
奈整振 事務連絡

令和 2 年６月吉日

受 講 者 各 位

（一社）奈良県自動車整備振興会

電子制御装置整備の整備主任者選任前講習の開催について

平素より当会事業に格別のご協力を賜り誠に有難うございます。

又、本年３月より新型コロナウイルス感染拡大防止の為、全ての研修会を中止延期せざるを

えなくなり大変ご迷惑をお掛けしております。

さて、ようやく政府の緊急事態宣言が解除されることに伴い、本研修会を再開させていただ

くこととなりました。

本研修会の目的におきましては、既に、皆様ご承知とは存じますが、特定整備に関する法律

の改正に伴い、電子制御装置整備の認証の取得を希望される場合は、整備主任者選任の資格

要件として、従来の資格に加え電子制御装置に関する技術や知識を習得するために選任前講

習の受講の修了が必要となります。

国土交通大臣の定める講習として、学科講習（特定整備に関わる法令等）、実技講習（エーミ

ング作業等）、試問（学科及び実技の講習内容に基づく筆記試験）のうち、実技講習を別紙１の

日程で当会主催にて開催致します。

尚、学科講習及び試問につきましては、実技講習を修了された方（実技免除者含む）から別

紙２の日程で奈良運輸支局より実施されます。

つきましては実技講習受講を希望される方は、実技講習申込書に必要事項を記載し、当会

窓口まで申し込み願います。

記

１． 受講対象者

電子制御装置整備を今後実施される事業場において、現在 整備主任者に選任されておら

れる方及び選任予定の方（実技免除者対象者は除く。）

※２級整備士有資格者・自動車電気装置整備士・自動車車体整備士に限る

（１級小型整備士は整備主任者選任前講習不要）

※実技免除対象者：下記講習に出席された方は実技講習免除対象者となり、証明書を当会か

ら発行させていただきますので、検査の折等にお申し出ください。尚、下記講習について受

講の有無が不明の場合にはお気軽にお問合せ下さい。

又、販社等の認定機関におきましても、実技講習は免除対象となる予定です。



開催日 講習名 実施メーカー その他

Ｈ30.1.19 ＡＳＶエイミングセミナー ㈱あいおいニッセイ

同和自動車研究所

これらの研修の

受講証明書の

交付には整備士資格と

本人確認が必要なため

① 運転免許証

② 整備士合格証書

  の写しを提示下さい

Ｈ30.7.13

Ｈ31.2.1

Ｒ1.7.12

Ｒ１．８．６

ＡＳＶエイミングセミナー ㈱バンザイ

Ｒ2.1.30 ＡＳＶエイミングセミナー ㈱バンザイ

Ｒ2.2.18 ＡＳＶエイミングセミナー ㈱ミヤコ

２． 申込み方法：受講を希望される方は、別紙１の日程を見ていただき、受講申込書に必要事

項を記載の上、振興会窓口までお申し込み下さい。（ＦＡＸ不可）

※申込時に必要な持参品について

① 実技講習申込書 ②整備士合格証書（写） ③受講者の運転免許証（写）

④ 受講費用 会員工場：1 名 ３０００円 会員外工場：１名 ５０００円

３．申し込み受付時間：

土日祝祭日以外の 9：00～17：00（12：00～13：00 の休憩時間を除く）

で受講を希望する日の前日まで。但し、各開催日で申し込み定員に達した

場合は日の変更をお願いすることがありますので予めご了承下さい。

５．持参品 ①受講票 ②筆記用具 ③受講者の運転免許証

※その他のお願いについて：実技講習受講に際して、新型コロナウイルス感染拡大防止の為、

講習当日マスクの着用のお願いと、受講当日にもし体調不良及び発熱がある場合は受講を

お控えいただきます様お願い申し上げます。

※留意事項：改正道路運送車両法の施行日（令和２年４月１日）において、現に電子制御装置整備

（分解整備を除く特定整備）を経営している整備事業者様においては、法施行日から起算して４年

を経過するまでの間は、認証を受ける準備期間として、引き続き、当該事業を経営することができ

る旨の経過期間が規定されておりますので、早急に整備主任者選任前講習を受講し、電子制御装

置整備の認証を取得しなければ事業ができなくなることはございません。

又、現在認証（指定）を取得されている事業者様につきましては、「電子制御装置整備の整備主任

者選任前講習」は令和２年度以降の整備主任者法令研修並びに技術研修の内容に盛り込むことを

検討しており、計画的にできるだけ早く皆様に情報提供をさせていただき、受講できるよう努力致

しますので、ご理解いただきますようお願い致します。



電子制御装置整備の整備主任者選任前講習（実技編）申込書（ＦＡＸ不可）

※下記に必要事項を正しく記入の上、振興会窓口までお申し込み下さい。

※受講希望日は別紙１を見ていただきご記入下さい。尚、今回の講習は申し込みなしで当日突然

来られた場合は受講をお断りさせていただきますので申し添えます。

※実技講習申込時の持参品について

① 実技講習申込書 ② 整備士合格証（写） ③ 運転免許証（写）

④ 受講費用：会員工場（１名）３０００円 会員外工場（１名）５０００円

以下記入不要 振興会処理欄

電子制御装置整備の整備主任者選任前講習（実技編）受講票（受講日はマスク着用願います）

・受講日時：令和２年   月   日 ９時３０分～１２時３０分 ・ １３時３０分～１６時３０分

・受講者氏名：                     ※当日の持参品：筆記用具・運転免許証・受講票

事業場名

認証番号 受講者氏名

電話番号 ＦＡＸ番号

受講者生年月日（和暦） 昭和 ・ 平成    年    月    日

実技講習受講可能な

自動車整備士資格

２級ガソリン ・ ２級ジーゼル ・ ２級二輪

２級シャシ ・ 自動車電気装置 ・ 自動車車体

整備士合格証書番号

受講第１希望（実技） 月   日  9：30～ ・ 13：30～

受講第２希望（実技） 月   日 9：30～ ・ 13：30～

受講第３希望（実技） 月  日 9：30～ ・ 13：30～



電子制御装置整備の整備主任者選任前講習（実技編）開催日程      別紙１

【６月中旬～７月中旬開催分】

※受付時間 午前開催：9：00～9：30 午後開催：13：00～13：30

※７月中旬以降の開催予定につきましては改めてご案内します。

開催日 会場 実施時間 定員

① 令和２年６月１７日（水） 振興会 9：30～12：30 2０名

② 令和２年６月１７日（水） 振興会 13：30～16：30 2０名

③ 令和２年６月１８日（木） 振興会 9：30～12：30 2０名

④ 令和２年６月１８日（木） 振興会 13：30～16：30 ２０名

⑤ 令和２年６月３０日（火） 振興会 9：30～12：30 ２０名

⑥ 令和２年６月３０日（火） 振興会 13：30～16：30 ２０名

⑦ 令和２年７月 １日（水） 振興会 9：30～12：30 ２０名

⑧ 令和２年７月 １日（水） 振興会 13：30～16：30 ２０名

⑨ 令和２年７月 ２日（木） 振興会 9：30～12：30 ２０名

⑩ 令和２年７月 ２日（木） 振興会 13：30～16：30 ２０名

⑪ 令和２年７月 ９日（木） 振興会 9：30～12：30 2０名

⑫ 令和２年７月 ９日（木） 振興会 13：30～16：30 2０名

⑬ 令和２年７月１５日（水） 振興会 9：30～12：30 2０名

⑭ 令和２年７月１５日（水） 振興会 13：30～16：30 2０名



別紙２

電子制御装置整備の整備主任者選任前講習（学科・試問）開催日程

【６月中旬～７月中旬開催分】

奈良運輸支局は特定整備に係る整備主任者選任前講習（学科・試問）を開催されます。つき

ましては実技講習を修了された方及び実技免除者の方は、奈良運輸支局 検査整備保安部門

受付に講習の申し込み（※実技講習受講予定の方の学科事前申し込みも可能）を行って下さい。

・申し込み受付時間：

土日祝祭日以外の 9：00～17：00（12：00～13：00 の休憩時間を除く）

で受講を希望する日の前日まで。但し、各開催日で申し込み定員に達した

場合は日の変更をお願いすることがありますので予めご了承下さい。

１．開催日程

〇振興会開催分（主に会員事業場）：会員外受講者は会場使用料等１名500円

〇奈良運輸支局開催分（会員・会員外受講可）

開催日 会場 時間 定員

① 令和２年６月２３日（火）

支局

２Ｆ

会議室

９：３０～１2：0０ ７名

② 令和２年６月２３日（火） １４：３０～１7：0０ ７名

③ 令和２年７月１４日（火） ９：３０～１2：00 ７名

④ 令和２年７月１４日（火） １４：３０～１7：0０ ７名

⑤ 令和２年７月１７日（金） ９：３０～１2：0０ ７名

⑥ 令和２年７月１７日（金） １４：３０～１7：0０ ７名

開催日 会場 時間 定員

① 令和２年６月１９日（金）

振興会

２Ｆ

第１・２教室

9：30～12：00 ３０名

② 令和２年６月１９日（金） 14：30～17：00 ３０名

③ 令和２年６月２６日（金） 9：30～12：00 ３０名

④ 令和２年６月２６日（金） 14：30～17：00 ３０名

⑤ 令和２年７月 ３日（金） 9：30～12：00 ３０名

⑥ 令和２年７月 ３日（金） 14：30～17：00 ３０名

⑦ 令和２年７月 ８日（水） 9：30～12：00 ３０名

⑧ 令和２年７月 ８日（水） 14：30～17：00 ３０名



※当日受講者数に応じて終了時間が変更する可能性があります。

２．学科（試問）の申し込み方法について

受講申し込みに必要な書類（受講票及び申請書）の入手方法につきましては、

奈良運輸支局 検査整備保安部門及び振興会の窓口でお受け取りいただくか、奈良運輸支局

のホームページ（ＵＲＬは下記のとおり ６月上旬頃から掲載されます）

https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/nara/kensa_seibi_hoan/licenseofelectron

icalcontrolunit.htm

から受講票と申請書をダウンロードしていただき、必要事項等を記載（本人認印押印）し、写真

を貼付けて奈良運輸支局 検査整備保安部門まで提出して下さい。

尚、３月に学科の受講申請をされ、中止延期となった受講者の方の分につきましては、「再申

請の方の受講申請書」により、奈良運輸支局へＦＡＸにて、受講日の申し込み手続きを可能と

されていますのでご注意下さい。

振興会での実技講習受講終了後、直ぐに奈良運輸支局へ学科講習の受講申し込みを希望され

る方は、写真２枚（縦４㎝×横３㎝ 最近 6 ケ月以内に上半身脱帽で撮影したもの）と認印（本人）

と整備士合格証書の写しを予め持参して下さい。

３．学科受講時のお願いについて

奈良運輸支局は、新型コロナウイルス感染拡大防止対策として、当該講習を受講する際、下記

項目の遵守をお願いされています。

① 講習受講の際、マスクを着用

② 講習当日、体調不良の場合は受講を控える

③ 講習当日、発熱している場合は受講を控える

④ 講習受付前に、手洗い実施

⑤ その他、感染拡大防止対策を講じて下さい

⑥ 後日、感染が判明した場合は支局へ連絡して下さい

※ ７月中旬以降の開催予定につきましては改めてご案内されます。


