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2022 年 8 月 25 日 

 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 

 

フルハーネス型墜落制止用器具の使用等に係る特別教育  

講師養成研修のご案内 

 

 時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 当協会の実施する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。 

 さて、標記の件、安衛法第 59 条第 3 項の特別教育の対象となる業務に、新たに『高さ

が２メートル以上の箇所であって作業床を設けることが困難なところにおいて、フルハー

ネス型墜落制止用器具を用いて行う作業に係る業務』が追加されました。 

この法令の改正に伴い、「フルハーネス特別教育」を実施する機関や企業を対象に、下記

要領にて「フルハーネス特別教育講師養成研修」を実施いたします。 

受講希望の機関の方は、全登協のホームページより申込みください。 

記 

１．日程・場所 

2022 年 11 月 14 日（月）～15 日（火） 

（株）アイチコーポレーション アイチ研修センター上尾教習所  

〒362-8550 埼玉県上尾市大字領家字山下 1152 -10 （別添 1 を参照） 

２．申込方法及び問合せ先   

  【申込方法】 

・協会のホームページの申込フォームに必要事項をインプットの上、送信ください。 

・自家用車で研修会場へご来場予定の方は、上記申込フォームに利用の有・無の記載

をお願いします。（後日、ご利用の方には駐車許可証を送付します。） 

・申込書を受領後、確認のため「申込受付通知」をメイルにて返送いたします。 

受講確定者宛に、開催日の１０日程前に受講票と受講案内を郵送します。 

  【申込期限】 2022 年 10 月 17 日（月） 

・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。 

【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：研修Ｇ 小川 z-ogawa@zentokyo.or.jp  

３．研修内容 

別添 2「フルハーネス特別教育講師養成研修」スケジュールを参照下さい。 
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４．受講定員 

定員、20 名といたします。定員に達し次第、締め切りとさせて頂きます。 

5．研修会参加費 

全登協会員価格 １名につき  36,000 円（教材費、消費税を含む） 

非会員価格   １名につき  50,000 円（同上） 

受講料の支払いは、下記口座へ受講日の 2 週間前までに振込をお願いします。 

なお、振込手数料は貴機関でご負担願います。 

      振込先：みずほ銀行  芝支店 普通預金口座 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）ゼ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ください。 

（２）銀行振込みの場合は、振込金受領書をもって領収書に代えさせて頂きます。 

（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）原則として 開催日の１週間前以降のキャンセルに伴う参加費返納には応じかねま

すので、ご了承ください。（除く当方の都合で中止・延期・他の研修への振替） 

6．宿泊、及び 宿泊場所からの研修場所への移動について 

（１）宿泊が必要な方は、各自で手配をお願いいたします。 

ご参考：上尾駅近くのホテル 

アイホテル上尾 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町 1 丁目 2-1 

TEL:048-778-8944 FAX:048-778-8945   

 https://www.aihotel.jp/ageo/ 

（2）宿泊場所から研修場所への移動 

受講者各々で各種手段を利用して、所定の時間までに研修場所にご参集ください。 

7．昼  食    

・受講中の昼食（2 日目）は各自手配の上、持ち込み下さい。近隣にはコンビニ等はあ

りませんのでご留意ください 

8．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。 

9．服装など 及び 携行品                            

実技研修を行いますので、次のものをご用意下さい。 

・作業服(上・下) ・安全靴 （ヘルメットは実施教習機関より借用） 

携行品 ・筆記用具 

１0．その他 

この研修を受講された場合には、安衛法第 59 条 3 項の「フルハーネス特別教育」を

あわせて受講した旨の講師養成研修修了証を交付します。 

以 上 

tel:048-778-8944


　　　

講　師　等 研修時間

全登協

作業に関する知識　Ⅰ

　①　作業に用いる設備の種類　

　②　構造及び取扱いの方法

14：00～14：10（0：10）

作業に関する知識　Ⅱ

　②　作業の方法

14：50～15：00（0：10）

墜落制止用器具（フルハーネス型に限る）に関する知識　Ⅰ

　①　墜落制止用器具のフルハーネス及び
         ランヤードの種類及び構造

　②　墜落制止用器具のフルハーネスの装着方法

　③　墜落制止用器具のランヤードの取付け設備等へ
        の取付け方法及び選定方法

16：10～16：20（0：10）

墜落制止用器具（フルハーネス型に限る）に関する知識　Ⅱ

　②　墜落制止用器具の関連器具の使用方法

1 オリエンテーション 事務局  8：30～ 8：40（0：10）

労働災害防止に関する知識

　①　墜落による労働災害の防止のための措置

　②　落下物による危険防止のための措置

　③  感電防止のための措置

　④  保護帽の使用方法及び保守点検の方法

　⑤  事故発生時の措置

　⑥  その他作業に伴う災害及びその防止方法

10：10～10：20（0：10）

関係法令

　②　安全衛生特別教育規程、ガイドライン等

11：20～12：20（1：00）

実技研修　フルハーネス型墜落制止用器具の使用方法等　Ⅰ　

　(１)　墜落制止用器具のフルハーネスの装着の方法

　　① 講師による装着手順の説明と模範演技、注意事項の説明

　　② 参加者によるフルハーネスの装着

　（2） 墜落制止用器具のランヤードの取付け装置等への取付け方法

　　① 講師による装着手順の説明と模範演技

　　② 参加者による取付け装置へのランヤードの取付け

13：50～14：00（0：10）

実技研修　フルハーネス型墜落制止用器具等の使用方法等　Ⅱ

　（1） 墜落による労働災害防止のための措置

　　① 講師による模範演技、注意事項の説明

　　② 参加者によるぶら下がり体験

　（2） 墜落制止用器具の点検及び整備の方法

　　① 講師による点検・整備の模範演技

　　② 参加者による器具等の点検

 15：30～15：40（0：10）

6 総括質疑 （全　員）  15：40～15：50（0：10）

7 閉講式・修了証交付 事務局  15：50～16：00（0：10）

休　憩

休　憩

　　　　　休　憩（昼　食）

4 検討部会委員

3
全登協

12：20～13：50
（1：30）

休　憩

5 検討部会委員
14：00～15：30

（1：30）

　10：20～11：20
（1：00）

　①　安衛法、安衛令及び安衛則中の関連条項

休　憩

3 同　　上
14:10～14：50

（0：40）
　①　作業に用いる設備の点検及び整備の方法

休　憩

4
検討部会委員 15：00～16：10

（1：10）

　　　第　２　日　目　（学科研修＆ 実技研修　）

休　憩

　①　墜落制止用器具の点検及び整備の方法
5 同　　上

16：20～17：30
（1：10）

2
全登協 8：40～10：10

（1：30）

「フルハーネス特別教育 講師養成研修」スケジュール

於）アイチコーポレーション（株）アイチ研修センター　上尾教習所

研　修　項　目

　　　第　1　日　目　（学　科　研　修　）

2
全登協  13：30～14：00

（0：30）

1
開講挨拶
オリエンテーション

13：00～13：30
（0：30）

研修日程：2022年11月14日（月）～15日（火）

別添 2



講習会場案内図

株式会社アイチコーポレーション

アイチ研修センター 上尾教習所
〒３６２－８５５０ 埼玉県上尾市大字領家字山下１１５２－１０
電話：０４８－７２５－４４４１

20220825HP

周辺拡大図

◆上尾教習所まで圏央道桶川北本ＩＣより約５．５Ｋｍ。
お車で約１５分です。

◆国道１７号「上尾道路」のご利用が便利です。

■会場までの交通手段
◆車で来られる方
上尾道路（国道１７号）「領家工業団地」の信号
から工業団地内に入ります。つきあたりを左折し、
直進してください。

◆電車で来られる方
ＪＲ高崎線上尾駅西口下車。
・タクシーをご利用ください（約１５分） 。
『アイチコーポレーション本社棟前』と伝えて
ください。
・または、上尾市内循環バス『ぐるっとくん』も
ございます。

◆バスを利用される方
上尾市内循環バス『ぐるっとくん』の発着場所

★上尾駅西口
・発車場所は、上尾駅西口の”みずほ銀行”
前にバス停があります。
「大石領家北上尾線」（北上尾駅行き） また
は、「平方丸山公園線」（ﾘﾊﾋﾞﾘｾﾝﾀｰ行き）を
ご利用ください。
・降りる停留所は”工業団地北”です。
アイチコーポレーション前に停まります。

★北上尾駅西口
・北上尾駅西口の階段を下りた場所にバス停
があります。
「大石領家北上尾線」（上尾駅行き） をご利
用ください。
・降りる停留所は”工業団地北”です。

講習会場拡大図

★お車・二輪車の駐車は
第１駐車場講習会駐車場（NO1~30）にお停めください。
★駐車許可証を外から見える位置に置いて下さい。
（ダッシュボードの上など）
★貴重品等置かないようにお願いします。
★不正改造車のご来場は、お断りいたします。
★駐車場内での事故・車上荒らしなど、アイチ研修センターで
は責任を負いませんので、予めご容赦ください。

車 徒歩 ○ 二輪車駐輪場

タクシー乗り場

ぐるっとくん乗り場
・大石領家北上尾線
・平方丸山公園線

上尾駅ぐるっとくん乗り場

■来場のご案内■
◎“車”で来社される方は『駐車許可証』を受講票と一緒に送付いたします。
◎“二輪車”（バイク、自転車）は第１駐車場をご利用ください。
◎“バス”を利用される方は『バスの時刻表』を受講票と一緒に送付いたします。
◎市内循環バス“ぐるっとくん”の運賃は１００円です。

●お車は「アイチコーポレーション第１駐車場」（NO1~30）にお停めください。

北

広域図

歩道橋
領家かっぱ橋

二輪車
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