
平成29年度
（2017年度）

活動報告書

滋賀県トラック青年協議会

30th Anniversary 



1

目　　次
第30回　通常総会� �2
第１事業委員会事業� �3
第２事業委員会事業� �4
第３事業委員会事業� �5
おりづる会支援活動（交通遺児チャリティー募金、クリスマスのつどい、目録贈呈）� �6
創立30周年記念式典� �7・8
青年協議会全体活動（臨時総会、９府県交流会）� �9
青年協議会全体活動（奈～滋OP、京滋OP、全体交流会、慰労会）� �10
青年協議会組織活動（近畿ブロック大会、全国大会、配車担当者研修会）� �11
青年協議会組織活動（びわこフェスタ、青年中央会忘年会）� �12
協会事業（エコ・セーフティドライブコンテスト、交通安全フェア）� �13
研修内容� �14

☆奥　　義宏
☆山元　剣一

☆苅谷　雅和

吉川　康徳

☆山本　晃司

総　会

役員会
監　事

直前会長

松村　浩志
黒田　雅之
夏原　智雄

相 談 役

会　長

副会長

事務局第１事業委員会

☆中村　丈博

副会長

第３事業委員会

☆木元　博信

副会長

第２事業委員会

☆印　役員

事務局長　☆杉本　憲哉委 員 長　☆嶋本　法人
副委員長　☆下司祐一郎
副委員長　☆坂野　寛幸
副委員長　☆戸島　正樹
委　員　池田　大樹
　〃　　蔭山雄一郎
　〃　　苅谷　高志
　〃　　國友　　東
　〃　　外村　勝也
　〃　　西澤　利徳
　〃　　西村　嘉次
　〃　　西山　瑞穂

委 員 長　☆坂口　善昭
副委員長　☆杉江　文武
副委員長　☆中嶋　　誠
副委員長　☆松田　慎吾
委　員　一岡　研吾
　〃　　岩崎　英樹
　〃　　角野真一郎
　〃　　北村　篤司
　〃　　木下　知明
　〃　　木村　健太
　〃　　富田　通章
　〃　　中嶋　勝伸
　〃　　西山　新也
　〃　　平川　麻美
　〃　　福島　正晃
　〃　　前河　一広
　〃　　守里　正則
　〃　　八木　宏明
　〃　　山中　浩二
　〃　　山中　里志
　〃　　山元　洋平
　〃　　吉川　賢太
　〃　　吉川　信夫

委 員 長　☆吉川　和彦
副委員長　☆中小路進一
副委員長　☆中村　一行
副委員長　☆萬木　秀哉
委　員　伊地智厚徳
　〃　　伊地智大輔
　〃　　奥村　伸一
　〃　　北角　治太
　〃　　北吉　徹平
　〃　　木村　彰悟
　〃　　西川　将平
　〃　　野々口正人
　〃　　埜邑　和志
　〃　　平井　健二
　〃　　藤田　一成

（2017年度） H30.3.31現在

滋賀県トラック青年協議会組織図 敬称略



平成29年度 活動記録

2

第30回　通常総会
開 催 日 ： 平成29年6月10日（土）

開催場所 ： ロイヤルオークホテル　スパ&ガーデンズ
平成29年度事業報告及び収支報告
平成30年度事業計画案及び収支予算等、
すべての議案が滞りなく承認されました。

苅谷会長の挨拶滋賀県トラック協会会長
田中亨氏より祝辞を賜りました。

歴代会長
岡田博氏より祝辞を賜りました。

委員長3名の活動方針・事業計画

坂口委員長 吉川委員長 嶋本委員長

全体集合写真
青年中央会会長

田神武士氏より祝辞を賜りました。
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第1事業委員会事業
開 催 日 ： 平成29年９月９日（土）～10日（日）
開催場所 ： 愛媛県今治市　今治タオル工業組合TEXPORT今治
　　　　　 高知県高知市　料亭　濱長
事 業 名 ： 「運送業界のブランド構築と新時代への対応」
事業内容 ： 講演　「ブランディング戦略にて業界の地位向上を目指す」
　　　　　 講師　今治タオル工業組合　代表理事　井上裕基氏
交 流 会 ： 高知県トラック協会青年部会

山本副会長の挨拶 講師　井上裕基氏を交えて

高知県トラック協会青年部会
岸副部会長より乾杯挨拶

苅谷会長の挨拶

高知県トラック協会青年部会との交流会 高知市内散策 （坂本竜馬像の前）
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第2事業委員会事業
開 催 日 ： 平成29年10月28日（土）
開催場所 ： あたか飯店　草津店
事 業 名 ： 「中小企業を取り巻く労務管理とリスクとその対応について」
　　　　　 ～コンプライアンス（法令遵守）をふまえた意識改革～
事業内容 ： 第１部　労務管理リスクとその具体的な対応事例
　　　　　 ＜長時間労働・未払賃金・時間外労働協定書（36協定）の
 不備・違法行為の申告 他＞
　　　　　　 講師　社会保険労務士法人三禜会　石部大郎氏
　　　　　 ＜特定会社保険労務士・行政書士・キャリアコンサルタント＞
　　　　　 第2部　リスクを低減するための心構え・考え方について
　　　　　 ＜なぜトラブルは起こるのか・これから企業が社会から求められる姿勢とは 他＞
　　　　　　 講師　社会保険労務士法人三禜会　中嶋一晃氏
　　　　　　　　　 ＜労働保険事務組合　湖南振興会会長
 株式会社三栄DCサービス取締役 （DCプランナー）＞

吉川委員長の挨拶 木元副会長の挨拶

講師　石部大郎氏の講演 講師　中嶋一晃氏の講演

会員及びスポンサー各社様交えての交流会
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第3事業委員会事業
開 催 日 ： 平成29年７月30日（日）
開催場所 ： 琵琶湖国定公園休暇村近江八幡
事 業 名 ： 「琵琶湖のほとりで和文化に触れよう！」
事業内容 ： 和菓子作り体験
　　　　　 　講師　有限会社小松堂重房　鹿取重之氏
　　　　　 お茶の淹れ方教室
　　　　　 　講師　北川製茶　北川徹氏
　　　　　 　　　　有限会社満田製茶　満田久樹氏
　　　　　 交流会（バーベキュー）

美味しいお肉を食べました。 家族を交えて絆を深める事が出来ました。

上手に和菓子が作れました。 講師　北川氏・満田氏にお茶の
淹れ方を教えて頂きました。

お茶淹れ実践中！

嶋本委員長の開催挨拶
講師　鹿取氏に和菓子の作り方を
教えて頂きました。 あんこで作ったとらっくん
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交通遺児チャリティー活動

気持ちのこもった沢山の善意。心温まる言葉を多くかけて頂きました。ありがとうございました。

開 催 日 ： 平成29年10月14日（土）
開催場所 ： 竜王町総合運動公園「ドラゴンハット」

開 催 日 ： 平成29年11月26日（日）
開催場所 ： 大津港業務用地

おりづる会支援活動
開 催 日 ： 平成29年11月18日（土）　　開催場所 ： エイスクエア

おりづる会「クリスマスのつどい」
開催日 ： 平成29年12月９日（土）　　開催場所 ： ホテルニューオウミ

苅谷会長の挨拶 サンタからのプレゼント

寄付金目録贈呈
開 催 日 ： 平成30年２月10日（土）
開催場所 ： ホテルニューオウミ
　滋賀県トラック青年協議会創立30周年記念式典にて交通
遺児支援団体のおりづる会を運営されておられる、滋賀県土
木交通部交通策略課参事の日高清美氏に募金活動を通じて
寄せられた浄財を寄付しました。
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創立30周年
第1部　【記念式典・講演】　　� 17：00～18：50
～オープニング～
１．開　　会
２．30年のあゆみ
３．開会挨拶　　滋賀県トラック青年協議会　　会長　　苅谷　雅和
４．祝　　辞　　・近畿運輸局滋賀運輸支局� 支局長　　吉祥　一美　様�
　　　　　　　　・一般社団法人滋賀県トラック協会� 会　長　　田中　　亨　様�
　　　　　　　　・公益社団法人全日本トラック協会青年部会� 部会長　　山本　明徹　様
５．来賓紹介
６．贈 呈 式
７．記念講演　　演題　「�覚悟の野球　～名将から学ぶ　勝利をつかむ人材育成～�」� �
　　　　　　　　講師　元北大津高校硬式野球部監督　　宮崎　裕也　氏
８．謝　　辞　　滋賀県トラック青年協議会　　副会長　　山本　晃司

第2部　【祝賀会】　　� 19：00～20：30
１．挨　　拶　　滋賀県トラック青年協議会　　副会長　　中村　丈博
２．歴代会長　　感謝状贈呈
３．鏡割り・乾杯
４．アトラクション　　兵主太鼓保存会　様
５．閉会挨拶　　滋賀県トラック青年協議会　　副会長　　木元　博信
６．閉　　会

プログラム
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記念式典 2018.2.10�sat

開催場所 ： ホテルニューオウミ
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開 催 日 ： 平成30年２月10日（土）
開催場所 ： ホテルニューオウミ
　　　　　　提案事項及び議決事項が滞りなく承認されました。
　　　　　　本総会にて次期、正・副会長及び役員予定者が承認されました。

平成29年度　臨時総会

開 催 日 ： 平成30年３月10日（土）　　　開催場所 ： 大阪府大阪市　大成閣

9府県トラック協会青年組織合同交流会

青年協議会全体活動

苅谷会長の挨拶

新旧会長の初参加挨拶

９府県対抗アームレスリング大会で松田委員が大活躍!?

広島県トラック協会青年部協議会 實光氏の挨拶

嶋本委員長の講演

次期会長予定者　木元副会長の挨拶

歴代会長　岡田博氏より祝辞を賜りました。

大阪、兵庫、広島、岡山、香川、愛媛、高知、徳島、滋賀



平成29年度 活動記録

10

青年協議会全体活動

新旧会長の挨拶 夏原氏の乾杯挨拶

奈～滋OP
開 催 日 ： 平成29年７月22日（土）
開催場所 ： 奈良の杜ゴルフクラブ
　　　　　  奈良県トラック協会青年部

会との交流ゴルフコンペ

ファーッ!!

開 催 日 ： 平成29年12月２日（土）
開催場所 ： グランベール京都ゴルフ倶楽部
　　　　　 京都府トラック協会青年部会との交流ゴルフコンペ

京滋OP

ナイスショット!! 苅谷会長の挨拶

開 催 日 ： 平成29年12月８日（金）　　　開催場所 ： 近江牛レストラン GORYO

全体交流会

苅谷会長の挨拶

開 催 日 ： 平成30年３月17日（土）　　　開催場所 ： おごと温泉　湯元館

青年協議会会員　～慰労会～
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青年協議会組織活動
開 催 日 ： 平成29年９月２日（土）
開催場所 ： ANAクラウンプラザホテル神戸

（公社）全日本トラック協会青年部会　～近畿ブロック大会～

開 催 日 ： 平成30年４月７日（土）　　開催場所 ： 大阪府大阪市　大成閣
ＫＴＳ配車担当者研修会

開 催 日 ： 平成30年２月22日（木）
開催場所 ： 京王プラザホテル

（公社）全日本トラック協会青年部会　～全国大会～

山本明徹部会長の挨拶

「青年経営者等による先進的な
 事業取組に対する顕彰」
滋賀県トラック青年協議会が
 銀賞を受賞し表彰されました。

全員で記念撮影

苅谷会長の挨拶

（公社）全日本トラック協会田中亨
副会長の交流会での乾杯挨拶

一宮急配株式会社  玉腰氏  講演ＫＴＳ会長  岸氏の挨拶
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青年協議会組織活動

開 催 日 ： 平成29年11月26日（日）
開催場所 ： 大津港業務用地
　　　　　 第18回滋賀県中小企業青年中央会まつり
　　　　　 びわこフェスタ　2017 in大津港

びわこフェスタ（滋賀県中小企業青年中央会）

開 催 日 ： 平成29年12月16日（土）
開催場所 ： 琵琶湖ホテル

青年中央会忘年会

ぬりえコーナーにて 親子で大型トラックの死角を体験

冷凍車でのヒンヤリ体験 お楽しみ抽選会

滋賀県中小企業青年中央会の皆様滋賀県知事　三日月大造氏の挨拶
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滋賀県トラック協会の事業

開 催 日 ： 平成29年５月20日（土）
開催場所 ： クレフィール湖東

第10回エコ・セーフティドライブコンテスト

開 催 日 ： 平成29年10月14日（土）
開催場所 ： 竜王町総合運動公園「ドラゴンハット」

第2回　交通安全フェア

子ども広場で巨大トラックのアトラクションが大人気!!

競技風景

青年協メンバーが審査補助として計測 滋賀県トラック協会と青年協議会との連携

青年協ブースでとらっくんのぬりえを開催!! とらっくんは子ども達に大人気!!
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委員会内研修

第１事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日：平成29年９月17日（日）
◦場　　所：京都府長岡市 サントリー
　　　　　　＜天然水のビール工場＞
◦内　　容：京都ブルワリー見学
　　　　　　「 品質へのこだわりを学び、 

製品の出荷工程を見学」
◦参加人数：12名

第２事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日：平成29年11月18日（土）
◦場　　所： ロイヤルオークホテル
 スパ&ガーデンズ

◦講　　師：川端辰美氏
◦内　　容：「和食の食事作法」
◦参加人数：11名

第３事業委員会
委員会内研修
◦開 催 日：平成29年８月19日（土）
◦場　　所：近江牛レストラン GORYO
◦講　　師：ダイイチ・トランスポート（株）
　　　　　　肥満予防管理士資格取得者
　　　　　　西山瑞穂氏
◦内　　容：「ドライバーの健康管理」
◦参加人数：15名

平成29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

◦開催日：平成30年２月22日（木）
◦名　称：｢ 平成29年度（公社）全日本トラック協会

青年部会全国大会」
◦テーマ：改革への挑戦
　　　　　～ Challenge for Change ～
　　　　　～長時間労働抑制に向けて～
◦テーマ：｢働き方改革と生産性向上について」
　　　　　～長時間労働抑制に向けて～
　　　　　（パネルディスカッション）
◦コーディネーター：日本PMIコンサルティング（株）
　　　　　代表取締役　小坂真弘氏
◦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）

◦開催日：平成29年９月２日（土）
◦名　称：「 平成29年度（公社）全日本トラック協会

青年部会近畿ブロック大会」
◦テーマ：「 2030年日本の物流はこうなる～近ブロ

ツアーで未来物流の目撃者となれ～」
◦講　師： ジェイカス（株）　ハリソン加賀澤
　　　　　（加賀澤一）氏

◦テーマ：「トラック野郎（女子）の見た日本」
◦講　師：参議院議員　丸山和也氏
◦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）

◦開催日：平成30年３月10日（土）
◦名　称：９府県青年組織合同交流会
◦参加県： 大阪・兵庫・広島・岡山・香川・愛媛・

高知・徳島・滋賀
◦主　催：（一社）大阪府トラック協会青年部会
◦場　所：大成閣（大阪府）

◦開催日：平成30年４月７日（土）
◦名　称： 近畿トラック青年協議会「配車担当者

（管理者）研修会」「業種別交流会」
◦テーマ：「 今日から使えるコミュニケーション

テクニック」
◦講　師：一宮急配（株）取締役支店長　玉腰善紀氏
◦主　催：近畿トラック青年協議会
◦場　所：大成閣（大阪府）



滋賀県トラック青年協議会
平成29年度 活動報告書

発 行 日　平成30年３月31日
編集発行　滋賀県トラック青年協議会

第３事業委員会
〒524-0104 守山市木浜町2298-4
TEL 077-585-8080
FAX 077-585-8015

（2017年度）


