
平 成 30 年 度 事 業 報 告

主な事業概況
１　平成30年度の日本経済とトラック運送業界の現状

⑴ 平成30年度の我が国経済は、海外経済の回復が続く下、「平成30年度の経済財政運営の基本的態

度」の政策効果もあいまって、雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環が更に進展する中で、民需

を中心とした景気回復が見込まれた。

　　物価については、景気回復により、需給が引き締まる中で上昇し、デフレ脱却に向け前進が見込まれ

た。

　　この結果、平成30年度の実質GDP成長率は1.8％程度、名目GDP成長率は2.5％程度と見込まれる。

また、消費者物価（総合）は1.1％程度の上昇と見込まれる。

　　なお、先行きのリスクとしては、海外経済の不確実性や金融資本市場の変動の影響等の留意する必要

がある。

⑵ 平成30年度のトラック運送業界の景況感は、米中貿易摩擦や世界経済の失速懸念から、大企業・製

造業の景況感（日銀短観）は横這いで推移したが、製造業・非製造業ともに先行き悪化を見込んでい

る。

　　こうした中、トラック運送業は、労働力の不足感が一段と強まったものの、働き方改革への対応や人

材定着に関する意識向上を背景に、所定外労働時間が減少傾向となった。一方、収益面では営業収入

（売上高）の増加が寄与することで、営業利益（宅配を除外）及び経常損益は改善した。その結果、景

況感の判断指標は▲4.8となり、前回（▲14.8）から10.0ポイント改善した。

　　なお、今後の見通しは、労働力不足による人件費上昇、燃料価格の高止まり等が影響し、経常損益は

悪化（▲3.1ポイント）することが見込まれるため、景況感の判断指標は今回から7.9ポイント悪化し、

▲12.7となる見込みである。

２　燃料価格高騰・経営危機対策の取組み
⑴ 国土交通省及び全ト協・東北トラック連合会と連携し「燃料サーチャージ制」の導入（届出）促進並

びに原価管理に基づく運賃・料金の適正収受・価格転嫁促進に向けた取り組みを推進してきた。

⑵ 平成30年度の軽油価格（ローリー価格・消費税抜き）は、平成30年４月の94.4円からスタートし、

５月からは100円台に突入した。10月の108.9円をピークに、12月からは90円台に落ち着いている。い

ずれにしても２年前と比較すると20円程度高騰しており、今後の対策が必要となってくる。

３　東京電力福島第一原発事故に係る取組み
⑴ 原発事故から８年が経過した現在、帰還困難区域を除いた各自治体では、ほぼ除染作業は完了して

いる。また、中間貯蔵施設建設に伴う用地交渉が進み、平成31年２月末現在で、契約済みは全地権者

2,360人のうち1,683人（71.3％）で、契約済み面積は予定1,600㌶の66.7％にあたる約1,067㌶で公有地

等330㌶を合わせると1,397㌶で約87.3％となり、契約が進み、工事が本格化している。

⑵ 環境省福島地方環境事務所並びに福島県選出国会議員に対して、平成30年11月17日に福島県トラッ

ク協会と福島復興支援輸送協同組合の連名で「中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送に向けた要望書」を

提出した。内容は、働き方改革を踏まえてトラック運転者（ダンプトラックも含む）の労働時間の短縮



改善と標準貨物自動車運送約款改正に伴い適正料金の収受である。

⑶ 福島県トラック協会は、中間貯蔵施設建設に使用する建設資材の輸送と除去土壌等の輸送に対応する

ため設立した「福島復興支援輸送協同組合」を今後も支援していく。平成30年度の実績は、除去土壌

等の輸送でダンプトラック29,089台を手配し、売上実績で1,922,160千円となっている。

４　平成31年度税制改正・予算に関する要望活動などの取組み
⑴ 平成31年度税制改正・予算に関する要望活動を全ト協と連携して取り組んできた。本年も例年実施

してきた第一次行動（福島県選出国会議員への東京に出向いての直接要望）は見送った。

⑵ 福島県トラック協会の第二次要望行動については、平成30年11月17日（土）の第４回理事会終了後

の福島県トラック事業政治連盟懇親パーティーの開催となった。福島県選出国会議員12名に案内を送

付し、出席した国会議員（本人９名）及び秘書に対し、税制改正関連要望項目４項目と予算関連要望項

目８項目並びに福島県トラック協会独自の要望書を手交した。また、参加したトラック協会会員から要

望事項の実現に向け働きかけた。

５　交通事故・労災事故の発生状況と事故防止の取組み
⑴ 平成30年に福島県内で発生した交通事故は件数が4,593件と前年比995件減少した。傷者数について

も5,483人と前年比1,227人も減少している。しかし、死者数は75人と前年比７人増加し、特に高齢者が

46人と６割を占めた。一方、第一当事者が福島県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況は、発生

件数が89件と前年比13件減少し、死者数も２人と前年比２人減少した。傷者数も117人と前年比３人減

少といずれも減少した。

⑵ トラックによる事故は追突事故が占める一方、都市部では交差点事故が増加している状況の中、事故

防止の観点から近年急速に普及しつつあるドライブレコーダの有効かつ適切な活用が求められているこ

とから、「ドライブレコーダ活用マニュアル」を使用して実際の映像や事例を交えながら安全指導に効

果的に活用するための要点を説明した。

・平成30年６月14日（木）　県中研修センター　72名

⑶ 平成30年の労働災害発生状況は、福島県内の道路貨物運送業で死亡者１人（前年比同数）、死傷者

数193人（前年比14人増）となっており、憂慮すべき事態となっている。

６　人材確保対策の取組み
⑴ 昨今の少子化問題や若者の「クルマ離れ」などの要因から、特にトラックドライバーの労働力不足は

ますます深刻化してきており、今後の日本経済・産業や生活を支えるライフラインである「物流」に

様々な支障をきたすことが懸念されている。こうした中、トラック輸送業界へ就職する若者を確保する

ため、福島運輸支局と初めてとなる共同での高等学校訪問をした。

・平成30年７月９日（月）　福島県立福島明成高等学校

⑵ 平成30年度についても、福島県内の高校進路アドバイザーと福島県トラック協会との意見交換会を

実施した。

・平成30年12月４日（火）　いわき地区

高校進路アドバイザー11名（磐城農・平商・小名浜・いわき海星・勿来・好間・四倉・

ふたば未来・いわき翠の杜・磐城第一・磐城総合学園）

　　　福島県トラック協会（８名）



⑶ 平成30年度についても、ハローワーク福島と福島県トラック協会との連携事業として、トラック運

送業の説明会及び企業説明会を開催した。

・平成30年12月12日（水）

運輸業求人事業所（８社）

７　「トラックの日」関連事業の取組み
⑴ トラック運送業界の重要性について多くの方に認知してもらうために、10月９日を「トラックの

日」と制定し、全国のトラック協会では様々なイベントを実施している。福島県トラック協会最大のイ

ベントである「トラックの日フェスタin2018」は平成30年９月29日（土）に郡山市「ビックパレット

ふくしま　展示ホールＣ及び屋外展示場」において開催された。本フェスタは福島県トラック協会の主

催事業で、今年は従来から参加していた「青年部会」並びに昨年７月に設立された「女性部会」のメン

バーで構成する「トラックの日」フェスタ実行委員会が企画から運営までを担当してきた。

⑵ 「トラックの森づくり事業」は、好天に恵まれた平成30年10月13日（土）に相馬市磯部の大洲地区

内にて会員事業所の会員・家族など97名が参加し、800本のクロマツ苗木の植樹活動を実施した。この

事業は、東日本大震災からの復興に向けた海岸防災林の再生を図るため、昨年から３年間にわたり0.2

㌶の土地に、延べ2,000本を植樹する計画で今年は２年目となる。

８　創立70周年記念式典の取組み
　福島県トラック協会は平成30年に創立70周年を迎え、平成30年10月５日（金）に福島市の「サンパレ

ス福島」において、記念式典を挙行した。同式典には関係省庁及び東北５県トラック協会関係者のご来賓

をはじめ、業界関係者を含む150名が出席した。式典では、トラック協会役員功労者９名への表彰式を執

り行い、それぞれ感謝状と目録を授与した後、ご来賓（福島運輸支局長・福島労働局長・福島県生活環境

部長・福島県警察本部交通部長・全日本トラック協会理事長）より祝辞を頂戴した。

９　各種助成金事業の取組み
⑴ 平成30年度の運輸事業振興助成交付金特別会計に計上した助成金総額216,688千円を会員事業者が有

効活用できるよう助成金運営要綱を会員に配布することや予算対比による申請状況をホームページ、広

報誌「わだち」に掲載して周知を図ってきた。また、予算枠の厳正執行と申請受付停止措置などルール

の確立を図ってきた。平成30年度には新たに血圧計・女性用休憩施設について助成してきた。

⑵ 助成事業では、早期に予算額を超過し交付申請の受付を停止したものがあるが、申請状況や申請期限

の関係などで予算額まで達しないと見込まれる助成事業も見受けられたため、予算額に達したものも含

めて２月末まで申請を受け付けした。最終的な助成金総額は184,899千円となった。

10　トラック業界のイメージアップ事業の取組み
⑴ 福島県トラック協会では、若者や女性から魅力ある業界として選ばれるような新キャラクターの制作

を求める声を受け、昨夏から検討を重ねてきた。キャラクター名は従来の「ふくトラくん」を継承する

ものの、デザインを一新した。

⑵ 運送業界のイメージアップと高校生をはじめ若者など多くの方々に、運送業に対する関心・興味を高

めてもらうよう、効果的な理解促進・魅力を発信し、ひいては今後の人材確保の一助が図れるよう人材

確保ＰＲパンフレットを作成した。



11　むすびに
　福島県内は東日本大震災と東京電力福島第一原発事故による放射能災害や風評被害の影響とドライ

バー不足など厳しい環境の下、重大事故が企業の命取りになりかねない。

　まさに、安全確保を最優先に事業者を支援してきた。特に飲酒運転ゼロをはじめ、重大交通事故ゼロや

労災死亡事故ゼロの目標に向かって取り組んできた。

トラック運送業界が国民生活や産業活動を支える基幹産業として改めて認識されるなか、社会的地位

の向上を実現するための環境作り、また、福島県トラック協会が将来にわたって存在し続けるための財

政、組織基盤作りとして、「収支均衡の財政運営実現」や「公益法人としての組織運営確立」等の改革を

はじめ、諸課題解決に向けての事業及び協会運営に取り組んできた。

　この一年間にわたる会員各位のご理解とご協力に心から感謝申し上げ平成30年度の事業概況報告とす

る。



報告事項 ⑴ ②

（平成30年度事業報告）

１　組 織
⑴ 会 員

⑵ 役　　職　　員 平成31年３月31日

※職員数30に支部事務局長・支部職員13名含む

２　総 会
　　平成30年６月８日（金）　　郡山市　県中研修センター

　　（議　　事）

　　第１号議案　　平成29年度貸借対照表及び損益計算書の承認について

⑴ 貸借対照表

⑵ 正味財産増減計算書

⑶ 財務諸表に対する注記

⑷ 財産目録

⑸ 監査報告書

　　第２号議案　　常勤理事の報酬額等の限度額について

　　第３号議案　　理事の変更に伴う役員選任について

　　（報告事項） 

　　理事会決議事項の報告について

⑴ 平成29年度事業報告

①おもな事業概況

②組織・総会・理事会・常任理事会・監事会及び届出・登記事項

③おもな行事経過（主たる会議・行事等）

④運輸事業振興助成交付金事業報告

⑵ 平成30年度事業計画

⑶ 平成30年度収支予算内訳書

⑷ 平成30年度近代化基金融資について

⑸ 平成30年度各種助成金事業一覧について

⑹ 公益法人定期提出事業計画書等について

平　成　30　年

４　月　１　日　現　在

平成30年度中の異動
平　成　31　年

３　月　31　日　現　在
増 減

新 規 加 入 事 業 廃 止 等

923 社 44 社 15 社 952 社

会　長 副会長 常任理事 専務理事 理　事 監　事 職　員 備　考

⑴ ⑶ ⑵ ⑴ 27 5 30 （　）数字は理事数に含む



３　理事会・常任理事会・監事会
　第１回　理　事　会（通常）

　　平成30年５月21日（月）　　　県中研修センター

理事会 定数 出席 欠席

理　事 28 25 　3

監　事 　5 　3 　2

　【報告事項】

　　１．中間貯蔵施設への除染廃棄物等の輸送対応について 

　　２．平成30年度東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について 

　　３．平成29年度セーフティチャレンジ事業参加による事故防止コンクール事業所表彰について

　　４．定款第26条第７項による職務執行報告について

　【議　　題】

　　第１号議案　　定時総会対応について 

⑴ 総会次第について

⑵ 運営について

⑶ 開催案内について

⑷ 提出議案

１号議案　　平成29年度貸借対照表及び損益計算書の承認について

２号議案　　常勤理事の報酬額等の限度額について

３号議案　　理事の変更に伴う役員選任について

⑸ 特別決議（案）について

⑹ スローガン（案）について

　　第２号議案　　入会会員及び退会会員について

　　その他 ①全ト協からのアンケート調査依頼について

②今後の行事予定について

　第２回　理　事　会（臨時）

　　平成30年６月８日（月）　　　県中研修センター

理事会 定数 出席 欠席

理　事 28 27 　1

監　事 　5 　5 　0

　【議　　題】

　　第１号議案　　副会長の互選について

　　第２号議案　　特別顧問の委嘱について

　　第３号議案　　委員会構成（案）について

　　第４号議案　　その他

　第３回　理　事　会（通常）

　　平成30年７月26日（木）　　　県中研修センター



理事会 定数 出席 欠席

理　事 28 24 　4

監　事 　5 　4 　1

　【報告事項】

　　１．中間貯蔵施設への除去土壌等の輸送対応について

　　２．平成30年度安全性評価事業申請状況（結果）について 

　　３．平成30年度物流セミナー開催について

　　４．平成30年度東北運輸局長表彰推薦者について

　【議　　題】

　　第１号議案　　平成30年度「トラックの森−海岸防災林の再生−」植樹実施計画について

　　第２号議案　　「福島県トラック協会イメージキャラクター」の制作について

　　第３号議案　　「トラックの日」フェスタin2018の開催について

　　第４号議案　　平成30年度東北トラック協会連合会事業者大会について

　　第５号議案　　入会会員及び退会会員について  

　　その他 今後の行事予定について

　第４回　理　事　会（通常）

　　平成30年11月17日（土）　　　ホテルハマツ

　【報告事項】

　　１．平成30年度物流セミナー開催結果について

　　２．第50回全国トラックドライバー・コンテスト結果について 

　　３．「トラックの日」関連事業について

①平成30年度「トラックの森事業」植樹会等の概要について

②「トラックの日」フェスタin2018について

　　４．創立70周年記念式典について

　　５．平成30年度東北トラック協会連合会事業者大会について

　　６．第23回全国トラック運送事業者大会について

　　７．東北運輸局長・福島運輸支局長表彰者について

　【議　　題】

　　第１号議案　　高校進路アドバイザーと福島県トラック協会との懇談会について

　　第２号議案　　トラック運送事業者のための人材確保セミナーについて

　　第３号議案　　平成30年度運送業の説明会及び企業説明会について

　　第４号議案　　入会会員及び退会会員について

　　その他 ①第５回理事会開催について

②福島県トラック事業政治連盟懇親パーティーについて

③今後の行事予定について

理事会 定数 出席 欠席

理　事 27 18 　9

監　事 　5 　3 　2



④その他

　第５回　理　事　会（通常）

　　平成31年１月16日（水）　　　グランドエクシブ那須白河

理事会 定数 出席 欠席

理　事 27 25 　2

監　事 　5 　4 　1

　【報告事項】

　　１．高校進路アドバイザーと福島県トラック協会との懇談会について

　　２．平成30年度運送業説明見学会＆企業説明会について

　　３．福島県トラック協会に係る公益法人立入検査について

　　４．平成30年度各種助成事業執行状況について

　　５．平成30年度年末年始安全総点検表（自動車輸送関係）集計報告書について

　　６．平成30年度安全性評価事業（Ｇマーク）認定について（報告）

　　７．定款第26条第７項による職務執行報告について

　【議　　題】

　　第１号議案　　平成31年度事業計画骨子（案）について

　　第２号議案　　福島県トラック協会の新イメージキャラクターについて

　　第３号議案　　組織・財政検討に関する答申について（案）

　　第４号議案　　入会会員及び退会会員について

　　その他 ①平成31年度定時総会について

②福島県交通遺児奨学基金への募金について

③健康経営優良法人認定制度について

④今後の行事予定について

　第６回　理　事　会（通常）

　　平成31年３月25日（月）　　　県中研修センター

理事会 定数 出席 欠席

理　事 27 25 　2

監　事 　5 　4 　1

　【報告事項】

　　１．「全ト協表彰規程による表彰」受賞者について

　　２．平成30年度運輸事業振興助成交付金特別会計変更予算（第１号）について

　　３．商法の改正に伴う標準貨物自動車運送約款の改正について 

　　４．健康経営優良法人2019認定について

　【議　　題】

　　第１号議案　　2019年度公益法人定期提出書類事業計画書等（案）について

　　第２号議案　　2019年度各種助成事業一覧（案）について

　　第３号議案　　2019年度定時総会の開催について

　　第４号議案　　2019年度優良従業員表彰について



　　第５号議案　　入会会員及び退会会員について

　　その他 ①今後の行事予定について

４　常任理事会
　　第１回　　平成30年５月17日（木）　　於　県中研修センター

　　第２回　　平成30年６月22日（金）　　於　サンパレス福島

　　第３回　　平成30年７月19日（木）　　於　福島研修センター

　　第４回　　平成30年９月３日（月）　　於　福島研修センター

　　第５回　　平成30年11月13日（火）　　於　福島研修センター

　　第６回　　平成31年１月16日（水）　　於　グランドエクシブ那須白河

　　第７回　　平成31年３月19日（火）　　於　福島研修センター

５　監事会
　　第１回　　平成30年５月16日（水）　　於　県ト協

６　役員選考委員会
　　第１回　　平成30年５月21日（水）　　於　県中研修センター

７　総務部関係
① 創立70周年記念式典祝賀会

平成30年10月５日（金）　　於　サンパレス福島

　　【第一部】　記念式典

　　１．開会のことば　　　（公社）福島県トラック協会　副会長　佐藤　信成

　　２．会  長  挨  拶　　　（公社）福島県トラック協会　会　長　右近　八郎

　　３．表　　彰　　式　　　協会役員功労者表彰（感謝状贈呈）

　　４．受 賞 者 謝 辞　　　受賞者代表 渡邉　泰夫様

　　５．来  賓  祝  辞　　　東北運輸局福島運輸支局長 佐々木雅幸様

福　島　労　働　局　長 森戸　和美様

福 島 県 生 活 環 境 部 長 大島　幸一様

福島県警察本部交通部長 阿部　　栄様

（公社）全日本トラック協会会長　　　坂本　克己様

　　６．閉会のことば　　　（公社）福島県トラック協会　副会長　夏坂　佳伸

　　【第二部】　祝賀会

　　１．開会のことば　　　（公社）福島県トラック協会　会　長　右近　八郎

　　２．アトラクション　　口笛奏者　　高木満理子さん

　　３．乾 杯　　東北運輸局福島運輸支局首席運輸企画専門官　及川三千男様

　　４．お　　開　　き　　（公社）福島県トラック協会　副会長　鈴木　健仁

② 組織・財政検討委員会

第１回　平成30年12月20日（木）　　県中研修センター



　　【議　題】

⑴ 構成員の確認について

⑵ 創立70周年記念式典開催結果について

⑶ 平成31年度支部交付金について

⑷ 平成31年度役員改選について

⑸ その他

　　第２回　平成３１年　３月１３日（水）県中研修センター

　　【議　題】

⑴ 2019年度支部交付金について

⑵ 2019年度一般会計収支予算書（案）について

⑶ 災害対策・危機管理等委員会について

⑷ 2019年度定時総会対応について

⑸ その他

③ 東北運輸局長表彰式 平成30年６月１日　ホテルメトロポリタン仙台

④ 第69回全国植樹祭 平成30年６月10日　南相馬原町区

⑤ 東北トラック協会連合会事業者大会 平成30年９月11日　ホテルメトロポリタン秋田

⑥ 第23回全国トラック運送事業者事業者大会 平成30年10月10日　サンポートホール高松

⑦ 平成30年関係功労者等表彰式（東北運輸局長、福島運輸支局長表彰）

平成30年11月１日　ホテル福島グリーンパレス

⑧ 災害に強い物流システムの構築に関する福島連絡会　平成30年11月28日　福島運輸支局

８　業務部関係
① 交付金運営委員会

第１回 平成30年８月30日（木）県中研修センター

第２回 平成30年11月14日（水）県中研修センター

第３回 平成31年２月25日（月）県中研修センター

② 広報・ＩＴ委員会

第１回 平成30年８月３日（金）県中研修センター

第２回 平成30年10月19日（金）県中研修センター

第３回 平成30年12月３日（月）県中研修センター

第４回 平成31年２月１日（金）県中研修センター

※国際物流展研修視察　　平成30年９月13日（木）東京ビックサイト

③ 福島県検査（平成29年度運輸事業振興助成交付金事業実施状況検査）

平成30年５月18日（金）県ト協

④ 緊急輸送整備事業

イ 郡山市総合防災訓練 平成30年９月１日　郡山市

ロ 福島県総合防災訓練 平成30年９月２日　田村市

ハ 東北運輸局総合防災訓練 平成30年９月３日　情報伝達訓練



ニ みちのくALERT2018緊急物資輸送訓練　平成30年11月９・10日　福島市・相馬市

ホ 南相馬市総合防災訓練 平成30年11月10日　南相馬市

ヘ 災害時応援協定に基づく通信連絡訓練　　平成31年１月25日　情報伝達訓練

ト 輸送体制整備　飲料水等備蓄及び発電機バッテリーの整備

⑤ 第41回ドライバー・コンテスト

福島県大会　平成30年７月27日  　　出場者数　28名

総合順位（入賞者）

　　　Ａクラス（入賞者）

順　位
部　門 １　　位 ２　　位 ３　　位

11トン部門
日本通運㈱
郡山支店重機建設課

石　井 学

日通郡山運輸㈱
鈴　木　悠　記

西濃運輸㈱
福島支店

松　野　　　仁

４トン部門
西濃運輸㈱
郡山支店

　　吉　川　仁　海

日本通運㈱
会津若松営業所

星 孝

西濃運輸㈱
郡山支店

三本木　　　健

トレーラ部門
日本通運㈱東北警送支店
福島警送（事）郡山警送課

熊　田　徳　満

日化運輸㈱
加　藤　孝　一

西濃運輸㈱
郡山支店

相　楽　孝　行

女 性 部 門 双葉運輸㈱
大　谷　浩　子

磐梯貨物㈱
佐　藤　優　里 −

順　位
部　門 １　　位 ２　　位 ３　　位

11トン部門
日本通運㈱
郡山支店重機建設課

石　井　　　学

日通郡山運輸㈱
鈴　木　悠　記

西濃運輸㈱
福島支店

松　野　　　仁

４トン部門
西濃運輸㈱
郡山支店

吉　川　仁　海

日本通運㈱
会津若松営業所

星 孝

西濃運輸㈱
郡山支店

三本木　　　健

トレーラ部門
日本通運㈱東北警送支店
福島警送（事）郡山警送課

熊　田　徳　満

日化運輸㈱
加　藤　孝　一

西濃運輸㈱
郡山支店

相　楽　孝　行

女 性 部 門 双葉運輸㈱
大　谷　浩　子

磐梯貨物㈱
佐　藤　優　里 −



　　　Ｂクラス（入賞者）

　　全国大会　平成30年10月27日～29日　場所　安全運転中央研修所（ひたちなか市）

　　福島県代表

　　　４トン部門　　　吉川　仁海選手　　西濃運輸㈱郡山支店 16位

　　　11トン部門　　　石井　　学選手　　日本通運㈱東北警送支店福島警送（事）郡山警送課　　11位

トレーラ部門　　加藤　孝一選手　　日化運輸㈱ 28位

女性部門 大谷　浩子選手　　双葉運輸㈱ 18位

⑥ トラックの森づくり

　　　実施日　平成30年10月13日（土）　相馬市磯部字大洲地内

　　　森林整備面積　0.04ha　クロマツ　400本植樹

　　　参加者　93名

⑦ 「トラックの日」フェスタ

　　　開催日　平成30年　９月29日（土）　会場　郡山市「ビッグパレットふくしま」

　　　来場者　3,000人

⑧ 標準引越運送約款改正に係る説明会

　　　開催日　平成30年５月14日（月）　会場　県中研修センター

⑨ 引越基本講習

　　　開催日　平成30年７月11日（水）　会場　県中研修センター

⑩ 引越管理者講習

　　　開催日　平成30年７月12日（木）　会場　県中研修センター

⑪ 人材確保セミナー

　　　開催日　平成30年11月28日（水）　会場　県中研修センター

⑫ 高校進路アドバイザーと県トラック協会との懇談会

　　　開催日　平成30年12月４日（火）　会場　いわきワシントンホテル

⑬ トラック運送業界説明会（ハローワークとの共催）

　　　開催日　平成30年12月12日（水）　　会場　県ト協

⑭ ＩＴ活用セミナー

　　　開催日　平成31年１月15日（火）　　会場　県中研修センター

順　位
部　門 １　　位 ２　　位 ３　　位

11トン部門
ヤクルトロジスティクス㈱
福島営業所

霜　山　　　茂

いわき大王紙運輸㈱
中　尾　友揮秀

会津本郷貨物運送㈱
新　井　宏　一

４トン部門 ㈱ケー・アンド・ワイ
立　谷　大　樹 − −

トレーラ部門 吉田運輸㈲
元　木　房　見 − −

女 性 部 門 − − −



９　適正化事業部関係
① 適正化事業推進委員会

② 物流セミナー

・開催日時　　　平成30年９月28日（金）13：30～16：00

・開催場所　　　郡山市「ホテルハマツ」

・参　加　者　　　荷主等34名　　事業者等126名　　計160名

・内　　容　　【第一部】中小企業に係る取引の適正化-下請代金支払遅延等防止法について

⇒東北経済産業局産業部中小企業課消費税転嫁対策室

室長補佐　松本　孝　氏

貨物自動車運送事業の現状と課題

⇒東北運輸局福島運輸支局輸送監査部門

首席運輸企画専門官　及川　三千男　氏

【第二部】　演題「明治維新150年から学ぶ日本経済再生の展望」

講師　経済評論家、大阪経済大学客員教授　岡田　晃　氏

③ 適正化事業指導員研修等

開催日 場　　　所 摘　要

H30．11．17 ホテルハマツ（郡山市） １回目　8名出席

H31．３．13 県トラック協会県中研修センター（郡山市） ２回目　8名出席

委員名 所　　　属 役　職

委員長 橋本　一美 氏 有限会社ハシコー梱包運輸 代表取締役

委　員 蓬田　隆信 氏 福島倉庫株式会社 代表取締役

〃 金野　直輝 氏 第一貨物㈱郡山支店 支店長

〃 太田　正一 氏 株式会社北海興業 代表取締役会長

〃 古川　圭一 氏 郡山南部運輸株式会社 代表取締役

〃 菅野　高志 氏 有限会社菅野運送店 代表取締役

〃 遠藤　秀弥 氏 中村貨物運送株式会社 代表取締役

〃 割谷　明裕 氏 岡田陸運株式会社 代表取締役

〃 荒川　孝一 氏 公益社団法人福島県トラック協会 専務理事

研　修　種　類 日　　程 出席者数 場所、その他
適正化・パトロール指導員研修 H30．12．14 14 名 福島市
適正化指導員初級研修 H30．４．25～26 1 名 東京都
適正化情報処理システム研修 H30．４．27 1 名 東京都
適正化指導員専門研修 H30．９．６～７ 1 名 東京都
適正化指導員小規模グループ研修 H30．８．９～10 7 名 山形県山形市
適正化指導員特別研修 H30．11．15～16 1 名 東京都
適正化指導員東北ブロック官民合同研修 H30．11．８～９ 6 名 青森県青森市
適正化事業指導員スキルアップ研修 H31．１．24～25 1 名 東京都

計32名



④ 適正化事業評議委員会

⑤ 原価意識強化セミナー

・開催日時　　　平成31年３月15日（金）13：00～16：20

・開催場所　　　県トラック協会県中研修センター

・参　加　者　　　91名

・内　　容　　　原価計算の基礎（基礎編）、原価計算の実践（実践編）、原価計算結果の活用（活用編）

・講　　師　　　日本PMIコンサルティング㈱　　　　　　　　　代表取締役　小坂　真弘　氏

（公社）全日本トラック協会　経営改善事業部　　　　次長　大橋　直弘　氏

⑥ 働き方改革実現に向けたアクションプラン周知セミナー

・開催日時　　　平成31年３月４日（月）13：00～15：10

・開催場所　　　県トラック協会県中研修センター

・参　加　者　　　163名

・内　　容　　　１）「働き方改革関連法」及び「改正貨物自動車運送事業法」の概要について

（公社）全日本トラック協会　企画部長　星野　治彦　氏

２）トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン（解説編）

㈱日通総合研究所　取締役　大島　弘明　氏

⑦ 適正化セミナー

・開催日時　　　平成31年１月12日（土）16：00～19：00

・開催場所　　　会津若松市「ブライダルルネッサンス中の島」

・参　加　者　　　70名

・内　　容　　　「トラック運送事業をとりまく環境について」

・講　　師　　　（公社）福島県トラック協会　適正化事業部長　小野　幸吉

開催日 場　　　所 摘　要

H31．3．19 福島グリーンパレス（福島市）

出席者名 所　　　属 役　職

委員長 小野　秀昭 氏 流通経済大学物流科学研究所 教授

委　員 花見　政行 氏 福島民報社 常務取締役

〃 菊地ミドリ 氏 福島県消費者団体連絡協議会 理事

〃 田母神正広 氏 全日本運輸産業労働組合福島県連合会 執行委員長

〃 石井  　浩 氏 福島県商工会議所連合会 常任幹事

〃 橋本　一美 氏 有限会社ハシコー梱包運輸 代表取締役

参考人 佐々木雅幸 氏 東北運輸局福島運輸支局 支局長

〃 及川三千男 氏 東北運輸局福島運輸支局輸送・監査部門 首席運輸企画専門官

〃 鎌田　拓冶 氏 東北運輸局福島運輸支局輸送・監査部門 首席運輸企画専門官付



⑧ 交通事故防止講習会（本部主催）

⑨ 事故防止講習会等（支部主催）

⑩ ドライブレコーダ活用セミナー

・日　時　平成30年６月14日（木）13：30～16：30

・場　所　県トラック協会県中研修センター

・受講者　72名

・内　容　１）トラック運送業における総合安全プラン2020の概要

講師　（公社）全日本トラック協会　交通・環境部　課長代理　永冨　やよい　氏

２）マニュアルの内容について

講師　東京海上日動リスクコンサルティング㈱　主席研究員　渡部　真吾　氏

３）グループ討議⇒１グループ10名程度に構成

地区名 会　　　場 開催日 出席者数
いわき地区 パレスいわや H30．11．15 143 名
相双地区 ウェディングパーク原町フローラ H30．11．16 52 名
会津地区 会津方部共同休憩所 H30．11．19 82 名
県南地区 白河の関トラックステーション H30．11．20 126 名
県中地区 ビックパレットふくしま H30．11．26 272 名
県北地区 県トラック協会研修センター H30．11．28 133 名

計 808 名
講　　師 役　職 氏　名

労働災害防止について
　　いわき労働基準監督署
　　相馬労働基準監督署
　　会津労働基準監督署
　　白河労働基準監督署
　　郡山労働基準監督署
　　福島労働基準監督署

第一方面主任監督官
監督・安衛課長
第一方面主任監督官
監督・安衛課長
第一方面主任監督官
第一方面主任監督官

宮崎　明人 氏
岡崎　陽平 氏
加藤　政和 氏
安田　悠太 氏
寺嶋　徹之 氏
後藤　方史 氏

道路交通事故と安全対策
　　福島県いわき東警察署
   　福島県南相馬警察署
　　福島県会津若松警察署
　　福島県白河警察署
　　福島県郡山警察署
　　福島県福島北警察署

交通課長
交通課交通第一係
交通第一課長
交通課交通第一係長
交通第一課長
交通課交通第一係長

有松　直樹 氏
鎌田　本昭 氏
鵜川　　淳 氏
小沼　修治 氏
原田　昌一 氏
菊田　修朗 氏

関係法令と交通事故対策
東北運輸局福島運輸支局検査･整備・保安部門 保陸運技術専門官 石川　智弘 氏

支部名 開催日 講習会名 開催場所 受講者数
県中 H30．９．29 交通事故防止講習会田村地区 辰巳屋 95 名
県中 H30．11．17 交通事故防止講習会 県中研修センター 98 名
県中 H30．12．７ 交通事故防止講習会本宮地区 ネーブルシティもとみや 31 名
県中 H31．３． ８ 交通事故防止講習会 郡山ビューホテルアネックス 111 名
県南 H30．10．７ 交通事故防止講習会 白河の関 TS 125 名
相双 H30．12．７ 交通事故防止講習会相馬地区 ホテル ラ・フィーネ 47 名
相双 H31．２． １ 交通事故防止講習会双葉地区 ホテル ラ・フィーネ 66 名

いわき H31．１．25 新春セミナー いわや 59 名
計 632 名



⑪ トレーラの安全等に係る研修会

・日　時　平成31年２月８日（金）13：00～16：00

・場　所　県トラック協会県中研修センター

・受講者　34名

・内　容　１）トレーラのより安全な使用

講師　日本自動車車体工業会　トレーラ部会（サービス委員会）佐藤　孝　氏

２）トレーラ輸送による輸送率向上について

３）トレーラの安全装置(ABS、横転抑制装置)と有効性

講師　日本自動車車体工業会　トレーラ部会（業務委員会）山田　彰二　氏

⑫ 初任運転者講習会

⑬ 「過労死等防止・健康起因」事故防止セミナー

・日　時　①平成31年２月12日（火）　②２月27日（水）13：00～16：30

・場　所　県トラック協会県中研修センター

・受講者　①133名　②124名　　計257名

・内　容　１）過労死等の実態(過労死等の認定基準、実態数値、過労死事例）

講師　陸上貨物運送事業労働災害防止協会　安全管理士　堀野　弘志　氏

２）過労死等防止計画について

（過労死等の防止に向けたアクションプラン、全ト協の取組）

講師　公益社団法人全日本トラック協会　交通・環境部長　大西　政弘　氏

３）ドライバーの健康管理(健康管理対策、産保センターの活用）

講師　福島産業保健総合支援センター相談員　福島県立医科大学准教授　各務　竹康　氏

⑭ 「トラック輸送における取引環境・労働時間改善福島県協議会」

開催日 会　　場 受講者数 摘要
H30．６．16 原町自動車教習所（南相馬市） ８名 １回目
H30．６．23 福島自動車学校（福島市） 14 名 １回目
H30．６．23 湯本自動車学校（いわき市） 12 名 １回目
H30．６．23 南湖自動車学校（白河市） 14 名 １回目
H30．６．23 富久山自動教習所（郡山市） 24 名 １回目
H30．６．30 扇町自動車教習所（会津若松市） 13 名 １回目
H30．11．10 福島自動車学校（福島市） 10 名 ２回目
H30．11．10 富久山自動教習所（郡山市） 18 名 ２回目
H30．11．10 扇町自動車教習所（会津若松市） 10 名 ２回目
H30．11．10 湯本自動車学校（いわき市） 19 名 ２回目
H30．11．10 原町自動車教習所（南相馬市） ５名 ２回目
H30．12．１ 南湖自動車学校（白河市） 17 名 ２回目

合　　計 164名 延べ12回

開催日 場　　　所 摘　要

H30．12．12 ホテル福島グリーンパレス 第10回

出席者名 所　　　属 役　職

座　長 今野　順夫 氏 福島大学 名誉教授

委　員 石井　　浩 氏 福島県商工会議所連合会 常任幹事

〃 田母神正広 氏 全日本運輸産業労働組合福島県連合会 執行委員長



10　青年部会関係
　　監事会 平成30年５月30日（水）　於　県ト協

　　全ト協第１回全国代表者協議会・研修会　　平成30年６月13日（水）　於　全ト協

　　定時総会・第１回役員会 平成30年６月19日（火）　於　県中研修センター

　　東北トラック協会連合会青年部会定時総会・第１回役員会

平成30年６月20日（水）　於　ホテル青森

　　第２回役員会 平成30年９月４日（火）　於　県中研修センター

　　東北トラック協会連合会青年部会・第２回役員会

平成30年９月18日（火）　於　ホテルグランテラス国分町

　　全ト協青年部会東北ブロック大会 平成30年10月17日（水）　於　ホテル青森

　　全ト協第２回全国代表者協議会・研修会　　平成30年11月12日（月）　於　全ト協

　　東北トラック協会連合会青年部会・第３回役員会

平成30年12月13日（木）　於　ホテルグランテラス国分町

　　秋田県青年部会物流出前授業視察　　　　　平成30年11月25日（日）　於　秋田市

平成30年11月26日（月）

　　全ト協第３回全国代表者協議会・研修会　　平成31年２月21日（木）　於　全ト協

　　全ト協青年部会全国大会　　　　　　　　　平成31年２月22日（金）　於　京王プラザホテル

　　東北トラック協会連合会青年部会・第４回役員会

平成31年３月４日（月）　於　ホテルグランテラス国分町

　　全体研修会 平成31年３月９日（土）　於　郡山ビューホテル本館

11　女性部会関係
　　第１回役員会 平成30年６月19日（火）　於　県中研修センター

　　全ト協　第１回代表者会議 平成30年７月６日（金）　於　全ト協

　　定時総会 平成30年７月25日（水）　於　南東北総合卸センター

　　方部別会議（相双地区） 平成30年８月28日（火）　於　南相馬市

　　第２回役員会 平成30年９月４日（火）　於　県中研修センター

　　全ト協　全国研修会 平成30年９月12日（金）　於　明治記念館

委　員 佐藤　勝則 氏 全国農業協同組合連合会福島県本部 副本部長

〃 柴田　信嘉 氏 アサヒビール株式会社福島工場 物流センター長

〃 渡辺　経佳 氏 日東紡績株式会社福島工場 副工場長兼総務部長

〃 平栗　嗣久 氏 株式会社ヨークベニマル 物流事業部長

〃 夏坂　佳伸 氏 日本通運株式会社郡山支店 支店長

〃 佐藤　信成 氏 丸カ運送株式会社 代表取締役

〃 鈴木　健仁 氏 鈴木運輸株式会社 代表取締役

〃 右近　八郎 氏 公益社団法人福島県トラック協会 会長

〃 森戸　和美 氏 福島労働局 局長

〃 吉田耕一郎 氏 東北運輸局 局長

〃 佐々木雅幸 氏 東北運輸局福島運輸支局 支局長



　　方部別会議（県南地区） 平成30年10月３日（火）　於　泉崎村

　　方部別会議（県南地区） 平成30年11月10日（土）　於　矢吹町

　　東北ブロック研修会 平成30年11月14日（水）　於　仙台ガーデンパレス

　　方部別会議（県中地区） 平成30年11月20日（火）　於　郡山市

　　女性が輝く社会の実現を考えるセミナー　　平成30年12月２日（日）　於　ウエディングエルティ

　　方部別会議（県北地区） 平成31年２月19日（火）　於　福島市

　　方部別会議（会津地区） 平成31年２月27日（水）　於　会津若松市

　　第３回役員会 平成30年３月25日（月）　於　県中研修センター

12　ダンプトラック部会関係
　　第１回役員会 平成30年４月18日（水）　於　県中研修センター

　　第２回役員会 平成30年６月21日（木）　於　県中研修センター

　　第７回被災地復旧復興分科会・東北ブロックダンプ輸送協議会

平成30年６月27日（水）　於　寒河江市

　　定時総会 平成30年７月18日（水）　於　県中研修センター

　　全ト協ダンプトラック部会 平成30年９月３日（月）　於　松山市

　　第３回役員会 平成30年10月29日（月）　於　小名浜オーシャンホテル

　　第８回被災地復旧復興分科会 平成30年10月29日（月）　於　小名浜オーシャンホテル

　　関係先年始挨拶回り 平成31年１月23日（水）　於　福島市

13　官庁届出・申請事項
⑴ 東北運輸局福島運輸支局

平成30年６月29日　軽油を使用する営業用貨物車及び営業用特種（殊）用途車の登録台数（平成29年

９月末現在）証明願い提出

　　平成30年７月３日　同上　証明書受領（福運第11号）

　　平成30年８月７日　平成30年度運輸事業振興助成交付金申請書事前提出・受理

　　平成31年３月８日　平成30年度運輸事業振興助成交付金事業変更承認申請書事前提出・受理

⑵ 東北運輸局

　　平成30年８月８日　平成30年度運輸事業振興助成交付金申請書事前提出・受理

　　平成31年３月８日　平成30年度運輸事業振興助成交付金事業変更承認申請書事前提出・受理

⑶ 福島県

　　平成30年６月５日　平成30年度運輸事業振興助成交付金内示（30生環第657号）

　　平成30年８月９日　平成30年度運輸事業振興助成交付金申請書提出

　　平成30年８月27日　平成30年度運輸事業振興助成交付金交付決定（福島県指令生環第1281号）

　　平成30年８月30日　平成30年度運輸事業振興助成交付金請求（平成30年９月18日受領）

　　平成31年３月11日　平成30年度運輸事業振興助成交付金事業変更承認申請書提出

　　平成31年３月14日　平成30年度運輸事業振興助成交付金事業変更承認（福島県指令生環第2654号）

　　平成31年３月18日　平成30年度運輸事業振興助成交付金請求（平成31年３月24日受領）

　　平成31年３月31日　平成30年度運輸事業振興助成交付金事業完了報告



14　登記事項
　　平成30年６月20日　　理事１名追加

　　平成30年６月20日　　理事２名変更

　　平成30年11月13日　　理事１名退任



平成30年度における各種助成事業計画対決算
（運輸事業振興助成交付金関係）

（単位：千円）

助成事業名 30 年度 増　減決算額 事業計画 計画額 事業計画
【交通安全対策事業】 111,396 125,670 △ 14,274
〔安全指導〕 33,358 34,120 △ 762
ＳＤカード助成 5,769 9,157 名 6,000 9,523 名 △ 231 △ 366 名
適性診断：一般 8,549 3,717 名 8,970 3,900 名 △ 421 △ 183 名

　〃　　：初任 3,790 1,895 名 3,800 1,900 名 △ 10 △ 5 名
　〃　　：適齢 754 377 名 600 300 名 154 77 名

無呼吸症候群：SAS 3,592 720 名 2,750 550 名 842 170 名
　〃　　　：PSG − −名 − −名 − −名

脳ドッグ受診 1,494 152 名 2,000 200 名 △ 506 △ 48 名
定期健康診断 8,264 8,264 名 8,000 8,000 名 264 264 名
ドライバー研修 1,146 19 名 2,000 35 名 △ 854 △ 16 名

〔事故防止の普及〕 78,038 91,550 △ 13,512
EMS 19,744 496 台 24,000 670 台 △ 4,256 △ 174 台
ドライブレコーダー 19,777 775 台 26,000 730 台 △ 6,223 45 台
安全装置等 14,939 402 台 12,950 350 台 1,989 52 台
ASV 装置 2,970 30 台 3,000 30 台 △ 30 0 台
フォークリフト 340 85 台 600 150 台 △ 260 △ 65 台
中型・大型免許取得（大型）

17,420

136 名

21,000

170 名

△ 3,580

△ 34 名
　〃　 　（牽引） 33 名 30 名 3 名
　〃　 　（中型） 39 名 30 名 9 名
　〃　 　（中型限定解除） 4 名 2 名 2 名
　〃　 　（準中型） 1 名 15 名 △ 14 名
　〃　 　（準中型限定解除） 3 名 17 名 △ 14 名

血圧計 1,131 23 台 1,000 20 台 131 3 台
女性用休憩施設等整備 1,717 7 社 3,000 10 社 △ 1,283 △ 3 社
ETC − −個 − −個 − −個

【交通公害対策事業】 44,644 50,000 △ 5,356
〔環境汚染防止対策〕 44,644 50,000 △ 5,356
アイドリングストップ 8,567 189 基 11,000 190 基 △ 2,433 △ 1 基
低公害車（震災特別枠） 17,043 388 台 18,000 320 台 △ 957 68 台
エコタイヤ 19,034 12,689 本 21,000 14,000 本 △ 1,966 △ 1,311 本
エコタイヤ（協調補助） − − − − − −

【研修・調査事業】 1,009 1,960 △ 951
〔研修・調査〕 1,009 1,960 △ 951
中小企業大学校受講 109 5 人 190 10 人 △ 81 △ 5 人
グリーン経営認証制度 900 18 社 1,500 30 社 △ 600 △ 12 社
経営診断受診 0 0 社 270 2 社 △ 270 △ 2 社

【基金運営事業】 25,580 36,458 △ 10,878
〔利子補給〕 8,826 10,458 △ 1,632
近代化基金：一般 1,582 59 件 1,073 30 件 509 29 件
　　〃　　：NOX − −件 − −件 − −件
　　〃　　：ポスト新長期 7,235 189 件 9,376 190 件 △ 2,141 △ 1 件
　〃　低公害車・省エネ機器 9 2 件 9 2 件 0 0 件

〔信用保証対策〕 16,754 26,000 △ 9,246
信用保証料 1,188 14 件 2,000 24 件 △ 812 △ 10 件
緊急制度資金信用保証料 3,145 19 件 5,000 30 件 △ 1,855 △ 11 件
緊急制度資金支払利子 12,421 176 件 19,000 270 件 △ 6,579 △ 94 件

【適正化事業】 2,204 2,600 △ 396
運行管理者講習 2,204 1,235 人 2,600 1,400 人 △ 396 △ 165 人

合　　計 184,833 216,688 △ 31,855



報告事項 ⑴ ③

　平成30年度その他行事経過（平成30年４月１日～平成31年３月31日）

１　その他会議・行事等
【（公社）福島県トラック協会】 開催日 開　催　場　所

・平成30年春の交通安全運動パレード及び街頭キャンペーン 4/6 街なか広場

・第１回「トラックの日」フェスタin2018実行委員会 4/17 ビックパレットふくしま

・平成29年度交付金実績の福島運輸支局事前説明 4/25 福島運輸支局

・平成29年度交付金実績の東北運輸局説明 4/26 東北運輸局貨物課

・平成30年度安全性評価事業説明会 5/8 県中研修センター

・山形県トラック協会協創立70周年並びに竣工記念式典 5/28 ほほえみの宿　滝の湯

・Gマーク事前相談会（県中） 6/12 県中研修センター

・Gマーク事前相談会（県中） 6/13 県中研修センター

・第２回「トラックの日」フェスタ実行員会 6/19 県中研修センター

・Gマーク事前相談会（会津） 6/20 会津方部共同休憩所

・Gマーク事前相談会（相双） 6/21 相馬方部協同休憩所

・Gマーク事前相談会（県南） 6/26 白河の関トラックステーション

・Gマーク事前相談会（いわき） 6/28 いわき方部共同休憩所

・霊柩事業者講習会 6/29 二本松斎場

・イメージキャラクターコンペ事業者説明会 6/29 県ト協

・運行管理者試験勉強会 8/3～4 県中研修センター

・平成30年度運輸事業交付金事前説明（福島支局） 8/7 東北運輸局福島支局

・平成30年度運輸事業交付金事前説明（東北運輸局） 8/8 東北運輸局

・適正化事業指導員小規模グループ研修 8/9～10 山形県

・平成30年度運輸事業交付金予算申請 8/9 福島県生活交通課

・運行管理者試験模擬試験 8/18 県ト協

・特車講習 8/20 県ト協

・平成30年度第1回運行管理者試験 8/26 南東北総合卸センター

・第３回「トラックの日」実行委員会 9/4 県中研修センター

・適正化事業指導員「専門研修」 9/6～7 全ト協

・秋田県トラック協会青年部　物流出前授業視察 11/26 秋田市立　広面小学校

・第４回「トラックの日」フェスタ実行員会 11/30 県中研修センター

・浜通り地域における物流最適に向けた交流会 12/10 白河の関トラックステーション

・安全性評価事業認定証授与式（非会員） 12/27 福島研修センター

・年始挨拶回り 1/8 福島市内

・第４回「トラックの日」フェスタ実行員会 1/10 県中研修センター

・安全性評価事業認定証授与式 1/11 福島研修センター

・運行管理者勉強会 2/15 県ト協

・運行管理者勉強会 2/16 県ト協



・平成30年度第２回運行管理者試験 3/3 日本大学工学部１号館

・TV会議　特車講習会 3/13 県ト協

・福島県交通遺児奨学基金協会への寄付 3/27 福島県生活環境部

【各　支　部】

・県中支部　平成30年度定時総会 4/20 郡山ビューホテルアネックス

・県南支部　平成30年度定時総会 4/26 東京第一ホテル新白河

・会津支部　平成30年度定時総会 4/28 ルネッサンス中の島

・県北支部　平成30年度定時総会 5/10 ホテル辰巳屋

・いわき支部　平成30年度定時総会 5/11 パレスいわや

・会津支部　親睦ゴルフ大会 5/11 磐梯カントリー

・相双支部　平成30年度定時総会 5/18 南相馬市原町区Ｈラフィーヌ

・県北支部　ゴルフコンペ 6/10 パーシモンCC

・県南支部　親睦ゴルフコンペ 6/15 宇津峰CC

・県北支部　ドラコン予選会 7/2 UDトラックス福島カスタマーセンター

・いわき支部　ドライバーコンテスト大会 7/7 いわき方部共同休憩所

・県中支部　ドライバーコンテスト県中予選会 7/7 県中研修センター

・県南支部　ドラコン予選会 7/7 白河の関トラックステーション

・県中支部　ドライバーコンテスト県中予選会 7/7 県中研修センター

・会津支部　ドラコン会津予選大会 7/7 会津方部協同休憩所

・相双支部　平成30年度ドライバーコンテスト予選会・講習会 7/21 相馬方部協同休憩所

・県中支部　親睦ゴルフコンペ 9/7 郡山ゴルフ倶楽部

・会津支部　親善ゴルフ大会 9/22 磐梯カントリー

・県北支部　ソフトボール大会 10/14 福島市内

・県北支部　特積み部会コンペ 10/20 民報コース

・県北支部　福島市総合防災訓練 10/20 飯野地区（飯野支所・同小学校）

・会津支部　喜多方地区産業安全衛生大会 10/23 喜多方プラザ

・いわき支部　いわき労働基準監督署との講習会 10/25 パレスいわや

・いわき支部　第２回運行管理者一般講習会開催 10/26 いわき共同休憩所大会議室

・会津支部　安全運転ドライバー研修会 10/27 会津自動車学校

・県南支部　交通安全事故防止講習会 10/27 

・相双支部　省エネ運転研修会 10/27 相双支部研修所・駐車場

・県中支部　平成30年度安全大会 10/27 郡山ビューホテルアネックス

・会津支部　平成30年度郡山国道事務所管内除雪車始動式 10/29 会津若松除雪ステーション

・会津支部　会津地区産業安全衛生大会 10/29 ニューパレス

・県北支部　福島市交通安全市民大会 10/30 福島テルサ

・県南支部　省エネ講習会 11/3 白河の関トラックステーション

・県中支部　役員懇親ゴルフコンペ 11/5 郡山ゴルフ倶楽部

・県北支部　信達地区ゴルフコンペ 11/7 パーシモンCC

・会津支部　会津若松地区交通安全協会 11/8 ワシントンホテル



・県北支部　省エネ運転講習会 11/10 福島日野自動車㈱福島支店

・県南支部　親睦ゴルフコンペ 11/10 アローレイク

・相双支部　スポーツ交流会 11/10 ルミックスボウル原町

・相双支部　平成30年度南相馬市総合防災訓練 11/10 南相馬市

・会津支部　安全運転ドライバー研修会 11/10 会津自動車学校

・会津支部　初任運転者指導講習会 11/10 扇町自動車教習所

・県北支部　特積み部会会議 11/14 ラ・エガオ

・会津支部　暴力追放会津若松市民大会 11/14 風雅堂

・いわき支部　高齢者の安全運転講習の開催 11/17 タイヘイドライバーズスクール

・いわき支部　いわき市防災訓練参加 11/17 いわきトラック事業協同組合スタンド

・県中支部　郡山地区事故防止講習会 11/17 研修センター大会議室

・会津支部　旧喜多方支部　懇親会 11/17 杉葉

・会津支部　適性診断 11/17 会津支部

・いわき支部　いわき市防災訓練参加2日目 11/18 いわきトラック事業協同組合スタンド

・会津支部　役員会 11/22 会津支部

・いわき支部　第２回運行管理者基礎講習会の開催 11/28 いわき共同休憩所大会議室

・会津支部　会津若松地区交通安全三団体合同会議 11/28 一箕公民館

・いわき支部　基礎講習会２日目 11/29 

・いわき支部　基礎講習３日目 11/30 

・県北支部　第4回役員会並びに懇親会 12/4 ホテル辰巳屋

・いわき支部　いわき支部青年部会と正副支部長会議 12/5 田村

・県南支部　安全パトロール 12/5 須賀川地区

・会津支部　交通事故防止出動式 12/6 ふれあい会館

・相双支部　平成30年度事故防止研修会 12/7 南相馬市原町区Ｈラフィーヌ

・県中支部　本宮地区事故防止講習会 12/7 本宮市

・会津支部　特積部会定例会 12/8 えびす亭

・会津支部　年末年始の交通事故防止県民総ぐるみ運動　街頭広報活動　12/10～12/26 会津一円

・県南支部　安全パトロール 12/12 白河地区

・会津支部　会津若松地区交通安全三団体合同会議 12/13 ワシントンホテル

・県中支部　役員会 12/14 郡山市

・相双支部　第４回役員会 12/14 福島市

・相双支部　高速交通隊該当啓発活動 12/17 常磐高速鹿島PA

・会津支部　増子輝彦を囲む国政報告会 12/18 ワシントンホテル

・県中支部　高速道路警察隊長感謝状贈呈式 12/20 県中研修センター

・会津支部　会津若松警察署　署長感謝状贈呈式 12/20 会津若松警察署

・県南支部　正副支部長会議 12/20 白河の関トラックステーション

・県中支部　郡山市交通遺児救援基金贈呈式 12/21 郡山市役所

・相双支部「高速交通隊感謝状贈呈式」 12/25 高速交通隊南相馬分中隊

・県中支部　新年安全祈願及び賀詞交歓会 1/11 郡山ビューホテルアネックス

・県北支部　ボウリング大会 1/12 からしまボウル



・会津支部　平成30年度第７回安全大会 1/12 ブライダルルネッサンス中の島

・いわき支部　拡大役員会 1/18 パレスいわや

・いわき支部　第30回安全運転ドライバー研修会 1/19 タイヘイドライバーズスクール

・県北支部　特積み部会新年会吉川屋泊 1/23 吉川屋

・県中支部　交通安全活動基金贈呈式 1/23 郡山、郡山北、被害者支援センター

・いわき支部　新春セミナー 1/25 パレスいわや

・いわき支部　第３回運行管理者一般講習会 1/29 いわき共同休憩所大会議室

・いわき支部　運行管理者試験対策勉強会 1/30 いわき共同休憩所大会議室

・相双支部　安全祈願・事故防止講演会 2/1 南相馬市原町区Ｈラフィーヌ

・県中支部　田村地区定例会 2/2 一力

・会津支部　第４回役員会 2/6 会津支部

・県北支部　予算委員会・安全大会実行委員会　11:00 2/7 ホテル辰巳屋

・県南支部　新年会＆安全祈願 2/8 母畑温泉　八幡屋

・会津支部　ダンプ部会総会　新年 2/8 東鳳

・県中支部　本宮地区ボウリング大会 2/16 ボウル　アピア

・県北支部　暴力団追放福島市民緊急会議 2/20 福島市民会館

・県中支部　第５回役員会 2/21 県中研修センター

・会津支部　会津若松地区交通安全三団体合同会議 2/22 ワシントンホテル

・県中支部　本宮地区交通安全協会　感謝状贈呈式 2/26 もとみや　オーブ

・県中支部　本宮地区役員会 3/1 本宮庵

・県北支部　安全大会 3/2 県ト協

・いわき支部　「記念セミナー」 3/3 いわき芸術文化交流館アリオス中劇場

・県中支部　事故防止講習会 3/8 郡山ビューホテルアネックス

・相双支部　第５回役員会 3/8 郡山

・会津支部　ボウリング大会 3/9 サンシャイン会津

・会津支部　役員会、懇親会 3/15 迎賓館

・会津支部　会津若松市防災会議 3/20 会津稽古堂

・県北支部　二本松市への交通遺児激励金贈呈 3/20 二本松市役所

・県中支部　第６回役員会 3/22 県中研修センター

・会津支部　特積部会歓送迎会 3/23 えびす亭

・県北支部　伊達市への交通遺児激励金贈呈 3/27 伊達市役所

・県北支部　福島市への交通遺児激励金贈呈 3/28 福島市役所

【（公社）全日本トラック協会】 

・全ト協　創立70周年記念式典 5/14 パレスホテル東京

・全ト協　第175回理事会 6/7 全ト協

・全ト協　第45回引越部会 6/26 大和屋本店

・全ト協　第94回通常総会・第176回理事会 6/28 第一ホテル東京

・全ト協　第177回理事会・政治連盟パーティー 7/12 第一ホテル東京

・全ト協　全国専務理事業務連絡会議 7/17 JRホテルクレメント高松



・全ト協　第１回 広報業務担当者会議 7/27 JRホテルクレメント高松

・全ト協　第11回経営改善・情報化委員会 7/30 全ト協

・全ト協　平成30年度「緊急物資輸送担当者研修」 8/8～10 愛知県トラック協会 中部トラック総合研修センター

・全ト協　第55回適正化事業業務検討委員会 8/20～21 全ト協

・全ト協　第10回労働安全・衛生委員会 8/30 全ト協

・全ト協　第111回交通対策委員会 9/20 全ト協

・全ト協　第48回適正化事業委員会 9/27 全ト協

・全ト協　第23回全国トラック運送事業者大会 10/10 サンポートホール高松

・全ト協　第178回理事会・政治連盟パーティー 12/6 第一ホテル東京

・全ト協　新年賀詞交歓会 1/22 パレスホテル東京

・全ト協　適正化事業業務検討委員会 1/30 全ト協

・全ト協　適正化事業業務検討委員会 1/31 全ト協

・全ト協　第112回交通対策委員会 2/5 全ト協

・全ト協　全国トラック協会長会議並びに懇親会 2/14 明治記念館

・全ト協　第49回適正化事業委員会 2/15 全ト協

・全ト協　第48回環境対策委員会 2/19 全ト協

・全ト協　全国適正化事業部長会議 2/27 全ト協

・全ト協　第11回労働安全・衛生委員会 2/28 全ト協

・全ト協　第12回経営改善・情報化委員会 3/6 第一ホテル東京

・全ト協　第13回全国適正化事業実施機関本部長会議 3/7 第一ホテル東京

・全ト協　第179回理事会・政治連盟パーティー 3/7 第一ホテル東京

【東北トラック協会連合会】 

・東北トラック協会連合会　常任理事会 6/18 鳴子ホテル

・東北トラック協会連合会　総会 6/20 ホテルメトロポリタン仙台

・東北トラック協会連合会　常任理事会 8/21 酸ヶ湯温泉旅館

・東北トラック協会連合会　事業者大会 9/11 ホテルメトロポリタン秋田

・東北トラック協会連合会　正副会長会 11/21 シティープラザ北上

・東北トラック協会連合会　運輸懇談会 1/25 仙台国際ホテル

・須藤会長叙勲受章祝賀会 2/9 石巻グランドホテル

【東北運輸局および福島運輸支局】

・第１回整備管理者選任前研修 5/17 県中研修センター

・福島運輸支局長と学校訪問 7/9 福島明成高校

・運輸支局との定例会議（適正化事業指導員） 7/30 福島運輸支局

・第２回整備管理者選任前研修 8/28 県中研修センター

・東北運輸局新局長との顔合わせ 9/10 ホテル辰巳屋

・事業用自動車安全対策会議 11/21 福島運輸支局

・自動車関係団体運輸局新年挨拶 1/11 東北運輸局4Ｆ会議室

・貨客混載の実現に向けた意見交換会 3/7 県自動車会館



【福島県関係】

・第57回福島県交通安全県民大会 10/29 相馬市民会館

・「子供の安全・安心ふくしまネットワーク」発足式 11/1 福島県警察本部4階会議室

・みちのくアラート2018図上訓練 11/9 福島県庁

・第１回新型インフルエンザ対策訓練 11/9 県ト協

・みちのくアラート実動訓練 11/10 福島市、相馬市

・第２回新型インフルエンザ等対策訓練 11/13 県ト協

・平成30年度福島県交通対策協議会常任委員会 11/19 福島県庁本庁舎５階正庁

・平成30年度福島県交通対策協議会常任委員会 11/28 福島県庁本庁舎５階正庁

・公益法人立入検査 12/13 県ト協

・福島県交通安全協会第3回理事会 2/21 福島運転免許センター４階大会議室

・東日本大震災追悼復興祈念式 3/11 とうほう・みんなの文化センター

【福島県高速道路交通安全協議会関係】

・春の全国交通安全運動おける交通安全ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 4/6 安達太良SA下り

・交通死亡事故続発防止緊急対策会議 5/25 東日本高速道路㈱東北支社福島管　理事務所

・「あおり運転防止」キャンペーン 6/4 安達太良SA下り

・平成30年東北ハイウェイ・セーフティ作戦、東北６県高速道路交通安全対策合同推進会議 7/3 東日本高　速道路㈱東北支社

・高速安協監事会 7/11 県ト協

・福島県高速道路交通安全協議会総会（予定） 7/20 ザ・セレクトン福島

・高速安　協交通安全キャンペーン 7/20 安達太良SA上り

・平成30年度ペースカー出発式 7/31 東日本高速道路㈱東北支社福島管理事務所

・高速安協　交通安全キャンペーン 8/10 会津若松IC

・高速安協　交通安全キャンペーン 8/20 国見SA上り

・「事故なし（梨）キャンペーン」 9/20 吾妻PA下り

・高速警察隊・NEXCO依頼、会津インター入口にて広報チラシ配布作業 9/21 会津IC入口

・高速安協「年末年始交通安全キャンペーン」安達太良SA 12/10 安達太良SA下り

【協同組合関係】

・ふくトラネットワーク協同組合　監事会 4/20 県ト協

・福島復興支援輸送協同組合　監事会 4/23 県ト協

・ふくトラネットワーク協同組合　理事会 5/7 県ト協

・福島復興支援輸送協同組合　理事会 5/15 県ト協

・ふくトラネットワーク協同組合　通常総会 5/24 県ト協

・福島復興支援輸送協同組合　通常総会 5/25 県ト協

・福島県中小企業団体中央会　通常総会 6/5 ホテル福島グーリンパレス

・福島県トラック運送事業協同組合連合会　役員会 6/8 県中研修センター

・福島県トラック運送事業協同組合連合会　総会 6/12 南東北卸センター

・日貨協連　第２回高速道路問題等検討小委員会 7/4 日貨協連会議室

・いわきトラック事業協同組合　創立50周年記念事業 7/21 スパリゾートハワイアンズ



・福島復興支援輸送協同組合　理事会 8/7 県ト協

・日貨協連　平成30年度第３回高速道路問題等検討小委員会 8/29 全ト協

・日貨協連　平成30年度第1回総務委員会 8/31 全ト協

・日貨協連　第１回政策・高速道路委員会 9/13 全ト協

・日貨協連　平成30年度第2回理事会 9/19 全ト協

・福興協　第５回理事会 10/24 ２階研修センター（東）

・福興協　除染等業務特別教育 10/27 いわき支部

・福興協　中央会監査 11/26 県ト協

・日貨協連　第３回理事会・講演会・賀詞交歓会 1/15 第一ホテル東京

・福興協　除染等業務特別教育 1/26 県ト協

・福興協　第６回理事会 1/29 県ト協

・日貨協連　第２回政策・高速道路委員会　正副委員長会議 2/28 全ト協　９階日貨協連会議室

・日貨協連　第２回政策・高速道路委員会 2/28 東貨健保会館　６階ホール

・日貨協連　第３回総務委員会（欠席） 3/4 日貨協連会議室

・福興協　除染等業務特別教育 3/9 県ト協

・日貨協連　第４回理事会 3/13 東貨健保会館　６階ホール

【政 治 連 盟】 開催日 開催場所

・第66回自由民主党福島県支部連合会定期大会 4/1 ウエディングエルティ

・「国民民主党福島県総支部連合会結成大会」 5/26 ホテルハマツ

・福島自民党支援友好団体政策フォーラム総会 6/12 JA福島ビル

・自民党福島県連「ふくしま復興・創生セミナー」 6/23 ホテルハマツ

・根本匠君を励ます会 6/28 ホテルニューオータニ

・森まさこさんを励ます会 7/1 ホテルハマツ

・岩城光英を激励する会発起人会 8/23 ウェディングエルティ

・根本匠シンポジウム 10/4 郡山ビューホテル

・内堀まさお福島市総決起大会 10/24 とうほう・みんなの文化センター

・こはた浩を支え、励ます集い 11/10 ホテル福島グリーンパレス

・福ト協　政治連盟懇親パーティー 11/17 ホテルハマツ

・岩城光英さんを激励する会 11/23 ホテルハマツ

・増子輝彦を囲む「国政報告・望年会」 12/16 ウェディングエルティ

・福島自民党支援友好団体政策フォーラム年末懇親会 12/19 シーリン（石林）

・自由民主党福島総支部「2019新春の集い」 3/15 ザ・セレクトン福島

・第67回自由民主党福島県支部連合会定期大会 3/24 ウェディングエルティ

【そ　の　他】

・福島県自動車会議所　平成29年度監査 5/16 自動車会館

・全国道路利用者会議　第70回定時総会 5/16 砂防会館別館

・危機対策連絡会 5/28 陸上自衛隊仙台駐屯地

・福島県自動車適正使用推進協議会　平成30年度総会 5/28 自動車会館



・福島県自動車会議所　平成30年度第１回理事会 5/30 ザ・セレクトン福島

・福島県自動車会議所　平成30年６月陸運業務連絡協議会 6/13 自動車会館

・福島県自動車会議所　平成30年度第２回理事会 6/26 ザ・セレクトン福島

・福島商工会議所運輸交通業部会「講演会」 7/5 ザ・セレクトン福島

・福島県道路利用者会議　平成30年度通常総会 7/10 ホテル辰巳屋

・福島県商工中金会　平成30年度講演会並びに懇親会 7/20 ウェディングエルティ

・福島県道路利用者会議　県内道路視察 7/25 相馬福島道路

・自動車関係団体専務理事会暑気払い 8/3 ホテル辰巳屋

・福島県交通安全協会　創立70周年記念式典 9/10 ホテル福島グーリンパレス

・福島労働局　人材確保対策推進協議会 10/29 福島合同庁舎３階

・安全・安心の道づくりを求める全国大会 11/9 砂防会館別館　シェインバッハ・サボー

・福島県安全運転管理者協会　創立50周年記念式典並びに安全運転管理福島県大会 11/22 ウェディングエルティ

・第61回全国自動車教育研究大会 11/29 会津若松ワシントンホテル

・自動車関係団体専務理事会忘年会 12/4 ホテル辰巳屋

・福島県自動車会議所　第35回会長会 1/17 ザ・セレクトン福島

・福島県自動車会議所　賀詞交歓会 1/17 ザ・セレクトン福島

・福島県自動車会議所  陸運業務連絡協議会・専務理事会 2/13 自動車会館３階第一会議室




