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　平成31年度第１回自動車検査員教習が次の日程で実施されますので、受講希望者は下記を参照
のうえお申込み下さい。教習修了試問は、本教習の受講修了が受験の条件となります。
　なお、教習修了試問に合格された方を対象に、後日実技教習が実施されます。修了後に検査員
教習修了証書が交付され、自動車検査員に選任することができます。

本
教
習

予
備
教
習

教習日程

受付期間

受付場所
お問い合わせ 振興会 業務部　０６－６６１３－１１６２まで

教習場所

次の全ての条件に該当していること
①教習開始日前日において､整備主任者として１年以上の実務経験を有し､適切
　に業務を行っている者｡(２級シャシで選任している者を除く)
  (一級自動車整備士の技能検定に合格した者にあっては、６カ月以上の実務経験)
②平成30年度整備主任者法令研修を受講した者。
③教習修了後３年以内において､自動車検査員として選任される予定がある者｡

平成31年３月11日(月)～３月15日(金)
①振興会本部(整備会館４階) 午前９時～午後５時(正午～午後０時45分は除く)
②分室(寝屋川、なにわ、和泉、高槻軽) 午前10時～午後４時(午前11時45分～午後０時45分は除く)

ご注意：教習修了試問のみを受ける方へ
　平成29年度第２回(平成29年10月実施)以降の検査員教習を受講し、教習試問修了者とならな
かった方は、最終の当該本教習開講日から２年を超えない期間内において１回に限り教習修了
試問のみを受けることができます。希望者は申請要領をご確認のうえ申し込み下さい。

受講申請書に所要事項を記入・押印(受講者認印)のうえ、下記の必要なものを
添えて申請して下さい。

受講資格

◇特別復習会◇
過去の予備教習受講者で今回、教習修了試問のみを受ける者

　・日　程…５月22日（水）、５月29日（水）、６月５日（水）の３日
　・内　容…過去に出題された問題の解説
　・時　間…午前９時～午後５時
　・受講料…6,000円（税込）
　・希望者は、教習修了試問申し込み時にお申し出下さい。
　・定員（40名）になり次第締め切らせていただきます。

Ａ　組
４月18日(木)

22日(月)
５月９日(木)

13日(月)
５月16日(木)

20日(月)
23日(木)
27日(月)
30日(木)

６月３日(月)
６日(木)
10日(月)

Ｂ　組
４月19日(金)

23日(火)
５月10日(金)

14日(火)
５月17日(金)

21日(火)
24日(金)
28日(火)
31日(金)

6月４日(火)
７日(金)
11日(火)

Ｃ　組
５月16日(木)

17日(金)
20日(月)
21日(火)

※参考：平成30年度第２回教習修了試問の合格率
　予備教習受講の方…………74.6％
　本教習のみ受講の方………23.1％

☆教習時間は全て午前９時～午後５時
☆本教習・予備教習とも受講される場合

は、日程表のＡ､Ｂ組のいずれかを選択し
て下さい。なお、申込状況によって、組
別の変更をお願いする場合がありますの
でご了承下さい。

☆本教習のみを受講希望の場合、Ｃ組とな 
ります。

☆受付は定員の関係上、各組とも１クラス
60名となりますので、申込順により定員
に達し次第、締め切らせていただきます
のでご了承下さい。
☆行事の都合により、日程を変更する場合
　がありますので、予めご了承下さい。

本  教  習 予  備  教  習 本教習のみ＋

※消せるボールペンでは記入しないで下さい。

受 　 付 　 期 　 間　：平成31年３月11日(月)～15日(金)
教 習 修 了 試 問 日　：平成31年６月13日(木)
実技教習日 (予定)   ：平成31年７月19日(金)･ 22日(月)のどちらか

平成31年度第１回  自動車検査員教習の実施

◇人材開発支援助成金（旧キャリア形成促進助成金）制度◇

　自動車検査員教習は人材開発支援助成金制度を活用し、事業者は一定の要件のもと
で受講者賃金、受講料等の一部助成を受けることができます。
　詳細は「まいど２月(前月)号」５㌻をご覧下さい。
☆本教習・予備教習受講者で「人材開発支援助成金」の申請者は、本教習・予備教習に欠席・遅

刻・早退が甚だしい場合(教習時間の80％未満)、職業訓練《自動車整備科(レベルアップ検査員
コース)》が未修了となり給付金が受けられなくなりますのでご注意下さい。

申請要領

①受講申請書　１名につき１部(３枚複写)記入して下さい。
　　　　・本教習受講の方又は、教習修了試問のみ受ける方は第１号様式となります。
　　　　・再教習受講の方は第２号様式となります。
　　　　・申請書は振興会本部及び分室(寝屋川、なにわ、和泉、高槻軽)に備付けてあります。
　　　　・現在整備主任者に選任されている方は、教習開始日前日までの実務経験をご記入下さい。
②貼付用写真　１枚(縦4.5㎝×横3.5㎝)３ケ月以内、無帽･正面･上三分身･無背景
　 　　  ・申請書の３枚目に貼付して下さい。
③自動車整備技能者手帳
④印　　　鑑　　　受講者認め印
⑤郵便ハガキ　　　１枚(62円)(予備教習受講者は不要)
⑥予備教習受講料　15,200円(税込)
　　　　　　　　　・本教習のみ受講の場合は不要です。
　　　　　　　　　・但し、平成30年度第２回の予備教習を受講された方は　8,200円(税込)
⑦教　材　費　　　合計額：Ａ組・Ｂ組　約10,000円(未定)、C組　約8,000円(未定)
　　　　　　　　　・保安基準関係法規集　　・自動車検査用機械器具構造と取扱い
　　　　　　　　　・自動車検査員教習資料　・保安基準ハンドブック(Ａ組・Ｂ組受講者のみ)

⑧教習修了試問のみを受ける方は、前回の受講者証(支局印押印のもの)

　☆受講資格等につきましては正確にご記入下さい。記入が正確でないときは､教習を受講
　　できない場合もありますのでご注意下さい｡

　　　　　　　大阪府自動車整備会館　教育センター　大阪市住之江区南港東３－５－６

教習修了試問
実技教習（予定）

６月13日(木)
７月19日(金)・22日(月)のどちらか
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実技教習（予定）

６月13日(木)
７月19日(金)・22日(月)のどちらか


