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【改訂内容】 
 
整備点検マニュアルを改訂した場合は、以下の改定履歴を更新する。 
ただし、意図した意味が変化しない範囲で、誤字の修正などの微細な更新は、管理責任者の判断で改定履歴 
をつけずに修正できるものとする。 

改訂日 改訂理由 作成者 確認者 承認者 

 05/11/8  新規作成     

 11/4/21  給油時のポイント追記   小林     

 11/10/1  見直し   小林     
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Ⅰ 日常点検とは  
    
自動車を使用するにあたって、その自動車の使用責任は、所有者（使用者）及び運転者に有ります。 
そのために日常の使用状況、運転時の状態、走行距離などから所有者（使用者）及び運転者の自己 
の責任に於いて「交通の安全」と「公害防止」をはかるために１日1回、運転前に日常点検を実施する 
こととなっております。 
自家用貨物自動車（バス、トラックなど）などは乗用車に比べて走行距離も多いことから、クルマの 
健康状態をしっかりチェックし、事故を未然に防止するためにも日常点検を行いましょう。 

整備点検マニュアル 日常点検の概要 
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キャビンの開閉方法 

点検個所： キャビン開閉手順 

手順１： チルトロックレバーのロックを押し上げたままチルトロックレバーを 
      手で引っ張る 
       

チルトロックレバーロックピン 

チルトロックレバー 

手順２： キャプチルト装置収納ＢＯＸを開ける 

キャプチルト装置収納ＢＯＸ 

手順３： チルト切替えレバーを上げきった状態でチルトボタンを押し 
      キャビンを上昇させる 

チルト切替レバー 
チルトボタン 

手順４： チルト切替えレバーを下げきった状態でチルトボタンを押し 
      キャビンを下降させる 

手順５： キャプチルト装置収納ＢＯＸを閉じる 

手順６： チルトロックレバーを手で上げ、チルトロックレバーのロックを掛ける 
       

＊チルトいっぱいまで行うこと 
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フロントパネルの開閉方法 

点検個所： フロントパネル開閉手順 

手順１： 車内のフロントキャビン開閉ロックを手前に引いて解除する 
       

手順２： フロントパネルのロックピンをはずしフロントパネルを開閉する 

ブレーキ 
オイルタンク 

ラジエター 
リザーバタンク 

ウォッシャ液タンク 
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原因 
急激な減り方の場合は、オイル漏れの可能性があり
ます 

対処方法 走行は禁止です 

危険事象 ブレーキが効かなくなります 

整備点検マニュアル 日常点検の手順とポイント 
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Ⅰ エンジンルームの点検 

点検個所： ブレーキオイルタンク 

手順１： フロントパネルオープン手順に 
      沿ってパネルを開ける 

手順２： ブレーキオイルタンク内の液量 
      がＭＡＸ以下、ＭＩＮ以上である 
      か確認する 

ＭＡＸ 

ＭＩＮ 
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Ⅰ エンジンルームの点検 

点検個所： ラジエターリザーバータンク 

原因 
急激な減りの場合ラジエターからの洩れのおそれがありま
す 

対処方法 注水してください 

危険事象 エンジンがｵｰﾊﾞｰﾋｰﾄを起こします 

手順２： 冷却水の液量がＰＬＥＩＮまで 
      入っているか確認する 

ＬＯＷ 

PLEIN 

手順１： フロントパネルオープン手順に 
      沿ってパネルを開ける 

8 

警告：高温時は絶対にラジエターキャップ 
    を外さないでください。熱湯が噴出 
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Ⅰ エンジンルームの点検 

点検個所： エンジンオイル 

原因 急激な減りは、オイル漏れの可能性があります 

対処方法 オイルの継ぎ足しをしてください 

危険事象 エンジンが焼け付き故障します 

手順２： オイルゲージを引き抜きウエス 
      でオイルを拭き取ります 
 
手順３： オイルゲージを差し込み再度 
      引き抜きます 

手順４： オイルゲージ先端の印の範囲内 
      （1/3以上）にオイルが付着して 
      いるか確認する 

手順１： フロントパネルオープン手順に 
      沿ってパネルを開ける 

9 



整備点検マニュアル 日常点検の手順とポイント 

Copyright© KOBAYASHI CORPORASION. All rights reserved 

Ⅰ エンジンルームの点検 

点検個所： ファンベルト 

原因 ゴムの劣化 

対処方法 整備業者にて交換する 

危険事象 ファンが回らずオーバーヒートします 

手順１： キャビン開閉手順に沿って 
      キャビンをオープン 
 
注意事項： エンジンの上には登らないこと 

手順２： 指でベルトの中央を押してベルトの 
      張り具合を確認する 
      １～２ｃｍぐらいの緩みでＯＫ 
 
手順３： ベルトに亀裂や破損がないか確認 
 
手順４： ゴムの劣化状態を確認する 
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Ⅰ エンジンルームの点検 

点検個所： キャプチルトロックの確認 

原因 施錠忘れに注意 

対処方法 視差確認すること 

危険事象 走行時、キャビンが倒れる可能性があります 

手順１： キャビンを下降後、キャプチルトロックの施錠を確認する 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： 原動機（セルモーター） 

原因 バッテリーの電圧低下・セルモーターの故障 

対処方法 バッテリー液の補充/充電/交換 

危険事象 電圧の低下により点灯器が点灯しなくなる 

手順１： エンジンを駆け、掛り具合がスムーズか確認する 

手順２： アイドリング状態で異音がないか確認する 

手順３： 暖気させた状態で、アイドリング時の回転がスムーズに 
      続くか確認する 

アイドリング時エンジン回転数： 600 ～ 700ｐｐｍ 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： アクセルとブレーキ 

原因 
ペダルへのゴミ咬み 
ペダルの破損 

対処方法 整備会社にて調整 

危険事象 
止まりにくくなります 
スムーズな走行ができなくなります 

手順１： ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙをいっぱいに踏み込んだとき 
      踏みごたえが適当であるかを確認する 

手順２： ５～１０ｋｍ（１速）で走行し、エンストや 
      ノッキングなど 起こすことなくスムーズに 
      加速できるかを確認する 

手順３： ５～１０ｋｍ/ｈで走行し、ブレーキの効きが 
      十分か・片効きがないか確認する 

＊片効きとは、左右ブレーキの効き具合のバランスが 
  悪いことを言います。片効きの場合は、ブレーキの効きが強い方に 
  車体が振れます。 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： ブレーキバルブ 

原因 
ブレーキバルブからエアーが抜けない（悪い） 
空気圧力が少ないと排気音が小さくなります 

対処方法 整備業者にて修理 

危険事象 
ブレーキが効いたままになります 
ブレーキドラムが破損します 

手順１： エンジンを駆け、ﾌﾞﾚｰｷﾍﾟﾀﾞﾙを踏み込んで放したときの、 
      ﾌﾞﾚｰｷバルブからの排気音が正常であるかを確認する 
 

＊音の違いは、実音で比べること 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： 駐車ブレーキ 

手順１： エンジン停止状態でﾊﾟｰｷﾝｸﾞﾌﾞﾚｰｷ 
      レバーを静かに引き、引きしろが適 
      当か音を聞いて確認する 

エアー締めタイプ 
ワイヤー締めタイプ 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： 空気圧力計 

原因 

対処方法 

危険事象 ﾌﾞﾚｰｷの効き具合がわるくなります（効かなくなる） 

手順１： ブレーキペダルを踏み、エアーを抜く 

手順２： エンジンをかけて、エアーゲージの 
      上がり具合が極端に遅くないかを 
           点検する。 

手順３： 空気圧力が空気圧力計の表示に 
            示された範囲にあるかを確認する 
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Ⅱ 運転席での点検 

点検個所： ウォッシャ液/ワイパ 

原因 
ウォッシャ液の不足 / 噴射口の角度不良/詰まり等 
ワイパー不良 

対処方法 
ウォッシャ液の補充 / 角度調整（細い物） 
ワイパー交換 

危険事象 雨天での走行に悪い影響が出ます。視野が悪くなります 

手順１： ｳｲﾝﾄﾞｳｫｯｼｬ液を噴射し、噴射の向き・高さが正常か確認する 
 
 

手順２： ﾜｲﾊﾟｰを作動させ、低速・高速の各動作が正常か確認する。 
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Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： 灯火装置・指示器 

原因 電球の寿命もしくは配線切れ 

対処方法 交換及び点検 

危険事象 
視野の確保・周りの車への行動伝達が悪くなり、事故を起
こす可能性が高くなります 

手順１： 灯火装置の点灯具合と方向指示器の点滅具合を確認する 

手順２： ブレーキランプとバックランプの点灯具合を確認する 

＊一人で確認する場合は、点検ハンマーで押さえる 

手順３： レンズの汚れを拭き取りながら損傷が無いか確認する 

・車高灯 
・マーカーランプ 
・ウインカー 
・スモールライト（車幅灯） 
・ヘッドライト 
・タイヤ灯 
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Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： エアタンク 

原因 
エアータンクドライアーの故障 
乾燥剤の劣化 

対処方法 
整備業者にて修理 
１年または６万ｋｍを目安に交換 

危険事象 サビによりエアータンクが腐食し、ｴｱｰ漏れが発生します 

手順１： ﾄﾞﾚﾝｺｯｸを開いて（指で引く） 
      エアタンク内に水が溜まってい 
      ないか確認する 
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Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： バッテリー 

原因 
急激な減り方の場合は、バッテリーの損傷の可能性
があります 

対処方法 
バッテリー液の補充 
バッテリーの交換 

危険事象 充電不足により電圧が低下します 

手順１： バッテリーの液量が規定の範囲にあるか確認する 
 
     規定範囲：ＵＰとＬＯＷの中間以上  
 

20 



整備点検マニュアル 日常点検の手順とポイント 

Copyright© KOBAYASHI CORPORASION. All rights reserved 

Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： 輪留め 

手順１： 輪留めが常備されているか確認する 
 

21 



整備点検マニュアル 日常点検の手順とポイント 

Copyright© KOBAYASHI CORPORASION. All rights reserved 

Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： タイヤパンクの確認 

原因 空気圧の異常 

対処方法 整備業者にて修理交換 

危険事象 バースト等事故の原因になります 

手順１：  タイヤを叩き、音の違いでパンクを確認する 

手順２： タイヤの周囲に著しい亀裂や損傷が無いか確認する 

手順３： タイヤの周囲に釘・石・異物が刺さったり噛みこんでないか確認する 

手順４： タイヤの接地面が異常に磨耗していないか確認する 
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Ⅲ 外周りの点検 

点検個所： ホイール/ホイールナット 

原因 衝撃/接触/寿命 

対処方法 
一般的に緩んでいる時は、濁音がし正常な場合は澄んだ
音がします 

危険事象 脱輪等重大事故の原因になります 

手順１： 点検ハンマーで締まる方向に叩き、ナットの緩みを音や手ごたえ 
      で確認しながら、 
      ボルトの折れと 
      ボルトの出っ張 
      りが均一か目視 
      で確認する 

手順３： ホイルに亀裂や損傷がないか確認する 

手順２： ナットから錆汁が出ていないか確認する 
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Ⅳ 油漏れ点検 

点検個所： 燃料タンク系統 

原因 タンクの破損 

対処方法 整備業者にて修理 

危険事象 車両停止 

手順１： 燃料タンク及びキャップから燃料の漏れがないか確認する 
            ＊タンク下の床面 / キャップ周辺のにじみ / サブタンクホース 

手順２： キャップの『Ｉマーク』にずれがないか確認する 
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Ⅳ 油漏れ点検 

点検個所： オイル系統 

手順１： 車両下（床面）へのオイル濡れが無いか確認する 

＊各種オイル漏れ床面位置 

・デフオイル 
・エンジンオイル 
・パワステオイル 
・ミッションオイル 
・ブレーキオイル 
・ウイング油圧オイル 
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Ⅴ 環境に対しての確認 

点検個所： 排気ガスの黒煙の濃度 

手順１： いつもより濃くなってきていないか確認する 

点検個所： 車両の騒音 

手順１： 走行時の車両の騒音がいつもより大きくなってきていないか確認する 

点検個所： 燃料の減り具合 

手順１： 燃料の減り具合がいつもより早くなってきていないか確認する 

点検個所： エアコンの効き具合 

手順１： エアコンの効き具合がいつもより悪くなってきていないか確認する 
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Ⅵ 交換及び清掃の確認 

点検個所： エンジンオイルの交換 / オイルエレメントの交換 
        エアエレメントの清掃 / エアエレメントの交換 

手順１： チェックプレートの次回交換ｋｍと車両走行メーターの数字を 
      照合する 

項　　　　目 交換基準 清掃基準 点検基準 公　　差

エンジンオイル
30,000km　(10t)
20,000km　(　4t)

― ―
 ＋1,500km
－1,000km

オイルエレメント 20,000km ― ―
 ＋1,500km
－1,000km

フューエルエレメント 車検時 ― ― ―

エアーエレメント 150,000km 10,000km ―
 ＋1,500km
－1,000km

黒煙濃度 ― ― １ヶ月点検 点検簿

エアコンガス ― ― １ヶ月点検 点検簿

タイヤ空気圧 ― ― １ヶ月１回 指定書類

【交換・清掃・点検自社基準】

      チェックプレート 
ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙの次回交換Km         156789  Km 
ｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄの次回交換KM         234567  Km 
エアｴﾚﾒﾝﾄの次回交換Km         345678  Km 
エアｴﾚﾒﾝﾄの次回清掃Km        1456789 Km 

123456 

手順２： 走行メーターの数字がチェックプレートを超えていれば、修理点検 
      依頼表を提出する 
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Ⅶ 作業中の油漏れ点検 

点検個所： エンジンオイル/トランスミッションオイル/デファレンシャルオイル 
        ブレーキオイル/燃料タンク 

手順１： 車両下（地面）にオイル漏れの跡がないか確認する 
      （ＯＫ/ＮＧに〇印を荷役回数ごとに記入すること） 

Ⅷ 給油時の点検 

点検個所： 燃料タンク/燃料キャップ 

手順１： タンクへの燃料の付着がないか確認し付着があれば 
      ウエスで拭き取る 

手順２： 燃料キャップを締める際、『 Ｉ マーク』が適正な位置にあるか確認する 

（正） （誤） 
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整備点検マニュアル 

Ⅰ 給油時の遵守事項 

①係員が給油する場合は、給油前にワンストップを申し出ること 
②給油時等での給油口からの漏れはウエスで拭き取るようにする 

自動停止後の追加
給油の禁止 

キャップにUPマークがあり必ずマークが上にくることが正規の締め方です。 
当社では、さらにIマーク（割り印）を設置することで緩んだ締め付けを防止します。 

①係員が給油した場合は、自分の目で『 I マーク』を確認しましょう 
②給油時等での給油口からの漏れはウエスで拭き取るようにする 

（正） （誤） 

社内規定 

遵守事項： ワンストップ給油（継ぎ足し給油の禁止） 

遵守事項： 給油口のキャップの締め方（Iマークの設置） 
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整備点検マニュアル 

Ⅰ 給油時の遵守事項 

社内規定 

遵守事項： サブタンクコックの開閉 

コックを開いた状態で傾斜のある場所に停車すると、低い方に燃料が流れ燃料漏れの原因と
なります。 
燃料補給用のサブタンクのコックを閉めることでメインタンクへの必要以上の補給を防ぎます。 

①給油後は必ず締めること 
②始業前に必ず締め付けを確認してください 
③Ｈ２２年度以降の車両には尿素タンクが設置されています 
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整備点検マニュアル 

Ⅱ 車両停車時の遵守事項 

社内規定 

遵守事項： 輪留めの使用 

車両を駐停車するときは、サイドブレーキと同時に輪留めを使用してください。 
平らに見える路面でも多少の傾斜はあり、車両は動き出すことがあります。 

 ①前輪の運転席側にします（取り外し防止のため） 
 ②必ず車輪の両側にセットすること（少しの傾斜でも動くため） 
 ③輪留めはロープでつなげること（飛散防止のため） 
 ④車輪に対して水平にセットすること 
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整備点検マニュアル 

Ⅲ 車輌３Sの遵守事項 

社内規定 

遵守事項： キャビン内の３S 

①視界を遮る置き方は行ってはなりません 
  ・ルームミラーへのキーホルダー 
  ・助手席足元への物置き 
②許可書等の置き方は視界を遮らないように置きましょう 

①純正部品を使用すること（純正部品以外を使用の場合許可が必要です） 

①装飾の禁止 
②不必要な私物の持ち込み及び置きっぱなしの禁止 
③フィルムの貼り付けの禁止 
④設備の取り換え/機器の取り換えの禁止 

①装飾の禁止 
②ステッカー等の貼り付けの禁止（指定外） 
③設備の取り換え/機器の取り換えの禁止 

①輪留め（ロープ付き） 
②点検ハンマー（当社指定のもの） 
③油用吸着マット（１車輌５枚） 
④ジャッキ/工具一式/タイヤチェーン 

遵守事項： 車輌外装の３S 

遵守事項： 車輌への設置義務品 
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✓ × △ Ｃ ○

Ｔ Ａ Ｌ /

　　依頼者　→　整備管理者　→　指定業者　→　所長　→　指定業者　→　請求書添付

締付け 調整 給油 その他

実施日：　　　/     日　　　　実施時走行メーター：　　　　　　　　　　　　　　　ｋｍ　

作業区分記号
点検 交換 修理 清掃 分解脱着

部　品　購　入　記　入　欄

  12ヶ月点検（車検）

作　業　実　施　内　容　（整備業者記入欄） 作区

  1ヶ月点検

  3ヶ月点検

  エアーエレメント清掃

  エアーエレメント交換

異　　常　　内　　容   ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換

  エンジンオイル交換

指定項目依頼 ✓印

㈱豊栄モータース  /  ㈲旭自動車

＜依頼内容記入欄＞

車
番

氏
名

《整備点検依頼票》 依頼日：H  　　 年　　　月　　　日（　　　曜日）

依頼先業者名（依頼先に○印をしてください） 所長 整備業者 整備管理者

□エアコン □異音 □排気ガス

依
頼
者
記
入
欄

整
備
業
者
記
入
欄

下
記
、
作
業
区
分
記
号
を
記
入

購入部品を記入（名称/数量）

異常の状態を記入

レ点チェック

レ
点
チ
ェ
ッ
ク

実施した整備内容を記入

社内規定 

遵守事項： 整備点検依頼票の記入要領 
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Ⅲ 車輌異常時のルール 
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《整備点検依頼票》 依頼日：H  　　 年　　　月　　　日（　　　曜日）

依頼先業者名（依頼先に○印をしてください） 所長 整備業者 整備管理者

指定項目依頼 ✓印

㈱豊栄モータース  /  ㈲旭自動車

＜依頼内容記入欄＞

車
番

氏
名

異　　常　　内　　容   ｴﾝｼﾞﾝｵｲﾙｴﾚﾒﾝﾄ交換

  エンジンオイル交換

  12ヶ月点検（車検）

  1ヶ月点検

  3ヶ月点検

  エアーエレメント清掃

  エアーエレメント交換
□エアコン □異音 □排気ガス

①依頼者が異常内容及び点検 
  内容を記入 
       ↓ 
②整備管理者が確認後捺印 

①整備事業者が異常内容 
  確認後整備の実施 
 
②整備事業者の捺印 

実施日：　　　/     日　　　　実施時走行メーター：　　　　　　　　　　　　　　　ｋｍ　

部　品　購　入　記　入　欄

作　業　実　施　内　容　（整備業者記入欄） 作区

①各事業所にて整備履歴の 
  データ入力 
 
②所長の捺印 

①整備事業者にて保管 
 
②請求書に添付 

整備点検 
依頼票 

請求書 

社内規定 

遵守事項： 整備点検依頼票フロー 
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社内規定 

遵守事項： 車輌異常処理ルート 
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整備点検マニュアル 

Ⅰ定期点検のについて 

（１）車輌１ヶ月点検 

対象車輌 ： 全車輌 
点検者    ： 指定整備業者（豊栄モータース/旭自動車） 
責任者   ： 整備管理者 
点検方法  ： １ヶ月点検簿にて実施保管 

①１ヶ月点検簿に基き指定項目を実施する 
②黒煙濃度チェックを実施 
③エアコンガスの確認 

対象車輌 ： 全車輌 
点検者    ： 指定整備業者（豊栄モータース/旭自動車） 
責任者   ： 整備管理者 
点検方法  ： 年間計画の作成 
          法定用紙にて実施保管 

（2）車輌法定点検（３ヶ月/１２ヶ月） 

①年間計画にて実施する 
②実施後、年間計画表への捺印 
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整備点検マニュアル 

Ⅱ排気ガス黒煙濃度の点検 

（１）排気の黒煙 

１．排気の黒煙がいつもより濃くなってきた 
２．車両の騒音がいつもより大きくなってきた 
３．燃料の減りがいつもより早くなってきた 
４．エアコンの効きがいつもより悪くなってきた 
以上の現象が出てきたときは、異常処理ルートに従い点検・整備を依頼すること 

点検者 点検頻度

排気ガスの汚れに対する点検整備基準

整備事業者 １ヶ月点検時

点検方法
①整備事業者所有のテスターにて点検

②１ヶ月点検簿に結果記入

①

②

③

④

⑤

⑥

アクセルを２～３秒間一杯に踏み込む

出た黒煙を追うようにチャートの穴から見る

黒煙の色がチャートのどの色の範囲にあるか確認する

黒煙濃度の自主点検手順

２人１組にて行う

黒煙チャートの表を自分に向ける

排気管出口から約１ｍ後ろ、横１ｍのところに立ちチャートを黒煙に対して平行にする

チャート紙の裏面を参
照のこと 

黒煙チャート 
 

定期点検 
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整備点検マニュアル 

Ⅲエアコンガス充填量 

（２）エアコンガス 

エアコンのガス漏れ点検整備基準

点検者  :  整備事業者 点検頻度  :  １ヶ月点検

    【異常】　気泡が連続的に通過する（冷媒不足）

    サイトグラスにより、気泡の流れをチェックする

    【ドライバー】運転席で操作

       ①  エンジンを始動し、エアコンスイッチをONにする

       ②  内外気切り替えを内気循環にする

       ③  ファンスイッチをHi（強）にする

       ④  エンジン回転数を1500回転まで徐々にあげていく

    ＜サイトグラスチェック＞

    【整備管理者】

    サイトグラスにより冷媒の気泡の状態を確認

    ＜判断方法＞

    【正常】　気泡が消えて透明になる。ほとんど気泡が含まれていない。

サイトグラス 

サイトグラスが無い場合は、
乗務中の体感にて確認する 
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整備点検マニュアル 

Ⅳ酸化触媒装置等メンテナンスと点検 

（１）日野自動車PMトラップの構造 

ＰＭ（粒子状物質）を触媒で酸化させ、排気ガスをクリーン化します 

ＫＣ付車（平成６年度規制）、ＫＫ・ＫＬ付車（平成１０年・１１年規制）も 
ＰＭトラップを装着することで平成１８年４月からの東京都埼玉県の 
『２段階目』ディーゼル車排出ガス規制に適合します 

メンテナンスについて 
 

ＰＭトラップは触媒の劣化もなく、ＤＰＦではないので詰りの心配もなく、メンテナンスは不要です。 
但し、飛び石・路面障害物等により外観が変形した場合、内部のセラミックが破損している恐 
れがあるので、整備業者・販売店で点検すること。破損の場合は、ＰＭトラップをアッセンブリー 
で交換すること。 
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整備点検マニュアル 

（１）いすゞPMキャタコンバータ(酸化触媒コンバータ内臓サイレンサー)  

従来のマフラー内部に酸化触媒を内蔵するサイレンサー一体型構造※です。 
PM中に含まれる炭化水素(HC)を主とした未燃焼物質(SOF)を酸化触媒の作用で 
水と二酸化炭素に変換させ、排気ガス中のPMを大幅に削減します 

平成15年10月施行の1都3県の各自治体条例によるディーゼル車規
制に適合しています。さらに平成18年4月1日の規制強化時 
(東京都、埼玉県)にも適合しています 

 PMキャタコンバータの特徴  
 
優れた動力性能をそのままに、よりクリーン化を実現。 
装着による特別なメンテナンスも不要。 
サイレンサー部分にステンレス素材を採用。防錆性に優れ、耐久性は従来 
の排気系部品と同等です。 
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整備点検マニュアル 

Ⅴタイヤホイール 

①摩耗・・・・・残溝1.6mm以下（スリップサイン露出）は使用禁止。 
         高速道路を使用するときは残溝3.2mmが限度です。 
②偏摩耗・・・ フロントで発生しやすく、のこぎり歯状に摩耗。早期摩耗の原因となります。 
③肩落ち・・・・フロントで発生しやすく、タイヤの外側が極端に摩耗。 
         早期摩耗の原因となります。 
④外傷・・・・・バーストの原因となるコードに達する傷・異常な変形をチェック 
⑤パンク・・・・点検ハンマーを使用しパンクしていないかチェックする 
⑥ホイール・・ 脱輪の原因となる。ﾎｲｰﾙの割れ・ナットからの錆汁の痕跡がないかチｪｯｸ 
⑦空気圧・・・・エアーゲージを使用し、タイヤが冷えた状態で実施（走行直後はＮＧ） 
          バルブコアからエアー漏れがないか必ずチェックする 
         エアー漏れの場合バルブコアの交換が必要です 
         キャップは必ず装着する。バルブコア損傷の原因になります。 

（１）タイヤ/ホイール定期点検（ １ヶ月点検） 

①摩耗/偏摩耗/肩落ち/外傷/パンク/ホイールの点検は月の前半後半に分け全車輌実施 
②タイヤ空気圧値・・・・・ 800ｋＰａ（8.0㎏/㎠） 

（２）タイヤ/ホイール定期点検（タイヤ番号） 

1 2 

6 5 4 3 

＜4t以下＞ ＜10t高床＞ 

1 2 

3 4 

8 7 6 5 

＜4軸低床/全低床＞ 

1 2 

3 4 

12 11 10 9 

8 7 6 5 
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Ⅰ．始業点検 
   フォークリフトはコンパクトですが、乗用車とは違って、持てる荷物の 
   ２倍近い重量があり、荷積みのための3ｍ以上の荷揚能力や、大き 
   なハンドル切れ角などの特性を持っています。 
   車両状況を確認せずに使用すると、不具合や大きな災害が発生する 
   可能性もあります。 
 
  （１）車体を一周し異常がないか確認しましょう 
     a)油漏れ/バッテリー液漏れがないか目視で確認しましょう 
       油圧配管/ホース/シリンダ 

          （リフト、ティルト、リーチ、パワーステアリング、シフト） 

 
 
     
 
 
 
 
     b）亀裂や損傷についても確認しましょう 
       フォーク/バックレスト 

 
 
 

     c)タイヤやリムを確認しましょう 
       リム取付ボルトのゆるみ、リムの損傷/タイヤの損傷、磨耗、 

          損傷、異物の刺さり/タイヤ空気圧の異常(リーチ式は不要 
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整備点検マニュアル 
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  （２）ブレーキの効き具合を確認しましょう 
     a)実際に走ってブレーキペダルを踏み込んでみましょう 
       ブレーキは重い車体と荷の重量を前輪だけで停止する能力が必要とされます。特に重要です 

 
     
 
 
 
 
      
 
 
 
     b）片効きになっていないかをチェック 
       片効きかどうかは、ブレーキをかけたときに車体が左右に振れないか。ブレーキ痕が左右均等 

          に残っているかで確認。 
 
 
 

     c)パーキングブレーキを確認しましょう 
       レバーを引いて、確実に停止しているかを確認します 
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  （３）警報機/計器/ランプを確認しましょう 
     a)警告装置を確認しましょう 
       ホーン/バックブザー 

 
     b）計器類の異常の有無 
       水温計/エンジン油圧警告灯/チャージランプ 

          /ブレーキ液量警告灯 
 
 

     c)各ライト類の点灯を確認 
       前照灯/後照灯/方向指示器/ストップランプ 

 
 
 
 

  （４）運転確認/作業レバーを動かし確認 
     a)作業レバーを動かして安全に使えるか確認しましょう 
       操作レバー（リフト上下、ティルト前後傾）/ハンドル、ペダル/前後進レバー 

 

44 

フォークリフトの日常点検 



Copyright© KOBAYASHI CORPORASION. All rights reserved 

整備点検マニュアル 
 

株式会社小林運輸 

文書番号：ＱＭＺ０２Ｒ 
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