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安全性評価事業（Ｇマーク）155事業所が申請

●トラックドライバーコンテスト県大会
●運行管理者試験対策模擬テストについて
適正化
●平成28年度安全性評価事業（Ｇマーク）申請後に
　適正化巡回指導を受ける事業所の皆様へ

ダンプカー部会
●ダンプカー部会総会

高速安協
●高速安協が総会
●平成28年夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動に
　伴う交通安全キャンペーンの実施
●ペースカーで安全運転を呼びかける

事業所
●磐城通運株式会社が「グリーン経営講習会」を開
　催

トピックス
●安全運転センターが30会員を表彰

適正化
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　平成28年度第１回運行管理者試験は８月28㈰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（717名：速報値）となっており、試験会場も下記２
ヵ所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28年度第１回運行管理者試験について平成28年度第１回運行管理者試験について平成28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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　貨物自動車運送安全性評価事業は７月１日から14日まで福島県
内155事業所の申込受付を行なった。新規申請受付が37事業所と
なり、更新申請は118事業所となった。
　安全性評価については、全ト協の評価委員会（第三者含む）に
より審査され、本年12月末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１日～７月14日の期間において、平成28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155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｣12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)155事業所が申請安全性評価(Gマーク)155事業所が申請安全性評価(Gマーク)155事業所が申請適 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２8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２8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２8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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　「第39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29名が出場した。

　開会式でははじめに渡邉泰夫会長があいさつ

し、次いで谷藤耕治福島運輸支局長、本多一郎 

福島県生活環境部生活交通課主任主査、風間勝由 

福島県警察本部交通部交通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）に分けての二部制で実施した。

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

【渡邉会長】

【学科競技】 【実科競技】

【　実科競技　】

【谷藤支局長】 【本多主任主査】 【風間参事官】
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　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。

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

女 性

４t

〈Bクラス〉 【敬称略】

事業所名

日通郡山運輸㈱

日本梱包運輸倉庫㈱いわき営

日本通運㈱福島支店福島警送事業所

日本通運㈱会津若松事業所

日本通運㈱郡山支店郡山流通事業所

福島運送㈱若松営業所

日本通運㈱郡山支店郡山コンテナ事業所

日本通運㈱郡山支店郡山コンテナ事業所

丸力運送㈱

乙羽運送㈱

順位

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

氏名

新岡　辰哉

若松　亨

石井　学

広野　武宏

三瓶　浩樹

金田　栄喜

中尾　雅英

関根　達也

西　　吉信

山縣　実紀

部門

支部名

県北支部

県中支部

県南支部

事業所名

ヤクルトイースト・ロジスティクス㈱福島営

ヤクルトイースト・ロジスティクス㈱福島営

相馬物流㈱

ＪＡパールライン福島㈱郡山営業所

相馬港湾運送㈱

相馬物流㈱

日本郵便輸送㈱郡山営業所

順位

1

2

3

1

2

1

1

氏名

霜山　　茂

荒木　克利

佐藤　幸二

武田　敏宏

窪田　芳則

菊地　久人

菅野　礼子

【総合優勝者】

日程

7月 4日

7月 2日

7月16日

支部名

会津支部

相双支部

いわき支部

日程

7月 2日

7月16日

7月 2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」

４ｔ部門　　　　広野 武宏さん〔ゼッケン赤７〕
11ｔ部門　　　 新岡 辰哉さん〔ゼッケン黄２〕
トレーラー部門　中尾 雅英さん〔ゼッケン白１〕
女性部門　　　　山縣 実紀さん〔ゼッケン青１〕

は総合優勝者
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（公社）福島県トラック協会ダンプカー部会が総会（公社）福島県トラック協会ダンプカー部会が総会（公社）福島県トラック協会ダンプカー部会が総会ダンプカー部会

　（公社）福島県トラック協会ダンプカー部会は７月15日㈮
に郡山市「県中研修センター」において、45名が参加して
総会を開催した。
　はじめに、鎌田武雄ダンプカー部会長と渡邉泰夫会長が
あいさつした。続いて来賓として村山猛（一社）福島県建
設業協会技術課長、梅宮吉男（一社）福島県産業産廃物協
会白河支部長、岡田安正（公社）全日本トラック協会ダン
プカー部会長が出席しあいさつした。議事では平成27年度

事業報告並びに平成28年度事業計画等について協議し、一部役員改選も行われ新部会長に伊藤浩一
氏を選任した。（新部会長並びに役員は下記のとおり）
　また、今年度より部会名称が変更となり、ダンプカー部会から『ダンプトラック部会』に名称が
変更された。

　福島県高速道路交通安全協議会は7月11日㈪
に福島市「ザ・セレクトン福島」において平
成28年度定時総会に121名が出席（委任状含
む）し開催した。
　多くのご来賓に出席を賜り、来賓代表とし
て福島運輸支局長、福島県警察本部交通部長
よりご挨拶をいただいた。
　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、議案平成27年度事業報告並びに収
支決算、平成28年度事業計画並びに収支予算のいずれも原案どおり承認された。
　

ダンプカー部会

役　職

部会長

副部会長

副部会長

副部会長

委　員

委　員

氏　名（会社名） 役　職

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

高速安協が総会高速安協が総会高速安協が総会高速安協高速安協
高速道の「事故ゼロ」を目指す

伊藤浩一（いわきカーゴ㈱）

森藤忠嗣（㈱森藤運輸）

松尾活秀（三つ山運送㈱）

佐藤信成（丸カ運送㈱）

小林一義（㈲丸睦小林運送）

味戸広次（㈱イナダ）

眞鍋　護（㈲眞鍋建材産業）

吉岡昌一（双葉運輸㈱）

吉田雄城（㈱吉多美工業）

丹治吉雄（県ト協）

荒川孝一（県ト協）

氏　名（会社名）

〔敬称略〕
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氏　名（会社名） 役　職

委　員

委　員

委　員

委　員

委　員

高速安協が総会高速安協が総会高速安協が総会高速安協高速安協
高速道の「事故ゼロ」を目指す

伊藤浩一（いわきカーゴ㈱）

森藤忠嗣（㈱森藤運輸）

松尾活秀（三つ山運送㈱）

佐藤信成（丸カ運送㈱）

小林一義（㈲丸睦小林運送）

味戸広次（㈱イナダ）

眞鍋　護（㈲眞鍋建材産業）

吉岡昌一（双葉運輸㈱）

吉田雄城（㈱吉多美工業）

丹治吉雄（県ト協）

荒川孝一（県ト協）

氏　名（会社名）

〔敬称略〕

平成28年度第１回運行管理者試験は、８月28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23日㈫に過去の出題例等を基に模擬試験を実施いたします。

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。　　　　　　　　　　　　　　敬 具

記

１　日　　時　　平成28年８月23日㈫　9：00　～　17：30

２　場　　所　　福島市「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

℡024－558－7755　Fax024－558－7731

３　内　　容　　模擬テスト

４　参　加　費　　

５　定　　員　　

参加費は無料です。
70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17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。

※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

申込の場合出来るだけ相乗りして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　電話番号

運行管理者試験対策模擬テスト参加申込書

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

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

平成27年度 第２回運管試験
● 全国平均合格率 27.1％　● 福島県平均合格率 　　  27.1％　　

● 勉強会+模擬試験受講者合格率　50％ ● 模擬試験受講者合格率　39.7％

参 考



（16. ８−№ 427）（ 8 ）

８月の行事予定８月の行事予定
日　程 行　　事　　内　　容 開　催　場　所

４日㈭

17日㈬・18日㈭

23日㈫

28日㈰

（公社）福島県トラック協会 第２回理事会 

運行管理者試験受験対策勉強会 

運行管理者試験直前模擬テスト

平成28年度第１回運行管理者試験

福島市「福島研修センター」
福島市「福島研修センター」

福島市「福島研修センター」

郡山市 「南東北総合卸センター」  
「（公社）福島県トラック協会県中研修センター」

平成28年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成28年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成28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

275件

106件

38.5％

177件

115件

65.0％

4月

356件

76件

21.3％

255件

128件

50.2％

6月

178件

99件

55.6%

227件

170件

74.9%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 合　計

809件

281件

34.7%

659件

413件

62.7%

前年同期合計

821件

263件

32.0%

858件

526件

61.3%

増　減 

－12件

＋18件

2.7ポイント

－199件

－113件

－1.4ポイント

※上記表には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27年に比べ平成28年では発生件
数（－21）、死者数（－1）、傷者数（－31）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

27
年
（
概
数
）
28
年
（
概
数
）

7月 11月 12月10月平成27年

に比べて

の増減数

合計

52

2

69

31

1

38

年間合計

113

4

141

5

10

10

10

ー21

ー1

　ー31

10

11

5

1

5

13

15

6

10

5

5

4

5

8

1

9

4

5

10

12 

13

1

17

2

1

2

12

18

13

15

11

1

11

8

13

5

6
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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

４日㈭

17日㈬・18日㈭

23日㈫

28日㈰

（公社）福島県トラック協会 第２回理事会 

運行管理者試験受験対策勉強会  

運行管理者試験直前模擬テスト

平成28年度第１回運行管理者試験

郡山市「県中研修センター」

福島市「福島研修センター」

福島市「福島研修センター」

郡山市 「南東北総合卸センター」  
「（公社）福島県トラック協会県中研修センター」

平成28年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成28年度ふくトラネットワーク協同組合　ＫＩＴ情報平成28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

275件

106件

38.5％

177件

115件

65.0％

4月

356件

76件

21.3％

255件

128件

50.2％

6月

178件

99件

55.6%

227件

170件

74.9%

7月 8月 9月 10月 11月 12月 １月 2月 3月 合　計

809件

281件

34.7%

659件

413件

62.7%

前年同期合計

821件

263件

32.0%

858件

526件

61.3%

増　減 

－12件

＋18件

2.7ポイント

－199件

－113件

－1.4ポイント

※上記表には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27年に比べ平成28年では発生件
数（－21）、死者数（－1）、傷者数（－31）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

27
年
（
概
数
）
28
年
（
概
数
）

7月 11月 12月10月平成27年

に比べて

の増減数

合計

52

2

69

31

1

38

年間合計

113

4

141

5

10

10

10

ー21

ー1

　ー31

10

 

11

5

1

5

13

15

6

10

5

5

4

5

8

1

9

4

5

10

12 

13

1

17

2

1

2

12

18

13

 

15

11

1

11

8

13

5

6

会 員 だ よ り

会員名簿変更
ページ 変更事項店・社名 新 旧

1

4

5

６

7

9

9

17

22

32

34

38

38

40

41

42

42

45

45

47

47

みちのく陸運㈱          

㈲エス・ケイ運輸          

千野運輸㈱福島営業所

ワイアールテック㈱

近物レックス㈱福島営業所

日本郵便輸送㈱東北支社福島営業所     

アートコーポレーション㈱福島支店
  

㈲隼運送

佐川急便㈱東日本支社
南東北支店須賀川営業所

日本郵便㈱須賀川郵便

北越水運㈱会津営業所 

JAパールライン福島㈱会津営業所

日本郵便㈱会津若松郵便局

㈲原眞運輸

吉田運輸㈲

中野運送㈲

諸橋興運㈱

楢葉運輸㈲

㈲吉田工業運輸

日化運輸㈱

常和運送㈱

遠藤武義

960-0608

中野明彦  

二本松市渋川字栗木内４３

奈良部隆一

磯本　裕     

菊地裕二

森田　貴    

谷村　仁     

竹石茂雄    

芳賀知也       

鈴木　昭    

佐藤清江      

吉田裕一       

中野　量       

双葉郡楢葉町大字山田岡
　　　　　  字大提入１１－3

南　哲夫

大曲一行

遠藤　武        

960-0657        

穴田清志        

二本松市渋川字栗木内４１番地        

高橋伸也       

斎藤　繁         

池原大樹

米田武史        

佐藤寿恵        

渡邉　徹        

大竹俊幸         

蒔田金蔵        

佐藤眞一        

吉田健一           

中野　豊          

双葉郡楢葉町大字山田岡
                 字大提入１１－４

高木良司

         

五十嵐俊明

              

              

              

              

９６０－８１５３
福島市黒岩字榎平５０－１

９６０－８１６１
福島市郷野目字宝来町１７－３

９６３－０１０４
郡山市安積町南長久保1丁目196

９６３－８０３１
郡山市葉木谷地１０－１

郵便番号
住所

９６０－８１５２
福島市鳥谷野字芝切13番地３

９６０－８１６１
福島市郷野目字東１－46－205

郵便番号
住所

郵便番号
住所

９７４－８２４１
いわき市山田町遠木17番地の１

９７９－０２０１
いわき市四倉町字芳ノ沢1－51

９７９－０４０２
双葉郡広野町下北迫字浜田４３－１１

９６５－０００１
会津若松市一箕町松長下長原２００ Ｄ-１-２

郵便番号
住所

郵便番号
住所

代表者
（支店・営業所代表者）

郵便番号

住　所

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）

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）

全ト協優秀運転者顕章候補者の推薦について全ト協優秀運転者顕章候補者の推薦について全ト協優秀運転者顕章候補者の推薦についてお知らせお知らせ

わだち8月号と同封した標記の顕章は（協会入会５年経過該当事業所のみの発送）本年度から対象
候補者を変更し、金十字章と銀十字章のみが表彰の対象となりました。

※　履歴書・推薦書の様式はホームページの会員専用ページに掲載しておりま
すのでご活用ください。
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　国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車（ＡＳＶ）
や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取り組みを支援するため、下記のとおり各事業の補助
金交付の申請を受け付けております。
　なお、補助金の交付申請を行う場合は、国土交通省自動車局又は全日本トラック協会のホームペ
ージに詳細な内容が掲載されています。

記

 １．実施する補助事業

 
 ２．申 請 受 付 期 間   
 

 ３．申 請 受 付 場 所

⑴　先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援
⑵　運行管理の高度化に対する支援
⑶　過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
⑷　社内安全教育の実施に対する支援

上記⑴ついては、平成28年7月1日～10月31日
上記⑵及び⑶については、平成28年7月1日～11月30日
上記⑷については、平成28年7月1日～７月29日

東北運輸局、福島運輸支局

平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について国 交 省国 交 省

夏季休日等のご案内

県ト協本部

県北支部

県中支部

県南支部

12日、15日

12日、15日、16日

12日（午後から）、15日、16日

12日、15日、16日

会津支部

相双支部

いわき支部

12日、15日

12日、15日、16日

15日、16日、17日

夏季休日等について、８月の夏季休日は次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㈭、13日㈯、14日㈰も休みとなります

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
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　国土交通省では、自動車運送事業における交通事故防止の観点から、先進安全自動車（ＡＳＶ）
や運行管理の高度化に資する機器の導入等の取り組みを支援するため、下記のとおり各事業の補助
金交付の申請を受け付けております。
　なお、補助金の交付申請を行う場合は、国土交通省自動車局又は全日本トラック協会のホームペ
ージに詳細な内容が掲載されています。

記

 １．実施する補助事業

 
 ２．申 請 受 付 期 間   
 

 ３．申 請 受 付 場 所

⑴　先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対する支援
⑵　運行管理の高度化に対する支援
⑶　過労運転防止のための先進的な取り組みに対する支援
⑷　社内安全教育の実施に対する支援

上記⑴ついては、平成28年7月1日～10月31日
上記⑵及び⑶については、平成28年7月1日～11月30日
上記⑷については、平成28年7月1日～７月29日

東北運輸局、福島運輸支局

平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について平成28年度自動車事故対策費補助金の交付申請について国 交 省国 交 省

夏季休日等のご案内

県ト協本部

県北支部

県中支部

県南支部

12日、15日

12日、15日、16日

12日（午後から）、15日、16日

12日、15日、16日

会津支部

相双支部

いわき支部

12日、15日

12日、15日、16日

15日、16日、17日

夏季休日等について、８月の夏季休日は次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㈭、13日㈯、14日㈰も休みとなります

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

　磐城通運株式会社は６月25日㈯に、「いわき産業創造館」にお
いて県内各事業所の管理者及び関連企業の代表者など31名が参加
し「グリーン経営講習会」を開催した。
　平成17年12月の「グリーン経営認証」取得依頼、環境教育の一
環として「環境問題対策委員会」の主催により毎年１回実施して
おり、今年度は講師に東北運輸局 自動車技術安全部 保安・環境
調整官　阿部 裕一様、東北運輸局 福島運輸支局 検査保安部門 
首席陸運技術専門官　齊藤 仁伸様の両人を迎えて「環境に優しい自動車について」及び「クルマの
健康診断」をテーマに、「地球温暖化」「環境対応自動車」「自動車の燃費向上」「次世代自動車
の普及」「省エネ法に基づく燃費改善「交通政策基本計画の概要」「点検・整備の必要性」「点
検・整備を怠ることによる故障・不具合事例」「故障予防のために定期的な点検・整備のすすめ」
等についての説明を受けた。
　参加者は受講内容に基づき、各事業所において従業員教育を実施し、環境問題が企業や個人とし
て取り組まなければならない問題であることを再認識させて、企業グループとしてしての環境対策
のレベルアップを図る。
　同社は昨年12月に、グリーン経営認証取得後10年継続となり、「グリーン経営」の認証機関であ
る交通エコロジー・モビリティ財団より「グリーン経営認証永年登録事業所」として表彰されてい
る。また、同財団主催の「平成27年度 エコドライブ活動コンクール」において、５事業所が優良
賞、１事業所がエコドライブ優良活動認定証を受賞しており、福島県主催の「平成27年度　地球温
暖化防止のための福島議定書事業」では、運輸・設備業・その多部門の最優秀賞（福島県知事賞）
を受賞している。

磐城通運株式会社が「グリーン経営講習会」を開催磐城通運株式会社が「グリーン経営講習会」を開催磐城通運株式会社が「グリーン経営講習会」を開催事 業 所事 業 所

　平成28年夏の交通事故防止県民総ぐるみ運動に伴う交通安全キャン
ペーンを７月15日㈮に東北自動車道上り線国見サービスエリア内にて
実施した。
　県ト協からは、右近県北支部長、阿部県北支部事務局長らが参加
し、高速道路利用者に対して交通安全チラシ（全席シートベルト着
用・飲酒運転の根絶等）、交通安全啓発グッズ等を配布し、全席シー
トベルトの着用、飲酒運転の根絶等を呼びかけた。

交通安全キャンペーンの実施交通安全キャンペーンの実施交通安全キャンペーンの実施高速安協高速安協

　７月29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・セーフティー作戦に伴う「ペースカー出発式」が開催され、福島県高速道路交通安全協議会
から荒川理事（県ト協専務理事）らが出席した。
　ペースカーとは大型貨物自動車と大型バスの後部に「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により、運転者に安全走行を広報する安全
運転模範車両を意味する。
　出発式ではペースカーのステッカーを運転者に手渡した。出発式終了後には、引き続き交通事故
防止キャンペーンとして安全運転を呼びかけながら啓発チラシを配付した。

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



（16. ８−№ 427）（ 12 ）



（ 13 ）（16. ８−№ 427）

プラチナ賞
（２事業所）

金　賞
（９事業所）

銀　賞
（12事業所）

銅　賞
（７事業所）

事　業　所　名

 福島臨海鉄道㈱

物産ロジスティクスソリューションズ㈱福島営業所

物産ロジスティクスソリューションズ㈱郡山営業所

郡山運送㈱郡山通運営業所

㈱クリーン商会

ロジトライ東北㈱本宮営業所

第一貨物㈱福島支店

第一貨物㈱郡山支店

三和運輸㈱

會津通運㈱郡山営業所

佐川急便㈱須賀川営業所

佐川急便㈱白河営業所

福島運送㈱本社営業所

㈱吉田運輸

日本梱包運輸倉庫㈱郡山営業所

東北王子運送㈱郡山営業所

  ㈱植田運送㈱

レンゴーロジスティクス㈱福島営業所

第一貨物㈱会津若松支店

佐川急便㈱いわき営業所

㈱菅野造花店

南東北福山通運㈱白河支店

大越運送㈱

佐川急便㈱会津若松営業所

會津通運㈱本社営業所

福島運送㈱若松営業所

日本梱包運輸倉庫㈱いわき営業所

丸永運送㈱

郡山運送㈱いわき営業所

第一貨物㈱いわき支店

　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30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。
　受賞事業所は次のとおり。

安全運転センターが会員30事業所を表彰安全運転センターが会員30事業所を表彰安全運転センターが会員30事業所を表彰トピックストピックス

　県北支部は６月、７月の延べ４日間に渡り福島市 福島自
動車学校において支部会員事業所のドライバーを対象に
「安全運転技能講習会」を開催した。
　この講習会は、新人・乗務経験の浅いドライバーを対象
とするのではなく、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」としており、合計31名のドライバー
がこの講習会を受講した。

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
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　引越基本講習は７月19日㈫に郡山市「県中研修センター」で開催され13名が参加し、引越管理者
講習は７月20日㈬に郡山市「県中研修センター」で開催され31名が参加した。
　基本講習は引越業務に関わる方のレベルアップを図ることを目的とし、引越管理者講習は「引越
事業者優良認定制度」の認定要件の一つとして、引越管理者講習修了者となることを目的とした講
習です。

■ 福島復興支援輸送協同組合　第４回理事会において　52社の組合加入を承認
　県ト協ホームページ並びに「わだち７月号」にてお知らせしました福島復興支援輸送協同組合へ
の組合員募集の結果をお知らせします。
　汚染土壌等の除染廃棄物がダンプトラックによる輸送となっている現状を踏まえ、県ト協ダンプ
トラック部会に加入されている会員企業を対象に募集しましたが、52社からの応募がありました。
７月５日に開催されました福島復興支援輸送協同組合第４回理事会において理事全員の賛成により
承認されました。現在は出資金請求等の正式加入に向けた事務手続きを行っているところです。

■ 今後の予定 
　加入手続きが終了しますと、従事する運転者と使用する車両の登録手続きに移ります。特別講習
の受講やWBCの受診、放射線管理手帳の取得等の諸手続きを行うことになります。具体的には応
募された皆さんへ個別にご連絡いたします。

■ 取り巻く情勢について 
　環境省が発注した平成28年３月31日付けの「平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊
町）」及び「同（双葉町）」について、大手ゼネコンの「㈱安藤・間」殿より、応札できた場合は
協力をお願いしたいとして要請があり、去る４月19日で「連携確認書」を締結しています。その結
果「平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町）」を㈱安藤・間殿が落札いたしまし
た。現在、保管場工事の事前調査及び搬出先である該当の市町村と打合せ中であり、除染廃棄物輸
送の具体的な中身については未定となっております。

■ 当協同組合の取り組みについて
　当協同組合は、除染廃棄物輸送を国から直接受注できるよう、環境省福島環境再生事務所や福島
県生活環境部等へ定期的に訪問し情報収集を行っています。又、福島市長や郡山市長を訪問しダン
プトラック以外の大型車の積込が可能となるよう保管場積込スペースの確保を要請しております。
今後も業務獲得に必要な諸活動を推進していきます。

お問い合わせ先
福島復興支援輸送協同組合　事務局　担当：清野 
電話：０２４－５５８－７７５５　 FAX：０２４－５５８－７７３１

福島復興支援輸送協同組合からのお知らせ福島復興支援輸送協同組合からのお知らせ福島復興支援輸送協同組合からのお知らせお知らせお知らせ

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
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　引越基本講習は７月19日㈫に郡山市「県中研修センター」で開催され13名が参加し、引越管理者
講習は７月20日㈬に郡山市「県中研修センター」で開催され31名が参加した。
　基本講習は引越業務に関わる方のレベルアップを図ることを目的とし、引越管理者講習は「引越
事業者優良認定制度」の認定要件の一つとして、引越管理者講習修了者となることを目的とした講
習です。

■ 福島復興支援輸送協同組合　第４回理事会において　52社の組合加入を承認
　県ト協ホームページ並びに「わだち７月号」にてお知らせしました福島復興支援輸送協同組合へ
の組合員募集の結果をお知らせします。
　汚染土壌等の除染廃棄物がダンプトラックによる輸送となっている現状を踏まえ、県ト協ダンプ
トラック部会に加入されている会員企業を対象に募集しましたが、52社からの応募がありました。
７月５日に開催されました福島復興支援輸送協同組合第４回理事会において理事全員の賛成により
承認されました。現在は出資金請求等の正式加入に向けた事務手続きを行っているところです。

■ 今後の予定 
　加入手続きが終了しますと、従事する運転者と使用する車両の登録手続きに移ります。特別講習
の受講やWBCの受診、放射線管理手帳の取得等の諸手続きを行うことになります。具体的には応
募された皆さんへ個別にご連絡いたします。

■ 取り巻く情勢について 
　環境省が発注した平成28年３月31日付けの「平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊
町）」及び「同（双葉町）」について、大手ゼネコンの「㈱安藤・間」殿より、応札できた場合は
協力をお願いしたいとして要請があり、去る４月19日で「連携確認書」を締結しています。その結
果「平成28年度中間貯蔵に係る保管場設置等工事（大熊町）」を㈱安藤・間殿が落札いたしまし
た。現在、保管場工事の事前調査及び搬出先である該当の市町村と打合せ中であり、除染廃棄物輸
送の具体的な中身については未定となっております。

■ 当協同組合の取り組みについて
　当協同組合は、除染廃棄物輸送を国から直接受注できるよう、環境省福島環境再生事務所や福島
県生活環境部等へ定期的に訪問し情報収集を行っています。又、福島市長や郡山市長を訪問しダン
プトラック以外の大型車の積込が可能となるよう保管場積込スペースの確保を要請しております。
今後も業務獲得に必要な諸活動を推進していきます。

お問い合わせ先
福島復興支援輸送協同組合　事務局　担当：清野 
電話：０２４－５５８－７７５５　 FAX：０２４－５５８－７７３１

福島復興支援輸送協同組合からのお知らせ福島復興支援輸送協同組合からのお知らせ福島復興支援輸送協同組合からのお知らせお知らせお知らせ

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 いわき支部における安全に係る取り組み及び活動いわき支部における安全に係る取り組み及び活動いわき支部における安全に係る取り組み及び活動支　部支　部

　第１回管理者育成講習会開催
　６月23日㈭に、（公社）福島県トラック協会いわき共同休憩所
２階大会議室において、「第１回管理者育成講習会」を開催し
た。
　この講習は管理者育成の観点から３回シリーズで物流業務に
携わる管理者を対象に管理者のスキルアップを図ることを目的
としたもので、今回は㈱プロデキューブ　渡辺 良祐氏を講師と
して「お客様から１番に選ばれる運送会社になるために」と題
した講演会を実施し、いわき支部会員事業所から37事業所48名が参加し熱心に講演を聞いた。

　交通安全キャンペーンへの参加
　６月24日㈮に、常磐自動車道　いわき中央インターチェンジ
において、「交通安全キャンペーン」にいわき支部役員７名が
参加し、高速道路を走行するドライバーに対し全席シートベル
ト着用の呼びかけし啓発用品の配布を行い、安全意識向上を図
った。

　いわき支部労働災害防止講習会の開催
　６月28日㈫に、いわき市 パレスいわやにおいて、「いわき支
部労働災害防止講習会」を開催し、いわき支部会員事業所から
101事業所120名が参加した。
　来賓として、いわき労働基準監督署 署長 泉川　茂 様よりあ
いさつを頂戴した後、「交通労働災害防止のためのガイドライ
ン」、「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」、「夏季労働災害防止強調運動の取組みについて」と
題して３講演を実施し労働災害防止に対する諸対策等を確認した。

　安全運転ドライバー研修会の開催
　７月９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「安全運転ドライ
バー研修を」実施した。
　午前・午後の部に分かれ総勢21名が参加し、道交法当の座
学、実際にコースに出ての実技走行を行いドライバーとしての
スキルアップを図った。
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