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【大島生活環境部長、右近会長】

　福島県トラック協会は福島県交通遺児奨学基金協会（理事長　
内堀 雅雄 知事）へ交通遺児の健全育成ために30万円を寄付した。
　贈呈式は３月27日㈬に福島県庁で行われ、寄付金が右近 八郎 会
長から大島 幸一 福島県生活環境部長に贈られた。これを受けて
大島生活環境部長より感謝状が贈呈された。今回で寄付は通算
20回目となり累計350万円となった。
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プラチナ賞
（２事業所）

金　賞
（５事業所）

銀　賞
（７事業所）

銅　賞
（８事業所）

大竹運送㈱ ヤマト運輸㈱喜多方支店
事　業　所　名

丸浜運輸㈱
東邦キャリア㈱
㈱タケダ
ヤマト運輸㈱福島北支店
ヤマト運輸㈱福島法人営業支店
ヤマト運輸㈱福島ベース店
常磐港運㈱小名浜営業所
磐栄運送㈱
ヤマト運輸㈱郡山主管支店
ヤマト運輸㈱郡山インター支店
ヤマト運輸㈱会津坂下支店

ヤマト運輸㈱猪苗代支店
㈱海老屋運送

合資会社フクコー運輸
㈲小瀧運送店
㈲サエキ輸送

㈱森藤運輸
川合運輸㈱郡山南営業所
㈲森田商事
日和田運送㈱

　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、県ト協会員22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連名表彰となる。
　受賞事業所は下表のとおり。  

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

　以前より使用していた「ふくトラくん」をリニューアルし、新イメージキャラクターが完成しま
したのでご紹介いたします。 
　新「ふくトラくん」は４月より使用を開始し、トラック業界内外に向けた様々なイベントや場面
で活躍します!!  

福島県トラック協会の新イメージキャラクターが完成しました！福島県トラック協会の新イメージキャラクターが完成しました！福島県トラック協会の新イメージキャラクターが完成しました！お知らせお知らせ

新「ふくトラくん」プロフィール
名　前

出身地

誕生日

職　業

性　格

特　技

趣　味

夢

好きな食べ物

特　徴
（チャームポイント）

ふくトラくん

福島県

10月9日（トラックの日）

トラックドライバー

やさしい　まじめ　のんびりや
（ただし、仕事の時は俊敏）

安全運転

トラックの点検・整備

みんなの幸せ　永遠の無事故・無違反

いか人参・桃・肉

「商売繁盛」「幸福」を招く左手
背中の柄「ふくトラ」
ハートの込もった荷物を大切に抱えている
動体視力が異常に優れている
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　福島県トラック協会 平成30年度第６回理事会が３月25日㈪に郡山市「県中研修センター」におい
て、理事25名、監事４名が出席し開催された。

〇報告事項

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

〇議　　題

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

２号議案　　2019年度各種助成事業一覧（案）について

３号議案　　2019年度定時総会の開催について

４号議案　　2019年度優良従業員表彰について

５号議案　　入会会員及び退会会員について

　その他　　①今後の行事予定について

【報告事項】
報告事項の１　「全ト協表彰規程による表彰」受賞者について、平成31年３月７日開催の全ト協

「第179回理事会」において、全ト協表彰規程による表彰（感謝状受賞者２名、
表彰受賞者18名）正しい運転・明るい輸送運動表彰受賞者（従業員表彰者１名、
事業所・団体受賞１事業所）が決定したことを報告した。

　　　　　　　※表彰式は2019年度福島県トラック協会定時総会にて実施。

報告事項の２　平成30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、平成30
年度の収入及び支出等に関する変更予算を、東北運輸局、福島県に対し提出し、
承認されたことを報告した。

報告事項の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月１日の商法改
正による標準貨物自動車運送約款の改正に伴う対応について報告した。

　　　　　　　※今後の対応については６ページ参照。

報告事項の４　健康経営優良法人2019認定について、県ト協として中小企業法人部門に昨年11月
22日に申請、本年２月21日に認定されたことを報告した。

【議　　題】
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

公益社団法人法に基づき、福島県への定期提出書類について提案し可決された。

２号議案　2019年度各種助成事業一覧（案）について
2019年度は新たに「睡眠時無呼吸症候群精密検査（PSG）」助成を追加し、各種助成
事業の適用範囲拡大等や助成事業の予算増・減額額について提案し可決された。
※2019年度各種助成事業一覧については15ページ参照。

３号議案　2019年度定時総会の開催について
2019年度定時総会を2019年６月11日㈫、西白河郡西郷村「グランドエクシブ那須白
河」での開催及び議事内容等について提案し可決された。

４号議案　2019年度優良従業員表彰について
2019年度 県ト協会優良従業員表彰について、各支部より推薦のあった98名について表
彰受賞を提案し可決された。
※表彰式は2019年度福島県トラック協会定時総会にて実施。

５号議案　入会会員及び退会会員について
11社の入会、６社の退会が可決された。（承認後会員数1,244（賛助会員281含む））

そ の 他　①今後の行事予定について
　県ト協本部及び各支部における予定を説明した。

平成30年度 第６回理事会を開催平成30年度 第６回理事会を開催平成30年度 第６回理事会を開催県 ト 協県 ト 協

人事異動人事異動人事異動県 ト 協県 ト 協

　次のとおり人事異動がございましたのでお知らせいたします。

新規採用 氏　名
発令 ４月１日付

徳永　勝男
トクナガ

業務部部長
カツオ

新規採用 氏　名

業務部係員 遠藤　正樹
エンドウ マサキ

吉田　隆
ヨシダ タカシ

氏　名退　　職
発令 ３月3１日付

退職（業務部部長）

役職（旧所属・役職） 氏　名

佐川　修一
サガワ

業務部課長（総務部課長）
シュウイチ
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新標準貨物自動車運送約款改正の対応について新標準貨物自動車運送約款改正の対応について新標準貨物自動車運送約款改正の対応について
適 正 化適 正 化 会員事業所の皆様へ

　標記の件については平成29年11月4日付で「運賃と料金」を分ける等の改正がなさ
れたところですが、平成30年12月に成立した貨物自動車運送事業法の一部改正によ
り、「運送約款基準の明確化」が示され「運賃と料金」を区別しない運送約款（旧約
款）は原則認められなくなりました。
　加えて今回、「商法及び国際海上物品運送法」の一部改正が施行されたことから新
たな標準貨物自動車運送約款が平成31年３月８日付で告示され同年４月１日から施行
されることとなりました。

 今改正では①～③の対応が必要となります。（会員事業者）

①新約款(H29.11.4改正)を使用している事業者⇒新しい約款の掲示が必要

となります。（張替えを行う。手続きは不要）

②旧約款または独自約款の認可を受けた事業者⇒料金の変更届出を行い新

しい約款の掲示が必要になります。

③未対応事業者⇒料金の変更届出を行い新しい約款の掲示が必要になります。

 県トラック協会で対応する内容として

１．県トラック協会のHP、広報誌等で周知を図ります。

２．新約款を購入し配布します。配布は本部から郵送等で送付致します。

３．旧約款の認可を受けた事業者並びに未対応事業者へは郵送等で新しい

約款に移行していただくよう運輸支局と連携して個別に案内します。

４，巡回指導時に新しい約款についての確認を行います。（４月以降の巡

回指導から）

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　 問合せ先　 県トラック協会適正化事業部
　　　tel 024-558-7755（ガイダンス2）
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されることとなりました。

 今改正では①～③の対応が必要となります。（会員事業者）

①新約款(H29.11.4改正)を使用している事業者⇒新しい約款の掲示が必要

となります。（張替えを行う。手続きは不要）

②旧約款または独自約款の認可を受けた事業者⇒料金の変更届出を行い新

しい約款の掲示が必要になります。

③未対応事業者⇒料金の変更届出を行い新しい約款の掲示が必要になります。

 県トラック協会で対応する内容として

１．県トラック協会のHP、広報誌等で周知を図ります。

２．新約款を購入し配布します。配布は本部から郵送等で送付致します。

３．旧約款の認可を受けた事業者並びに未対応事業者へは郵送等で新しい

約款に移行していただくよう運輸支局と連携して個別に案内します。

４，巡回指導時に新しい約款についての確認を行います。（４月以降の巡

回指導から）

　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　

　　　 問合せ先　 県トラック協会適正化事業部
　　　tel 024-558-7755（ガイダンス2）

2019年度各種助成事業一覧2019年度各種助成事業一覧2019年度各種助成事業一覧県 ト 協県 ト 協

　　※４月１日より助成開始
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　（公社）福島県トラック協会青年部会（小野田 弘明 部会長）は
３月９日㈯に郡山市「郡山ビューホテル」において、部会員39名
が参加し平成30年度全体研修会を開催した。
　今回の研修会は、国土交通省 自動車局 貨物課より橋本 恵一郎 
氏を講師としてお招きし、「トラック業界を取り巻く当面する諸
課題等について」をテーマに講演会を実施した。講演では近年最
大の関心事である、トラック運送業界における働き方改革及び取
引環境と長時間労働改善に向けた取組について、事例を挙げなが
ら解決の糸口となるヒントを分かりやすく説明いただいた。ま
た、講演後に実施された情報交換会では、橋本氏のほか、県ト協右近会長、荒川専務理事も同席
し、講話内容への質問及び国土交通行政の今後の方向性、新年度におけるトラック協会の事業内容
等について活発な意見交換を実施し情報の共有を図った。

平成30年度第２回運行管理者試験が実施される平成30年度第２回運行管理者試験が実施される平成30年度第２回運行管理者試験が実施されるお知らせお知らせ

　平成30年度第２回運行管理者試験は３月３日㈰に郡山市
「日本大学工学部」において実施され、603名が受験した。
　福島県における前回（８月）の合格率は28.2％（全国：
28.7％）で全国29位の成績であった。
○試験結果について
　　①合格発表

合格発表は４月２日㈫（予定）で、同日の午前９時に
（公財）運行管理者試験センターのホームページに合
格者受験番号が掲載されます。

　　②合否結果
　　  「試験結果通知書」が受験者本人宛に郵送されます。
○合格者の運行管理者資格者証の交付申請について
　申請書類及び申請方法については、「試験結果通知書」に同封されております。
　　①交付申請期間

運輸支局等に合格発表日から３ヵ月以内に運行管理者資格者証の交付申請を行って
ください。

　　②申請期限の厳守
　　　3ヵ月を過ぎると手続きが出来なくなるので、早めに申請を行ってください。
　　③申請窓口（資格者証交付申請地を福島県で希望した場合）について

福島県では交付申請書の窓口を一本化し、福島県トラック協会では申請書をお預りしかねま
すのでご注意願います。
申請書は「東北運輸局 福島運輸支局 整備・保安部門」へ提出してください。

〒960-8165　福島市吉倉字吉田54番地
問合せ先：０２４－５４６－０３４５

【講師の橋本 恵一郎 氏】

青年部会が全体研修会を開催青年部会が全体研修会を開催青年部会が全体研修会を開催青年部会青年部会
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大の関心事である、トラック運送業界における働き方改革及び取
引環境と長時間労働改善に向けた取組について、事例を挙げなが
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「日本大学工学部」において実施され、603名が受験した。
　福島県における前回（８月）の合格率は28.2％（全国：
28.7％）で全国29位の成績であった。
○試験結果について
　　①合格発表

合格発表は４月２日㈫（予定）で、同日の午前９時に
（公財）運行管理者試験センターのホームページに合
格者受験番号が掲載されます。

　　②合否結果
　　  「試験結果通知書」が受験者本人宛に郵送されます。
○合格者の運行管理者資格者証の交付申請について
　申請書類及び申請方法については、「試験結果通知書」に同封されております。
　　①交付申請期間

運輸支局等に合格発表日から３ヵ月以内に運行管理者資格者証の交付申請を行って
ください。

　　②申請期限の厳守
　　　3ヵ月を過ぎると手続きが出来なくなるので、早めに申請を行ってください。
　　③申請窓口（資格者証交付申請地を福島県で希望した場合）について

福島県では交付申請書の窓口を一本化し、福島県トラック協会では申請書をお預りしかねま
すのでご注意願います。
申請書は「東北運輸局 福島運輸支局 整備・保安部門」へ提出してください。

〒960-8165　福島市吉倉字吉田54番地
問合せ先：０２４－５４６－０３４５

【講師の橋本 恵一郎 氏】

青年部会が全体研修会を開催青年部会が全体研修会を開催青年部会が全体研修会を開催青年部会青年部会

事業報告及び事業実績報告書の注意点事業報告及び事業実績報告書の注意点

事業報告書作成 ３部（１部は事業者控え）
　協会提出部数 ２部
★提出期限　決算日より100日以内
（例　３月決算であれば７月10日まで）
※特定事業者の提出は不要です！

事業実績報告書作成 ３部（１部は事業者控え）
　　　協会提出部数 ２部
★提出期限　７月10日
★作成時の注意点
　決算日にかかわらず平成30年４月１日～
　平成31年３月31日までの実績を記入。
※全事業者提出

事業報告書、事業実績報告書について事業報告書、事業実績報告書について事業報告書、事業実績報告書についてお知らせお知らせ

貨物自動車運送事業報告規則により、毎事業年度における営業活動の状況を報告する「事業報告書」と前
年４月１日から３月31日までの１年間の輸送実績を報告する「事業実績報告書」の提出が必要となっております。

紙媒体での報告書様式送付は現在行っておりません。様式を入手するには、当協会ホームページ（会員専
用ページ⇒各種の申請書・帳票）からダウンロード（様式はＰＤＦまたはエクセルデータ）してください。

インターネット環境がない場合は、当協会にご連絡いただければ様式を送付いたします。
問合せ先 ０２４－５５８－７７５５

会 員 だ よ り

会員名簿変更

退会会員事業所
支部 店・社名
県中 ㈱良田建材店

支部 店・社名
会津 大和運送㈲

支部 店・社名
会津 東山運送㈱

ページ 変更事項事業所名 新 旧
960-1428
伊達郡川俣町字五百田16-38
一般
SBS三愛ロジ東日本㈱
南東北支店福島営業所
加藤伸昭
969-0402
岩瀬郡鏡石町新町154番地
㈱ゼロプレス関東
郡山カスタマーサービスセンター
石川章彦
973-0111　郡山市安積町荒井
２丁目９６  マンションドム荒井102

伊藤　弘

伊藤　弘

佐藤祐司
鈴木哲弘
板橋栄次
㈱エフケーユー 
上妻嘉祥
中野　学

960-1401　
伊達郡川俣町飯坂字八反田20-7
特定

三愛ロジスティクス㈱福島営業所

田口哲士
962-0047
須賀川市大字松塚字北山28番1

㈱ゼロプレス関東須賀川事業所

本間信一
962-0805 須賀川市崩免16-2
レオネクスト木蘭203号室

大塚博昭

大塚博昭

鈴木正広
佐藤文明
澤　純一
復興共同運輸㈱
上妻藤市
鈴木英伸

㈱フルカワ

㈱福良梱包

三愛ロジスティクス㈱福島営業所

東北西部運輸㈱

金彰運送㈲福島営業所

㈱ゼロプレス関東須賀川事業所

佐川急便㈱東日本支社
南東北支店会津田島営業所
佐川急便㈱東日本支社
南東北支店会津若松営業所
新潟運輸㈱会津若松支店
ロジトライ東北㈱会津事業所

復興共同運輸㈱

㈱角榮
磐城通運㈱平支店

6

　8→7

14

17

28

29→
　　県中支部へ

40

40

40
41

45

54

56

代表者
（支店・営業所代表者）

事業所名

事業所名

事業所名

業種変更

郵便番号
住　　所

郵便番号
住　　所

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）

郵便番号
住　　所
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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は３月
４日㈪に郡山市「県中研修センター」において163名が参加し全日
本トラック協会、県ト協の共催により開催した。

昨年３月、全日本トラック協会はトラックドライバーの長時間
労働の抑制と職業としての魅力向上を目的に「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」を策定し、本アク
ションプランに基づくトラック運送業者の取組内容を具体的かつ
詳細に説明した解説書を作成した。本セミナーでは本解説書等により、トラック運送事業者が時間
外労働の上限規制をはじめとした働き方改革に適切に対応できるように解説した。

セミナー内容
講義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
　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人全日本トラック協会　企画部長　星野 治彦 氏

講義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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日通総合研究所　取締役　大島 弘明 氏

質疑応答（セミナー後の有給休暇の質問に対する回答について、次のとおり修正させていただきます）

質問１　会社側は労働者の希望を聞き希望を踏まえて取得時季を指定しなければいけないのか。

回答１　労働者の希望を聞くことについては義務。労働者の希望に沿った取得時期になるよう、
尊重するよう努める必要があります。

質問２　就業規則へ規定する必要はあるのか。

回答２　年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲、時季
指定の方法を就業規則に記載する必要があります。

　　　　計画年休の導入には就業規則による規定と労使協定の締結が必要となります。

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を開催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を開催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を開催適 正 化適 正 化

　原価意識強化セミナーは３月15日㈮に郡山市「県中研修センター」において、91名が参加して開
催した。
　これはトラック運送事業が持続的かつ収益力のある産業として発展していくため、原価を適切に
把握することにより、経営収支の改善に取り組むことが求められていることから、原価計算結果を
踏まえ、平成29年11月に改正された標準運送約款に対応した交渉事例等を取り入れるなど適正運
賃・料金の収受に焦点をあて、講師に日本ＰＭＩコンサルティング㈱　代表取締役　小坂 真弘 氏
を迎え、原価計算の基礎と活用について説明した。

原価意識強化のためのセミナーを開催原価意識強化のためのセミナーを開催原価意識強化のためのセミナーを開催適 正 化適 正 化
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　女性部会（永山 忍 部会長）は３月25日㈪に郡
山市「県中研修センター」において、役員５名
が出席し、今年度３回目となる役員会を開催し
た。
　役員会では、平成30年度の部会活動報告のほ
か、方部別に開催した意見交換会の実施状況、
「トラックの日」フェスタ2019への取組、2019
年度定時総会の日程及び議題について協議決定
した。また、今後も役員が主体となり様々な場
面において広報活動を展開しながら、新規部会
員の獲得及び組織強化を図っていくことを確認
した。

　福島県トラック協会（右近 八郎 会長）といわきトラック事業協同組合（伊藤 浩一 理事長）は、
３月３日㈰にいわき市「アリオス 中劇場」において、それぞれ創立70周年、50周年記念事業として
講演会を共同開催した。
　伊藤 浩一 理事長の主催者代表あいさつ後、来賓として出席いただいた福島運輸支局長 佐々木 雅
幸 様、いわき中央警察署長 佐治 誠 様よりそれぞれ祝辞を頂戴した。 
 当日は業界関係者を含む600名が参加したが、そのうち200名の高校生が会場へ足を運んだ。これ
は、若年労働者確保の及び業界イメージアップの取組の一貫として、いわき市内の各高校に呼びか
けを行い実現したもの。
　講師には、各メディアで引っ張りだこのジャーナリスト 池上 彰 氏を迎え、「世界を動かすエ
ネルギー事情」のテーマで講演。近年の世界情勢を踏まえた、エネルギー事情について、ここだけ
の裏話なども交え、“誰が聴いてもわかりやすい”池上解説が終始展開され、記念講演会は成功裡
に終了した。

福島県トラック協会といわきトラック事業協同組合が記念講演会を開催福島県トラック協会といわきトラック事業協同組合が記念講演会を開催福島県トラック協会といわきトラック事業協同組合が記念講演会を開催トピックストピックス

【人気ジャーナリスト 池上 彰 氏】

女性部会が役員会を開催女性部会が役員会を開催女性部会が役員会を開催女性部会女性部会
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講義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
　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人全日本トラック協会　企画部長　星野 治彦 氏

講義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）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　株式会社日通総合研究所　取締役　大島 弘明 氏

質疑応答（セミナー後の有給休暇の質問に対する回答について、次のとおり修正させていただきます）

質問１　会社側は労働者の希望を聞き希望を踏まえて取得時季を指定しなければいけないのか。

回答１　労働者の希望を聞くことについては義務。労働者の希望に沿った取得時期になるよう、
尊重するよう努める必要があります。

質問２　就業規則へ規定する必要はあるのか。

回答２　年次有給休暇の時季指定を実施する場合は、時季指定の対象となる労働者の範囲、時季
指定の方法を就業規則に記載する必要があります。

　　　　計画年休の導入には就業規則による規定と労使協定の締結が必要となります。

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を開催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を開催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を開催適 正 化適 正 化

　原価意識強化セミナーは３月15日㈮に郡山市「県中研修センター」において、91名が参加して開
催した。
　これはトラック運送事業が持続的かつ収益力のある産業として発展していくため、原価を適切に
把握することにより、経営収支の改善に取り組むことが求められていることから、原価計算結果を
踏まえ、平成29年11月に改正された標準運送約款に対応した交渉事例等を取り入れるなど適正運
賃・料金の収受に焦点をあて、講師に日本ＰＭＩコンサルティング㈱　代表取締役　小坂 真弘 氏
を迎え、原価計算の基礎と活用について説明した。

原価意識強化のためのセミナーを開催原価意識強化のためのセミナーを開催原価意識強化のためのセミナーを開催適 正 化適 正 化
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優勝
個人戦
遠藤 拓也 氏（會津通運㈱）

団体戦
會津通運㈱チーム

準優勝
個人戦
長谷川 弘二 氏（マルト建設㈱）

団体戦
会津本郷貨物運送㈱、県ト協
混成チーム

支部だより支部だより支部だより支　部支　部

　　     会津支部が親睦ボウリング大会を開催

　会津支部（菅野 高志 支部長）は、３月９日㈯に会津若松市「ボ
ウル・サンシャイン」において、支部会員事業所より10チーム
（38名）が参加してボウリング大会を開催した。
　当日は会員相互の親睦と健康増進を図れた有意義な大会となった。

　  　　県北支部が安全大会を開催
　３月２日㈯に福島市「福島研修センター」においてドライバーなど245名が参加し安全大会を開
催した。
　安全大会では第一部として、優良従業員表彰が行われ勤続10年以上で無事故・無違反の優良従業
員46名が表彰された。第２部では交通事故防止コンサルタント 上西 一美 氏を講師として迎え、
「ドラレコ映像で見る居眠り運転の原因と対策」と題した講演を実施し、最後には安全宣言を採択
し、安全運転及び労災事故防止に向け結束を高めた。
　　　

　　　  県北支部が交通遺児激励金を寄付

　二本松市・伊達市・福島市に交通遺児激励金をそれぞれ寄付し
た。これは３月２日㈯に開催した安全大会の出席者から集めた善
意に県北支部からの浄財を加えたもの。
　二本松市には３月20日㈬に蓬田 隆信 副支部長と阿部 一好 事務
局長が二本松市役所を訪問し、三保 恵一 市長へ10万円を、伊達市
には３月27日㈬に右近 八郎 支部長と阿部 一好 事務局長が伊達市 
役所を訪問し、須田 博行 市長へ10万円を、福島市には３月28日㈭
右近 八郎 支部長と阿部 一好 事務局長が福島市役所を訪問し、木
幡 浩市長へ15万円を手渡した。

県北支部（右近 八郎 支部長）は安全及び社会貢献活動を下記のとおり実施した。

【木幡市長と右近支部長】



（ 13 ）（19.4 −№ 459）

優勝
個人戦
遠藤 拓也 氏（會津通運㈱）

団体戦
會津通運㈱チーム

準優勝
個人戦
長谷川 弘二 氏（マルト建設㈱）

団体戦
会津本郷貨物運送㈱、県ト協
混成チーム

支部だより支部だより支部だより支　部支　部

　　     会津支部が親睦ボウリング大会を開催

　会津支部（菅野 高志 支部長）は、３月９日㈯に会津若松市「ボ
ウル・サンシャイン」において、支部会員事業所より10チーム
（38名）が参加してボウリング大会を開催した。
　当日は会員相互の親睦と健康増進を図れた有意義な大会となった。

　  　　県北支部が安全大会を開催
　３月２日㈯に福島市「福島研修センター」においてドライバーなど245名が参加し安全大会を開
催した。
　安全大会では第一部として、優良従業員表彰が行われ勤続10年以上で無事故・無違反の優良従業
員46名が表彰された。第２部では交通事故防止コンサルタント 上西 一美 氏を講師として迎え、
「ドラレコ映像で見る居眠り運転の原因と対策」と題した講演を実施し、最後には安全宣言を採択
し、安全運転及び労災事故防止に向け結束を高めた。
　　　

　　　  県北支部が交通遺児激励金を寄付

　二本松市・伊達市・福島市に交通遺児激励金をそれぞれ寄付し
た。これは３月２日㈯に開催した安全大会の出席者から集めた善
意に県北支部からの浄財を加えたもの。
　二本松市には３月20日㈬に蓬田 隆信 副支部長と阿部 一好 事務
局長が二本松市役所を訪問し、三保 恵一 市長へ10万円を、伊達市
には３月27日㈬に右近 八郎 支部長と阿部 一好 事務局長が伊達市 
役所を訪問し、須田 博行 市長へ10万円を、福島市には３月28日㈭
右近 八郎 支部長と阿部 一好 事務局長が福島市役所を訪問し、木
幡 浩市長へ15万円を手渡した。

県北支部（右近 八郎 支部長）は安全及び社会貢献活動を下記のとおり実施した。

【木幡市長と右近支部長】

平成30年度 安全衛生レベルアップ支援事業平成30年度 安全衛生レベルアップ支援事業平成30年度 安全衛生レベルアップ支援事業陸 災 防陸 災 防

　陸災防福島県支部は、３月27日㈬、福島研修センターにおいて「安全
衛生レベルアップ支援事業」の第３回集合研修会（修了証交付式）を開
催し、この半年間の取組成果の総括を行った。
　開会冒頭、右近支部長より『今、業界の経営環境は大きく変わる。働
き方改革が４月から施行されることになり課題は多い。運送会社にはトラッ
ク協会の適正化事業と陸災防のコンプライアンスが重要であり、コンプラ
イアンスの流れに慣れるのではなく、サービス業のマインドセットとして、本
来、コンプライアンスは何のためにあるのかを考え、一人一人が意識改革
をしなければならない。この度の安全衛生レベルアップ支援事業が有意義なものとして、今後も各社での取組に
活かしていただきたい。』と挨拶があった。
　五十嵐局長の「安全衛生の管理と実践」と題した講話があり、各社より半年間の取組み総括と決意表明を
行い、右近支部長より各社に修了証を交付した。

　　　　　　　　　　　　　　【修了証交付事業場】
　　福島陸運㈱（県北）　伊達貨物㈱（県北）　㈱北海興業（県中）

成田運輸㈱（県南）　磐梯貨物㈱本社営業所（会津）　　　　
㈱東武（相双）　鈴木運輸㈱（いわき）　　　　　　　　　 　

安全衛生（運輸安全）マネジメントを定め、社員一丸となった　　安全衛生の重要性を再

　　安全衛生の重要性を再認識し　積極的な取組を誓う　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木運輸株式会社　安全衛生推進者　鈴木 伸也　
　当社は、従業員50人以下ではあるが、今回の支援事業を通じ、安全衛生の重要性を改めて再認識でき
た。安全衛生に関して、支援事業を受ける前は、正直、優先順位が高くなく、KYTトレーニングを実施する、
健康診断を受診する、乗務前の点呼を行うといった当たり前のことしか出来ていなかった。しかしながら支援事
業参加後は、新たに安全衛生管理規程の制定、安全衛生委員会を設置したことにより、外部講習への参
加、安全衛生推進計画に基づいた取り組みが出来るようになった。
　今後は、外部講習（はい作業主任者、荷役労災防止担当者教育など）にも積極的に参加し、労働災
害および交通災害ゼロを継続していきたい。

成田運輸株式会社　取締役　吉田　敦　
　安全衛生レベルアップ支援事業の取り組みに参加させていただきまして、集合研修会や個別指導により、
安全衛生について理解していくことで、今までとは考え方や、視野が広がったと思います。
　この支援事業で学びました安全衛生について積極的に従業員に呼びかけていき、安全でストレスのない明
るい職場環境を確立していきたい。

取組の総括を行い、決意新たにゼロ災を目指す

【各事業場の安全衛生担当管理者】

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

【リスクアセスメントの演習】
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●ドライバー等安全教育訓練助成制度とは？
　大型トラックの事故が頻発する中、ドライバーの安全意識の高揚や安全運転技能の向上が課題
となっており、業界を挙げた従業員教教育の充実強化への取組が要請されています。
　特に中小事業者を中心として安全教育訓練に要する時間やコストが負担となり、実践的な教育
訓練実施の機会が不足しています。
　こうした状況を踏まえ、本制度は全ト協の指定する総合的な安全教育訓練施設に、ドライバー
等を派遣し訓練を実施しようとするトラック事業者に対して助成を行うものです。

●本制度の基本的なしくみ

●手続きの流れ

◎実施期間は、2019年４月１日から2020年３月31日までです。
※上記期間内であっても、予算に達した場合は、その時点で助成は終了いたします。

★お問い合わせ先
　制度の詳しい内容などについては福島県トラック協会（担当：業務部☎024-558-7755）へ、
また、各施設もしくはカリキュラムの内容等については、各施設にそれぞれお問い合わせをしてください。

●助成対象研修施設
　助成対象となる研修施設は次のとおりです。
　※一部のトラック協会で、対象研修施設の限定措置を行っている場合があります。

福
島
県
ト
ラ
ッ
ク
協
会

会

　員

　事

　業

　者

安
全
教
育
訓
練
施
設

⑧ 助成金請求

⑨助成金

①事前確認

③申込み

⑦実施報告

⑩助成金

②施設予約

④受講料納入

⑤訓練実施

⑥修了証

福島県トラック協会で、前もって資格、人数などを確認します。

安全教育訓練を実施しようとする施設に対し日程等を確認し、予約します。

福島県トラック協会に申込書を提出します。（県ト協→FAX→研修施設）

安全教育訓練施設に、受講開始日の７日前までに、受講料を納入します。

施設にて安全教育訓練を実施します。

参加報告書、修了証及び領収書の写しなどを添えて、７日以内に福島県
トラック協会に実施報告書を提出します。

助成金が支給されます。（支給時期は四半期ごと）

１. 福島県トラック協会へ事前確認

２. 教育訓練施設の予約

３. 申込書提出

４. 受講料の納入

５. 安全教育訓練実施

６. 安全教育訓練実施報告書

７. 助成金支給

2019年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度のご案内2019年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度のご案内2019年度ドライバー等安全教育訓練促進助成制度のご案内全 ト 協全 ト 協

全
日
本
ト
ラ
ッ
ク
協
会
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トラック広報　わだち４月号（通巻459号）

日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

４月の行事予定４月の行事予定

22日㈪

26日㈮

郡山市「県中研修センター」

郡山市「郡山ビューホテルアネックス」

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2018年に比べ2019年では発生件数
（＋1）、死者数（増減なし）、傷者数（＋1）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（２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

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 ※上記表にはKIT外成立は含みません

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

409件

117件

28.6%

294件

241件

82.0%

8月

427件

136件

31.9%

281件

241件

85.8%

9月

462件

142件

30.7%

260件

208件

80.0%

10月

525件

161件

30.7%

320件

222件

69.4%

11月

514件

159件

30.9%

334件

285件

85.3%

12月

543件

143件

26.3%

273件

237件

86.8%

１月

363件

135件

37.2%

291件

254件

87.3%

2月

341件

152件

44.6%

325件

288件

88.6%

3月 合　計

4,523件

1,492件

33.0%

3,133件

2,507件

80.0%

前年同期合計

4,334件

1,107件

   25.5%

2,686件

1,989件

   74.1%

増　減 

+ 189件

+ 385件

7.4ポイント

+ 447件

+ 518件

6.0ポイント

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

2018
年
（
概
数
）
2019
年
（
概
数
）

7月 11月 12月10月２０１８年

に比べて

の増減数

合計 年間合計

89

2

117

14

16

15

17

9

11

4

5

10

1

15

8

1

11

11

17

3

3

8

10

8

10

5

6

7

7

11

18

＋1

0

　＋1

5

5

11

12

第１回「トラックの日」フェスタ実行委員会

県中支部定時総会

4

4


