
平成24年度
（2012年度）

活 動 報 告 書

滋賀県トラック青年協議会



1

目　　次

第25回　通常総会� �2

エコ・セーフティドライブコンテスト� �3

第１事業委員会事業� �4

トラックフェスタ2012� �5

トラックフェスタ2012� �6

第２事業委員会事業� �7

おりづる会支援活動� �8

新年会員交流会／研修会� �9

委員会研修/外部研修会等� �10

（2012年度）
滋賀県トラック青年協議会組織図 敬称略

☆松村　浩志
☆山元　剣一

☆印　役員
H25．3．31現在

☆奥　　義宏

☆吉川　康徳

事務局長　☆杉本　憲哉

小林　正樹

☆木下　知明 ☆松田　則光

総　会

役員会
監　事

直前会長
会　長

統括副会長

副会長 副会長

第２事業委員会 事務局第１事業委員会

委 員 長　☆竹備　裕二
副委員長　☆苅谷　雅和
副委員長　☆木元　博信
副委員長　☆萬木　秀哉
　委　員　伊地智大輔　
　〃　　奥村　伸一
　〃　　岸村　嘉幸
　〃　　北吉　徹平
　〃　　木村　彰悟
　〃　　黒田　雅之
　〃　　小林　泰平
　〃　　坂野　寛幸
　〃　　嶋本　法人
　〃　　杉江　富武
　〃　　戸島　正樹
　〃　　戸田真紀子
　〃　　中村　丈博
　〃　　夏原　智雄
　〃　　西村　嘉次
　〃　　細川　　達

委 員 長　☆寺田　清之
副委員長　☆中村　一行
副委員長　☆山中　浩二
副委員長　☆山本　晃司
　委　員　岩崎　英樹　
　〃　　金子　安良
　〃　　木ノ村美幸
　〃　　坂口　善昭
　〃　　中小路進一
　〃　　成田　智彦
　〃　　野々口正人
　〃　　平川　麻美
　〃　　福島　正晃
　〃　　藤田　一成
　〃　　松岡　雅彦
　〃　　守里　正則
　〃　　八木　宏明
　〃　　山中　里志
　〃　　吉川　和彦
　〃　　吉川　信夫



平成24年度�活動記録

2

第25回 通常総会
開催日 ： 平成24年５月26日（土）

会　場 ： ホテルニューオウミ

直前会長　小林様の挨拶

卒業証書授与式
本総会において３名の会員がご卒業されました。

懇親会風景

第13期　奥　新会長の挨拶
小林会長から奥新会長へバトン
タッチ！！

第４期会長
現　滋賀県トラック協会　副会長
田中　亨様より乾杯の挨拶を賜わりました。

平成23年度事業報告及び収支報告平成24
年度事業計画案及び収支予算案等全ての
議案が滞り無く承認されました。また、第12
期卒業式が行われました。

第２期会長
現　滋賀県トラック協会　会長
岡田　博様より祝辞を賜わりま
した。
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エコ・セーフティドライブコンテスト
開催日 ： 平成24年５月20日（日）

会　場 ： クレフィール湖東

今年も滋賀県トラック協会が主催するエ
コ・セーフティドライブコンテストの運営に
協力いたしました。

緊張の中スタートする参加者

間違いのないようしっかり測定

集計を渡す
お疲れ様でした。

ゴールドマイスターを目指して



平成24年度�活動記録

4

第１事業委員会　事業

開 催 日 ： 平成24年８月18日（土）
会　　場 ： 栗東ウイングプラザ
参加人数 ： 会　　　員　22名
　　　　　スポンサー　20名

初の試みとしてスポンサーも一緒に勉強会
へ参加頂きました。

今年も三井住友海上経営サポートセンターより、
専門講師をお招きし解りやすく講義をしていた
だきました。

恒例となりました
ハンドブックスポンサーとの交流会、和気藹藹と
大変有意義な時間が過ごせました。

第一部　決算書の見方・経営計画策定
第二部　スポンサー様との交流会

「経営者・管理者セミナー」&「交流会」

真剣に講義を聞くみなさん
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トラックフェスタ2012

「びわこ地球市民の森」植樹苗木贈呈式

開催日 ： 平成24年10月14日（日）

会　場 ： 滋賀県トラック総合会館

滋賀県トラック協会主催の「トラックの日」事
業である「ぐるっとびわ湖クリーンアップ」終了
後に、我々物流業界を身近に感じていただくと
ともに、県民及び地域住民との交流の場として

「トラックフェスタ2012」を青年協メンバーが
中心となって進行しました。併せて東日本大震
災の被災者に対しての支援活動も行いました。

復興チャリティーオークション
進行役を務めていただいた
湖西支部　支部長　田中様

クロネコヤマトさ
んの協力のもと、
子供たちに安全
教室をおこない、
事故にあわないよ
うしっかり勉強し
てもらいました。 子供たちに大人気だった、

パトカー白バイかっこいいでしょう！

当日は天候もよく、県内各地から大勢の方に
おいでいただきました。
出店も行列ができていました。

豪華な商品が田中進行役のもと、次々と落札されていきました。
大盛況のもと、すべての商品が皆様のもとへいきました。
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トラックフェスタ2012
ヒーローショー

「特命戦隊ゴーバスターズ」のショーではチビッコ達が
大活躍！
悪役をこまらせ、会場のみんなを笑わせてくれました。

皆さん大忙しです

アンケートも沢山いただきました。

エコ活動では、全体事業
でもある、空き缶プルタ
ブ回収（車椅子のため）
今回は同時に、ペットボ
トルのキャップを皆さん
に持ってきていただき回
収しました。世界の子供
たちにワクチンを！

フリーマーケットのブースでは、KTSのメンバー
にも応援をいただき、東北の物産（クッキィー・
ミサンガ・ストラップ）を販売しました
皆さんの協力もあり、すべて完売いたしました。

当日の活動報告をする
奥会長

皆様のおかげで、エコ活
動・支援活動等大変よい
結果が得られました
ありがとうございました。
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第２事業委員会　事業

開 催 日 ： 平成24年11月16日（土）・17日（日）
場　　所 ： 宮城県仙台市・石巻市周辺
参加人数 ： 15名

宮城青年部会
㈱マキノ運輸　代表取締役
牧野　正久氏
震災発生から現在に至るま
での体験談を聞かせてもら
いました。

TSUNAGARI project
代表　勝又　三成氏

「三陸の今と防災・減災」を演
題として災害時の対応、また、
さまざまな取り組みについて
聞かせていただきました。

あちらこちらに津波で流された
車やガレキの山が…。

宮城県青年部会との交流会

石巻市周辺の状況

津波を受けた小学校は当時
のままで、校舎内は立ち入り
禁止となっていた。

『災害時の対応について、現地の仲間に学ぶ』

津波で倒壊した水産加工所

皆様の善意をお届けしました。

松島にて記念撮影
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おりづる会支援活動

開催日 ： 平成24年12月２日（日）
場　所 ： エイスクエア草津

開催日 ： 平成24年12月15日（土）
会　場 ： ホテル紅葉

平和堂アルプラザ草津店に協力をいただき募金
活動を行いました。
皆様の心あたたまる善意をいただきました。

おりづる会クリスマス
のつどいに
今 年も青 年 協 サンタ
がやってきました。

「交通遺児チャリティー募金」

おりづる会「クリスマスのつどい」

不器用なサンタ・トナカイ
だけどみんな喜んでくれた
かな？

皆様の善意をお届けしました。
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新年会員交流会

研修会

開 催 日 ： 平成25年１月19日（土）

会　　場 ： あたか飯店　草津店

参加人数 ： 30名

開 催 日 ： 平成25年２月16日（土）

講　　師 ： 藤井税理士事務所

　　　　　 税理士　藤井　尊志氏

場　　所 ： 滋賀県トラック総合会館

参加人数 ： 49名

初の開催となった、新年会員交流会。
会長の思いが会員に伝えられた

普段なかなか会えないので
話しがはずみます。

奥会長の挨拶

講師の藤井　尊志氏

初心者でもわかるように、丁寧な講義
をいただきました。

『初心者でもわかる運送業の決算書の見方・分析の仕方』

滋賀県トラック協会の人材開発委員会
との共催により、同研修会を開催。
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第１事業委員会

◦開催日 ： 平成24年12月１日（土）
◦場　所 ： 蒲生郡日野町　「日に新た館」
◦内　容 ： 「最新物流機器（マテハンシステム）
　　　　　の見学」
◦参加人数 ： ９名

第１・第２事業委員会　合同研修会

◦開催日 ： 平成25年３月16日（土）
◦場　所 ： 滋賀県トラック総合会館
◦内　容 ：「 Gマークについて・これからの適正化事

業の方向」
◦講　師 ：  滋賀県貨物自動車運送適正化事業実

施機関
　　　　　 適 正 化 事 業 室 　 次 長 　 石 見 純 一 氏
◦参加人数 ： 16名

◦日　時 ： 平成25年２月22日（金）
◦名　称 ： 「 第22回全国物流青年経営者中央研

修会」
◦講　師 ： （公社）全日本トラック協会副会長
　　　　　 ㈱ハマキョウレックス
　　　　　 代表取締役会長　大須賀　正孝 氏
◦主　催 ： （公社）全日本トラック協会
◦場　所 ： 京王プラザホテル（東京都）

◦日　時 ： 平成24年４月27日（金）
◦名　称 ： ロジスティクス研修会
◦テーマ ： 「 運送会社の生産性向上と労務管理に

ついて」
◦講　師 ： 三井住友海上火災保険株式会社
　　　　　 三井住友海上経営サポートセンター長
　　　　　 中小企業診断士　小山　雅敬 氏
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ： 大阪府トラック総合会館（大阪府）

第２事業委員会

◦開催日 ： 平成24年８月４日（土）
◦場　所 ： 近江八幡市
　　　　　「近江八幡勤労者福祉センター」
◦内　容 ： ビジネスマナーのビデオ鑑賞会及び
　　　　　 配車担当者交流会」
◦参加人数 ： 18名

委員会研修

平成24年度に滋賀県トラック青年協議会メンバーが
参加した外部研修会

◦日　時 ： 平成24年９月１日（土）
◦名　称 ： 「 第24回全国物流青年経営者中央研

修会近畿ブロック大会」
◦テーマ ： 「走れば分かる未知（道）の世界」
◦講　師 ： 間　寛平 氏
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ：  ANAクラウンプラザホテル神戸（兵庫

県）

◦日　時 ： 平成25年３月９日（土）
◦名　称 ： 「実務担当者（管理者）交流会」
◦テーマ ： 「つながるで近畿」
◦主　催 ： 近畿トラック青年協議会
◦場　所 ： 大成閣（大阪府）
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