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軽自動車検査協会
平成30年度職員採用試験

（1月期）
採用後数年間は幅広い視野を養うため全国的な広域
異動勤務（軽自動車の検査業務）となります。
その後、希望する各主管事務所管内（北海道・東北・
関東・北陸信越・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄）
を異動する勤務となります。ただし、採用時の勤務地に
ついては、協会の状況を考慮したうえで採用試験を実施
した管内での勤務もあり得ます。

有給休暇
（年間最大２０日間、前年の繰り越しがある場合は最大４０日間）
その他として、夏季等リフレッシュ休暇（5月から11月まで
の間で7日間）、結婚休暇、出産休暇（男性も取得可）等
があります。

宿　　舎

・ 専門学校（2年制）新卒者の場合
基本給 154,000円程度

・ 4年制大学卒業後、社会人経験年数3年の場合
基本給 188,300円程度
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4ページ参照

（高校卒業
程度の学力試験（言語、数理、
論理、常識、英語））

採用時期

41 23 2 以降中 2 下

平成4年4月2日以降に生まれた方で、平成31年4月
以降に就職可能な方。

※大学、短期大学及び高等専門学校に在学中の方に
ついては、平成31年3月までに卒業・修了見込みの方

※専門学校（高等専門学校を除く）に在学中の方につ
いては、平成32年3月までに卒業見込みの方

一定の要件の下、民間賃貸住宅を宿舎とし
て貸与します。
健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険
が適用されます。

全国の事務所（89箇所）のほか、本部（東京都新宿区）
の勤務があります。
その他、国土交通本省、地方運輸局、（独）自動車技術
総合機構（旧：（独）交通安全環境研究所含む）で業務
を経験できる機会があり、スイス（ジュネーブ）への派
遣実績もあります。

基本給及び諸手当（賞与（年２回）、扶養手当、地域手
当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当等）を支給し、
勤務成績に応じて年１回の昇給があります。
社会人経験者については、その経歴を考慮して基本給
が決定されます。

総務部人事課 （直通）

採用までの流れ

※本部（東京）にて
実施予定です（受
験人数により試験
会場を変更する
場合があります。）

※専門学校（高等専
門学校を除く）に
在学中の方で平
成32年3月卒業見
込みの方につい
ては、卒業後



理事長挨拶

清谷 伸吾

軽自動車の安全と発展を一緒 に支えていきましょう。
　日本における軽自動車の保有台数は、設立当初の数年を除き30年以上にわたり増加傾向にあります。
昨今の厳しい経済情勢のなか珍しい成長分野であり、それに伴い当協会の仕事量と収入は増加、組織も
拡大、充実してきています。今後も、軽自動車の性能向上、厳しい経済情勢、高齢化の進展などから軽自動車
に対する根強い需要が続くと予想しています。
　当協会は、軽自動車が安全、環境基準に適合しているかを公正中立の立場で検査する唯一の全国組織
の公的機関です。創立46周年を迎えた今、検査を通じて、安全と環境保全など社会的ニーズと向き合い、
軽自動車の益々の健全な発展を支えていかなければなりません。
　また、このような役割を滞りなく果たせるよう盤石の組織体制をつくるため、当協会として最も重要な資産は
人材であると認識し、その育成に力を入れています。その一環として、29年度には、カットモデルや実物教材
を数多く備えた研修施設を新たに設置しました。これにより、検査における不具合箇所の的確な判断と自動車
の新技術への対応が可能となるよう、研修内容を充実していくこととしております。

　仕事をするうえで大切なのは、自動車に興味を持っていることはもちろん
ですが、お客様への対応や職員同士の意思疎通が円滑に行えるコミュニ
ケーション力が必要といえるでしょう。
　また、検査のプロになるには、基礎知識の積み重ねが必要不可欠です。
入社した皆さんが1日も早く一人前のプロになれるよう、実務に必要な体系的
な知識が修得できる充実した研修制度を用意しています。同時に当協会
以外の組織においても、多様な経験ができるよう関係多方面への出向制度
も用意しています。新しいこと、分からないことを一つ一つ着実に修得し、
努力を積み重ねることによって、少しずつ成長されることを期待しています。
熱い心を持った皆さんと一緒に仕事ができることを楽しみにしております。 軽自動車検査協会理事長

足立支所
（平成27年度開所）

軽自動車検査協会とは?
「軽自動車の安全性の確保」と「公害防止など環境保全に不可欠な検査事務」を国に代わって行う公的機関
です。昭和47年に運輸大臣の認可を受けて設立。その後、昭和62年に国からの出資金を全額返還し、民間
法人化して経営の自立化・活性化を図りました。現在、全国に事務所支所など89箇所、検査コース172基を
設置しており、指定整備を含めると年間1,440万台を超える検査事務を実施しています。
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業務概要 軽自動車検査協会組織図
軽自動車検査協会の業務目的は自動車が安全で、公害を
もたらさない状態を維持すること。
走行や経年によって劣化、摩耗する自動車の構造・装置を
「道路運送車両の保安基準」に基づき検査し、使用者が

社会的責務を果たすサポートを行います。
また、検査にかかる各種受付や自動車重量税の納付
確認、税額の認定の事務、軽自動車税の納付確認なども
併せて行っています。

研修制度について
公正かつ確実で効率的な業務を実施するため、人材育成と資質の向上に力を入れて研修を
行っています。
新規採用後には、業務に必要な基礎知識・技能の習得、社会人としての幅広い知識の習得を
図るため、研修施設で新規採用職員研修を実施します。
また、配属先事務所において、先輩職員によるOJT研修及びeラーニングによる自己学習を
行います。その後、実務経験に応じ14種類の研修カリキュラムを設定して、職場で働く職員を
サポートしています。

導入研修

基礎研修

採用後

採用2年目

採用4年目

採用1年目

実 務 研 修
採用5年目

札幌主管事務所
宮城主管事務所
東京主管事務所
新潟主管事務所
愛知主管事務所
大阪主管事務所
広島主管事務所
香川主管事務所
福岡主管事務所
沖 縄 事 務 所

001-0925
983-0013
108-0075
950-0868
455-0052
559-0031
733-0036
769-0103
812-0051
901-2134

050 -3816 -1763
050 -3816 -1830
050 -3816 -3100
050 -3816 -1850
050 -3816 -1770
050 -3816 -1840
050 -3816 -3080
050 -3816 -3122
050 -3816 -1750
050 -3816 -3126

札幌市北区新川五条二十丁目1番21号
仙台市宮城野区中野四丁目1番地の38
港区港南三丁目3番7号
新潟市東区紫竹卸新町1927番地12
名古屋市港区いろは町2丁目56番1
大阪市住之江区南港東三丁目4番62号
広島市西区観音新町四丁目13番13－4号
高松市国分寺町福家甲1258番地18
福岡市東区箱崎ふ頭二丁目2番49号
沖縄県浦添市字港川512番12

新規採用職員研修

軽自動車検査協会
職員としての心構え、
職務遂行上必要な
基礎知識の習得

整備技術講習

初任技術研修

自動車の基礎的な
構造及び自動車整
備に関する知識の
習得

※自動車整備士資格未保有者等

軽自動車検査員を
補佐するに必要な
知識・技能の習得

検査要員A研修

軽自動車検査員を
補佐するに必要な
専門知識・技能の
習得

検査要員B研修

軽自動車検査員を
補佐するに必要な
高度な専門知識・
技能の習得

新任検査員研修

軽自動車検査員とし
て検査業務に必要
な専門知識・技能の
習得

軽自動車検査員発令

※検査要員B研修修了者

平成30年10月1日現在
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先輩からのMessage
　皆さん、こんにちは。私は平成３０年１０月からスイス・ジュネーブの自動
車基準認証国際化研究センター（ＪＡＳIＣ）に出向しいています。平成２４
年１０月に軽自動車検査協会に採用され愛知主管事務所、本部、国土交
通省の経験を経て現在に至ります。採用前に当協会の採用案内パンフ
レットを見た際に、世界で活躍できるポストがある事を知り、いつか自分も
世界で働く機会があればと思っていました。ここでは国際連合欧州本部
において開催される国連欧州経済委員会自動車基準調和世界フォーラ
ムに参加し、自動車の基準・認証制度の国際化に関わる日本政府の活動
支援等に携わっています。
　スイスは、ドイツ、フランス、イタリア、オーストリアに囲まれているため、自
動車で移動するとすぐに国境を越える事が可能です。そのため、各国の
道路交通法規・マナーを勉強し、交通事情の違いに驚かされながら目的
地まで安全運転をしています。国内では2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピックに向けて自動運転社会が実現されようとしています。自動車の安
全性の確保がより求められる時代に備え、公正かつ確実な軽自動車の検
査実施のために、検査技術の向上が必要となります。このように当協会は
検査を通じて社会に貢献することができます。皆さんと共に働ける日を楽
しみしています。

上本　悟史

（平成２４年１０月採用）

Japan Automobile
Standards
Internationalization
Center（JASIC）
自動車基準認証
国際化研究センター
ジュネーブ事務所

五十嵐　優

（平成２１年８月採用）

国土交通省
自動車局
審査・リコール課
リコール監理室
リスク情報係長

菅野　泰史

（平成１４年４月採用）

東北運輸局
福島運輸支局
陸運技術専門官

佐田　昭治

（昭和６２年２月採用）

香川主管事務所
検査・企画課長

中山  佳也里

（平成３０年４月採用）

札幌主管事務所
検査・企画課

　皆さん初めまして。まずは軽自動車検査協会に興味を持って採用案
内をご覧いただきありがとうございます。
　私は、平成21年8月に軽自動車検査協会に採用され、熊本事務所、
福岡主管事務所、本部を経て、現在、国土交通省自動車局審査・リ
コール課に出向し、リコール関連業務に携わっているところです。軽自
動車の検査とは違う業務内容ということもあり、四苦八苦することもあり
ますが、良い経験ですし、やりがいもあります。
　私が出向しているように、軽自動車検査協会は、手を上げればチャ
レンジさせてくれる風土ですので、本人のやる気次第で色々と経験で
きると思っています。「やる気があればなんでもできる」と、あるプロレス
ラーが言っていましたよね。
　つぎに、あなたに会うときは同じ職員同士かも知れません。そのとき
は、あなたの滾(たぎ)ったやる気、見せてくださいね！

　皆さん、はじめまして！私は現在、本部のシステム企画課という部署に所属
しています。ここでは、当協会の検査事務を処理するためのシステムの企画
を主な仕事としています。具体的には、現在、平成３１年１月から実施される
「ＯＳＳ（ワンストップサービス）」の新規稼働に向けたサービス仕様の検討等
の業務を行っています。この「ワンストップサービス」とは、従来、当協会の
窓口に出向いて行っていただいていた申請手続について、オンラインでも
できるようにするものであり、申請者の利便性向上に資するとともに、当協会
の職員にとっても業務の効率化に繋がるものであります。
　このように、本部は、第一に申請者の皆さまに対するサービス向上を念頭に
おきつつ、全国の職員が、法令の規定の下、より効率的かつ円滑に業務を行
えるよう、各部署がそれぞれの観点から日々 業務に携わっています。私はシス
テムに関する企画業務に携わっていますが、企画業務はこれが正しいという
答えがはじめからあるわけではありません。アグレッシブにいけばその分リスク
を伴うこともありますが、自由な発想で新しい物事を生み出すことができ、さらに
これを関係者に説明し、理解を得ていく楽しさもあり、やりがいを感じています。
私は学生時代、恩師から次の言葉を戴きました。「受講にあたり持参する教科
書は特にない。「志」のみ持参せよ。」と。是非とも皆さんの溢れる「志」で、私た
ちと一緒に当協会を発展させましょう！お待ちしています。

岩﨑　慎治

（平成１９年１月採用）

情報システム部
システム企画課
主査

　私は平成１４年４月に当協会へ採用となり、長野事務所、帯広事務所、
八戸支所、山形事務所、宮城主管事務所での勤務を経て平成２８年４月
より現職の東北運輸局福島運輸支局に出向となり今日に至ります。
　現在の私の職務は主に自動車整備事業に関することになります。内容
は一般の自動車整備工場で適正に事業が行われているか監査、指導を
することや、新しく自動車整備工場を経営したい方への申請方法や基準
等の説明を行い、実際に工場に伺って申請内容と合っているのか審査を
したり、研修等では講師として人前で話したりと幅広く、当初は初めての事
ばかりで大変な面もありましたが、出向しなければ得られない経験や人と
の出会いは自分にとって大きな財産となっています。
　さて、この採用案内を読んでいただいている方でも転勤、出向、あるいは
自動車に関する知識に関して不安な方もいらっしゃると思います。当協会で
は充実した研修制度が有り、異業種からの転職を考えている方、女性の方
でも段階を踏んで知識を取得することができますので安心して下さい。また、
転勤や出向に不安を感じる方もいると思います。私も採用当初は不安でし
たが、当協会の先輩方や趣味を通じて出会った方達のおかげで見ず知ら
ずの土地でも楽しむことができました。出向も前向きな気持ちでとらえれば良
い経験になるはずです。皆様と一緒に働ける日を楽しみにしています。

　私は平成30年4月にこの軽自動車検査協会に採用になりました。自動車
整備について学んできたものの、検査の知識はなく、検査業務を行えるの
か不安でした。しかし、当協会では職員研修制度が充実しており、業務に
関する知識を学ぶことができます。また、配属先の上司や先輩方がアドバ
イスやフォローをしてくださるので、安心して業務を行えます。
　確実な検査を行うため、新設された基準や改正される保安基準の知識
を習得する必要があります。覚えることがたくさんあり大変と思うこともあり
ますが、その分非常にやりがいのある仕事だと感じます。
　女性職員が少なく珍しいからか、検査にいらした受検者の方に「検査に
不慣れな自分でも、女性職員が教えてくれるので安心できる。」「男性ばか
りかと思ったが、女性がいて安心した。」といった嬉しいお言葉を頂きます。
受検者が女性であった場合、特にそう思っていただけるようで、よく声をか
けられます。申請者の方々のお言葉を励みに、分かりやすく、親切な説明
ができるようにと日々心がけています。
　最後になりますが、当協会は「健全なクルマ社会と快適なカーライフ」の
実現に向けて社会貢献できる仕事です。この仕事に興味を持って頂けれ
ば幸いです。皆様と一緒に仕事ができる日を心待ちにしております。

世界で活躍

毎日が充実しています

軽自動車検査協会と歩む

様々な業務を経験

やりがいのある職場様々な経験をすることで

　皆さんこんにちは、私は、昭和62年に採用され香川主管事務所で勤務した
あと、独立行政法人自動車技術総合機構への出向や本部勤務を含め8回の
異動をし、現在16年ぶり3度目の香川主管事務所勤務をしています。
　香川主管事務所は、初めて勤務した事務所であり、思い出も多く第二の故
郷のようなところで16年経った今でも昔の事業者の方が検査に訪れたりして
懐かしさも感じています。
　そのなかで16年間も同じように検査に来る事業者の境遇と、我々のように各
地に異動しながら業務を行う境遇とを考えた時に、私は、現在の境遇、環境に
非常に感謝しています。
　ずっと変わらず生活することも大切ですが、各地に行き様々な人と出会い、
触れ合い、感じながら人生を歩むことの素晴らしさ、これからもまた、新たな出
会いの中から更なる自分の成長が望める希望、そう考えた時に、今までの出会
い、経験にとても感謝し、ありがたく思いました。
　皆さんもこれから各地で勤務し、楽しい事や辛いことを色 と々経験しながら人
生を歩んでいく事でしょう。その経験は、多ければ多いほど感性は磨かれ将来は
必ずや自分の財産となることと思います。軽自動車検査協会は、転勤があるから
嫌だなと言う人も少なくないと思いますが、見方を変えれば転勤があるからこそ、
多くの人と出会うことができ様 な々経験が出来るのです。当協会の職員は、異動
とともに様 な々経験を積み、人として大きく深くたくましく成長していると感じます。
　当協会で皆様と共に歩める日が来ることを心待ちにしております。※国際連合ジュネーブ事務局前にて撮影
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