していただき、FAX をお願
　いします。

ＦＡＸ番号　０８９－９５６－２１８８

トラブル事例講習会受講申込書

事業場名
認証番号

70－
受講者氏名

受講希望場所
○で囲んでください

12／12（火）南予支部
（14時～17時）

12／13（水）西予支部
（9時～12時）

12／13（水）中予支部
（14時～17時）

12／14（木）今治支部
（9時～12時）

12／14（木）東予支部
（14時～17時）
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　巻上げ機（ウインチ）の運転に係る業務を行う場合は、労働安全衛生法の規定により「安全

又は衛生のための教育」の受講が義務付けられております。振興会では巻上げ機を使用する従

業員の方を対象に、事業者の実施に代わり国の定める安全衛生特別教育規程に基づくカリキュ

ラムで、学科教育を実施いたします。ただし、振興会が行う本講習は実技教育を実施しません
ので、事業場において、事業者から実技教育を受けた方のみ対象といたします。
　講習終了時には理解度テストを行い、修了者に講習修了証書を交付しますが、事業者ご本人

が受講される場合は、修了証書の交付対象外となっておりますのでご了承ください。

　※本特別教育の更新制度は無いため､ 毎回受講する必要はありません。

１．注意事項
①　募集人数が５名に満たない場合は、近隣の支部との併催または中止とします。
②　開講人数に達しない場合または荒天（積雪等）により開講が困難となる恐れがある場

合は、前日までに中止のご連絡をします。
③　開講時間に遅れる等、受講すべき時間が不足した場合は修了証書を交付できません。

２．講習実施者及び講師　　　　一　　般
社団法人 愛媛県自動車整備振興会

３．開催支部、日時、会場

開催支部 日　　　時 会　　　場 定員

今治支部 平成30年１月17日（水）9：30～16：30 今治市越智郡
自動車整備事業協同組合 30名

南予支部 １月19日（金）9：30～16：30 南予支部技能研修センター 30名
西予支部 １月23日（火）9：30～16：30 西予支部研修センター 30名
東予支部 １月25日（木）9：30～16：30 東予自動車会館 30名
中予支部 １月27日（土）9：30～16：30 愛媛県自動車整備振興会 30名

４．受講対象者

　　振興会会員事業場の従業員で、事業者より次表の実技教育を受けた方

科　　目 範　　　　　囲 時　間
巻上げ機の運転 荷の巻上げ及び巻卸し ３時間以上
荷掛け及び合図 荷の種類に応じた荷掛け手、小旗等を用いて行う合図 １時間以上

５．受講料　　　２，１６０円（税込）

６．資料代　　　１，０００円（税込）

７．申し込み方法

　14ページの参加申込書にご記入の上、平成29年12月８日（金）までに振興会・指導課へ

ＦＡＸしてください。

８．研修当日の持参物

①　振興会にＦＡＸした実務教育修了証明書（申込書）の本通

②　筆記用具

巻上げ機（ウインチ）の運転業務に係る
特別教育講習（会員工場従業員向け）
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振興会・指導課　行き　　ＦＡＸ　０８９－９５６－２１８８

巻上げ機の運転業務に係る特別教育講習　参加申込書
※印の欄は、記入しないでください。　

受講希望場所
を記入して

ください

　　　　　□　１／17（水）今治　　　　　　　□　１／19（金）南予

　　　　　□　１／23（火）西予　　　　　　　□　１／25（木）東予

　　　　　□　１／27（土）中予

※修了証番号 ※交付年月日

ふ り が な

受 講 者 氏 名

生 年 月 日
　　昭和

　　平成
　　　　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　日

受 講 者
現 住 所

〒

　　　　　　都  道　　　　　　市　　　　　　　町　　　　　　丁目

　　　　　　府  県　　　　　　郡

番　　　　　号　　　　

番地　　　

巻上げ機の運転業務に係る実習教育修了証明　　（必ず、事業者様がご記入ください。）

一　　般
社団法人 愛媛県自動車整備振興会　殿

　　　　巻上げ機の運転業務に係る実習教育

　　　受講者　　　　　　　　　　　は、上記の実習教育について、修了していることを証明します。

平成　　　　年　　　　月　　　　日
認証番号：四運証第７０－　　　　　　　　号

　　　　　　　　　　　　　〒
　　　　事業場所在地

　　　　　　　事　業　場　名

　　　　代　 表 　者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　電　話　　　　　　　－　　　　　　　－

・巻上げ機の運転　３時間以上
　（荷の巻上げ及び巻卸し）
・荷掛け及び合図　１時間以上
　　荷の種類に応じた荷掛け手、小旗等を用いて
　　行う合図

— 14 —


