
県ト協
●運行管理者試験対策模擬テストについて
●トラックドライバーコンテスト県大会
●トラックの日事業について
●トラック業界への就業促進ＰＲチラシを作成！

国交省・県ト協
●若年労働力確保のため高等学校を訪問

適正化
●安全性評価（Ｇマーク）162事業所が申請を受理
●平成30年度安全性評価事業（Gマーク）申請後に
　適正化の巡回指導を受ける事業所の皆様へ
引越部会
●引越基本講習及び引越管理者講習を開催

ダンプトラック部会
●ダンプトラック部会が定時総会を開催
女性部会
●女性部会が定時総会を総会
支　部
●県北支部が安全運転技能講習会を開催
●いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加
　及び安全運転ドライバー研修会を開催
お知らせ
●平成30年度第1回運行管理者試験について
●台風等の自然災害による被害状況報告のお願い
●夏季休日のご案内
高速安協
●高速安協が通常総会を開催
●ペースカーで安全運転を呼びかける
トピックス
●自動車安全運転センターが会員18事業所を表彰

平成30年度第３回理事会を開催
県ト協

▲ 布引高原（郡山市）
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　平成30年度第１回運行管理者試験は８月26日㈰に実施されます。
　今回の受験者数は近年でも最多の受験者数（700名：速報値）となっており、試験会場も下記２
会場に分かれて実施することとなりました。
　受験会場については、（公財）運行管理者試験センターより直接受験者に対し、「受験通知書」が
届きますので、通知書記載の会場にお越しくださるようお願い申し上げます。

平成30年度第１回運行管理者試験について平成30年度第１回運行管理者試験について平成30年度第１回運行管理者試験についてお知らせお知らせ

試験会場①
南東北総合卸センター協同組合

〒963-8681 郡山市喜久田町卸１丁目１－１ 
TEL 024-959-6001　FAX 024-959-6007

試験会場②
（公社）福島県トラック協会 県中研修センター

〒963-0547 郡山市喜久田町卸3丁目5 
TEL 024-963-0780　FAX 024-963-0781
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平成30年度第１回運行管理者試験は、平成30年８月26日㈰に実施されますが、さらに合格率向上
を図るため、試験日前の８月18日㈯に過去の出題例等を基に模擬テストを実施いたします。

つきましては、参加希望の方は下記により申込みください。　　　　　　　　　　　　　  

記

１　日　　時　　平成30年８月18日㈯　9：00　～　17：30

２　場　　所　　福島市「（公社）福島県トラック協会　福島研修センター」
　　問 合 せ　　  〒960－0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
　　　　　　　　Tel 024－558－7755　Fax 024－558－7731

３　内　　容　　模擬テストの実施及び解答・解説

４　参　加　費　　参加費は無料です。
５　定　　員　　120名（定員になり次第、締め切りいたします）

６　申 込 み　　下記申込書に記入し、８月10日㈮までにFAXにより申込みください。
※当日は筆記用具（鉛筆、消しゴム）を持参してください。（資料はこちらで準備します）
※昼食は各自で準備してください
※当日は参加申込状況により駐車スペースが不足することも考えられますので、複数で申

込の場合は可能な限り相乗りしてご来場いただけますようご協力をお願いたします。

１　事業所名

２　参加者名

３　所属支部（○で囲む）　県北　　県中　　県南　　会津　　相双　　いわき

４　電話番号

運行管理者試験対策模擬テスト参加申込書

※電話・FAXは日中連絡が取れる番号
　 

送信先／（公社）福島県トラック協会　FAX ０２４－５５８－７７３１　担当：玉川

平成29年度 第２回運管試験
● 全国平均合格率 　　   33.0％　　　　　● 福島県平均合格率 　　   29.2％   　

● 勉強会+模擬テスト参加者合格率 　46.9％ 

参 考

ＦＡＸ

運行管理者試験対策模擬テストについて運行管理者試験対策模擬テストについて運行管理者試験対策模擬テストについて県 ト 協県 ト 協
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　福島県トラック協会第３回理事会が７月26日㈭に郡山市「県中研修センター」で理事23名、監事
４名が出席し開催された。

〇報告事項
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

〇議　　題
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

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

３号議案　「トラックの日」フェスタ in 2018の開催について

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

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

【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
　　全ト協、福ト協、福興協の対応について対応等を報告した。

２　平成30年度安全性評価事業申請状況（結果）について
平成30年度の申請については、新規申請26事業所、更新申請136事業所合計162事業所の申
請を受理。今後関係データを取りまとめ全ト協へ報告した後、12月中旬に各申請事業所へ
評価結果が通知されることを報告した。

３　平成30年度物流セミナー開催について
平成30年９月28日㈮に郡山市「ホテルハマツ」において２部構成にて計画しており、第一
部は福島運輸支局等、関係行政機関からの「取引環境改善」に向けた関係法令の説明。第
二部は経済評論家 岡田 晃 氏の基調講演の内容で開催することを報告した。

４　平成30年度東北運輸局長表彰推薦者について
県ト会からは会員事業者に勤務する運転者８名を運輸局長表彰推薦者として申請したこと
を報告した。

【議　　題】
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

10月13日㈯に相馬市磯部地区の海岸防災林植樹地において、全支部対象100名規模
で開催することを提案し可決された。

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
トラック運送業の「イメージアップ及び人材確保」に向けて、今年度中に県ト協独
自のイメージキャラクターを作成することを提案し可決された。

３号議案　「トラックの日」フェスタ in 2018の開催について
９月29日㈯に郡山市「ビッグパレットふくしま」において開催される「トラックの
日」フェスタ in 2018について、運送業界ＰＲをメインとした、各種トラック車両や
警察、消防、自衛隊車両等の展示、模擬店、ステージイベントの内容での実施と広
報用チラシについて提案し可決された。

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
９月11日㈫に秋田市「ホテルメトロポリタン秋田」において開催される旨説明し、県
ト協からは理事・監事を中心とした総勢18名で参加することを提案し可決された。

５号議案　入会会員及び退会会員について
７社の入会、1社の退会を可決された。（承認後会員数1,224（賛助会員279含む））

そ の 他　今後の行事予定について
今後における本部、支部の行事予定について説明した。

平成30年度 第３回理事会を開催平成30年度 第３回理事会を開催平成30年度 第３回理事会を開催県 ト 協県 ト 協

プラチナ賞
（２事業所）

金　賞
（７事業所）

銀　賞
（４事業所）

銅　賞
（５事業所）

物産ロジスティクスソリューションズ㈱
福島営業所

事　業　所　名

ヤクルトロジスティクス㈱福島営業所

㈱デイリーサービス

日本梱包運輸倉庫㈱郡山営業所

物産ロジスティクスソリューションズ㈱郡山営業所

㈱吉田運輸

㈱バイタルエクスプレス 福島事業部

㈱サンビルド

柏洋運輸㈱

鮫川運送㈱福島営業所

佐川急便㈱白河営業所

植田運送㈱

新地発電産業㈱

福島空港運輸㈱

佐川急便㈱相馬営業所

佐川急便㈱いわき営業所

いわき大王紙運輸㈱

　自動車安全運転センター福島県事務所は、優秀安全運転者事業所に対する表彰で当協会会員18事
業所を表彰した。プラチナ賞と金賞は警察本部長・安全運転センター理事長の連名表彰、銀賞と銅
賞は警察本部交通部長・安全運転センター事務所長の連名表彰となる。 

自動車安全運転センターが会員18事業所を表彰自動車安全運転センターが会員18事業所を表彰自動車安全運転センターが会員18事業所を表彰トピックストピックス

第一貨物㈱会津若松支店
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　「第41回トラックドライバーコンテスト福島県大会」は
７月27日㈮に福島市「県ト協研修センター」において開催
され、各支部の予選会を勝ち抜いてきた28名が出場した。
　開会式でははじめに右近 八郎 会長があいさつし、続いて
佐々木 雅幸 福島運輸支局長、関根 昌典 福島県生活交通課
長、菅野 紀之 福島県警察本部交通部統括参事官が出席しそ
れぞれあいさつした。その後、大会ルールを説明し、競技へと移った。
　競技は学科（法規、構造機能、運転常識）と実科（整備点検）で行なわれ、11ｔ・４ｔ・トレー
ラー・女性の４部門で競われた。また事業所規模別（所有台数50台以上をＡクラス、50台未満をＢ
クラス）に分けての２部制で実施した。

トラックドライバーコンテスト県大会トラックドライバーコンテスト県大会トラックドライバーコンテスト県大会県 ト 協県 ト 協

【右近会長】 【佐々木支局長】 【関根生活交通課長】 【菅野参事官】

学科競技 表彰式

実科競技

　午後からは実科競技が行なわれ、日頃の業務で培ったプロの技を披露した。
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実科競技

　午後からは実科競技が行なわれ、日頃の業務で培ったプロの技を披露した。

　10月に開催される全国大会への出場者は、各部門の総合優勝者を中心に選抜される。

各支部ドラコン
　県大会の予選会として、各支部でトラックドライバーコンテストが実施された。各支部の開催日
は次のとおり。

部　門

〈Ａクラス〉 【敬称略】

11t

４t

トレーラー

女 性

11t

トレーラー

４t

〈Bクラス〉 【敬称略】

　　　　　　　　事業所名

日本通運㈱郡山支店重機建設課

日通郡山運輸㈱

西濃運輸㈱福島支店

西濃運輸㈱郡山支店

日本通運㈱会津若松事業所

西濃運輸㈱郡山支店

日本通運㈱東北警送支店福島警送（事）郡山警送課

日化運輸㈱

西濃運輸㈱郡山支店

双葉運輸㈱

磐梯貨物㈱

順位

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

  氏　名

石井　学

鈴木　悠記

松野　仁

吉川　仁海

星　孝

三本木　健

熊田　徳満

加藤　孝一

相楽　孝行

大谷　浩子

佐藤　優里

部　門

支 部 名

県北支部

県中支部

県南支部

　　　　　　　　事業所名

ヤクルトロジスティクス㈱福島営業所

いわき大王紙運輸㈱

会津本郷貨物運送㈱

㈱ケー・アンド・ワイ

吉田運輸㈲

順位

1

2

3

1

1

  氏　名

霜山　茂

中尾　友揮秀

新井　宏一

立谷　大樹

元木　房見

【総合優勝者】

 日  程

7月 2日㈪

7月 7日㈯

7月 7日㈯

支 部 名

会津支部

相双支部

いわき支部

 日  程

7月 7日㈯

7月21日㈯

7月 7日㈯

　　　 　場　　所

会津若松市「会津方部共同休憩所」

相馬市「相馬方部共同休憩所」

いわき市「いわき方部共同休憩所」

　　　 　場　　所

福島市「ＵＤトラックスジャパン㈱福島支店」

郡山市「県中研修センター」

泉崎村「白河の関トラックステーション」

11ｔ部門　　　 石井 　学さん〔ゼッケン黄〕

４ｔ部門　　　　吉川 仁海さん〔ゼッケン赤〕

トレーラー部門　熊田 徳満さん〔ゼッケン白〕

女性部門　　　　大谷 浩子さん〔ゼッケン青〕

は総合優勝者

左から
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　福島県における貨物自動車運送安全性評価事業申請は７
月２日㈪から13日㈮までの申請期間内で、新規26事業所、
更新136事業所、合計162事業所の申請を受理した。
　安全性評価認定については、全日本トラック協会、安全
性評価委員会（第三者含む）により審査され、本年12月に
全国適正化実施機関より各事業所へ直接結果内容が通知さ
れる。

　７月２日㈪～７月13日㈮の期間において、平成30年度安全性評価事業（Ｇマーク）の申請受付を
行いました。本年度は新規申請、更新申請合わせて162事業所の申請がございましたが、ご存知の
とおり、評価３項目の一つとなっている｢安全性に対する法令の遵守状況｣は適正化指導員による巡
回結果が評価点数に反映される仕組みとなっております。

　　　　☆本評価項目の評価点数については下記のとおりです。

　　　　　①適正化巡回時の指導調査時の24項目（37点）

　　　　　　　　　　　　　　　＋　　　　　　　　　　　　　＝40点（基準点32点）

　　　　　②運輸安全マネジメントに対する取組状況（３点）

　巡回指導の配点37点のうち、項目毎の巡回指導結果が｢適｣と判定された場合は加点され、｢否｣
と判定された場合は加点されませんので、本年度の｢安全性評価事業申請案内｣６ページに掲載され
ている、法令の遵守状況の項目を確認するとともに、申請受付時にお渡しした｢安全性に対する法
令の遵守状況（巡回指導）における判定のポイント ｣もよく確認のうえ、各項目の法令遵守取組み
が適切に実行されていない場合、速やかに是正措置を行ってください。

安全性評価(Gマーク)162事業所の申請を受理安全性評価(Gマーク)162事業所の申請を受理安全性評価(Gマーク)162事業所の申請を受理適 正 化適 正 化

適 正 化適 正 化

｝

○評価項目の点数配分

　　　　　　安全性に対する法令の遵守状況　　　４０点（基準点３２点）

　　　　　　事故や違反の状況　　　　　　　　　４０点（基準点２１点）

　　　　　　安全性に対する取組みの積極性　　　２０点（基準点１２点）

○各項目の基準点を満たし、合計８０点以上が安全性優良事業所として認定される

平成30年度安全性評価事業（Ｇマーク）申請後に
適正化の巡回指導を受ける事業所の皆様へ
平成30年度安全性評価事業（Ｇマーク）申請後に
適正化の巡回指導を受ける事業所の皆様へ
平成30年度安全性評価事業（Ｇマーク）申請後に
適正化の巡回指導を受ける事業所の皆様へ
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が適切に実行されていない場合、速やかに是正措置を行ってください。
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　今年７月に低気圧と梅雨前線の影響による西日本豪雨で、広島県、岡山県、愛媛県など西日本各
地において甚大な被害を受けましたが、今後、台風の発生・上陸等によってもたされる強風や大雨
によって、日本各地で被害を受けることも懸念されるところであります。
　現在、台風等の自然災害による被害状況につきましては、その都度、東北運輸局から各県トラッ
ク協会の情報提供が求められております。
　このため、各会員事業所におかれまして、台風等の自然災害によって、人的な被害、建物等（事
業所、倉庫、トラック）の物的な被害などがあった場合には、福島県トラック協会本部又は各支部
までご報告ください。

TEL 024－558－7755　FAX 024－558－7731

技能講習等実施予定技能講習等実施予定技能講習等実施予定陸 災 防陸 災 防

台風等の自然災害による被害状況報告のお願い台風等の自然災害による被害状況報告のお願い台風等の自然災害による被害状況報告のお願いお知らせお知らせ

　郡山市「県中研修センター」において、７月11日㈬に引越基本講習が開催され、12事業所12名
が参加し、翌12日㈭には引越管理者講習が開催され、17事業所26名が参加した。
　引越基本講習は、引越業務に関わる実務者のレベルアップを目的とした内容となっており、引
越管理者講習は、「引越事業者優良認定制度」の認定要件の一つである「引越管理者講習修了者」
となることを目的とした内容となっており、講師は全日本トラック協会輸送事業部 金子部長、廣瀬
課長が２日間にわたり務めた。

引越基本講習及び引越管理者講習を開催引越基本講習及び引越管理者講習を開催引越基本講習及び引越管理者講習を開催引越部会引越部会

【引越基本講習の様子】 【引越管理者講習の様子】
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　福島県高速道路交通安全協議会は７月20日㈮に福島市
「ザ・セレクトン福島」において、115名が出席（委任状90
名含む）し通常総会を開催した。
　多くのご来賓に出席を賜り、来賓代表として佐々木福島運
輸支局長、阿部福島県警察本部交通部長、生活交通課 関根課
長よりご挨拶を頂戴した。
　総会では、福島県警察高速道路交通警察隊長より『高速道路の交通事故概況について』説明の
後、各議題に入り平成29年度事業報告並びに収支決算、平成30年度事業計画並びに収支予算（案）、
また、任期満了に伴う役員改選が行われ右近 八郎 会長が再任された。

高速安協が通常総会を開催高速安協が通常総会を開催高速安協が通常総会を開催高速安協高速安協

　県北支部（右近 八郎 支部長）は６月、７月の延べ４日間に
わたり福島市「福島自動車学校」において支部会員事業所ドラ
イバー向けの安全運転技能講習会を開催した。
　この講習会は、あえて中堅・ベテランドライバーを対象とす
ることで「運転技能の基本を再確認させ、自己流運転（注意を
要する癖等）の修正を行い、交通事故の未然防止を図ること」
を目的として、毎年実施しており、合計30名がこの講習会を受講した。
　同講習会は会員事業所より大変好評を博しており、次年度も継続して開催する予定となっている。

県北支部が安全運転技能講習会を開催県北支部が安全運転技能講習会を開催県北支部が安全運転技能講習会を開催支　部支　部

　いわき支部（鈴木 健仁 支部長）は７月17日㈫に常磐道「いわき
中央インターチェンジ」において、いわき支部業務委員４名が夏の
交通安全キャンペーンに参加した。当日は猛暑のなか、高速道路利
用者（ドライバー）に対し、「安全運転と全席シートベルトの着用」
の呼びかけと啓発用品の配布を行い、安全への意識向上を促した。

　また、７月21日㈯にいわき市
「タイヘイドライバーズスクール」において、支部会員事業所ドラ
イバーを対象に通算29回目（今年度３回目）となる、安全運転ドラ
イバー研修会を午前・午後の２回に分け、総勢23名が参加し開催さ
れた。参加者は従来の道交法等の座学、コース内での実技、血圧計
の測定結果に基づく検証等も行った。同研修会について、今年度は
来年１月にも開催予定となっている。　

いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催
いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催
いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催

支　部支　部

高速道路の「事故ゼロ」を目指す

【ドライバーに安全運転を呼びかける】

【安全運転ドライバー研修会参加者】
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いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催
いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催
いわき支部が夏の交通安全キャンペーンへの参加及び
安全運転ドライバー研修会を開催

支　部支　部

高速道路の「事故ゼロ」を目指す

【ドライバーに安全運転を呼びかける】

【安全運転ドライバー研修会参加者】

トラックの日事業についてトラックの日事業についてトラックの日事業について県 ト 協県 ト 協

会 員 だ よ り

会員名簿変更
ページ 変更事項事業所名 新 旧

支 部 店・社名
トランスパック㈱須賀川営業所

賛助会員退会事業所

代表者
（支店・営業所代表者） 井上　浩

妹川英生
白石雅幸
森田徳宗
村澤　淳
緑川直人
芳賀篤徳
佐藤恵子
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㈱ＪＡサービス夢みなみ
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井上　要
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小田川運輸㈲
鮫川運送㈱
東北日貨運輸㈱
㈱中村建運
福山エクスプレス㈱白河営業所
㈱ジェイエイサービスすかがわ岩瀬
東北日貨運輸㈱泉崎営業所
南東北福山通運㈱白河支店
㈱福島輸送若松営業所
㈱宇徳福島営業所
新地発電産業㈱
長良通運㈱福島営業所
㈲伸道商事運輸南相馬営業所
いわき大王紙運輸㈱
上野輸送㈱小名浜事業所
大郷運輸㈱いわき営業所   

2
6
15
19
20
23
28
28
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30
31
33
34
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41
42
43
44
47
49
50
50

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
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代表者
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代表者
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代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
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代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

代表者
（支店・営業所代表者）

県南

事業所名

住　　所

住　　所

住　　所

「トラックの日」フェスタ in 2018 概要

960-0671
伊達市保原町字東野崎60番１

975-0076
南相馬市原町区信田沢字北関ノ内32-1

960-0668
伊達市保原町字烏内34番地１

979-2453
南相馬市鹿島区小池字善徳241-1

ビッグパレットふくしま
 多目的展示ホールＣ及び屋外展示場

平成30年

 1 目　的　トラック輸送は生活と経済のライフラインとして、産業活動や
国民生活に欠かせない重要な役割を果たしている。このフェスタを通
して、交通安全意識をはじめ環境対策や労働対策などに取り組んで
いるトラック輸送業に対して、より多くの福島県民の理解と関心を深め
ていただくことを目的とし、福島県の風評被害の払拭と復旧・復興の加
速化に向けた支援も図っていく。

 ２ 内　容　運送業界ＰＲ（トラックの展示等）、白バイ、パトカー、消防車、自
衛隊車両等の展示、模擬店（無料）、献血活動、ステージイベント

  ３ イベント実施について　（公社）福島県トラック協会 青年部会及び
女性部会で構成する、「トラックの日」フェスタ実行委員が中心となり企
画・運営を行う。

    9/29㊏
10：00～15：00

〒963-0115
福島県郡山市南二丁目52番地

　　　昨年泉崎村で開催した
　　　「トラックの日」フェスタの様子

様々な企画を準備して、
会員事業者様、ご家族、
関係者方々のご来場を
お待ちしております!

様々な企画を準備して、
会員事業者様、ご家族、
関係者方々のご来場を
お待ちしております!
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　７月31日㈫に東北道飯坂インターチェンジにおいて８月１
日㈬から８月31日㈮まで実施されるハイウェイ・セーフティ
作戦に伴う「ペースカー出発式」が執り行われ、福島県高速
道路交通安全協議会から右近 八郎 会長が出席した。
　ペースカーは大型トラックやバスの後部に「ペースカー」
のステッカーを貼り付け、法定速度や左側走行等を遵守して
高速道路を走行することで、周りのドライバーに安全運転を
呼びかけることを目的として、交通事故抑止に高い効果が期
待される。
　出発式ではペースカーのステッカーを運転者に手渡し、運転者代表が「キャンペーン期間中及び
日々の運行において、他の運転者の模範になれるよう心掛けます」と力強く宣誓した。

ペースカーが安全運転を呼びかけるペースカーが安全運転を呼びかけるペースカーが安全運転を呼びかける高速安協高速安協

　（公社）福島県トラック協会ダンプカー部会は７月18日㈬に郡山
市「県中研修センター」において、82名（委任状39含む）が出席し
定時総会を開催した。
　はじめに、伊藤 浩一 部会長があいさつし、続いて来賓として福
島運輸支局輸送監査部門より及川 三千男 首席運輸企画専門官、環
境省福島再生事務所より二位 幸徳 輸送課長、（一社）福島県建設業
協会より、鈴木 武男 専務理事、（公社）全日本トラック協会ダンプ
トラック部会より、岡田 安正 部会長が出席しあいさつをいただい
た。議事では平成29年度事業報告並びに平成30年度事業計画等につ

いて協議し、今年度の重点施策として公共工事等への優先使用拡大に向けた積極的な要請活動を推
進する等３項目について承認された。

ダンプトラック部会が定時総会を開催ダンプトラック部会が定時総会を開催ダンプトラック部会が定時総会を開催ダンプトラック部会ダンプトラック部会

　福島県トラック協会女性部会は７月25日㈬郡山市「南東北総合卸センター」
において、42名（委任状24名含む）が出席し定時総会を開催した。
　はじめに、永山 忍 女性部会長が、「福島県の女性部会設立後約１年が
経過し、他県においても続々と女性部会が設立され全国的に女性部会の動
きが活発化しており、福島県の部会員数も設立当初の39名より現在の42名
と着実に増えているので、今後さらに組織体制を整え、より積極的な活動
を行っていきたい」とあいさつした。議事では平成29年度事業報告、平成
30年度事業計画（案）協議し、事業計画においては、「トラガール促進」
の推進活動を含む５項目の活動方針及び活動報告等について承認された。

【あいさつする伊藤部会長】

【出発するペースカートラック】

女性部会が定時総会を開催女性部会が定時総会を開催女性部会が定時総会を開催女性部会女性部会

【あいさつする永山部会長】
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県ト協県ト協
国交省国交省

　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、国土交通省福島運輸支局と福島県トラック協会が初めてとなる共同での高等学校
訪問を７月９日㈪に実施した。
　当日福島運輸支局からは、佐々木 雅幸 福島運輸支局長及び及川 三千男 首席運輸企画専門官、福
島県トラック協会からは、荒川 孝一 専務理事が福島市の「福島県立福島明成高等学校」に訪問
し、トラック輸送の社会的役割や重要性、仕事の魅力や将来への展望、また、実際に高校卒業後ト
ラックドライバーとして頑張っている、“先輩からのメッセージ”を資料を用いて説明した。高校
の進路指導担当者に対し理解を深めてもらい、進路指導の際にトラックドライバーを仕事の選択肢
の一つとして、就職希望の生徒さんへ紹介していただくよう要請した。
　高等学校訪問については、今後も継続事業として他の地区においても実施する予定である。

福島運輸支局と福島県トラック協会が
若年労働力確保のため、高等学校を訪問
福島運輸支局と福島県トラック協会が
若年労働力確保のため、高等学校を訪問
福島運輸支局と福島県トラック協会が
若年労働力確保のため、高等学校を訪問

　福島県トラック協会では、これから就職を検討している高校生などの学生の皆さんに向けた、ト
ラックドライバーの仕事内容などを紹介するＰＲチラシを作成しました。
　就職説明会の実施や新卒者採用を予定している会員事業者は是非ご活用ください。

　チラシは当協会ホームページトップ画面よりダウンロード可能となっております。また、製本版
が必要な場合はトラック協会までご連絡ください。

問合せ先：０２４－５５８－７７５５

トラック業界への就業促進ＰＲチラシを作成！トラック業界への就業促進ＰＲチラシを作成！トラック業界への就業促進ＰＲチラシを作成！県 ト 協県 ト 協

【表面】   【裏面】

【Ａ４版両面カラー刷り】
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８月の行事予定８月の行事予定
日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

郡山市「県中研修センター」

福島市「福島研修センター」
Ｐ．２参照
郡山市「県中研修センター」

平成30年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成30年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成30年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報協同組合協同組合

「Web KIT」荷物（求車）・車両（求荷）の情報登録・成約件数

荷物（求車）登録件数

荷物（求車）成約件数

成約率

車両（求荷）登録件数

車両（求荷）成約件数

成約率

5月

273件

102件

37.4%

243件

173件

71.2%

4月

398 件

147件

36.9%

241件

156件

64.7%

6月

268件

 98件

36.6%

271件

202件

74.5%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月

   

3月 合　計

939件

347件

37.0%

755件

531件

70.3%

前年同期合計

881件

296件

33.6%

725件

520件

71.7%

増　減 

　＋58件

＋51件

     3.4ポイント

＋30件

     ＋11件

－1.4ポイント

     

     

※表にはKIT外成立は含みません

交通事故統計交通事故統計交通事故統計お知らせお知らせ

第一当事者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況は平成29年に比べ平成30年では発生件数
（－15）、死者数（増減なし）、傷者数（－19）となっている。交通規則を守ることは、社会人としての基本的な責
務です。会員事業所におかれましても、プロドライバーとして、より一層の交通安全対策をお願いします。

第一当事者が県内居住の事業用貨物車の交通事故発生状況（６月末）

交通ルールの遵守、思いやり運転等交通マナーアップ　交差点での安全確認の励行　速度の抑制

発生件数

死 者 数

傷 者 数

発生件数

死 者 数

傷 者 数

1月 3月2月 4月 5月 6月 8月 9月

29
年（
概
数
）
30
年（
概
数
）

7月 11月 12月10月平成29年

に比べて

の増減数

合計

55

0

70

40

51

年間合計

102

4

120

14

19

9

11

－15

0

　ー19

夏季休日のご案内

県ト協本部
県北支部
県南支部

県ト協本部及び各支部の８月の夏季休日については下記のとおりとなりますのでよろしくお願いいたします。
11日㈯～15日㈬
11日㈯～16日㈭
11日㈯、12日㈰、14日㈫、15日㈬、16日㈭

8

9

2

1

2

13

18

11

17

3

5

2

2

7

8

8

10

12

13 

10

11

5

6

7

1

8

11

1

12

7

1

6

8

9

5

5

第１回 広報・ＩＴ委員会

運行管理者試験対策勉強会

運行管理者試験対策模擬テスト
平成30年度第1回運行管理者試験
整備管理者選任前研修 

３日㈮

４日㈯
18日㈯
26日㈰
28日㈫

県中支部
会津支部

相双支部
いわき支部

県ト協本部に同じ
県ト協本部に同じ

11日㈯～16日㈭
11日㈯～16日㈭


