
労働安全衛生法に基づく

フォ－クリフト運転技能講習開催のご案内
三重労働局長登録教習機関＜第１８－１号＞

陸上貨物運送事業労働災害防止協会 三重県支部

労働安全衛生法第６１条、施行令第２０条第１１号により、最大荷重１トン以上のフォークリフトの運転業務は、
『フォークリフト運転技能講習』の修了者でなければその業務に就かせてはならないと定められております。
この講習は労働安全衛生規則第８３条フォークリフト運転技能講習規程に基づく講習です。
作業の安全確保と、適法な業務遂行のため、受講されますようご案内申し上げます。

１．講習の内容・時間

学 科 実 技

走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ４時間
走行の操作 ２０時間

荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識 ４時間

運転に必要な力学に関する知識 ２時間
荷役の操作 ４時間

関係法令 １時間

修了試験 修了試験

２．受講資格・講習科目・講習費用
年齢が満１８歳以上であること

運転免許 大型特殊自動車 普通・準中型・中型・大型自動車 左記以外
種類 ＜カタピラ限定を除く＞ 大型特殊自動車<ｶﾀﾋﾟﾗ限定付> （自動車運転免許証がない方）

講習区分 １１時間講習 ３１時間講習 ３５時間講習

日 数 学科１日 実技１日 学科１日 実技３日 学科２日 実技３日

開催時間 学科(1日) 8:00～17:30 学科(1日) 8:00～17:30 学科(1日目) 8:00～17:30
実技(1日) 8:00～12:35 実技(1･2日目) 8:00～17:15 学科(2日目) 8:00～12:30

実技(3日目) 8:00～17:45 実技(1･2日目) 8:00～17:15
実技(3日目) 8:00～17:45

免除科目 学科（走行） ４時間 学科（走行） ４時間 なし
実技（走行）２０時間

講習費用 14,000円 28,000円 29,000円
内訳 （うち消費税額 1,272円） （うち消費税額 2,545円） (うち消費税額 2,636円)

本体価格 消費税 税込価格 本体価格 消費税 税込価格 本体価格 消費税 税込価格
受講料 11,228 1,122 12,350 23,955 2,395 26,350 24,864 2,486 27,350
ﾃｷｽﾄ代 1,500 150 1,650 1,500 150 1,650 1,500 150 1,650
※テキスト代については、本体価格の変動により通知なしに変更する場合があります。

｢外国人に対する技能講習実施要領｣(労働局通達)が改訂されたことにより、これまで当協会で行っておりました

実施方法での継続が困難と判断されたため、令和2年10月1日以降、外国人対応の技能講習(日本語の聞き取りのみ

可能な方を対象に、講義後、事務局が読み上げる学科試験問題に解答頂く講習）を休止させていただいております。

受講を予定されておられます皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます。

ただし、外国籍の方で日本語の聞き取り・読み書き等、日本人と同等の日本語能力がある方につきましては、

これまで通りのお申込が可能です。

・ 学科・実技共講習は開始時間の１０分前（７：５０）までに集合下さい。

・ 学科試験は、１日目・２日目それぞれ当日講習終了後に実施します。

・ 実技試験は、実技講習終了後（最終日）に実施します。
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３．講習会場

津会場：三重県トラック会館 四日市会場：北部輸送サービスセンター
〒514-8515津市桜橋3丁目53-11 〒510-0064四日市市新正4丁目８－８

TEL 059-227-6767 TEL 059-225-0356 TEL 059-353-4522 TEL 059-355-1702

※津駅または近鉄江戸橋駅下車徒歩 ２０分 ※近鉄新正駅下車徒歩 ５分

４．申込受付

津･四日市会場については、日程表にある講習は随時、受付を行っています。申込書の提出順に受付けを行い、定
員に達し次第締め切ります。電話、口頭による予約等は行っておりませんが、受付状況は常に変化していますので、
電話またはホームページで空席確認をして頂き、その後、申込書をご提出下さい。電話確認後、ﾌｧｯｸｽで申込書を
送られる場合は、仮受付けとし、１週間以内に原本を郵送またはご持参願います。最新の申込み受付状況は、陸災
防三重県支部のホームページで確認することができますので活用して下さい。

陸災防三重県支部ホームページ http://rikusaibo.santokyo.or.jp/

５．申込方法

持参する場合 郵送する場合

①必要なもの(下記*)を揃えて下さい。 ①必要なもの（下記*）を揃えて下さい。
②陸災防三重県支部(津)か、北部輸送サービ ②電話またはﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞで受付状況を確認して下さい。
スセンター(四日市)へ持参して下さい。 ③申込書に講習名を記入して下さい。

※費用は、振込みも可 ④申込書(1)、写真(2)を陸災防へ送付して下さい。
⑤申込書発送または提出後、講習費用をお振込み下さい。
※費用は現金書留も可、但し申込書を同封して下さい。
③の次に申込書をファックス頂くと仮受付をします。
１週間以内に必要なもの一式をお送り下さい。

申込書送付先 陸災防 三重県支部 TEL 059-225-0356

〒514-8515津市桜橋３丁目53-11 三重県トラック会館内 FAX 059-213-6554

津・四日市会場の受講者には、講習開始日(学科１日目)の10日前までに届くよう受講票（ハガキ）を発送します。
講習には必ず受講票が必要ですので、開始日の10日前になっても受講票が届かない場合は、お問い合せ下さい。

＊申し込みに必要なもの
(1)申込書 講習名を明記し所定事項を記入。運転免許証のコピー貼付（３５時間を除く）裏書がある場合は

裏面も貼付下さい。外国籍の方は在留カードまたは外国人登録証のコピーを添付願います。
※１ ３５時間講習の方は、住民票もしくは健康保険証の写を添付して下さい。
※2 氏名の旧姓又は通称等の併記を希望する場合は、証明する書類（戸籍抄本・住民票・

自動車運転免許証写し等）を添付して下さい。(令和4年4月1日以降適用)
(2)写真1枚 縦3.5cm×横2.5cm（免許証,履歴書サイズでも可） 裏面に氏名、講習名を記入して下さい。

6ヶ月以内に撮影した上三分身・無帽無背景で、顔全体がハッキリ写っているもの。
前髪で目または眉毛が隠れていたり、眼鏡が光っているものや、デジカメ写真等で粗雑なもの
（クリップ傷、インクの擦れ）は不可。 なるべく証明写真をご用意下さい。

(3)講習費用 11時間\14,000- 31時間\28,000- 35時間\29,000- ＜2.講習費用を参照＞

料金の振込みは、開始日の１ヶ月前までに、
または申込日が開始日前１ヶ月を切る場合は、
申込みと同時にご入金願います。
なお、ファックスによる仮受付の場合、すぐに

お振込み頂くことができます。



６．講習費用の入金方法

講習費用は、申込書を提出した後、速やかに納入して下さい。
1ヶ月前までにご入金がない場合、通知なしに申し込みを無効にする場合があります。

◎持参 陸災防(津)、北部輸送ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ(四日市)
◎現金書留 申込書一式を同封して下さい。
◎銀行振込 申込書を発送または提出後、お振り込み下さい。事前にファックスで仮受付けを済まされた

場合は、申込書本通の到着確認は不要です。

振込先： 百五銀行津駅前支店 普通 №450609
陸上貨物運送事業労働災害防止協会 三重県支部
（ﾘｸｼﾞｮｳｶﾓﾂｳﾝｿｳｼﾞｷﾞｮｳﾛｳﾄﾞｳｻｲｶﾞｲﾎﾞｳｼｷｮｳｶｲ ﾐｴｹﾝｼﾌﾞ）

専用の振込用紙を使用し、百五銀行本支店の窓口を利用した場合に限り、手数料は陸災防が負担します。
専用の振込用紙は、陸災防三重県支部のホームページでダウンロードできます。

http://rikusaibo.santokyo.or.jp/

７．鈴鹿会場の申込みについて

鈴鹿会場については、日程表にあるとおり受付開始日が設定されていますので、受付開始日の午前９時００分から、
鈴鹿地域職業訓練センターへ電話にて受講予約をしていただき、後日必要書類に現金を添えてお申込み下さい。
但し、受講者または、所属企業の都合により銀行振込みを希望される場合、あるいは、持参による申込書の提出が
困難な場合は、陸災防三重県支部を通じての申込みも受け付けますので、お申し出下さい。

鈴鹿会場：鈴鹿地域職業訓練センター
〒510-0208鈴鹿市鈴鹿ハイツ1番20号
TEL 059-387-1900 FAX 059-387-1905

http://www.suzukatc.com/
伊勢鉄道「鈴鹿サーキット稲生駅」下車徒歩２５分
近鉄「白子駅」下車
三交バス白子駅西～平田町線「西山」停下車徒歩７分

８．講 習

津・四日市会場の受講者には、講習開始日(学科１日目)の10日前までに届くよう受講票（ハガキ）を発送します。
講習には、必ず受講票が必要ですので、開始日の10日前になっても受講票が届かない場合は、お問い合せ下さい。
(1)持ち物 学科 受講票 HB鉛筆 消しゴム 黒ボールペン 運転免許証（３５時間講習以外の方）

実技 受講票 安全な服装 マスク 手袋 ヘルメット 雨天にはカッパ
季節によって防暑、防寒具をご用意下さい。

※ヘルメットをお持ちでない方は、貸出のものもございます。
(2)駐車場 受講者用の駐車スペースに限りがありますのでなるべく公共交通機関をご利用下さい。

事故防止のため、講習が終了するまでお車の移動はできません。昼食時等、休憩時間にお車での
外出は固くお断りします。駐車場施設等における事故等は、一切責任を負いません。
駐車場の出入口は傾斜が急なため、車高の低い車両での乗り入れは困難ですので、公共交通機関
でお越し下さい。

(3)留意点 ①講習開始時間AM8:00の10分前（AM7:50）までに会場に集合し受付を済ませ、必ず講師及び係員
の指示に従って下さい。

②外国籍の方につきまして、実際は日本語の理解が不十分なため実技講習の継続・安全確保が困
難と判断された場合は、受講途中でも中断しご退席いただく場合がございます。予めご了承下さい。

⑥学科・実技講習時の居眠りと携帯電話の使用について、事務局，担当講師の注意にもかかわらず
態度に改善がみられない場合は、受講放棄とみなし、お帰りいただく場合があります。

９．修了証の交付 (合格発表 )

講習日程の全時間に出席し、かつ修了試験に合格された方に、法定の「修了証」を交付致します。
修了試験の合否通知は、全課程終了から1週間以内に受講申込書に記載された送付先へ簡易書留郵便で送ります。
合格は修了証の発送を以てこれに代えさせて頂きますのでその間、合否結果の問い合せはご遠慮下さい。
但し、講習の最終日から１０日を経過しても通知がない場合はご連絡下さい。
なお、結果が不合格となった場合の補講、再試験は実施致しませんのでご了承下さい。
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１０．取り消し・変更・欠席等

(1)取り消し
講習の取り消しは、講習開始日の10日前まで可能です。但し、10日前が休日等の場合は、その翌日と
します。期日内にお申し出がない場合は、取り消しはできません。従ってこれに係る講習費用は、返金
できません。10日前までに取り消された講習費用の返金にあたっては、理由書の提出が必要となります。
また、提出された申込書は講習を取り消された場合でも、返却致しません。

(2)日程変更
日程の変更は、前項の取り消しを行ってから、改めて申込書一式を提出して下さい。
取り消した講習の申込書は、如何なる場合も返却致しません。

(3)受講者の変更
講習開始日(学科初日)前日までの、受講者の変更は可能です。連絡後、速やかに交替する方の申込書を
提出して下さい。変更前の申込書は返却致しません。

(4)欠席・遅刻・早退等
受講者の事由の如何んを問わず、欠席・遅刻・早退等により講習日程を全うされなかった場合、規定の受講
時間数が不足するため、その時点で失格となります。従って、当該日程のコースは継続できません。
その場合も講習費用は、返金致しません。

(5)台風時の対応
講習開催地域において、当日台風の暴風等により講習が中止されることもあります。中止の場合、その後の
日程等については必要に応じて連絡します。

１１．その他

申込書の入手方法

(1)陸災防三重県支部のホームページでダウンロードする http://rikusaibo.santokyo.or.jp/
(2)陸災防(津)及び北部輸送サービスセンター(四日市)に請求する。
(3)ハローワーク、フォークリフト販売会社にもあります。

個人情報について
提出された個人情報は、陸災防三重県支部がフォークリフト運転技能講習の受講管理のみに使用するもの
で、他の目的のため第３者に提供することはありません。

申込書等記入のポイント
(1)講 習 名 日程表を参照し、希望の講習名（コース名）を記入する。
(2)講習区分 講習区分を参照し、11・31・35を○で囲む。
(3)氏 名 「氏名」の欄は、旧姓を使用した氏名又は通称の併記の希望の有無を○で

囲む。併記を希望する場合には、併記を希望する氏名又は通称を記入する。
（令和4年4月1日以降適用）

(4)入金方法 該当のものにレ点をし、振込の場合、予定日を記入する。
(5)連絡電話 自宅電話、携帯電話平日の昼間に連絡がつく電話番号を記入する。
(6)送 付 先 受講票・修了証の送付先を、自宅又は事業所どちらかを○で確実に囲む。
(7)事業所名 次のいずれかの場合に限り事業所名を記入し、それ以外（個人申込等）は

空欄にして下さい。
①受講票、修了証どちらか、あるいは両方を事業所に送付希望の場合
②講習費用を事業所が負担する場合

(8)確認事項 運転免許証のコピーは裏書きがある場合、裏面も貼り付けて下さい。
※外国籍の方は、在留カードまたは外国人登録証のコピーもご提出下さい。

(9)振込用紙 備考欄に講習名と受講者氏名を記入する。
お願い 事業所から、複数名分の振込みをする場合や、専用の振込用紙を使用せずに振込む場合は、

お手数ですが、講習名（コース名）と受講者名、振込日をファックス等でお知らせ下さい。

u 最新の申込み受付状況は、陸災防三重県支部のホームページで確認することができます。

ホームページ 陸災防三重県支部 トップページ→ 講習日程表・受付状況

u 各給付金・助成金については、事前にお問合せご確認下さい。

u 今後の状況によっては、新型コロナウイルス感染予防のため、講習開催の延期や中止、
定員縮小等の変更をする場合がございます。

その他、ご不明の点や詳細については、お問い合わせ下さい。

陸 災 防 三 重 県 支 部（略称） TEL059-225-0356
〒514-8515津市桜橋３丁目53-11三重県トラック会館内 FAX059-213-6554

裏面に
氏名を記入し
裏向きに
クリップ留め

縦3.5cm×横2.5cm

裏面に
氏名を記入し
裏向きに
クリップ留め

縦3.5cm×横2.5cm

写真

(免許証・履歴書
ｻｲｽﾞでも可）


