
1／6ページ 
 

２０１９年８月吉日 

事業所 各位 

一般社団法人日本自動車リサイクル機構 

代表理事 酒井 康雄 

 

自動車リサイクル士制度認定講習会のご案内 

 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を 

賜り、厚く御礼申し上げます。 

 昨年度に引き続き、日本自動車リサイクル機構（※）は「自動車リサイクル士 

制度認定講習会」を開催することとなりましたので、ご案内申し上げます。 

 この講習会は、自動車リサイクル事業に関わる管理者・実務者（自動車リサイ 

クルシステム、フロン類・エアバッグ類回収）の皆様に必須とされる適正処理 

や安全作業等の知識の習得だけではなく、新技術や業界動向についての情報も 

得ることができますので、新規の受講者のみならず、すでに資格をお持ちの方に 

とりましても有益な内容になっております。本講習会受講による従業員の方の 

モチベーションアップなど、会社運営にもぜひお役立てくださいませ。 

 お申し込みにつきましては、９月１３日（金）までに申込手順に従って同封の 

受講申込書へ必要事項をご記入いただき、必要書類を添付のうえ、送付先まで 

ご郵送くださいますようお願い申し上げます。 

 ご不明な点などございましたら、お手数をおかけいたしますが、事務局まで 

ご連絡いただければ幸いに存じます。 

（※）「一般社団法人日本ＥＬＶリサイクル機構」は、本年８月１日付で「一般社団法人 

   日本自動車リサイクル機構」に名称変更いたしました。 

敬具 

 

≪自動車リサイクル士制度協力関係機関≫ 

 経済産業省、環境省、一般社団法人日本自動車工業会、公益財団法人自動車 

 リサイクル促進センター、一般社団法人自動車再資源化協力機構 

 

≪２０１９年度自動車リサイクル士制度認定講習会外部講師／特別講演≫ 

■「自動車リサイクル制度の概要」 講師：経済産業省、東北経済産業局 

■「自動車メーカーの取り組み」  講師：一般社団法人日本自動車工業会 

■特別講演「自動車リサイクル業のこれからに向けて」 

                 講師：一般社団法人自動車リサイクル研究所 

＜お問い合わせ先＞ 

一般社団法人日本自動車リサイクル機構 事務局（本件担当：奥野） 

〒１０５－０００４ 東京都港区新橋３丁目２番２号 

■電 話 ０３－３５１９－５１８１ ■ＦＡＸ ０３－３５９７－５１７１ 

■メール jaera-homepage@elv.or.jp ■Ｈ Ｐ http://www.elv.or.jp/ 

mailto:jaera-homepage@elv.or.jp
http://www.elv.or.jp/
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１．開催日程・場所 

東京会場 

２０１９年１０月３日（木）～４日（金） 

浅草橋ヒューリックカンファレンス ３階 ＲＯＯＭ１ 

〒１１１－００５３ 

東京都台東区浅草橋１－２２－１６ ヒューリック浅草橋ビル 

ＴＥＬ ０３－５８２２－５９７１ 

ＵＲＬ http://hulic-hall.com/access/ 

盛岡会場 

２０１９年１１月２１日（木）～２２日（金） 

いわて県民情報交流センター（アイーナ） ８階 会議室８０４Ａ 

〒０２０－００４５ 

岩手県盛岡市盛岡駅西通１－７－１ 

ＴＥＬ ０１９－６０６－１７１７ 

ＵＲＬ http://www.aiina.jp/access/access.html 

※会場へは公共交通機関をご利用ください。 

※当日の遅刻や欠席のご連絡は会場ではなく、当機構事務局へご連絡ください。 

 （当機構事務局 ０３－３５１９‐５１８１） 

 

２．講習の種類 

講習の種類 内 容 試 験 

引取・フロン工程（新規） 
講習会（１日目のみ）を受講することで 

資格が付与されます 
無 

全工程（新規） 
講習会（２日間）を受講し、試験で一定の 

点数を取ることで資格が付与されます 
有 

自動車リサイクル士 

フォローアップ講習 

有資格者向け講習（※）です 

講習会（２日目のみ）を受講することで 

実務の復習、自動車メーカーの取り組み、 

講演等での最新情報の取得ができます 

※更新講習ではありません 

無 

※講習会開催時点で有効な自動車リサイクル士資格をお持ちの方のみ受講可能。 

http://hulic-hall.com/access/
http://www.aiina.jp/access/access.html


3／6ページ 
 

３．講習別日程 

会場名 講習の種類 
開催日時 

１日目 ２日目 

東京 

会場 

引取・フロン工程（新規） 
１０月３日（木） 

１０時～１７時 
なし 

全工程（新規） 
１０月３日（木） 

１０時～１７時 

１０月４日（金） 

１０時～１７時 

自動車リサイクル士 

フォローアップ講習 
なし 

１０月４日（金） 

１０時～１６時５分 

盛岡 

会場 

引取・フロン工程（新規） 
１１月２１日（木） 

１０時～１７時 
なし 

全工程（新規） 
１１月２１日（木） 

１０時～１７時 

１１月２２日（金） 

１０時～１７時 

自動車リサイクル士 

フォローアップ講習 
なし 

１１月２２日（金） 

１０時～１６時５分 

※１日目・２日目ともに講習開始時間の３０分前から受付開始。 

※講習開始時刻に遅れた方は、修了試験を受けることはできません。 

 ただし、公共交通機関の遅延などのやむを得ない理由がある場合には、それを 

 証明する公的書類（遅延証明書等）を受付に提出すれば受験可能。 

 

４．受講料 

※受講料振込後にキャンセルされた場合は、キャンセル料を頂きます。 

 ≪キャンセル料≫ 

  講習会から１０日より前のキャンセル ＝ 受講料の３０％ 

  講習会から１０日以内のキャンセル  ＝ 受講料の１００％ 

講習の種類 
受講料（すべて税込） 

当機構会員 当機構非会員 

引取・フロン工程（新規） ８，０００円 １０，０００円 

全工程（新規） ２０，０００円 ３０，０００円 

自動車リサイクル士 

フォローアップ講習 
５，０００円 １０，０００円 
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５．持ち物 

講習の種類 持ち物 

引取・フロン工程（新規） ・筆記用具 

全工程（新規） 

・筆記用具 

 ※修了試験用にはＨＢまたはＢの黒鉛筆や 

  シャープペンシルが必要です 

自動車リサイクル士 

フォローアップ講習 

・筆記用具 

・自動車リサイクル士テキスト第１巻と第２巻 

 ※過去受講時のテキストをご持参ください 

※昼食は各自でご用意ください。 

※新規受講（引取・フロン工程、全工程受講）の方には、当日各会場にてテキ 

 ストをお渡しします。受講票はすべての方に当日各会場にてお渡しします。 

 

６．定員：各会場１００名（先着順） 

受講を希望される方は、お早めにお申し込みください。受付期間内であっても、 

定員になり次第、申込を締め切らせていただきますので、ご了承ください。 

 

７．申込手順   締切日：２０１９年９月１３日（金） 

（１）記入例に沿って受講申込書に必要事項を記入し、写真を貼ってください。 

※写真貼付は新規受講のみです。（フォローアップ講習受講は写真不要） 

 

（２）受講料をお振込みください。（前ページ「４．受講料」参照） 

 

 

 

 

 

 

※口座名義は省略せずに「インストラクター口座」という部分まで正確にご記入 

 ください。ＡＴＭやネットバンク等の場合は、文字数の関係で最後まで表示 

 されない可能性がありますが、それはそのままで構いません。 

※振込手数料はお申込者様のご負担となります。 

≪お振込先≫ 

三菱ＵＦＪ銀行 新橋支店 

■普通預金 ５２６５６６６ 

■口座名義 一般社団法人日本自動車リサイクル機構インストラクター口座 

■フリガナ （シャ）ニホンジドウシャリサイクルキコウインストラクターコウザ 
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（３）以下の２種の書類を同封して、下記送付先へご郵送ください。 

 

 

 

 

 

 

 

※振込後は時間を置かずに早急に書類をご郵送ください（振込後３日以内）。 

※２０１９年９月１３日（金）までの消印有効です。 

 ９月１３日を過ぎた消印では受付できませんので、ご注意ください。 

 

（４）上記書類がすべて当機構に届いて受講料のお振込みが確認できましたら、 

   受付完了のメールもしくはＦＡＸをお送りします。 

   これが届いたら申込完了です。 

 

８．合格発表 ※全工程（新規）のみ 

全工程（新規）の修了試験合格発表は、以下の２つの方法で行います。 

（１）ホームページでの発表（合格者の受講番号を掲載） 

   受講番号は当日会場にてお渡しする「受講票」に記載されています。 

   合格発表があるまで受講票は大切に保管しておいてください。 

   （当機構ホームページ：http://www.elv.or.jp/） 

（２）認定証書の発送 

   ホームページでの発表後、合格者にのみ認定証書を発送します。 

 

９．資格有効期限 

資格有効期限は、引取・フロン工程、全工程ともに資格認定日から５年間です。 

資 格 資格認定日 資格有効期間 

引取・フロン工程 講習会の受講日 認定日から５年間 

全工程 修了試験の受験日 認定日から５年間 

 （例）今年度の東京会場で引取・フロン工程の資格を取得された方 

    ２０１９年１０月３日認定 → 有効期限：２０２４年１０月３日まで 

 （例）今年度の東京会場で全工程の資格を取得された方 

    ２０１９年１０月４日認定 → 有効期限：２０２４年１０月４日まで 

※自動車リサイクル士フォローアップ講習は更新講習ではないため、受講者の 

 有効期間は直近で取得された認定証の有効期限から変更はございません。 

≪必要書類≫ 

①受講申込書（必要事項記入済・写真貼付済） 

②受講料振込証明書の写し（ネットバンキングの場合はお振込みページの印刷） 
 
≪送付先≫ 

一般社団法人日本自動車リサイクル機構 事務局 

〒１０５－０００４ 東京都港区新橋３丁目２番２号 
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≪タイムスケジュール≫ 

時刻
所要
時間

項目
新規

引取・フロン
新規
全工程

自動車リサイクル士

フォローアップ講習

10：00～10：15 15分 開会挨拶／ガイダンス ○ ○

10：15～10：25 10分 1巻1章　自動車リサイクル士制度について ○ ○

10：25～12：05 100分 1巻2章　自動車リサイクル制度の概要　※途中10分休憩含む ○ ○

12：05～12：10 5分 ～休憩～ ○ ○

12：10～12：40 30分
1巻3章　自動車リサイクルの実務
　1.自動車リサイクルシステム（JARS）と電子マニフェストシステム

○ ○

12：40～13：40 60分 ～昼食～ ○ ○

13：40～14：10 30分
1巻3章　自動車リサイクルの実務
　2.引取工程の実務

○ ○

14：10～14：55 45分
1巻3章　自動車リサイクルの実務
　3.フロン類回収工程の実務

○ ○

14：55～15：05 10分 ～休憩～ ○ ○

15：05～16：25 80分
1巻3章　自動車リサイクルの実務
　4.解体工程の実務　※途中10分休憩含む

○ ○

16：25～16：30 5分 ～休憩～ ○ ○

16：30～17：00 30分
1巻3章　自動車リサイクルの実務
　5.破砕工程の実務

○ ○

１日目

 

時刻
所要
時間

項目
新規

引取・フロン
新規
全工程

自動車リサイクル士

フォローアップ講習

10：00～10：45 45分 2巻1章　安全作業・衛生管理 ○ ○

10：45～10：50 5分 ～休憩～ ○ ○

10：50～11：50 60分
2巻2章　資源環境
　1.自動車メーカーの取り組み

○ ○

11：50～12：50 60分 ～昼食～ ○ ○

12：50～13：40 50分
2巻2章　資源環境
　2.自動車リサイクル業界の取り組み

○ ○

13：40～13：50 10分 ～休憩～ ○ ○

13：50～14：50 60分
特別講演
　自動車リサイクル業のこれからに向けて

○ ○

14：50～15：00 10分 ～休憩～ ○ ○

15：00～16：00 60分 基礎のポイント復習 ○ ○

16：00～16：05 5分 閉会挨拶 ○ ○

16：05～16：20 15分 ～休憩～ ○

16：20～17：00 40分 修了試験 ○

２日目

 


