
Ⅰ．試験・講習会・研修会等のご案内

令和元年度  自 動 車 検 査 員 研 修
　令和元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 地区（振興会ブロック） 場　所（会　場）

10月１日（火） 13：30～16：30 新居浜ディーラー、新居浜西 東予自動車会館

10月２日（水） 13：30～16：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

10月３日（木） ９：00～12：00 城南、33号線中央、33号線南、
伊予市伊予郡 愛媛県自動車整備振興会

10月３日（木） 13：00～16：00 城北、城西、上浮穴 愛媛県自動車整備振興会

10月４日（金） 13：30～16：30 長浜、大洲西、大洲中央、三瓶、
宇和、野村 西予支部研修センター

10月７日（月） 13：30～16：30 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター

10月９日（水） 13：30～16：30 新居浜南、新居浜東 東予自動車会館

10月10日（木） ９：00～12：00 11号線、33号線北 愛媛県自動車整備振興会

10月10日（木） 13：00～16：00 56号線、三津、北条 愛媛県自動車整備振興会

10月11日（金） 13：30～16：30 宇和島東部、宇和島中部、吉田、
南宇和 津島やすらぎの里

10月15日（火） 13：30～16：30 桜井、今治東、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18日（金） 13：30～16：30 宇和島南部、鬼北、津島 津島やすらぎの里

10月21日（月） 13：30～16：30 今治西、今治南、朝倉、今治北、
今治中央、大西・菊間

今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

10月23日（水） 13：30～16：30 内山、大洲東、八幡浜、半島 西予支部研修センター

10月25日（金） 13：00～16：00 愛媛県内最終 愛媛県自動車整備振興会

●　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。ご理解、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検査員を選任している場合は、この限りではありません。

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．費用及び使用する研修資料　※資料についての詳細は、次ページをご参照ください。
（１）研修会開催費：１名　７００円
（２）自動車検査員研修資料（令和元年度版）　定価　１，９００円（税込）
（３）自動車検査員必携（四国運輸局監修　四国自動車整備振興会連合会編集）
　　 （現在の追録は『第18号』です。ご確認の上、ご持参ください。）
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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18号〕

『自動車検査員必携（教習・研修資料）
四整連』です。
追録18号まで差し替え済みであることを
ご確認の上、ご持参ください。

２．令和元年度自動車検査員研修資料　　　　定価１，９００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・保安課 ◇自動車検査員研修 → ■ 自動車検査員研修資料（令和元年度版）

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）各会場とも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、各会場のルールを守って駐車してください。
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　令和元年度 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．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。
注２．自動車検査員を兼務している方は、令和元年度自動車検査員研修（１〜２ページ）を受

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30日（水）13：30～15：30 西条、西条西 西条市丹原文化会館

10月31日（木）13：30～15：30 内山、大洲東、半島 西予支部研修センター

11月１日（金）13：30～15：30 川之江、伊予三島、土居 川之江ふれあい交流センター

11月５日（火）10：00～12：00 11号線、伊予市伊予郡（伊予郡） 愛媛県自動車整備振興会

11月５日（火）14：00～16：00 城北、城南、三津、北条 愛媛県自動車整備振興会

11月８日（金）13：30～15：30 新居浜ディーラー、新居浜南 東予自動車会館

11月11日（月）13：30～15：30 桜井、今治北、伯方、大島 今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月12日（火）13：30～15：30 長浜、大洲西、八幡浜、野村 西予支部研修センター

11月18日（月）10：00～12：00 33号線北、33号線中央、33号線南 愛媛県自動車整備振興会

11月18日（月）14：00～16：00 56号線 愛媛県自動車整備振興会

11月20日（水）13：30～15：30 宇和島東部、吉田、津島、南宇和 津島やすらぎの里

11月22日（金）13：30～15：30 今治東、朝倉、大三島 今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月25日（月）13：30～15：30 大洲中央、三瓶、宇和（西予支部最終） 西予支部研修センター

11月26日（火）14：00～16：00 城西、上浮穴、伊予市伊予郡（伊予市） 愛媛県自動車整備振興会

11月27日（水）13：30～15：30 新居浜東、新居浜西（東予支部最終） 東予自動車会館

11月28日（木）13：30～15：30 今治西、今治南、今治中央、大西 ･ 菊
間（今治支部最終）

今治市越智郡
自動車整備事業協同組合

11月29日（金）13：30～15：30 宇和島中部、宇和島南部、鬼北
（南予支部最終） 津島やすらぎの里

12月３日（火）14：00～16：00 （愛媛県下最終） 愛媛県自動車整備振興会

●　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。

令和元年度　整備主任者法令研修令和元年度　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（何れも税込）　※資料の内訳は、下記をご確認ください。

　　（１）研修資料代　　（２冊）　定価：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≫

◦令和元年度　整備主任者研修資料（全国共通教材）　　定価：６１２円（税込）

◦令和元年度　整備主任者研修資料（地域教材）　　　　定価：９８８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（令和元年度）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　整備主任者研修資料　全国教材（令和元年度）
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スキャンツール活用事業場 応用 研修のご案内
　令和元年度「スキャンツール活用事業場」認定制度※の応用研修を、下記日程で開催いたし
ます。
　この制度は、汎用スキャンツールを活用して整備作業、診断作業の効率化を図るとともに、
自動車の電子制御装置の機能診断が実施できる整備事業場を認定することにより、ユーザーの
信頼を獲得することを目的とした制度となっております。
　この制度を生かして、お客様に対して自社の整備技術のアピールを行い、お客様に見える資
料を提示することにより、自社の収益確保並びにお客様の信頼アップにつなげていただければ
と思います。
　是非、沢山の方のお申込みをお待ちしております。
１．開催支部、開催日、場所

開催支部名 開　　催　　日　　時 場　　　　　所
今治支部 11月５日（火）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
東予支部 11月７日（木）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合
西予支部 11月11日（月）午前10時～午後５時 西予支部研修センター
南予支部 11月13日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター
中予支部 11月15日（金）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
基本研修修了者又は、日整連に認定された機関で基本研修と同等以上の研修を受講された方

※詳しくは振興会／教育課までお問合わせください。
３．研修内容　　　　　　高度な診断・整備技術の習得
４．募集定員　　　　　　各会場20名（各会場５名以下の場合は中止とさせていただきます。）
５．受講料及び資料代　　￥3,000－
６．講師　　　　　　　　愛媛県自動車整備振興会
７．受講申込方法及び締切日　10月25日までにこの「スキャンツール活用事業場応用研修の

ご案内」をプリントアウト（コピー）していただき基本研修修了証を添付のうえ申込みを
お願いします。（ＦＡＸ可）

スキャンツール活用応用研修 受 講 申 込 書　　ＦＡＸ０８９－９５６－２１８８

認証番号 7０－ 事業場名

受講支部名 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。
　この申込書に関わる個人情報等につきましては、本業務以外には使用いたしません。
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令和元年度
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

今治支部 11月20日（水）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

東予支部 11月25日（月）午前10時～午後５時 東予地区自動車整備協同組合

西予支部 11月26日（火）午前10時～午後５時 西予支部研修センター

南予支部 11月27日（水）午前10時～午後５時 南予支部研修センター

中予支部 12月４日（水）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ーの見方など、

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, ２００－（税込み）

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８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。

— 6 —



軽自動車OSS 開始に伴う指定工場向け説明会
開催のご案内

ワンストップサービス

　令和元年５月７日から開始されていました軽自動車の継続検査ＯＳＳは、申請代理人と
なる日本自動車整備振興会連合会（日整連）の準備が遅れ、令和２年１月６日から運用を
開始することとなりました。運用を開始するに当たり、以下のとおり二部構成で説明会を
開催することといたしましたので、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。

１．開催日時　　令和元年11月28日（木） 第１部　10：30～12：00
 第２部　13：30～14：30
２．会　　場　　振興会／会議室
３．説明概要　　（登録車のＯＳＳを実施している事業者様は、第１部に参加する必要は

ありません。）
　　　第１部　　① 継続検査ＯＳＳとは　　　　　　　　　　　④ その他
　　　　　　　　② 電子保安基準適合証システムについて　　　⑤ 質疑応答
　　　　　　　　③ 申請システムについて
　　　第２部　　① 軽自動車ＯＳＳの運用について
　　　　　　　　② その他
　　　　　　　　③ 質疑応答
４．申込締切　　令和元年11月22日（金）

・・・・　＜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

参加する説明会
（○印をしてください） 第１部　　　第２部

あらかじめご質問事項
がございましたら、ご
記入ください。
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