
17

　　　年を経過した者は、原則として自動車検査

員に選任することができないものとする。

（３）研修欠席者に対する再研修は実施しない。

（４）受講申込書は当日必ず受付に提出してください。

（５）選任検査員で病気その他の事故により受講

できない場合は医師の診断書または理由書

を運輸支局長あてに提出してください。

4. 受 講 料

（１）事務手数料　１名当たり５００円

（２）研修資料　受付にて購入するか、持参する。

　　１．自動車整備新技術（学科研修用）

　　　　　　９００円

　　２．九州共通教材

　　　　　　６００円

　　３．最近改正された法令通達集（整備事業編）

　　　　　　５００円

1.研 修 内 容

（１）関係法令及び通達等について

（２）指定自動車整備事業の適正な運営について

（３）自動車検査員の業務について

（４）自動車の新機構について

（５）その他

2.研修対象者

（１）自動車検査員に選任されている者

　　（以下「選任検査員」という）。

（２）自動車検査員の有資格者で受講を希望する者。

3.注 意 事 項

（１）選任検査員であって本研修を受講しなか

　　 った者に対しては、適切な措置を講じる

　　 ものとする。

（２）自動車検査員教習修了後３年を経過し、そ

の間自動車検査員研修を受講していない

者、または自動車検査員研修を受講後３

検査員

（４）研修はできるだけ地区制に従って、定めら

　　 れた会場で受講してください。

（５）病気その他の事故により、いずれの会場で

　　 も受講出来ない場合は診断書または理由書

　　 を運輸支局長あてに提出してください。

4. 受 講 料

（１）事務手数料　１名当たり５００円

（２）研修資料　受付にて購入するか、持参する。

　　１．自動車整備新技術（学科研修用）

　　　　　　９００円

　　２．九州共通教材

　　　　　　６００円

　　３．最近改正された法令通達集（整備事業編）

　　　　　　５００円

1.研 修 内 容

（１）関係法令及び通達等について

（２）検査・整備関係業務について

（３）自動車の新機構について

（４）その他

2.研修対象者

　整備主任者として選任されている者

　整備主任者として１年以上の経験があり、直

　近にて自動車検査員教習を受講予定の者

3.注 意 事 項

（１）当該研修を受講しなかった整備主任者の

　　 事業場に対しては、後日、立ち入り検査

　　 等を実施する。

（２）研修欠席事業者に対する再研修は実施し

　　 ない。

（３）受講申込書は当日必ず受付に提出してくだ

　　 さい。

整備主任者

☆　本年度も検査員・整備主任者が合同（同じ日時、同じ会場）で実施される為、会場によって

　は定員オーバーする事も想定されますので、なるべく該当する地区へご出席いただきますよ

　うお願い致します。

~~~~~~

~~~~~~~

お 願 い

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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１３：３０～１６：３０
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１２月　５日（木）

１３：３０～１６：３０
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姶　　　良
（一　次）

１２月１１日（水）
９：００～１２：００

加音ホール（大ホール　午前） 姶良市加治木町木田
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（二　次）

１２月１１日（水）
１３：３０～１６：３０

加音ホール（大ホール　午後） 姶良市加治木町木田

鹿　児　島
（三　次）

１２月１２日（木）
９：００～１２：００

鹿児島市民文化ホール
　　　　（第二ホール　午前）

鹿児島市与次郎

鹿　児　島
（四　次）

１２月１２日（木）
１３：３０～１６：３０

鹿児島市民文化ホール
　　　　（第二ホール　午後）

鹿児島市与次郎
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