
－1－ 

令和 4年 4月 2 8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

車両系建設機械（整地等）運転業務従事者「安全衛生教育講師養成研修」

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。

 当協会の業務運営につきましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申

し上げます。

当協会では、厚生労働省通達（平成 5 年 6 月 11 日付基発第 366 号）に基づ

き、標記研修を下記により実施することと致しましたので、ご案内します。

現在わが国では、社会インフラの改修・整備工事等に伴って、車両系建建設機

械を使用した数多くの作業が行われており、この車両系建設機械による労働災害

の防止を図ることは大きな課題となっています。

このためには、車両系建設機械の運転者が最新の取扱いや安全についての知識

をもって業務に従事することが必要なことであり、労働安全衛生法第 60 条の 2
に基づく車両系建設機械運転業務従事者に対する安全衛生教育の実施が強く求め

られています。

このような状況をふまえ、各地の労働局でも技能講習を修了した車両系建設機

械（整地・運搬・積込み用及び掘削用）運転業務従事者に対する安全衛生教育の

徹底について指導を推進しており、この研修による講師資格の取得のニーズはさ

らに高まっている状況にあります。

今回の研修においては、「日本キャタピラー合同会社 D-Tech Center」のご配

慮により、最新の建設機械の紹介も含めており、新しい機械技術の習得の機会と

しても非常に有意義なものと考えておりますので、是非ともこの機会をご活用い

ただきますようお願いいたします。
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記 
 
１．期  間  令和 4 年 7 月 26 日（火）  9：00～17：00 

令和 4 年 7 月 27 日（水）  9：00～16：30 
 

２．会  場   日本キャタピラー合同会社 D－Tech Center  
         〒368-0004 埼玉県秩父市山田 2848 
          

３．定  員  20 名 
 
４．目  的   車両系建設機械（整地等）運転業務従事者に対して「安全衛生教育」

を実施するための講師スキルの習得。 
 
５．研修内容  別添 1の「スケジュール」を参照下さい。 

 
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  60,000 円（    同上    ） 
 

７．申込方法及び問合せ先    
【申込方法】 

全国登録教習機関協会のＨＰ－＞研修会－＞ 
車両系建設機械(整地・運搬・積込み用及び掘削用)運転業務従事者

の安全衛生教育講師養成研修―＞入力フォームに必要事項を記入

の上 送信ください。 
 

        【申込期限】 令和 4 年 7 月 7（木） 
･ 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： z-ogawa@zentokyo.or.jp  小川 
 

８．受講票等の送付 

原則として、開講日の 10日程度前までに受講票、受講案内等を郵送いたします。 

 

９．受講料の支払方法等 

受講料は、開催日の 2週間を目途に、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 

tel:03%EF%BC%8D3456
tel:03%EF%BC%8D3456
mailto:z-ogawa@zentokyo.or.jp
mailto:z-ogawa@zentokyo.or.jp
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① 都合により入金が遅れる場合はご連絡ください。

② 銀行振込の場合は、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はいったん入金となった当該代金の返却は

致しかねますので 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） 

１０．意見交換会について 

従来 講習 初日の研修終了後、希望者により「意見交換会」を開催しており

ました。現下の状況を鑑みて当分の間中止としています。ご了承下さい。 

≪宿泊 及び 研修会場への移動・昼食≫

① 宿  泊  宿泊が必要な方は お手数ですがご自身で手配の上 対応ください。

また 宿泊場所から 研修上への移動も 各自でお願いします。 

② 最寄りのホテルは 以下です。「ご参考」

・宿泊先： ホテル ルートイン秩父

・住 所： 〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町 2－3－18

・ＴＥＬ： 0494-21-7121 ＦＡＸ 0494-21-7122

③ 昼 食  受講中の昼食は、両日とも事前に自身で準備ください。付近にコ

ンビニ等はありません。十分ご留意ください。ご了承ください。

④ 自家用車で研修会場へご来場予定の方は ㏋上の入力フォームに

有・無を お願いします。

以上



別添 1

講師等 研 修 時 間

1 開講式及びオリエンテーション 事務局  9：00～ 9：15　（0：15）

2 自己紹介 （全　員）  9：15～ 9：30　（0：15）

最近の建設工事と建設機械及び労働災害

（1）車両系建設機械の技術動向

（2）建設工事の労働災害の現状と推移

10：30～10：40　（0：10）

最近の建設機械の特徴(1)

（1）最近の作業装置

（2）最近の安全装置

12：00～13：00　（1：00）

最近の建設機械の特徴(2)

　実機にて説明

14：00～14：10　（0：10）

建設機械の作業と安全(1)

（1）建設現場の安全のしくみ

（2）油圧ショベルの作業

15：10～15：20　（0：10）

建設機械の作業と安全(2)

（3）ブルドーザー作業

（4）トラクターショベル作業

（5）スクレーパー作業

（6）モーターグレーダー作業

16：20～16：30　（0：10）

建設機械の作業と安全(3)

（7）建設機械の積みおろし作業

（8）点検整備の留意事項

（9）主たる用途以外の使用の制限

9 関係法令 事務局  9：00～10：10　（1：10）

10：10～10：20　（0：10）

10 災害事例研究の進め方 （同　上） 10：20～11：50　（1：30）

11：50～12：35　（0：45）

実技演習（走行）

（1）ドラグ・ショベル

（2）ブルドーザー

（3）トラクターショベル

14：05～14：15　（0：10）

実技演習（掘削・積込み・他）

（1）ドラグ・ショベル

（2）ブルドーザー

（3）トラクターショベル

15：45～15：55　（0：10）

13 質疑応答 事務局 15：55～16：15  （0：20）

14 閉講式　・　修了証交付 事務局 16：15～16：30　（0：15）

　　　　　　　　　　　　　休　憩（昼食）

14：10～15：10　（1：00）
キャタピラー

教習所

12：35～14：05　（1：30）

休　憩

16：30～17：00　（0：30）

（同　上）

　　　　　　　　　　　　　休　憩（昼食）

休　憩

14：15～15：45  （1：30）

休　憩

12

11

5

　　第　2　日　目　（　学　科・実　技　研　修　）

15：20～16：20　（1：00）

キャタピラー
教習所

休　憩

休　憩

（同　上）7

8 （同　上）

「車両系建設機械(整地等）運転業務従事者安全衛生教育 講師養成研修」スケジュール

令和4年7月26日～27日
於：日本キャタピラー合同会社　D-Tech　Center

キャタピラー
教習所

3

研　修　項　目

　　第　1　日　目　（　学　科　研　修　）

 9：30～10：30　（1：00）

（同　上）

6

休　憩

13：00～14：00  （1：00）

休　憩

4 10：40～12：00  （1：20）
日本キャタピ

ラー



 

 

 
 
 

     

 
交通アクセス お車をご利用の場合  
・関越自動車道・花園 IC から国道 140 号線で 37km 
・熊谷から国道 140 号線で 51km 
・飯能から国道 299 号線で 45km  
 
電車をご利用の場合  
・西武秩父線で西武秩父駅下車 
 西武秩父駅よりタクシー15 分  
・秩父鉄道で秩父駅下車 
 秩父駅よりタクシー15 分 

 

施設名 日本キャタピラー D-Tech Center 

所在地 〒368-0004 埼玉県秩父市山田 2848 

  

https://www.nipponcat.co.jp/�


ホテル ルートイン 秩父 

〒368-0033 埼玉県秩父市野坂町 2-3-18 

ＴＥＬ 0494-21-7121  

ＦＡＸ 0494-21-7122 

アクセス 

電車でお越しの方 

◆私鉄西武秩父線 西武秩父駅：徒歩 3分 

お車でお越しの方 

◆関越自動車道 花園 IC：車で 35分 

駐車場 平面駐車場 無料 40台 
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