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2022 年 9 月 26 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 

 

フォークリフト運転業務従事者 安全衛生教育に係る講師養成研修 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。 

さて、標記「フォークリフト運転業務従事者 安全衛生教育」については、労働安全衛生法第 60 条の 2 第 2

項の規定に基づき、「危険又は有害な業務に現に就いている者に対する安全衛生教育に関する指針」にその内

容が示され、さらに具体的な教育の実施方法等については、「フォークリフト運転業務従事者安全衛生教育に

ついて（平成 2.3.1 付基発第 114 号）」として通達が出されております。 

この研修については、各登録教習機関等が実施する場合の「フォークリフト運転業務従事者 安全衛生教育」

における講師資格を付与するものであり、ご多忙中とは存じますが、是非ご参加いただきますよう、よろしく

お願い申し上げます。 

また、平成 25 年 3 月には「陸上貨物運送事業のおける荷役作業の安全対策ガイドライン（平成 25 年 3 月

25 日付け基発 325 号）」が新たに策定されましたが、各事業者は、このガイドラインに沿って荷役作業にお

ける労働災害を防止するための取り組みを行うよう示されており、その中には労働安全衛生法に基づく資格等

の計画的な取得として、「フォークリフト運転業務従事者に対する安全衛生教育」を推進することが強く求め

られております。 

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。 

 

記 

 

1．研修期間 ： 2022 年 11 月 24 日（木）13：00～17：00 

令和３年 11 月 25 日（金） 9：00～16：30 

 

2．研修会場 ： 一般財団法人 江南クレーン教習所  

          〒360-0115 埼玉県熊谷市成沢 893 番地 

           TEL：048-539-0877 FAX 048-539-0876 

https://www.konan-crane.or.jp/company.php#map 

 

3．定  員 ： 20 名 

 

4．目  的 ：フォークリフト運転業務従事者に対する「安全衛生教育」を実施するための講師資格 

の取得 

 

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    ） 
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７．申込方法・申込期限・及び 問合せ先    

全国登録教習機関協会のＨＰ－＞研修会－＞安全衛生教育・講師養成研修—＞ 

フォークリフト運転業務従事者の安全衛生教育講師養成研修―＞申込フォームに 

必要事項を記入の上 送信ください。 

※お車での来場予定の方は 必ず 申込フォーム来場 □有としてください。 

【申込期限】 2022 年 10 月 27 日（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 （担当 小川） 

 

８．受講料の支払方法等 

受講料は、開催日の 2 週間前までに、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 メールで当協会担当者宛てご連絡ください。 

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、メールで当協会担当者宛てご連絡ください。 

④ また、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・ 及び 他の研修への振替を希望される時） 

 

９． 宿泊・研修会場への移動 及び 昼食 

宿泊が必要な方は、お手数ですがご自身で手配対応ください。 

研修開始の 15 分前までを目途に、各自研修会場にご参集ください。 

・ご参考 最寄りのホテルは以下です。 

スマイルホテル熊谷 https://smile-hotels.com/hotels/show/kumagaya 

住 所：〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 1-138・TEL: 048-525-631 

 

・研修会場への移動 

宿泊場所から 研修場への移動も各自でお願いします。 

・昼 食 

 受講中の昼食は 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。  

  

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（含む、当日の服装他）を送付いたします。 

 

以上 



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 13：00～13：10　（0：10）

2 自己紹介 （全　員） 13：10～13：30　（0：20）

最近のフォークリフトの専門知識

（1）フォークリフトの技術動向

最近のフォークリフトの構造上の特徴

（1）最近の作業装置

（2）最近の安全装置

14：40～14：50　（0：10）

最近の各種荷役運搬方法の特徴

（1）最近の荷役運搬・はい作業

フォークリフトの取扱いと保守

（1）作業計画

（2）作業指揮者

15：50～16：00　（0：10）

フォークリフトの取扱いと保守

（1）作業開始前点検

（2）定期自主検査

（3）点検・検査結果に基づく措置

8 関係法令 全登協  9：00～10：10　（1：10）

10：10～10：20　（0：10）

9 災害事例とその防止対策 （同　上） 10：20～11：50　（1：30）

11：50～12：35　（0：45）

実技研修（作業開始前点検・他）

（1）始業前点検方法

（2）始業前点検の実践

（3）リーチフォークリフトの取扱い

14：10～14：20　（0：10）

実技研修（安全操作確認運転・他）

（1）カウンターバランス・フォーク

（2）リーチ・フォーク

（3）危険体感

16：00～16：10　（0：10）

# 質疑応答 事務局 16：10～16：20  （0：10）

# 閉講式　 事務局 16：20～16：30　（0：10）

　　　　　　　　　　　　　休　憩

15：10～15：50　（0：40）（同　上）

12：35～14：10　（1：35）

（同　上）#

　　　　　　　　　　　　　休　憩

休　憩

　第　２　日　目　（　学 科 ・ 実 技　研 修　）

14：20～16：00  （1：40）

江南クレーン教習所#

休　憩

休　憩

（同　上）

　　　　　　　　　　　　　休　憩（昼食）

（同　上）

「フォークリフト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

7

14：50～15：10  （0：20）

16：00～17：00　（1：00）

14：10～14：40  （0：30）（同　上）

研　修　項　目

場所：(一財）江南クレーン教習所

日程：2022年11月24日～25日

3 トヨタＬ＆Ｆ埼玉 13：30～14：10　（0：40）

　　第　1　日　目　（　学　科　研　修　）
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資料

別添 1



一般財団法人 江南クレーン教習所 案内図 
 

一般財団法人 江南クレーン教習所 
〒360-0115 埼玉県熊谷市成沢 893 
TEL 048-539-0877 
FAX  048-539-0876 
 



スマイルホテル熊谷案内図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
住所 〒360-0037 埼玉県熊谷市筑波 1-138 

Tel 048-525-6311 

Fax 048-524-4155 

交通 JR「熊谷駅」北口から徒歩 5 分 

 

関越自動車道「花園 IC」から車で 27 分 

東北自動車道「羽生 IC」から車で 42 分 

国道 17 号沿い 

 

上越新幹線で東京から 40 分 

新潟から 1 時間 32 分 

秩父鉄道で秩父から約 50 分 

 

スマイルホテル熊谷 

 

http://www.solarehotels.com/map/chisun/inn-kumagaya.html
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