
Ⅱ．試験・講習会・研修会等のご案内
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継続検査ＯＳＳ（ワン・ストップ・サービス）に関する
指定工場向け説明会開催のご案内

　継続検査ＯＳＳについては、制度開始前の平成29年４月に説明会を実施しましたが、制

度開始後も、一部の会員さんから説明会の開催のご要望が寄せられておりました。本年５

月から６月にかけて開催しました事業場管理責任者研修会の際に、アンケートを取りまし

たところ、説明会開催のご要望が多数寄せられましたので、今般、以下のとおり説明会を

開催することといたしました。取り組みを検討する方は参加申込書に必要事項をご記入の

上、振興会／指導課までＦＡＸでお申し込みください。

　なお、この制度は、必ずしも実施しなければならないものではございません。

１．開催日時及び場所
開催支部 日　　　時 会　　　場

西・南予支部 平成31年２月13日（水） 13：30～15：00 西予支部研修センター
東予・今治支部 ２月14日（木） 13：30～15：00 東予自動車会館
中予支部 ２月19日（火） 13：30～15：00 愛媛県自動車整備振興会

（注）１会場当たりの募集人数が５名に満たない場合は、中止とします。

２．講　　師　　振興会職員

３．説明概要

　　① ＯＳＳとは　　　　　　　　　　　② 電子保安基準適合証システムについて

　　③ 申請システムについて　　　　　　④ 質疑応答

４．申込締切　　平成31年１月31日（木）

・・・・　＜継続検査ＯＳＳに関する説明会　参加申込書＞　・・・・
振興会／指導課　行き　　ＦＡＸ：０８９－９５６－２１８８

指定番号 	 四運指第	 号

事業場名

参加人数 	 名

希望する会場
（○印をしてください） 2/13	西予会場　　　2/14	東予会場　　　2/19	中予会場

予めご質問事項がご
ざいましたらご記入
ください。
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　平成30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．川之江会場は、自動車検査員研修と会場が異なりますのでご注意ください。
注２．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（水） 13：30～ 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター

10月25日（木） 14：00～ 城西、33号線中央 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

10月26日（金） 13：30～ 内山、長浜、大洲中央、三瓶 西予支部研修センター

10月30日（火） 13：30～ 宇和島東部、宇和島中部、南宇和 津島やすらぎの里

10月31日（水） 14：00～ 11号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

11月１日（木） 13：30～ 新居浜ディーラー、新居浜南 東予自動車会館

11月２日（金） 14：00～ 城北、三津 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

11月５日（月） 13：30～ 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

11月８日（木） 13：30～ 大洲東、大洲西、八幡浜 西予支部研修センター

11月９日（金） 14：00～ 城南、33号線南 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

11月12日（月） 13：30～ 宇和島南部、吉田、鬼北、津島 津島やすらぎの里

11月13日（火） 14：00～ 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15日（木） 14：00～ 56号線 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

11月16日（金） 13：30～ 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

11月19日（月） 13：30～ 半島、宇和、野村 西予支部研修センター

11月22日（木） 13：30～ 西条、西条西 西条市丹原文化会館

11月26日（月） 13：30～ 新居浜東、新居浜西 東予自動車会館

11月27日（火） 13：30～ 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30日（金） 14：00～ 33号線北 愛媛県生涯学習センター（定員120名）

●　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30年度　整備主任者法令研修平成30年度　整備主任者法令研修

次のページに続く

済
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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）　１，６００円

　　（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30年度　整備主任者研修資料（全国共通教材） 定価：８００円（税込）

◦平成30年度　整備主任者研修資料（地域教材）  定価：８００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30年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備主任者研修資料　全国教材（平成30年度）
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補機ベルトメンテナンス講習会開催のご案内
　最近の補機ベルトはＶリブドベルトの採用が広がっており、対屈曲疲労性に優れているため

「亀裂」や「ひび割れ」が起こりにくいため、寿命が長く屈曲変形や摩耗、伸びが少ないうえに、
張力の低下も少ない反面、適正な張力で調整を行わないとベルトやプーリーの早期摩耗、ベア
リングの破損などの故障が発生する恐れがあります。そのため、自動車メーカーによっては「振
動数」によるベルト調整を推奨しているところもあります。そこで、今年度は、現行仕様のベ
ルトの特徴・注意点、適切なベルト交換及びデモ機を用いたベルト張力測定などメンテナンス
についての講習会を下記の通り開催いたします。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

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

12月13日（木）
９：30～12：00 今治 今治市越智郡自動車整備事業協同組合
14：00～16：30 東予 東予自動車会館

12月14日（金） ９：30～12：00 中予 振興会技能教育センター

２．内　容
　　・現行仕様のベルトの特徴・注意点
　　・適切なベルト交換
　　・デモ機を使ったベルト張力測定

３．講　　　師　　バンドー化学株式会社

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30年11
月30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

補機ベルトメンテナンス講習会申込書

希 望 会 場
12/12 南予　　12/12 西予　　12/13 今治　　12/13 東予　　12/14 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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ダイハツ「スマートアシスト」講習会開催のご案内
　「安全運転サポート車」として国がＡＳＶ（先進安全自動車）普及啓発に取り組んでいますが、
ＡＳＶを整備するエンジニアには、お客様に正しいシステムの取り扱い説明が要求されます。
また、ＡＤＡＳセンシングデバイスのターゲット検知性能に関する整備作業を行った場合にセ
ンサーやカメラのエイミング作業を適切に実施することが重要となります。今年度は、「ダイハ
ツ車スマートアシスト」のシステム概要と構造機能、整備作業について講習会を下記の通り開
催いたします。是非ご参加ください。

記

１．日　時　及び　会　場

日　　付 時　　間 対象支部 会　　場

12月20日（木） 13：00～16：00 西予・南予 西予支部研修センター

12月21日（金） 13：00～16：00 東予・今治 東予自動車会館

12月22日（土） 13：00～16：00 中予 振興会技能教育センター

２．テ　ー　マ　　①「スマートアシスト」のシステム概要と構造機能
　　　　　　　　　②ＡＤＡＳセンシングデバイスの整備作業について

３．講　　　師　　愛媛ダイハツ販売株式会社

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30年12
月７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

６．資　料　代　　無料

７．定　　　員　　各会場30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、12月22日（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

ダイハツ「スマートアシスト」講習会申込書

希 望 会 場
12/20  西予会場　　　12/21  東予会場　　　12/22  中予会場

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30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

南予 11月28日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

西予 11月29日（木）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

今治 11月30日（金）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

東予 12月３日（月）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

中予 12月４日（火）午前10時～午後５時 愛媛県自動車整備技能センター

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２事業者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　11月22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又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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