
 
平成 28 年 9 月 8 日 

登録教習機関 各 位 

一般社団法人 全国登録教習機関協会 
                       専務理事 佐々木 元茂 

 
フォークリフト運転技能講習 

中堅講師ステップアップ研修開催のご案内 
 

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 
 当協会の研修につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 
これまで、当協会では講師技能向上研修として、経験 3 年未満の初任時講師を対象に、玉掛け、

フォークリフト運転、小型移動式クレーン運転、高所作業車運転、車両系建設機械運転の 5 区

分の技能講習に係わる研修を実施してまいりました。 
優れた内容と質の高い技能講習を受講者に提供することは、登録教習機関としての重要なテ

ーマであります。 
今回の研修は、好評だった昨年度に引き続き、講師経験 3 年以上の方々のさらなるステップ

アップを目指すことを目的として「フォークリフト運転技能講習中堅講師ステップアップ研修」

を実施することとしました。実施にあたっては、フォークリフト業界大手の株式会社小松製作

所殿のご協力を得て、工場見学を含め標記研修を開催することといたしました。 
つきましては、貴機関のレベルアップにお役立ていただくよう、多くの方々のご参加をお待

ちしております。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【この研修の主な内容】 
  目 的：登録教習機関における中堅講師として、その名にふさわしい学科・実技の専門

知識、技能のブラシュアップをはかるとともに、受講者への教え方の能力と教

える内容のレベルアップを目的とした研修とする。 
  研修の主要内容 
   ＜学科＞ 
     ① 関係法令とその教え方のポイント 
       ・関係法令の法体系とその背景 
     ② 登録教習機関と講師の役割 
       ・講習にあたっての留意事項 
       ・業務規程の解釈と運用方法 
     ③ フォークリフト機器の特性 
       ・構造上の特徴と潜在的なリスク 
   ＜実技等＞ 
     ④ バッテリー車の取扱いと事故事例紹介 
     ⑤ 安全体感トレーニング 
     ⑥ 工場見学（㈱小松製作所 栃木工場） 
 参加の対象者：登録教習機関において講師経験 3 年以上の方 
 

※ 参考までに前回の研修風景の写真を添付します。 



1．研修期間    平成 28 年 11 月 24 日（木）13：00～17：00 
平成 28 年 11 月 25 日（金） 8：30～16：00 

 
2．開催場所   １）研修会 

コマツ教習所株式会社 栃木センタ 
〒323-0819 栃木県小山市横倉新田 295-1 
TEL：0285-28-8300  FAX：0285-28-8302 

２）工場見学 
株式会社小松製作所 栃木工場 
〒323-8567 栃木県小山市横倉新田 400 
TEL：0285-28-8566  FAX：0285-28-8732 

 
3．集合・解散場所 

コマツ教習所株式会社 栃木センタ（別添４地図参照） 
 

4．定  員    20 名 
定員に達し次第締め切ります。 

 
5．研修内容    別添 1.「研修スケジュール」と別添 2.「前回研修風景」を参照ください。 
 
6．受 講 料    会 員 価 格 36,000 円（教材費、消費税を含む） 

非会員価格 46,500 円（   同 上    ）  
 

7．申込方法及び問合せ先   
    【申込期限】 平成 27 年 11 月 4 日(金) 

・別添 3.の「受講申込書」に必要事項を記入の上、FAX又はメールにて、お申し

込み下さい。 

・受講申込みの受付は先着順とし、定員になり次第締め切らせていただきます。 

【申込み及び問合せ先】 
（一社)全国登録教習機関協会     

    〒108－0014 東京都港区芝 5-27-14 小川ビル ６F     

    TEL:03-3456-4787  FAX:03-3456-1304     

E-mail： 担当：z-yamada@seagreen.ocn.ne.jp山田又は 

z-yunomura@seagreen.ocn.ne.jp湯村 
 
8．宿  泊 

   宿泊希望者には、下記ホテルを当協会にて手配しますので、別添 3．「受講申込書」に 

   必要事項を記入の上、お申込みください。 

         宿泊先： ホテルルートイン小山 （別添 5地図参照） 

         住 所： 〒323-0824 栃木県小山市雨ヶ谷新田 71-21 

         ＴＥＬ． 0285-31-3117  ＦＡＸ．0285-28-1220 

         料 金： 5,750円/泊（税込、朝食付き） 

         備 考： 宿泊費は各自で精算してください。 

              ただし、キャンセルに伴う費用は、宿泊施設の規約に従って 

              ご精算ください。 

mailto:z-yamada@seagreen.ocn.ne.jp
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         会場～ホテル間の移動： 

              11月 24日（木）のホテルへの帰路及び 11月 25日（金）の 

              会場への往路はタクシーを手配します。 

 

9．昼  食 

         11月 25日（金）の昼食は、当日の朝、お弁当（450円）の注文を取ります。 

 

10．受講票等の送付 

・原則として、開講日の約 10日前までに受講票、受講案内等を送付いたします。 

 
11．参加費用等の支払方法等 

受講料は開催日の 7日前までに、下記の口座にお振込をお願いいたします。 

振込先：みずほ銀行 芝支店 普通預金  口座番号 2890991 

    口座名義  一般社団法人 全国登録教習機関協会 

          ｼｬ)ｾﾞﾝｺｸﾄｳﾛｸｷｮｳｼｭｳｷｶﾝｷｮｳｶｲ 

① 都合により入金が遅れる場合はご連絡下さい。 

② 振込金受領書をもって領収書に代えさせていただきます。 

なお、振込手数料はご負担願います。 

③ 申込内容等の変更（受講者の変更等）の場合には、当協会にご連絡ください。 

④ 受講申込の取り消しの場合、次のキャンセル料を申し受けます。 

    開講日の 7日以前            無料  

    開講日の 6日前以降 3日以前       50％ 

    開講日の 2日前以降           全額 

 

12．意見交換会の開催 
      11 月 24 日（木）の研修終了後、場所を改めて希望者により「意見交換会」を 
      開催する予定です。会費は 4,000 円程度を予定しています。（当日徴収） 
      他機関の方との交流により、研修とは異なる貴重な情報を得ることができます 
      ので、是非ご参加ください。 

受講申込書に意見交換会の出欠をご記入ください。（但し、参加希望者が少人数

の場合は開催いたしませんので、ご了承願います。） 
 

以上 



別添　１

講　師　等 研修時間

事務局

2 自己紹介 （全　員） 13：40～14：00（0：20）
関係法令とその教え方
　①　関係法令の法体系とその背景
　②　関係法令の教え方のポイント

15：00～15：10（0：10）
登録教習機関と講師の役割

　②　業務規程の解釈とその運用方法

16：40～16：50（0：10）

事務局

フォークリフトの専門知識
　（1） 市場要求に対する装置や構造の変化
　　① ディーゼルエンジンの排ガス規制
　　② 環境問題の深刻化
　（2） 燃費の改善
　　① 使われ方
　　② 燃費改善の新しい技術（構造）
　　　・　走行のための動力伝達効率アップ
　　　・　作業機の動力伝達効率アップ

10：30～10：40（0：10）
　（3） バッテリー式フォークリフトの変化

　（2） フォークリフトによる事故事例
3 　　① 事故事例から見る基本操作・基本動作の重要性の再認識

　　② 労災データから見る事故原因の特徴

12：00～12：50（0：50）
フォークリフト実車体感
　①　リーチフォークリフトの基本操作の体感習得

13：30～14：00（0：20）
工場見学
　① コマツ栃木工場の見学
　② コマツ栃木工場における安全管理の考え方と実践
　③ 技能者養成・教育施設「道場」について
　④ 質疑応答

15：30～15：40（0：10）

　　　　　休　憩（昼　食）

5
コマツ教習所
栃木センタ
（　　　　　 ）

12：50～13：30（0：40）

10：40～11：20（0：30）

11：20～11：50（0：30）

11：50～12：00（0：10）

コマツ
ユーティリティ開発セ

ンタ
（田島　　満）

コマツ教習所
栃木センタ

（　　　　　　 ）

総括質疑

オリエンテーション

総括質疑

8 閉講式・修了証交付 事務局

（全　員）

コマツ
栃木工場

休　憩

4

15：50～16：00（0：10）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　憩　（コマツ栃木工場へ移動）

6

7 （全　員） 15：40～15：50（0：10）総括質疑

14：00～15：30（1：30）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　休　憩　（コマツ教習所へ移動）

休　憩

5 （全　員） 16：50～17：00（0：10）

　　　第　２　日　目　（学科(専門) ＆ 実技研修　）

2

コマツ
ユーティリティ開発セ

ンタ
（田島　　満）

 9：20～10：30（1：10）

1  9：00～ 9：20（0：20）

3
全登協アドバイザー

（森下　秀一 ）
 14：00～15：00（1：00）

休　憩

4
全登協アドバイザー

（森下　秀一）
15：10～16：40（1：30）

　①　講習にあたっての留意事項

1 13：00～13：40（0：40）

フォークリフト運転技能講習　中堅講師ステップアップ研修スケジュール

平成28年11月24日(木)～25日(金)

研　修　項　目

　　　第　1　日　目　（　学　科　研　修　）

開講式及びオリエンテーション



 
 

2015/11/26~27 

 

 －1－ 

別添 2 

ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習 中堅講師ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟ研修風景  

（於：コマツ教習所㈱栃木センタ、㈱小松製作所栃木工場）  

11 月 26 日 第 1 日目   

1．挨拶・施設紹介 

栃木センタ 吉野所長による挨拶と  

館内注意事項の説明  

 

 

 

 

2．自己紹介（持ち時間は 1 分間）  

 

 

 

3．学科研修 

(1)森下アドバイザーによる 

・関係法令とその教え方 

・登録教習機関における講師の役割  

で研修がスタート  

 

11 月 27 日 第 2 日目 

 

(2)コマツ開発本部 田島 満氏による  

 フォークリフトの専門知識の説明  

 

 

 

4．実技研修 



 
 

2015/11/26~27 

 

 －2－ 

 フォークリフトの転倒体感装置によるデモ↓ 

 

 

 リーチフォークによる危険体感  

 

 

5.コマツ栃木工場見学 

最寄りの栃木工場までバスで移動  

フォークリフトの組立ﾗｲﾝを見学  

 (撮影禁止につき、記念撮影のみ) 

 

 



別添 3 
（一社）全国登録教習機関協会あて（FAX 03－3456－1304） 
 

受講申込書          
申込年月日 平成  年  月  日 

研修名 フォークリフト運転技能講習 中堅講師ステップアップ研修 

 
（フリガナ） 
受講者氏名 

 
 

生年月日 
昭和   年  月  日（満  ） 

性別 
男 女 

所属登録教習 
機関名 

 

 
所在地 

〒 

 
連絡先 

電話 FAX 
 
E:mail 

 
担当科目 

 
 学科 ・ 実技 ・ 兼任 

 
講師経験年数 

 
   年   ヶ月 

 
【宿泊の申込】（いずれかを○で囲んで下さい。） 

 
 
 
 
 

 
 【意見交換会の出欠】 ①  出席          ②  欠席 
 
 【自家用車で研修会場へのご来場】 ①  有     ②  無 

※車で研修会場へご来場される場合は、必ず記載願います。 
 
 【受講申込方法】 

1 申込先（一社）全国登録教習機関協会(担当：山田)  

TEL 03-3456-4787 FAX 03-3456-1304  E-mail z-yamada@seagreen.ocn.ne.jp 

2  本受講申込書により、郵送、ＦＡＸ又はメールにてお願いします。 

3  受付は、受講申込の受付順とし、定員になり次第締め切らせて頂きます。 
4 受講票及び関係書類は、原則として、研修開始日の 10 日前までにお送りします。 
 

【受講票の送付先】いずれかに○をして下さい。 

   ・受講者本人あて（教習機関住所で）    ・所属登録教習機関あて 

宿 泊 内 容 

第１日目 11 月 24 日（木） 有・無 

（宿泊時）禁煙・喫煙区分 禁・喫 

mailto:z-yunomura@seagreen.ocn.ne.jp


別添４ 
 

コマツ教習所(株) 栃木センタ 

〒323-0819 栃木県小山市横倉新田 295-1 
TEL 0285-28-8300  FAX 0285-28-8302 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

    

 

電車でお越しの方 

JR 東北本線・両毛線  「小山駅」下車西口または東口 タクシー約 15 分 

お車でお越しの方 

東北自動車道 佐野藤岡 I.C.より国道 50 号線を小山・筑西方面へ約 21km 直進 

藤原クリニック(交差点名無)信号を右折 2km 

http://www.komatsu.co.jp/


 

別添５ 

 
HOTEL ROUTE-INN OYAMA  

 

TEL: 0285-31-3117 FAX:0285-28-1220  

〒321-4364 栃木県小山市雨ヶ谷新田 71-21 

【お車で】東北自動車道  佐野藤岡インターから車で 40分   

【電車で】ＪＲ東北本線（宇都宮線） 小山駅より車で 8分  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

●コマツ 

 
 
 

【駐車場】 無料駐車場（立体駐車場 93台（車高制限 2.1m）／平面駐車場 18台 合計 111台） 
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