
平成30年度
（2018年度）

活動報告書

滋賀県トラック青年協議会



1

目　　次
第31回　通常総会� �2

会員交流委員会事業� �3

資質向上委員会事業� �4

対外研修委員会事業� �5

青年協全体活動� �6・7

青年協組織活動� �8

滋賀県トラック協会の事業� �9

☆印　役員

☆杉江　文武
☆中村　丈博

☆木元　博信

☆山本　晃司

苅谷　雅和

☆坂口　善昭

総　会

役員会

会　長

監　事

直前会長

吉川　康徳
萬木　秀哉 相 談 役

統括副会長

副会長

事務局会員交流委員会

☆嶋本　法人

副会長

対外研修委員会

☆吉川　和彦

副会長

資質向上委員会

事 務 局 長　☆杉本　憲哉
副事務局長　☆富田　通章

委 員 長　☆坂野　寛幸
副委員長　☆下司祐一郎
副委員長　☆戸島　正樹
副委員長　☆西澤　利徳
委　員　荒木　信夫
　〃　　池田　大樹
　〃　　石井　達也
　〃　　伊藤　貴彦
　〃　　影山　福之
　〃　　蔭山雄一郎
　〃　　苅谷　高志
　〃　　國友　　東
　〃　　外村　勝也
　〃　　西山　瑞穂

委 員 長　☆中嶋　　誠
副委員長　☆木村　健太
副委員長　☆平川　麻美
副委員長　☆前河　一広
委　員　一岡　研吾
　〃　　岩崎　英樹
　〃　　北村　篤司
　〃　　篠崎　高徳
　〃　　髙井　博史
　〃　　中嶋　勝伸
　〃　　蛭田　一基
　〃　　福島　正晃
　〃　　八木　宏明
　〃　　山元　洋平
　〃　　吉川　賢太
　〃　　吉川　信夫

委 員 長　☆松田　慎吾
副委員長　☆伊地智大輔
副委員長　☆西山　新也
委　員　伊地智厚徳
　〃　　甲斐切　亮
　〃　　北角　治太
　〃　　北吉　徹平
　〃　　木村　彰悟
　〃　　黒田　雅之
　〃　　首藤　　健
　〃　　中田　貴士
　〃　　西川　将平
　〃　　藤田　一成
　〃　　丸山　将太
　〃　　山中　里志

（2018～2019年度） H31.3.31現在

滋賀県トラック青年協議会組織図 敬称略



平成30年度 活動記録

2

第31回　通常総会
開催日 ： 平成30年6月2日（土）
場　所 ： 琵琶湖ホテル

滋賀県トラック協会会長
田中亨氏より講演を賜りました。

木元新会長の挨拶 苅谷直前会長の挨拶

全体集合写真

本総会において９名の会員がご卒業されました。

平成29年度事業報告及び収支報告を行い、
平成30年度事業計画及び収支予算案等、
すべての事業が滞りなく承認されました。

資質向上委員会　松田委員長 対外研修委員会　坂野委員長会員交流委員会　中嶋委員長

委員長３名の活動方針・事業計画について説明
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会員交流委員会事業
開 催 日 ： 平成30年8月25日（土）
開催場所 ： 琵琶湖ホテル「萩」　交流会「星」
事 業 名 ： 「物流を取り巻く環境と将来の展望について共に考える」
事業内容 ： 「物流の大切さ」　担当：吉川委員
　　　　　「運送会社の働き方改革」　担当：前河副委員長

前河副委員長中嶋委員長の趣旨説明 吉川委員

全体集合写真

木元会長の挨拶
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資質向上委員会事業
開 催 日 ： 平成30年11月17日（土）
場　　所 ： あたか飯店草津店
事 業 名 ： 「ドライバーを今までの半分以下のコストで５倍採用する方法」
事業内容 ： ～人が集まる・定着する運送会社のつくり方の講演～

船井総研ロジ株式会社　佐々木　純平 氏
プロフィール
　運送会社の業績アップコンサルティングを展開車両10
台～300台の様々な規模の企業でドライバー採用・定着・
育成を支援している。
　応募コストを10分の1に削減し、応募をバンバン増や
すことが得意。
　特に車両台数20台～50台の規模が得意である。
　また、SNSやYoutubeを活用した企業のブランディング
も手掛けている。

松田委員長木元会長の挨拶

全体集合写真
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グッドスプーン淀屋橋odona

パナソニックミュージアム

TOYOTA　L&Fカスタマーズセンター大阪

対外研修委員会事業
開 催 日 ： 平成31年2月2日（土）
場　　所 ：  TOYOTA L&Fカスタマーズセンター大阪・パナソニックミュージアム
　　　　　 グッドスプーン 淀屋橋odona
事 業 名 ： 異業種から学ぶ歴史と未来
事業内容 ： 「企業拡大から学ぶ経営戦略」

TOYOTA　L&Fカスタマーズセンター内 趣旨説明

坂野委員長
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青年協全体活動

開催日 ： 平成31年1月19日（土）
場　所 ： CHIRIRI草津店

滋賀県トラック青年協議会　新年会

開　催　日 ： 平成30年7月14日（土）
　　　　　　 奈良・滋賀合同交流会
交流会場所 ： 竜王ゴルフコース
　　　　　　 近江牛レストランGORYO

奈滋合同ゴルフコンペ
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青年協全体活動

開催日 ： 平成30年11月3日（土）
場　所 ： 大津港前広場

びわこフェスタ2018

ご来場いただいた方にひんやり体験、死角体験をしていただきました。
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青年協組織活動

中央会新年会
開催日 ： 平成31年2月9日（土）　　 　場　所 ： ホテルボストンプラザ草津

開催日 ： 平成31年2月22日（金）　　　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～

開催日 ： 平成31年3月2日（土）　 　　場　所 ： 大成閣

KTS「配車担当者（管理者）研修会・業種別交流会」

開催日 ： 平成30年9月1日（土）　　 　場　所 ： ホテル阪急インターナショナル

（公社）全日本トラック協会青年部会　～近畿ブロック大会～
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滋賀県トラック協会の事業

開催日 ： 平成30年10月13日（土）　　場　所 ： 竜王町総合運動公園「ドラゴンハット」

第3回　交通安全フェア

エコ・セーフティドライブコンテスト
開催日 ： 平成30年5月19日（土）　　　場　所 ： クレフィール湖東

死角体験、ひんやり体験を体験中
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委員会内研修

会員交流委員会

委員会内研修

◦開 催 日：平成31年３月９日（土）

◦場　　所： 草津市　JEUGIAカルチャーセンター

◦内　　容：「魅力がアップする話し方講座」

◦講　　師：藤谷昭子氏

◦参加人数：13名

資質向上委員会・対外研修委員会

委員会内研修

◦開 催 日：平成31年２月16日（土）

◦場　　所：湖南市　株式会社シンコーメタリコン

◦講　　師：株式会社シンコーメタリコン

　　　　　　代表取締役　　立石豊氏

◦内　　容：「人を大切にする経営」

◦参加人数：23名

平成30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９月１日（土）

◦名　称：「 平成30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：変革への挑戦

　　　　　～物流人としての誇りを胸に～

◦テーマ： 「五感経営～100年先の企業づくり～」

◦講　師：石坂産業株式会社

　　　　　代表取締役　石坂典子氏

◦場　所：ホテル阪急インターナショナル

◦開催日：平成31年２月22日（金）

◦名　称：｢ 平成30年度（公社）全日本トラック協会

青年部会全国大会」

◦テーマ：変革への挑戦

　　　　　～物流人としての誇りを胸に～

◦内　容： 下記２テーマによるパネルディスカッ

ション

◦テーマ：① 長距離運行における改善基準告示遵

守の現状と課題

　　　　　② 若年者、女性、高齢者等人材確保・

活用に係る現状と課題

◦コーディネーター： 日本PMIコンサルティング株式会社

　　　　　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31年３月２日（土）

◦名　称： KTS「配車担当者（管理者）研修会・

業種別交流会」

◦テーマ： 『働き方改革に打ち勝つための生産性向上への挑戦』

◦事業発表者：株式会社　ハンナ　代表取締役　下村由加里氏

　　　　　　　　 〃 　　　　営業課長　　石谷隆行氏

　　　　　　　　 〃 　　　　営業課長　　中尾大輔氏

◦場　所：大成閣（大阪府）

◦開催日：平成31年３月９日（土）

◦名　称：10府県トラック協会青年組織交流会

◦参加県： 大阪・兵庫・広島・香川・愛媛・徳島・

高知・滋賀・福岡・岡山

◦テーマ： テーブルディスカッション①（輸送品目別）

　　　　　 テーブルディスカッション②（テーマ別）

◦場　所： ホテルグランヴィア岡山

　　　　　４階「フェニックス」
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