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東北地方太平洋沖地震の発生に伴う
平成 22 年度第 2 回自動車整備技能登録試験の対応について
平成 23 年 3 月 15 日
社団法人

日本自動車整備振興会連合会

（自動車整備技能登録試験中央委員会）
標記について、東北地方太平洋沖地震の影響により、３月 20 日の受験申請を行っ
ている受験者で当日試験を受けることができない受験者が生ずることが予想されま
す。一方、自動車整備専門学校の卒業生等からは、この試験の実施を強く要請されて
います。
このため、３月 20 日の試験について、次のとおり対応することとしましたのでお
知らせします。
①

3 月 20 日に予定されている登録試験は別添の試験会場にて予定通り実施します。

②

しかしながら、宮城、福島については試験の実施を中止します。また茨城の水
戸会場については会場を変更（新会場：茨城県職業人材育成センター）し、その
他の試験会場についても中止又は会場の変更を行う可能性がありますので、その
際には速やかにお知らせいたします。

③

また、震災の影響により当初予定していた受験会場と異なる場所で受験するこ
とを希望する受験者は、早めにその旨当初予定の試験会場を担当する連絡先にお
知らせ下さい。

④

なお、３月 20 日当日に、震災による交通手段への影響により、試験開始時刻に
間に合わない場合にあっては、試験の開始時間を変更することを検討していますの
で、試験会場にお問い合わせください。

⑤

さらに、震災の影響でやむを得ず登録試験を受験できなかった方については、後
日改めて試験を実施することも検討しています。

※

なお、今後の情勢の変化により、更なる変更があり得ます。その際には、改めて
お知らせさせていただきます。

23.3.20（試験会場所在地）

試験当日連絡先

札幌

北海道尚志学園北海道自動車短期大学

札幌市豊平区中の島2条6-2-1

011-821-0175

函館

函館地方自動車整備事業協同組合教育センター

函館市西桔梗町555-36

0138-49-5736

室蘭

室整振自動車整備協同組合教育センター

室蘭市日の出町3-4-13

0143-44-5640

苫小牧地域職業訓練センター

苫小牧市新開町4-6-12

090-8907-4731

帯広

帯広自動車連合ビル

帯広市西19条北1-8-3

0155-33-3166

釧路

釧路地方自動車整備事業協同組合 教育センター

釧路市鳥取大通5-13-10

090-1384-3506

北見

北見地方自動車整備協同組合

北見市光西町167

0157-24-4544

旭川

旭川地方自動車整備協同組合

旭川市春光町10

旭川実業高等学校

旭川市末広8条1

0166-51-2157

宮城

【中止】

022-256-4141

福島

【中止】

024-984-2800

岩手

岩手県トラック協会

紫波郡矢巾町流通センター南2-9-1

019-637-2882

青森

青森山田高等学校

青森市青葉3-13-40

090-7561-1802

光星学院高等学校

八戸市湊高台6-14-5

090-9630-1801

山形県自動車整備振興会

山形市大字漆山字行段1961

023-686-4832

山形県自動車整備振興会庄内分室

三川町大字押切新田字歌枕109-6

0235-66-4091

秋田県自動車整備会館

秋田市八橋大畑2－12－63

018-823-6546

秋田県自動車整備振興会大館分教場

大館市立花字山田渡211

080-6030-4986

秋田県自動車整備振興会横手分教場

横手市朝日ヶ丘2-2-37

080-6030-4984

新潟県自動車整備教育会館

新潟市中央区東出来島12-6

新潟県自動車整備振興会長岡支所

長岡市摂田屋町字外川2697

新潟県自動車整備振興会上越分室

上越市三ツ屋町45-4

新潟工業短期大学

新潟市西区上新栄町5-13-7

新潟国際自動車大学校

新潟市中央区紫竹山5-2-10

長野県自動車整備振興会

長野市西和田1-35-2

026-243-4839

長野県自動車整備振興会中南信地区教育センター

松本市平田東2-4-1

0263-58-3734

長野県自動車整備振興会伊那支部

伊那市中央5075-1

0265-78-3868

石川

石川県自動車会館

金沢市入江3-160

076-291-2001

富山

富山県自動車整備教育センター

富山市新庄町字馬場24-2

076-425-0882

東京

武蔵野大学

西東京市新町1-1-20

03-5365-4300

横浜市金沢区六浦東1-50-1

080-5441-8360(8359)

山形

秋田

新潟

長野

神奈川 関東学院大学金沢八景キャンパス8号館

025-285-2301

埼玉

埼玉自動車大学校

北足立郡伊奈町小室1123

090-9674-2113

群馬

群馬県自動車整備会館

前橋市上泉町397-1

027-261-0222

群馬県トラック総合会館

前橋市野中町595

027-261-0244

群馬自動車大学校

伊勢崎市赤堀今井町1-581

0270-62-0167

千葉県自動車会館

千葉市美浜区新港156

幕張メッセ国際会議場

千葉市美浜区中瀬2-1

茨城県職業人材育成センター 【※会場変更先】

水戸市水府町864-4

090-9380-6828

茨城県整備商工組合土浦教育センター

土浦市卸町2丁目2番5号

029-841-5411

栃木県自動車整備教育センター

宇都宮市八千代1-4-11

028-658-1994

栃木県自動車整備振興会技術講習所南分教場

佐野市下羽田町2001-3

0283-20-6100

栃木県自動車整備振興会技術講習所北分教場

那須塩原市一区町105-11

0287-36-7882

日産学園 専門学校日産栃木自動車大学校

河内郡上三川町上郷2120

0285-56-3585

山梨県自動車整備振興会

笛吹市石和町唐柏790

055-262-4422

千葉

茨城

栃木

山梨

043-241-7247

愛知

愛知県自動車整備振興会 小牧教育センター

小牧市新小木3-37

090-5621-8935

トヨタ名古屋自動車大学校

清須市春日一番割1

090-5621-8936

専門学校 静岡工科自動車大学校

静岡市葵区宮前町52-1

054-263-4666

静岡県自動車整備振興会東部総合会館

沼津市原字女鹿塚3080

055-968-3344

静岡県自動車整備振興会振興会西部総合会館

浜松市東区白鳥町475-1

053-422-1691

岐阜県自動車整備会館

岐阜市日置江2648-4

058-279-3721

中部国際自動車大学校

土岐市肥田浅野朝日町2-7

0572-55-8511

高山自動車短期大学

高山市下林町1155

0577-32-4440

中日本自動車短期大学

加茂郡坂祝町深萱1301

0574-26-7121

三重

三重県自動車整備振興会

津市桜橋3-53-15

059-226-5215

福井

福井県自動車整備振興会

福井市西谷1-1401

0776-34-3434

大阪

大阪産業大学5号館

大東市中垣内3-1-1

090-8880-3020

京都

京都府自動車整備商工組合教育センター

伏見区竹田向代町49-4

075-691-4537

専門学校 日産京都自動車大学校

久世郡久御山町大字林小字八幡講27-6

0774-46-1123

京都府舞鶴自動車学校

舞鶴市字上安688

0773-75-0532

トヨタ神戸自動車大学校

神戸市西区学園東町4-1

兵庫県自動車整備会館

神戸市東灘区魚崎浜町33

静岡

岐阜

兵庫

078-441-1601

姫路自動車整備教育会館

姫路市飾磨区中島福路町3323

奈良

奈良県自動車整備振興会

大和郡山市額田部北町977-6

0743-59-5050

滋賀

滋賀県自動車会館

守山市木浜町２２９８－１

077-585-2221

和歌山市湊1106

073-422-2466

和歌山県立田辺産業技術専門学院

田辺市新庄町1745-2

0739-22-2259

広島工業大学専門学校

広島市西区福島町二丁目1-1

082-295-5111

和歌山 和歌山県自動車会館

広島

広島県自動車整備振興会福山支所

福山市南今津町43

084-933-4194

鳥取

鳥取県自動車整備振興会

鳥取市丸山町233

0857-23-3271

島根

島根県自動車整備振興会

松江市馬潟町43-4

島根自動車工学専門大学校

松江市東朝日町75-12

岡山県自動車整備教育センター

岡山市中区高屋四反地26

岡山県自動車整備振興会分室

岡山市中区藤原72-4

岡山

0852-37-0041

086-273-7698

㈱岡山県自動車会館

岡山市中区藤原25

山口

山口県セミナーパーク

山口市秋穂二島1062

083-987-1410

香川

香川県自動車技能教育センター

高松市香西東町278-1

087-881-4171

徳島

徳島県自動車整備会館

徳島市応神町応神産業団地1-7

088-641-1500

愛媛

愛媛県自動車整備振興会

松山市森松町1075-2

089-956-2181

高知

高知県自動車整備会館

高知市大津乙1793-1

088-866-7300

福岡

福岡県自動車整備振興会館

福岡市東区箱崎ふ頭6-7-16

092-641-3173

北九州自動車大学校

北九州市小倉南区蜷田若園1-2-24

093-962-6673

久留米工業大学

久留米市上津町向野2228-66

0942-22-2345

長崎県自動車整備振興会

長崎市中里町1576-2

095-839-7708

長崎県自動車整備振興会県北支所

佐世保市沖新町5-1

0956-32-1578

㈱上五島自動車整備工場

南松浦郡新上五島町青方郷1806-1

0959-52-2170

大分

整備振興会教育センター

大分市大州浜1-3-30

097-556-2012

佐賀

佐賀県自動車整備振興会

佐賀市若楠2-10-10

0952-30-8181

宮崎

宮崎県自動車整備振興会

宮崎市大字本郷北方字鵜戸尾2735-7

0985-51-5008

鹿児島市谷山港2-4-16

099-261-8515

自動車整備技術講習所大島分教場

奄美市名瀬和光町12-2

0997-52-1496

熊本

開新高等学校

熊本市大江6-1-33

096-369-1441

沖縄

沖縄県立美来工科高等学校

沖縄市越来3-17-1

090-4583-5799

沖縄県自動車整備振興会宮古支部

宮古島市平良字下里1035-2

0980-72-8917

沖縄県自動車整備振興会八重山支部

石垣市字真栄里863-1

0980-81-3627

長崎

鹿児島 鹿児島県自動車整備振興会教育センター

