指定工場各位
一般社団法人

東京都自動車整備振興会

平成２８年度自動車検査員研修の開催について
東京運輸支局より、
「指定自動車整備事業規則第１４条並びに業務取扱要領第１９条に基
づく平成２８年度自動車検査員研修を実施する」旨通知がありましたので、下記要領にて
開催いたします。

記

１．受付日時

品川、足立管内会場

６月２７日（月）９時より受付開始

練馬、多摩、八王子管内会場

６月２８日（火）９時より受付開始

インターネット回線の混雑を解消する為、管内ごとに研修会場の受付日時を設定させていた
だきます。
（インターネット受付及び窓口受付）

２．受講対象者
自動車検査員の有資格者（選任、非選任にかかわらず）全員。

３年以上自動車検査員として選任されていなかった方を自動車検査員に選任する
場合、今回の研修を受講しないと来年度（平成２９年度）の研修を受講するまでの
間、自動車検査員に選任できませんので、現在選任されていない方も受講されます
ようお願いいたします。

３．研修時間（受付時間に遅れないようお願いいたします）
〔午前の部〕
受付

９：００～

９：２０

研修

９：２０～１２：３０

〔午後の部〕
受付１３：００～１３：２０

研修１３：２０～１６：３０

４．日程及び会場
管内

開催月日

区分

研修会場

午前 午後

７月１１日（月） ○
７月１１日（月）

○

７月１３日（水） ○
品

７月１３日（水）

○

７月１５日（金） ○
川

７月１５日（金）

○

７月２８日（木） ○
７月２８日（木）
８月

１日（月） ○

８月

１日（月）

○
○

７月１２日（火） ○
足

７月１２日（火）

○

７月２２日（金） ○

立

７月２２日（金）

○

７月２５日（月） ○

定員

中央区立日本橋社会教育会館 ８階ホール

中央区日本橋人形町 1-1-17

190 名

中央区立日本橋社会教育会館 ８階ホール

中央区日本橋人形町 1-1-17

190 名

東京都自動車整備教育会館(振興会本部) ７階

渋谷区本町 4-16-4

120 名

東京都自動車整備教育会館(振興会本部) ７階

渋谷区本町 4-16-4

120 名

※大田文化の森 ホール

大田区中央 2-10-1

230 名

※大田文化の森 ホール

大田区中央 2-10-1

230 名

きゅりあん １階小ホール

品川区東大井 5-18-1

180 名

きゅりあん １階小ホール

品川区東大井 5-18-1

180 名

東京自動車サービス健保会館 ４階講堂

渋谷区渋谷 3-11-12

150 名

東京自動車サービス健保会館 ４階講堂

渋谷区渋谷 3-11-12

150 名

台東区生涯学習センター ミレニアムホール

台東区西浅草 3-25-16

250 名

台東区生涯学習センター ミレニアムホール

台東区西浅草 3-25-16

250 名

竹の塚地域学習センター ４階ホール

足立区竹の塚 2-25-17

300 名

竹の塚地域学習センター ４階ホール

足立区竹の塚 2-25-17

300 名

江戸川区総合文化センター ３階研修室

江戸川区中央 4-14-1

200 名

７月２５日（月）

○

江戸川区総合文化センター ３階研修室

江戸川区中央 4-14-1

200 名

８月

○

曳舟文化センター １階ホール

墨田区京島 1-38-11

350 名

東京都自動車整備教育会館(振興会本部) ７階

渋谷区本町 4-16-4

120 名

東京都自動車整備教育会館(振興会本部) ７階

渋谷区本町 4-16-4

120 名

板橋区立文化会館 ４階大会議室

板橋区大山東町 51-1

200 名

板橋区立文化会館 ４階大会議室

板橋区大山東町 51-1

200 名

板橋区立文化会館 ４階大会議室

板橋区大山東町 51-1

200 名

板橋区立文化会館 ４階大会議室

板橋区大山東町 51-1

200 名

武蔵野スイングホール ２階ホール

武蔵野市境 2-14-1

160 名

武蔵野スイングホール ２階ホール

武蔵野市境 2-14-1

160 名

東大和市民会館ハミングホール １階小ホール

東大和市向原 6-1

160 名

東大和市民会館ハミングホール １階小ホール

東大和市向原 6-1

160 名

たましんＲＩＳＵＲＵホール ３階小ホール

立川市錦町 3-3-20

200 名

たましんＲＩＳＵＲＵホール ３階小ホール

立川市錦町 3-3-20

200 名

町田市民フォーラム

３階ホール

町田市原町田 4-9-8

160 名

町田市民フォーラム

３階ホール

町田市原町田 4-9-8

160 名

※調布市グリーンホール 小ホール

調布市小島町 2-47-1

280 名

※調布市グリーンホール 小ホール

調布市小島町 2-47-1

280 名

５日（金）

７月１２日（火） ○
練

７月１２日（火）

○

７月１４日（木） ○
馬

７月１４日（木）

○

７月１９日（火） ○
７月１９日（火）

○

７月１３日（水） ○
７月１３日（水）

○

７月２０日（水） ○
多

７月２０日（水）

○

７月２６日（火） ○
摩

７月２６日（火）

○

７月２９日（金） ○
７月２９日（金）
８月

２日（火） ○

８月

２日（火）

○
○

八

７月２１日（木） ○

王 子

７月２１日（木）

○

７月２７日（水） ○
７月２７日（水）

○

八王子市芸術文化会館(いちょうホール)小ホール 八王子市本町 24-1

260 名

八王子市芸術文化会館(いちょうホール)小ホール 八王子市本町 24-1

260 名

霞共益会館

３階ホール西側

青梅市野上町 2-21-5

150 名

霞共益会館

３階ホール西側

青梅市野上町 2-21-5

150 名

５．受講料及び申込方法
１）インターネットで申込む場合、１名３，２００円（資料代、消費税を含む）
①TOSSNET ホームページから「研修・講習予約」を選択し、受講申込みをして下さい。
②受講票等を印刷して下さい。

③受講票等を印刷できない場合には、事前に振興会窓口で受講票と資料をお受け取り下さい。
※・受講料は、車検予約確認ＩＣカード（Toss Member's Card）のチャージ金から申込時に
引き落とされます。
残高が不足していると申込みできません、事前に入金しておかれるようお願いいたします。

・ＵＲＬ

パソコン

http://www.tosskenshu.jp/

携帯電話等

http://www.tosskensyu.jp/m/

２）振興会窓口で申込む場合、１名３，３００円（資料代、消費税を含む）
同封の受講申込書に所要事項等を記入の上、受講料を添えて事前にお申込み下さい。
※・チャージ金からの引き落としは出来ません、現金をご持参ください。
・研修会場での当日申込み、又は郵送による申込み受付は行いませんのでご注意下さい。
なお、希望会場が定員に達した場合は、他の日程での申込みをお願いします。
・申し込み後にキャンセルし日程の変更を行った場合は、変更後の受講票をプリントア
ウトしご持参ください。
６．研修資料（自動車検査員研修資料

平成２８年度）

１）インターネットで申込まれた場合は、事前に資料引換券を振興会窓口に持参し、資料と引
き換えて下さい。
※研修会場での当日受け取りはできません、事前に受け取られますようご協力をお願いい
たします。
２）振興会窓口で申込まれた場合は、申込み受付時にお渡しいたします。
７．講師
東京運輸支局、自動車検査独立行政法人関東検査部及び(一社)東京都自動車整備振興会
８．その他
１）研修当日は受講票、研修資料、自動車整備技能者手帳、筆記用具をご持参下さい。
２）各会場とも駐車場がありませんので、電車バス等ご利用下さい。
※二輪車及び四輪車ともに乗入れ厳禁です。
３）油脂等のついた靴（安全靴）での受講はご遠慮下さい。
４）大田文化の森及び調布市グリーンホールは新会場ですのでお間違い無いようにお願いいたします。
９．個人情報の利用目的
受講状況の確認及び管理のため適正に利用いたします。
10．問合せ先
適正化事業室

０３（５３６５）２３１２

練馬支所

０３（３５５９）１１６１

品川支所

０３（３４７１）６９３１

多摩支所

０４２（５２５）９９１９

足立支所

０３（３８８４）３２１１

八王子支所

０４２（６９１）６１１７

11．会場案内
日本橋社会教育会館

東京都自動車整備教育会館（振興会本部）

中央区日本橋人形町１－１－１７

渋谷区本町４－１６－４

交通：東京メトロ日比谷線人形町駅

交通：都営大江戸線西新宿五丁目駅

徒歩４分
大田文化の森

徒歩７分
きゅりあん

大田区中央２－１０－１

品川区東大井５－１８－１

交通：ＪＲ京浜東北線大森駅徒歩１６分

交通：ＪＲ京浜東北線大井町駅徒歩１分

東京自動車サービス健保会館

台東区生涯学習センター

渋谷区渋谷３－１１－１２

台東区西浅草３－２５－１６

交通：ＪＲ山手線・埼京線渋谷駅徒歩５

交通：東京メトロ銀座線・東武線浅草駅
徒歩３分

竹の塚地域学習センター

江戸川区総合文化センター

足立区竹の塚２－２５－１７

江戸川区中央４－１４－１

交通：東武伊勢崎線竹ノ塚駅徒歩５分

交通：ＪＲ新小岩駅徒歩１５分

曳舟文化センター

板橋区立文化会館

墨田区京島１－３８－１１

板橋区大山東町５１－１

交通：京成押上線京成曳舟駅徒歩１分

交通：東武東上線大山駅徒歩３分

武蔵野スイングホール

東大和市民会館ハミングホール

武蔵野市境２－１４－１

東大和市向原６－１

交通：ＪＲ武蔵境駅徒歩２分

交通：西武拝島線東大和市駅徒歩７分

たましんＲＩＳＵＲＵホール

町田市民フォーラム

立川市錦町３－３－２０

町田市原町田４－９－８

交通：ＪＲ南武線西国立駅徒歩７分

交通：ＪＲ横浜線町田駅徒歩５分
小田急線町田駅徒歩８分

調布市グリーンホール

霞共益会館

調布市小島町２－４７－１

青梅市野上町２－２１－５

交通：京王線調布駅徒歩２分

交通：JR 青梅線河辺駅徒歩２０分

八王子市芸術文化会館（いちょうホール）
八王子市本町２４－１
交通：ＪＲ八王子駅北口徒歩１３分

