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厚 労 省

福 島 県

全 ト 協

県 ト 協

青 年 部 会

適 正 化

支 部

協 同 組 合

陸 災 防

お 知 ら せ

労働保険の年度更新等のお知らせ………………………………………………………………

福島議定書に参加しましょう！…………………………………………………………………

６月はシートベルト着用強化月間です！………………………………………………………

令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について……………………

令和３年度定時総会のご案内……………………………………………………………………

会員だより…………………………………………………………………………………………

令和３年度 第１回理事会を開催………………………………………………………………

６月の行事予定……………………………………………………………………………………

青年部会が役員会及び定時総会を開催…………………………………………………………

2021年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について……………………

国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ…………………………………………

令和３年度第１回運行管理者試験のご案内……………………………………………………

運行管理者試験受験対策勉強会のご案内………………………………………………………

各支部が定時総会を開催（一部書面決議）……………………………………………………

いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催……………………………………………………

ふくトラネットワーク協同組合が通常総会を開催……………………………………………

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について…………………………………

『荷役災害防止担当者安全衛生教育講習』【陸運事業者向け】の開催について…………

技能講習等実施予定………………………………………………………………………………

トラックステーションご利用の際はアイドリングストップにご協力ください……………

交通事故統計………………………………………………………………………………………

セーフティチャレンジ事業に参加しましょう！………………………………………………

　福島県トラック協会では下記日時、場所において、令和３度定時総会を開催いたします。新型コ
ロナウイルス感染拡大防止の為、規模を縮小し開催いたします。
　つきましては、定時総会議案書をご確認の上、委任状提出によるご出席のご協力をお願い申し上
げます。

令和３年度定時総会のご案内令和３年度定時総会のご案内令和３年度定時総会のご案内県 ト 協県 ト 協

日 時　　令和３年６月10日木 13時30分～

場 所　　郡山市「県中研修センター」
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会 員 だ よ り

会員名簿変更
ページ 変更事項事業所名 新 旧
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963-0547
郡山市喜久田町卸3丁目2-1

963-0207
郡山市鳴神3丁目137番地

郵便番号
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969-0404
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　福島県トラック協会第１回理事会が５月25日㈫に泉崎村「白河の関トラックステーション」で理
事27名、監事５名が出席し開催された。

〇報告事項
１　令和３年度東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について

２　令和２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

３　「標準的な運賃・料金の届出」の推進について

４　定款第26条第7項による職務執行報告について

〇議　　題
１号議案　定時総会対応について

　　　（1）総会開催（案）について

　　　（2）総会次第について

　　　（3）運営について

　　　（4）開催案内について

　　　（5）提出議案について
　　　　　 １号議案　令和２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　会費の種類及び納入方法について
　　　　　 ４号議案　理事・監事の任期満了に伴う役員改選について

　　　（6）特別決議（案）について

　　　（7）スローガン（案）について

２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

　　　　　②新型コロナウイルス感染症について　

【報告事項】
１　令和３年東北運輸局長表彰（自動車関係事業功労）について

　受賞者は次のとおり。
　　• 有限会社菅野運送店　代表取締役　菅野 高志 氏（内定）

２　令和２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
　令和２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の表彰事業所（最優秀賞

６事業所、優秀賞17事業所）を報告した。（表彰事業所については「わだち」7月号掲載予定）

３　「標準的な運賃・料金の届出」の推進について
　制度の推進に向けた会員事業者へのご協力のお願い及び福島運輸支局への届出状などにつ

いて報告した。

４　定款第26条第7項による職務執行報告について
　定時総会資料に基づき定時総会時に提起することについて報告した。

【議　　題】
１号議案　定時総会対応について

　　　　（1）総会開催（案）について

　　　　（2）総会次第について

　　　　（3）運営について

　　　　（4）開催案内について

　　　　（5）提出議案について
　　　　　　 １号議案　令和２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　会費の種類及び納入方法について
　　　　　　 ４号議案　理事・監事の任期満了に伴う役員改選について

　　　　（6）特別決議（案）について

　　　　（7）スローガン（案）について
上記１号議案⑴～⑺について、定時総会資料（議案書案）等で説明し、対応及び総会資
料内容について可決した。
※総会資料（議案書）については全会員事業者へ発送しておりますのでご参照ください。

　２号議案　入会会員及び退会会員について
　　　４社の入会、２社の退会を可決した。（承認後会員数1,275（賛助会員276含む）

　そ の 他　①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。

　　　　　　②新型コロナウイルス感染症について
　　　　県内の新型コロナウイルス感染状況について説明した。

令和３年度 第１回理事会を開催令和３年度 第１回理事会を開催令和３年度 第１回理事会を開催県 ト 協県 ト 協

　ふくトラネットワーク協同組合の通常総会は５月26日㈬に
福島市「福島研修センター」において70組合員中41組合員
（本人出席９組合員、委任状32組合員）が出席。前年度に引
き続き新型コロナウイルス感染症予防対策の為、規模を縮小
し開催された。
　はじめに右近 八郎 理事長があいさつし、総会では令和２
年度の事業報告として収支報告等を行い、令和３年度事業報
告の基本方針として、Web KIT事業を中心として「帰り荷の
確保」、「融通配車」、「積合せ輸送」など輸送効率の向上を図り、日貨協連が実施する燃料の協
同購買事業に参加し、より輸送コストの削減・燃料の安定供給により組合員の更なる経営の安定充
実を図るとともに組合員の加入促進を図ることとした。

ふくトラネットワーク協同組合が通常総会を開催ふくトラネットワーク協同組合が通常総会を開催ふくトラネットワーク協同組合が通常総会を開催協同組合協同組合
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　各支部で令和３年度定時総会が開催され、令和２年度事業・収支報告、令和３年度収支予算・事
業計画、役員改選等について協議された。　

県北支部
　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は５月13日㈭に福島市「ウィル福
島　アクティおろしまち」において、194会員（委任状143会員）
が出席し開催された。
　総会では、令和２年度事業報告・同収支報告について承認され、令
和３年度事業計画では交通事故及び労災事故の防止に向けた運動、
新型コロナウイルス感染症対策等の推進、改正標準貨物自動車運送

約款の浸透、人材確保対策の積極的な推進、適正化事業の推進による法令遵守の徹底が重点施策として
報告された。また、役員改選が実施され、次のとおり支部長・副支部長を選出した。

県中支部
　県中支部（松島 輝 支部長）は４月23日㈮に郡山市「郡山ビュー
ホテルアネックス」において289会員（委任状215会員）が出席し
開催された。
　総会では、令和３年度重点事業計画として、交通安全・労働災
害防止対策、環境対策、魅力ある運輸事業対策、会員相互の連携
強化、新型コロナ感染対策、標準運賃届出の取り組み、安全大会
（優良管理者・優良従業員表彰)を開催することとし、交通事故防止県民総ぐるみ運動期間中のメデ
ィア（ラジオ等）を通じての交通事故防止の啓蒙、交通安全協会と連携を図ることも併せて確認し
た。また、役員改選が実施され次のとおり支部長・副支部長を選出した。　　

県南支部
　県南支部（橋本 一美 支部長）は５月12日㈬に矢吹町「ホテルニュー
日活」において、133会員（委任状93会員）が出席し開催された。
　総会では、令和２年度事業報告・同収支報告について承認さ
れ、令和３年度事業計画では安全大会の開催、安全運転講習会、
日常点検・メンテナンス講習会、夏季・冬季の安全パトロールの
実施、親睦事業、環境対策事業の推進が重点施策として報告され

た。安全大会の開催については昨年繰延となった中畑清氏の講演会を実施することを確認した。ま
た、役員改選が実施され次のとおり支部長・副支部長を選出した。

各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催支　部支　部

支 部 長
副支部長
副支部長

役　　職
蓬田　隆信（福島倉庫㈱）
鈴木　勝文（福島陸運㈱）
佐藤　勝則（ＪＡパールライン福島㈱）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長
副支部長

役　　職
佐藤　光俊（福島運送㈱）
佐藤　仁（㈱丸や運送）
佐伯　由紀子（㈱サエキ輸送）

氏　名（会社名）

支 部 長
副支部長
副支部長

役　　職
松島　輝（日本通運㈱郡山支店）
小野田　弘明（郡山運送㈱）
金野　直輝（第一貨物㈱郡山支店）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長
副支部長

役　　職
安齋　豪之（拓進運輸㈱）
髙橋　哲也 (あだち運送㈱)
太田　正一（㈱北海興業）

氏　名（会社名）
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　各支部で令和３年度定時総会が開催され、令和２年度事業・収支報告、令和３年度収支予算・事
業計画、役員改選等について協議された。　

県北支部
　県北支部（蓬田 隆信 支部長）は５月13日㈭に福島市「ウィル福
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が出席し開催された。
　総会では、令和２年度事業報告・同収支報告について承認され、令
和３年度事業計画では交通事故及び労災事故の防止に向けた運動、
新型コロナウイルス感染症対策等の推進、改正標準貨物自動車運送

約款の浸透、人材確保対策の積極的な推進、適正化事業の推進による法令遵守の徹底が重点施策として
報告された。また、役員改選が実施され、次のとおり支部長・副支部長を選出した。
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　県中支部（松島 輝 支部長）は４月23日㈮に郡山市「郡山ビュー
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強化、新型コロナ感染対策、標準運賃届出の取り組み、安全大会
（優良管理者・優良従業員表彰)を開催することとし、交通事故防止県民総ぐるみ運動期間中のメデ
ィア（ラジオ等）を通じての交通事故防止の啓蒙、交通安全協会と連携を図ることも併せて確認し
た。また、役員改選が実施され次のとおり支部長・副支部長を選出した。　　

県南支部
　県南支部（橋本 一美 支部長）は５月12日㈬に矢吹町「ホテルニュー
日活」において、133会員（委任状93会員）が出席し開催された。
　総会では、令和２年度事業報告・同収支報告について承認さ
れ、令和３年度事業計画では安全大会の開催、安全運転講習会、
日常点検・メンテナンス講習会、夏季・冬季の安全パトロールの
実施、親睦事業、環境対策事業の推進が重点施策として報告され

た。安全大会の開催については昨年繰延となった中畑清氏の講演会を実施することを確認した。ま
た、役員改選が実施され次のとおり支部長・副支部長を選出した。

各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催各支部が定時総会を開催支　部支　部

支 部 長
副支部長
副支部長

役　　職
蓬田　隆信（福島倉庫㈱）
鈴木　勝文（福島陸運㈱）
佐藤　勝則（ＪＡパールライン福島㈱）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長
副支部長

役　　職
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佐藤　仁（㈱丸や運送）
佐伯　由紀子（㈱サエキ輸送）

氏　名（会社名）

支 部 長
副支部長
副支部長
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氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長
副支部長
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安齋　豪之（拓進運輸㈱）
髙橋　哲也 (あだち運送㈱)
太田　正一（㈱北海興業）
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会津支部
　会津支部（菅野 高志 支部長）は新型コロナウイルス感染拡大防止の為、書面表決により実施され、
110会員（回答書提出70会員）を対象に令和２年度事業・収支報告及び令和３年度事業計画等につ
いて審議された。
　総会議案書では、令和２年度事業報告・同収支決算報告及び監査報告について報告を行い、令和
３年度事業計画の重点施策として、安全運転（交通事故・労働災害）の防止に向けた運動、経営
者・管理者の安全活動の徹底、環境・省エネ対策の推進、運輸事業振興助成交付金の効果的活用に
よる経営の充実、魅力ある運輸事業の確立、親睦、災害対策、復興促進事業について報告された。
また、役員改選が実施され、次のとおり支部長・副支部長を選出した。
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131会員（回答書提出86会員）を対象に令和２年度事業・収支報告及び令和３年度事業計画等につ
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　総会議案書では、令和２年度事業報告・同収支決算報告及び監査報告について報告を行い、令和
３年度事業計画の重点施策として、交通事故・労災事故の防止対策の推進、改正貨物自動車運送事
業法の浸透等による適正な運賃・料金収受の推進、人材確保対策の積極的な推進、適正化事業等の
推進による法令順守の徹底、環境・省エネ対策の積極的な推進、大規模災害発生時における緊急輸
送体制の確立について報告された。また、役員改選が実施され、次のとおり支部長・副支部長を選
出した。

いわき支部
　いわき支部（鈴木 健仁 部長）は５月14日㈮にいわき市「いわき方部共
同休憩所」において、181会員（委任状143会員）が出席し開催された。
　総会では、令和２年度の事業報告・同収支報告について承認さ
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防止・ドライバー教育などの各講習会の実施、社会的地位向上対
策の推進、親睦事業、広報事業が重点施策として報告された。ま

た、役員改選が実施され、次のとおり支部長・副支部長を選出した。

支 部 長
副支部長

役　　職
橋本　一美（㈲ハシコー梱包運輸）
菊池　良造（㈱海老屋運送）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長

役　　職
古川　圭一（郡山南部運輸㈱）
緑川　直人（小田川運輸㈲）

氏　名（会社名）

支 部 長
副支部長

役　　職
菅野　高志（㈲菅野運送店）
細谷　博之（会津本郷貨物運送㈱）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
役　　職

大竹　博史（㈱ユミタ運輸）
氏　名（会社名）

支 部 長
副支部長
副支部長

役　　職
松尾　活秀（三つ山運送㈱）
伊藤　浩一（いわきカーゴ㈱）
割谷　明裕（岡田陸運㈱）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長

役　　職
鈴木　孝雄（磐城通運㈱）
大泉　元一（㈲大泉運輸）

氏　名（会社名）

支 部 長
副支部長
副支部長

役　　職
佐藤　信成（丸カ運送㈱）
遠藤　秀弥（中村貨物運送㈱）
上田　由幸（㈱ケーアンドワイ）

氏　名（会社名）

【敬称略】

副支部長
副支部長

役　　職
西山　由美子（㈱丸東）
林　富士雄（八島運送㈲）

氏　名（会社名）
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２０２1年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２1年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について２０２1年度安全性評価事業の申請受付および個別相談会開催について適 正 化適 正 化

　2021年度安全性評価事業の申請受付方法、個別相談会日程等を下記の通りお知らせいたします。
◎申請期間　　窓口受付：7月1日㈭～14日㈬（土・日は除く）※郵送の場合は12日㈪必着
　申請時のトラブル防止のため、信書対応の簡易書留など荷物追跡が可能な方法で発送してください。
また詳細につきましては（公社）全日本トラック協会ホームページにて配信されている申請方法、
書類作成等の申請に関する説明動画をご覧ください。
◎申請受付方法
　新型コロナウイルスの影響により原則窓口による受付となりますが、地理的条件等により郵送での受付も
実施いたします。窓口受付時は新型コロナウイルス感染予防策（三密回避）を講じ、対応に努めて参ります。
　過去の状況を見ると、受付期間終了日を含む最後週の３日間に申請が集中しており、今回も同期間は
混雑が予想されますので、可能な限り早めに申請書類手続きを行っていただくようご理解、ご協力をお
願いいたします。更新事業所は窓口受付の際、更新ハガキを関係書類と併せてご持参ください。
　また今回申請方式E（特例申請）を選択した更新事業所は郵送による申請でお願いいたします。
※郵送の場合、申請書4枚組、自認書3枚組（複写式は4枚）申請者控えを含め全て送っていただき、受付後後日控えを返送いたします。

〒960-0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
　　　　　　　（公社）福島県トラック協会　適正化事業部　

◎個別相談会
　今年度新規に申請される事業所（事業開始後３年を経過している営業所）ならびに本年末までの
有効期間で更新される事業所を対象に、下記５支部で個別相談会を開催いたします。
　なお県北支部は本部にて常時対応いたしますので、事前連絡のうえ直接お越しください。
　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、三密（密閉、密接、密集）を避けるため当日は予約制、ま
た相談時間は１事業所につき１時間となります。当日はマスク持参、着用にご協力をお願いいたします。
　個別相談を希望される場合は別紙申込書によりFAXで申込みをお願いいたします。

国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ国交省による安全性優良事業所表彰制度のお知らせ適 正 化適 正 化

　国土交通省では連続10年以上継続して認定を受けており、且つ要件を満たした安全性評価事業認
定事業所を表彰しております。要件については当協会ホームページの適正化実施機関内に同名の表
題で掲載しておりますのでご確認ください。つきましては、福島運輸支局への提出が８月１日まで
となっておりますので早めの準備をお願い申し上げますとともに、希望事業所は当協会まで６月18
日までにご連絡ください。

開催支部（場所）

県中支部
（郡山市喜久田町卸3丁目5　県中研修センター内）

県南支部
（西白河郡泉崎村大字泉崎字夏針15-1　白河の関トラックステーション内）

会津支部
（会津若松市町北町大字始字見島80-2　会津方部共同休憩所内）

相双支部
（相馬市赤木字松ヶ澤144-7　相馬方部共同休憩所内）

いわき支部
（いわき市小名浜島字舘下19-1　いわき共同休憩所内）

日程・時間

6/15（火）
（10：00～12：00、13：00～16：00）

6/23（水）
（　9：00～12：00、13：00～15：00）

6/9（水）
（　9：00～12：00、13：00～15：00）

6/11（金）
（　9：00～12：00、13：00～15：00）

6/17（木）
（　9：00～12：00、13：00～15：00）

※上記より希望日（開催支部（場所）、日程・時間）を選んでください。日程確定次第、ご連絡いたします。
　また予約が重複した場合は先着順となります。

申請書送付先・受付窓口
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書類作成等の申請に関する説明動画をご覧ください。
◎申請受付方法
　新型コロナウイルスの影響により原則窓口による受付となりますが、地理的条件等により郵送での受付も
実施いたします。窓口受付時は新型コロナウイルス感染予防策（三密回避）を講じ、対応に努めて参ります。
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　新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、三密（密閉、密接、密集）を避けるため当日は予約制、ま
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　個別相談を希望される場合は別紙申込書によりFAXで申込みをお願いいたします。
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受験申請手続きの詳細は、わだち６月号に同封した試験案内書及び運行管理者試験センターの
ホームページを参照して下さい。

※本試験のお問い合わせにつきましては
　上記の（公財）運行管理者試験センターまでお願いいたします。

令和３年度第１回運行管理者試験のご案内

（公財）運行管理者試験センター　試験事務センター

●試験日時、会場、試験方法、受験申請等
　⑴　試験日時：令和３年８月７日（土）～９月５日（日）
　　　　　　　（試験会場等の予約の際に希望する日時を選択：試験時間９０分）
　⑵　試験会場：試験会場等の予約の際に選択した試験会場になります。
　⑶　試験方法及び受験申請の方法
　　　①今回の試験より試験方法はCBT試験のみとなります。※筆記試験は実施しません
　　　　※CBT試験とは、問題用紙やマークシートなど紙を使用せず、パソコンにて回答する試験です。
　　　②受験申請について：新規、再受験ともにインターネット申請に限ります。
　⑷　試験結果発表日：令和３年９月21日（火）（予定）

●インターネット申請（パソコン又はスマートフォンから申込みができます。）
　⑴　申込方法：（公財）運行管理者試験センターのホームページにアクセスして申込手順に従っ

て必要事項を入力してください。（https://www.unkan.or.jp/）
　　　①個人による電子申請

インターネットシステムの環境が整うパソコン又はスマートフォンから試験センター、
ホームページのサイトにアクセスして電子申請の申し込みを行って下さい。

　　　②団体による電子申請（パソコンのみ）
各企業において一括で取りまとめて申し込みを行う「団体申請」は、本社だけでなく、支
社、支店又は営業所など内部機関ごとに電子申請（パソコンのみ）の申し込みを行うこと
ができます。なお、あらかじめ、団体情報の登録が必要となります。

　⑵　申請受付期間：令和３年６月７日（月）午前９時～７月14日（水）23時59分（厳守）まで。
　⑶　受験手数料及びシステム利用料
　　　①受験手数料：6,000円（非課税）
　　　②インターネット申請利用料等：新規受験申請　660円（税込）
     　　再受験申請　860円（税込）
　⑷　受験手数料等の支払方法：コンビニ決済、クレジットカード決済、ペイジー決済で支払ができます。
　⑸　注意事項：インターネット申請の申込み後、令和３年８月６日（金）までに受験手数料の

支払いを行わないとインターネット申請が取消しとなります。

自動音声サービス：ＴＥＬ ０４７６－８５－７１７７
（平日9時～17時は「５」を押すとオペレーター対応有） https://www.unkan.or.jp/　

ホームページ
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適 正 化適 正 化 運行管理者試験受験対策勉強会のご案内運行管理者試験受験対策勉強会のご案内運行管理者試験受験対策勉強会のご案内
今般、当協会の主催により下記の通り受験対策として勉強会を開催いたしますので、受験される
方、またはこの機会に勉強したい方がおられましたら、ぜひ受講されますようご案内いたします。

記

日
時

令和３年
　７月21日㈬
９時～1７時（受付８時３０分より開始）

場
所

県トラック協会
研修センター ２Ｆ大会議室
（福島市飯坂町平野字若狭小屋32）

講
習
内
容

関係法令の研修等受験指導等
講師 ㈱輸送文研社

応
募
定
員

８０名
（先着順での受付になる為、定員になり次第締め切ります）

対
象

福島県トラック協会
会員事業所

テ
キ
ス
ト

受
講
料

１名　３,０００円
（指定の輸送文研社発行テキストをお持ちの方は、1,000円）

申
込
・
支
払

申
込
期
日

１　事業所名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　※電話・FAXは日中連絡が取れる番号

（１）　事業所名

（２）　所属支部（○で囲む）　　県北　　県中　　県南　　会津　　相双　　いわき

（３）　郵便番号　　　　　ー

（４）　住　　所

（５）　電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　　FAX番号　

２　受講希望者名　　

運行管理者試験受験対策勉強会
受 講 申 込 書

※㈱輸送文研社「運行管理者国家試験貨物編令和３年度受験対策版」を既にお持ちの方はご連絡ください。
※過去のテキストや輸送文研社以外のテキストでは受講できませんのでご注意ください。

※試験の申込ではありません。試験受験者を対象とした受験対策のための勉強会です。
※当勉強会のご案内については、本広報誌「わだち」掲載前に、全会員事業者様へ一斉FAX及び当協会
ホームページでもご案内し広く周知しております。
　おかげ様で当勉強会は受験者の皆さまから大変好評を得ており、本広報誌が届く前に募集締め切りとな
る場合がございますので、その際はご容赦ください。

㈱輸送文研社発行の「運行管理者国家
試験 貨物編 令和３年度受験対策版」
※過去のテキストや輸送文研社以外でのテキストでは受講できません

下記申込書に記入し、ＦＡＸまたは、郵便にて
申し込みください。
当日、受付時でのお支払いとなります。その際
に領収書・テキスト等をお渡しいたします。 

問
い
合
せ

（公社）福島県トラック協会適正化事業部
担当：菅野（誠）、久保、菅野（陽）
住所：福島市飯坂町平野字若狭小屋32
TEL：024-557-755　FAX024-558-7731

令和３年７月７日㈬ 迄

コロナウイルス感染予防の為、発熱
や体調のすぐれない場合、受講を
ご遠慮させていただくことがござい
ます。また、受講の際は必ずマスク
の着用をお願いいたします。
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　福島県トラック協会青年部会（小野田 弘明 部会長）は５月12日㈬
郡山市「県中研修センター」において役員21名が出席し令和３年度
第１回役員会を開催した。
　会議では、東北トラック協会連合会青年部会事務局の役員推薦、
本年度の「物流交流事業」実施計画、「トラックの日」キャンペー
ン事業の経過報告などが報告された。
　また、今回、過去最多となった新規入会申込者10名の入会承認が
され、福島県トラック協会青年部会の部会員数は新規部会員を含め
102名となり、新たなメンバーを加え今後も活発的に活動していく予定となっている。

　同日、郡山市「県中研修センター」において82名（委任状42名含
む）が出席し定時総会を開催した。　
　はじめに、小野田 弘明 青年部会長より、昨年からのコロナ禍の影
響により、部会活動の実施判断が難しい中、部会員の協力のもと感染
予防対策を施し物流交流授業やZoomを活用した研修会などの事業を
実施することができたと感謝を述べた。
　今後の活動についても社会情勢を伺いながら可能な限り行い、アフ
ターコロナではより活発に活動していきたいと力強くあいさつした。

　総会議事では令和２年度事業報告・同収支報告について承認され、令和３年度事業計画では部会
員スキルアップに向けた研修会等の開催、「トラックの日」キャンペーン事業及びその他協会事業
への積極的な参加、女性部会との連携強化等について承認された。
　また、本年は任期満了による役員改選が行われ、部会長には新たに鈴木 孝雄氏が就任（任期は２
年）され、志新たに部会運営にあたっていく。

青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会青年部会

（公社）福島トラック協会 青年部会 正・副部会長（部会長のみ新任）

支部

いわき

県北

県中

 役　職

部 会 長

副部会長

副部会長

　　　　氏　名（会社名）

鈴木　孝雄（磐城通運 株式会社）

加藤　裕幸（株式会社 帝北ロジスティックス）

小野田　弘明（郡山運送 株式会社）

支部

県南

会津

相双

 役　職

副部会長

副部会長

副部会長

　　　　氏　名（会社名）

吉田　雅弘（株式会社 須賀川東部運送）

佐藤　美通（株式会社 ジャス）

上田　由幸（株式会社 ケー・アンド・ワイ）

【役員会の様子】

　いわき支部（鈴木 健仁 支部長）は５月25日㈫～27日㈭にかけて、今
年度第１回目となる「運行管理者基礎講習会」を開催し、受講者（44
人）が参加し運行管理者資格取得に向けた基礎的な知識を習得した。
　当講習会は新型コロナウイルス感染予防の為、テーブルの間にア
クリル板仕切りを取り付け、受講者席の間隔を空けるなどの感染予
防対策を講じ開催している。
　なお、いわき支部主催の今後の予定として、７月29日㈭、次年１
月26日㈬に運行管理者試験対策勉強会の開催（定員30名）、６月25
日㈮、10月27日㈬、12月16日㈭、次年１月28日㈮に「運行管理者一般講習会」、11月24日㈬～26
日㈮に第２回目の「運行管理者基礎講習会」を開催し、引き続き運行管理者及び資格取得予定者へ
のサポート体制を強化してく。

いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催支　部支　部

【熱心に受講する参加者】

【あいさつをする小野田部会長】
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　また、本年は任期満了による役員改選が行われ、部会長には新たに鈴木 孝雄氏が就任（任期は２
年）され、志新たに部会運営にあたっていく。

青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会が役員会及び定時総会を開催青年部会青年部会

（公社）福島トラック協会 青年部会 正・副部会長（部会長のみ新任）

支部

いわき

県北

県中

 役　職

部 会 長

副部会長

副部会長

　　　　氏　名（会社名）

鈴木　孝雄（磐城通運 株式会社）

加藤　裕幸（株式会社 帝北ロジスティックス）

小野田　弘明（郡山運送 株式会社）

支部

県南

会津

相双

 役　職

副部会長

副部会長

副部会長

　　　　氏　名（会社名）

吉田　雅弘（株式会社 須賀川東部運送）

佐藤　美通（株式会社 ジャス）

上田　由幸（株式会社 ケー・アンド・ワイ）

【役員会の様子】

　いわき支部（鈴木 健仁 支部長）は５月25日㈫～27日㈭にかけて、今
年度第１回目となる「運行管理者基礎講習会」を開催し、受講者（44
人）が参加し運行管理者資格取得に向けた基礎的な知識を習得した。
　当講習会は新型コロナウイルス感染予防の為、テーブルの間にア
クリル板仕切りを取り付け、受講者席の間隔を空けるなどの感染予
防対策を講じ開催している。
　なお、いわき支部主催の今後の予定として、７月29日㈭、次年１
月26日㈬に運行管理者試験対策勉強会の開催（定員30名）、６月25
日㈮、10月27日㈬、12月16日㈭、次年１月28日㈮に「運行管理者一般講習会」、11月24日㈬～26
日㈮に第２回目の「運行管理者基礎講習会」を開催し、引き続き運行管理者及び資格取得予定者へ
のサポート体制を強化してく。

いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催いわき支部が運行管理者基礎講習会を開催支　部支　部

【熱心に受講する参加者】

【あいさつをする小野田部会長】
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皆さまの事業場では、
交通労働災害防止担当管理者を選任していますか！

１. 日　時

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について（ご案内）　
　厚生労働省は、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成20年４月）を策定し、事業者の
責務、管理体制等について示し、事業者はそれにより交通労働災害防止に努めなければならないと
されました。

　　具体的には、

　1　事業者の責務
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者は、ガイドラインを指針とし、事業場に
おける交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害防止
に努める。

　2　交通労働災害防止のため管理体制の構築
事業者は、交通労働災害防止のため、次の事項を実施しなければなりません。
交通労働災害防止を担当する管理者の選任、選任された交通労働災害防止を担当す
る管理者への教育、交通労働災害防止を担当する管理者の職務の明確化、交通労働
災害防止を担当する各管理者との連携。

令和3年7月21日㈬ 13：00～16：50

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

交通労働災害防止担当管理者又は選任予定者で、運行管理者又は補助者、運
行管理者基礎講習を受講された方。

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

•事業者の責任と交通労働災害防止担当管理者の役割等（１時間）、交通労
働災害防止管理の進め方(1.5時間)、教育及び運転者認定制度、健康管理、
個通労働災害防止に対する意識の高揚（１時間）　　　　計 ３時間30分

５. 受講料 陸災防福島県支部（福島県トラック協会）会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、運行管
理者資格者証または基礎講習修了者証の写しを添付しお申込み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

募集期間：6月1日㈫から7月14日㈬まで

陸上貨物運送事業における死亡災害の50％は交通事故です。



（ 15 ）（21. ６−№ 485）

皆さまの事業場では、
交通労働災害防止担当管理者を選任していますか！

１. 日　時

『交通労働災害防止担当管理者教育講習』の開催について（ご案内）　
　厚生労働省は、「交通労働災害防止のためのガイドライン」（平成20年４月）を策定し、事業者の
責務、管理体制等について示し、事業者はそれにより交通労働災害防止に努めなければならないと
されました。

　　具体的には、

　1　事業者の責務
労働者に自動車等の運転を行わせる事業者は、ガイドラインを指針とし、事業場に
おける交通労働災害防止対策の積極的な推進を図ることにより、交通労働災害防止
に努める。

　2　交通労働災害防止のため管理体制の構築
事業者は、交通労働災害防止のため、次の事項を実施しなければなりません。
交通労働災害防止を担当する管理者の選任、選任された交通労働災害防止を担当す
る管理者への教育、交通労働災害防止を担当する管理者の職務の明確化、交通労働
災害防止を担当する各管理者との連携。

令和3年7月21日㈬ 13：00～16：50

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

交通労働災害防止担当管理者又は選任予定者で、運行管理者又は補助者、運
行管理者基礎講習を受講された方。

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

•事業者の責任と交通労働災害防止担当管理者の役割等（１時間）、交通労
働災害防止管理の進め方(1.5時間)、教育及び運転者認定制度、健康管理、
個通労働災害防止に対する意識の高揚（１時間）　　　　計 ３時間30分

５. 受講料 陸災防福島県支部（福島県トラック協会）会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、運行管
理者資格者証または基礎講習修了者証の写しを添付しお申込み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

募集期間：6月1日㈫から7月14日㈬まで

陸上貨物運送事業における死亡災害の50％は交通事故です。

１. 日　時

『荷役災害防止担当者安全衛生教育講習』【陸運事業者向け】の開催について(ご案内)
　厚生労働省では、陸運業の労働災害の状況を踏まえ、荷役における労働災害を減少させるため、
「陸上貨物運送事業に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日基発0325第1
号）を策定し、陸運事業者及び荷主等がそれぞれ取り組むべき事項を示しています。

　1　陸運事業者の責務
　　　• ガイドラインを指針とし、荷役作業における労働災害防止対策を積極的な推進に努める。

　2　陸運事業者の実施事項
　　①安全衛生管理体制の確立等
　　　•「荷役災害防止担当者」の指名
　　　• 荷役災害防止対策の計画的な推進
　　　• 安全衛生委員会の開催
　　②荷役作業における労働災害防止措置

募集期間：6月1日㈫から7月７日㈬まで

３. 対象者

郡山市  福島県トラック協会　県中研修センター２. 場　所

荷役災害防止担当者に指名された者（指名予定者）

４. 講習科目
　 　 と
　  時　間

荷役作業における労働災害の現状と事業者の責務（0.5時間）
荷役作業における労働災害防止対策（2.0時間）
荷役作業の安全衛生教育と安全衛生意識の高揚（0.5時間）
荷主との連絡調整（0.5時間）
関係法令（0.5時間）　　　　　　　　   　　　　　　　  　計 ４時間00分

５. 受講料 陸災防福島県支部（福島県トラック協会）会員は、無料と致します。

６. 申　込 受講申込書（ホームページからダウンロード）に所定事項を記入し、お申込
み下さい。

福島市飯坂町平野字若狭小屋32　
陸上貨物運送事業労働災害防止協会　福島県支部

③荷役作業の安全衛生教育の実施
④陸運事業者と荷主等との連絡調整
⑤自動車運転者に荷役作業を行わせる場合の措置
⑥陸運事業者間で業務請負等を行う場合の措置

　　　《陸運業の労働災害の状況》
①陸運業の労働災害の割合が増加している
②荷役災害が70％を占める
③そのうち70％が荷主の庭先で発生している

皆さまの事業場では、
　　 荷役災害防止担当者を選任していますか！

令和3年7月14日㈬ 13：00～17：20
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令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について全 ト 協全 ト 協

　全日本トラック協会では、燃料費対策の一環として、「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」を実施します。  
１．主な助成要件 　指定数量（1,000リットル）以上の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供

給施設の新設、増設又は増設を伴う代替を行い、令和３年４月１日㈭～令和４年２月28日㈪
までに消防（市町村又は地区消防組合等）より危険物取扱所の「完成検査済証の交付」を受
け、当該設備の「支払いを完了」するもの。 

　＊指定数量とは「危険物の規制に関する政令第1条の11」により規定。
　＊支払の完了には、割賦販売契約により導入した場合の「割賦販売契約締結（支払明細の確定）」を含む。

２．助成対象者 　会員事業者、協同組合、連合会  
※交付申請は年度内１施設限りとする。 
※過去（平成２０～２６年度及び平成２８～令和２年度）に全日本トラック協会から同事業による助成金の交付を受けた

会員事業者、協同組合・連合会は、助成対象外とする。

３．助成金額　　軽油タンクの新設（設置１箇所分のみ）　　　　１００万円 
　　　　　　　　軽油タンクの増設、増設を伴う代替　　　　　　 ｠｠３０万円 

※ただし、公募期間の初日等に申請が予算総額を超過した際には、１件あたりの助成金額を減額する場合がある。

４．助成金予算　　　１億円 　
５．公募期間　　令和３年８月２日㈪～11月１日㈪

※申請額が予算額に達した場合には、申請の受付を終了する。
※公募期間内に助成金交付が予算総額に達しない場合は、 
　別途公募期間を設ける場合がある。 

　福島県では地球温暖化を防止するため、福島県内の事業所に省エネルギー対策などに取り組み、二酸化炭
素などの温室効果ガスの削減を図る事業として「福島議定書」事業の募集を８月31日㈫まで実施しております。
詳しくは同封のパンフレット、福島県または当協会のホームページ（トップページお知らせ欄）をご参照ください。

福島議定書に参加しましょう！福島議定書に参加しましょう！福島議定書に参加しましょう！福 島 県福 島 県

　乗車中のシートベルト及びチャイルドシート着用の必要性・効果を訴えるとともに、正しい着用の徹底について
周知することにより、交通安全意識の向上と交通事故発生時における被害の防止・軽減を図ることを目的に、令
和３年６月１日㈫から６月30日㈬までの１ヶ月間において、「シートベルト着用強化月間」の運動推進に努めてください。
　詳細については当協会ホームページ（お知らせ欄）をご確認ください。

６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！福 島 県福 島 県

厚 労 省厚 労 省

令和３年度労働保険の年度更新期間は令和３年６月１日火～７月12日月です。
期限までに、最寄の銀行、郵便局、労働基準監督署、福島労働局において手続きをされますようお願いいたします。

•労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料等の納付は口座振替をご利用ください。

労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ
福島労働局より福島労働局より

当該 助成金実 施要領に係る資料等の
ダウンロードについては当協会ホーム
ページ（新着情報欄）又はQR
コードからをご確認ください。
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令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について令和３年度「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」の実施について全 ト 協全 ト 協

　全日本トラック協会では、燃料費対策の一環として、「自家用燃料供給施設整備支援助成事業」を実施します。  
１．主な助成要件 　指定数量（1,000リットル）以上の軽油専用タンクの設置を伴う自家用燃料供

給施設の新設、増設又は増設を伴う代替を行い、令和３年４月１日㈭～令和４年２月28日㈪
までに消防（市町村又は地区消防組合等）より危険物取扱所の「完成検査済証の交付」を受
け、当該設備の「支払いを完了」するもの。 

　＊指定数量とは「危険物の規制に関する政令第1条の11」により規定。
　＊支払の完了には、割賦販売契約により導入した場合の「割賦販売契約締結（支払明細の確定）」を含む。

２．助成対象者 　会員事業者、協同組合、連合会  
※交付申請は年度内１施設限りとする。 
※過去（平成２０～２６年度及び平成２８～令和２年度）に全日本トラック協会から同事業による助成金の交付を受けた

会員事業者、協同組合・連合会は、助成対象外とする。

３．助成金額　　軽油タンクの新設（設置１箇所分のみ）　　　　１００万円 
　　　　　　　　軽油タンクの増設、増設を伴う代替　　　　　　 ｠｠３０万円 

※ただし、公募期間の初日等に申請が予算総額を超過した際には、１件あたりの助成金額を減額する場合がある。

４．助成金予算　　　１億円 　
５．公募期間　　令和３年８月２日㈪～11月１日㈪

※申請額が予算額に達した場合には、申請の受付を終了する。
※公募期間内に助成金交付が予算総額に達しない場合は、 
　別途公募期間を設ける場合がある。 

　福島県では地球温暖化を防止するため、福島県内の事業所に省エネルギー対策などに取り組み、二酸化炭
素などの温室効果ガスの削減を図る事業として「福島議定書」事業の募集を８月31日㈫まで実施しております。
詳しくは同封のパンフレット、福島県または当協会のホームページ（トップページお知らせ欄）をご参照ください。

福島議定書に参加しましょう！福島議定書に参加しましょう！福島議定書に参加しましょう！福 島 県福 島 県

　乗車中のシートベルト及びチャイルドシート着用の必要性・効果を訴えるとともに、正しい着用の徹底について
周知することにより、交通安全意識の向上と交通事故発生時における被害の防止・軽減を図ることを目的に、令
和３年６月１日㈫から６月30日㈬までの１ヶ月間において、「シートベルト着用強化月間」の運動推進に努めてください。
　詳細については当協会ホームページ（お知らせ欄）をご確認ください。

６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！６月は「シートベルト着用」強化月間です！福 島 県福 島 県

厚 労 省厚 労 省

令和３年度労働保険の年度更新期間は令和３年６月１日火～７月12日月です。
期限までに、最寄の銀行、郵便局、労働基準監督署、福島労働局において手続きをされますようお願いいたします。

•労働保険の年度更新は電子申請を、労働保険料等の納付は口座振替をご利用ください。

労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ労働保険の年度更新等のお知らせ
福島労働局より福島労働局より

当該 助成金実 施要領に係る資料等の
ダウンロードについては当協会ホーム
ページ（新着情報欄）又はQR
コードからをご確認ください。

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2020年に比べ2021年では発生件数
（－14）、死者数（－1）、傷者数（－17）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（４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

2020
年（
概
数
）
2021
年（
概
数
）

7月 11月 12月10月２０２０年

に比べて

の増減数

合計

22

1

28

8

0

11

年間合計

63

1

85

3

0

3

1

0

1

－14

－　1

　－17

7

0

14

3

0

3

7

1

6

2

0

4

5

0

5

2

0

3

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

日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

６月の行事予定６月の行事予定

　9日㈬

10日㈭

11日㈮

15日㈫

17日㈭

23日㈬

29日㈫

会津若松市「会津方部共同休憩所」

郡山市「 県中研修センター」

相馬市「相馬方部共同休憩所」

郡山市「 県中研修センター」

いわき市「いわき方部共同休憩所」

泉崎村「白河の関トラックステーション」

郡山市「 県中研修センター」

2021年度安全性評価個別相談会

（公社）福島県トラック協会　令和３年度定時総会

2021年度安全性評価個別相談会

2021年度安全性評価個別相談会 

2021年度安全性評価個別相談会

2021年度安全性評価個別相談会 

令和３年度安全走行に活かそう！健康管理セミナー
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セーフティチャレンジ事業実施要綱セーフティチャレンジ事業実施要綱

福島県交通対策協議会、（一社）福島県交通安全協会が主催するセーフティチャレンジ事業では
会員事業所のドライバーを中心とした３人１組の職域グループでの参加を増やし、ドライバー意識
の高揚を図るため、会員事業所に積極的に参加いただくよう当協会としても毎年事業に参加してお
ります。
セーフティチャレンジ事業参加申込みは、各事業所が申込書と参加料を県交通安全協会また

は、最寄りの警察署内の地区交通安全協会へ提出しお申し込みください。

主　　催　　　福島県交通対策協議会、（一社）福島県交通安全協会

実施期間　　　令和３年７月１日㈭～同年12月31日㈮までの６ヵ月間

実施要綱　　　⑴３人１組でチームをつくり、チーム単位で期間中無事故・無違反にチャレンジします。
　　　　　　　 チームの編成は、県内に居住又は勤務し、運転免許証を有して日常的に自動車（原動

機付自転車を含む。）を運転する方であれば、職場、友人、家族等どのような構成で
もかまいません。

　　　　　　　 また、重複しての参加及び７月１日以降のメンバーの変更はできません。
　　　　　　 ⑵参加チームには、それぞれ代表者を含め、代表者は期間終了後に「セーフティチャレ

ンジ結果報告書」により令和４年１月１日㈯から同年１月15日㈯までに結果を報告す
ることとします。

　　　　　　 ⑶期間中無事故・無違反チームについては、達成記念品を贈呈いたします。
　　　　　　 ⑷無事故・無違反チームには予備抽選を行い、当選チームに特別賞を贈呈することとし
　　　　　　    ます。（抽選の公正を期すため、抽選は公開で行います。）

特 別 賞　　　特別賞はベストドライバー賞15万円の商品券５本の他、各賞合計537本

参 加 料　　　１チーム1,500円（１人500円）とし、参加料は無事故・無違反達成記念品代のほか事業
の諸経費に充当いたします。

募集期間　　　令和３年６月１日㈫～７月15日㈭

セーフティチャレンジ事業に参加しましょう！セーフティチャレンジ事業に参加しましょう！セーフティチャレンジ事業に参加しましょう！お知らせお知らせ
令和３年６月１日㈫～７月15日㈭まで募集令和３年６月１日㈫～７月15日㈭まで募集

※６５歳以上の方が２名以上のチームにシルバー枠が設けられております。

　参加申込書はトラック協会ホームページ（トップページお知らせ欄）からもダウンロードできます。　 

なお、当協会では参加チーム単位としての無事故・無違反に対して、主催者の本抽選洩れチーム
を対象に別途抽選会を開催し副賞を贈呈いたします。また、事業所単位での「事故防止コンクール
事業所表彰」も行っております。表彰は事業所の車両登録台数の半数以上の参加人数で特に優秀な
事業所が対象となります。
当協会への事故防止コンクール参加申込みは、交通安全協会から申込受付後に届くハガキ（会社

名、チーム代表者氏名、チーム番号記載）を当協会へＦＡＸ（024-558-7731）してください。

2021年６月１日発行（毎月１回１日）
編集発行　公益社団法人福島県トラック協会
〒960-0231　福島市飯坂町平野字若狭小屋32
TEL 024-558-7755㈹　FAX 024-558-7731
H.P http://fukutora.lat37n.com/

トラック広報　わだち６月号（通巻485号）


