
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
トラック運送事業者の経営者・管理者等が、中小企業大学校の経営戦略

等の講座を受講することによって、経営基盤のより一層の向上を図ることを

目的に実施します。 

予算の範囲内で受講費用の３分の２をトラック協会から助成します。 

 

助成対象 

全国に９校ある中小企業大学校（近畿管内では関西校）の講座の

中で、 
(1) トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座 

(2) 実践的な財務管理、利益計画等に関する講座 

(3) 管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座 

(4) 女性リーダーの能力開発等に関する講座 

(5) 情報化、システム構築に関する講座 

(6) その他物流事業に関する講座 

 

について活用出来ます。（講座一覧は別紙のとおりです） 

 



                                  別紙１－１ 
令和３年度中小企業大学校講座受講促進助成制度実施要領 

令和３年４月 

（公社）全日本トラック協会 

（一社）滋賀県トラック協会 

１．事業の趣旨  
  トラック運送事業者の経営基盤の一層の向上を図る観点から、都道府県トラ
ック協会会員事業者の経営者・管理者等を対象に、中小企業大学校各校におい
て実施される経営戦略等の講座を受講した場合、受講料の３分の１を助成する。 
※中小企業大学校とは  
   中小企業大学校は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する「中小 
企業の人づくり」のための人材養成機関。現在、全国に下記９校及び金沢キャ
ンパス、四国キャンパス、ＷＥＢｅｅ Ｃａｍｐｕｓ（Ｗｅｂ講座）が設置さ
れており、活力ある中小企業を養成するための高度で実践的な研修等が行われ

ている。 

学校名 郵便番号 所在地 電話番号 

旭川校 

仙台校 

三条校 

東京校 

瀬戸校 

関西校 

広島校 

直方校 

人吉校 

078-8555 

989-3126 

955-0025 

207-8515 

489-0001 

679-2282 

733-0834 

822-0005 

868-0021 

北海道旭川市緑が丘東 3 条 2-2-1 

宮城県仙台市青葉区落合 4-2-5 

新潟県三条市上野原 570 

東京都東大和市桜が丘 2-137-5 

愛知県瀬戸市川平町 79 

兵庫県神崎郡福崎町高岡 1929 

広島県広島市西区草津新町 1-21-5 

福岡県直方市永満寺 1463-2 

熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1 

0166-65-1200 

022-392-8811 

0256-38-0770 

042-565-1207 

0561-48-3400 

0790-22-5931 

082-278-4955 

0949-28-1144 

0966-23-6800 

※金沢キャンパス、四国キャンパスは、特定の校舎を持たず、北陸、四国各
県の会議施設等で開講されるもの。 
※ＷＥＢｅｅ ＣａｍｐｕｓはＷｅｂ上で開講されるもの。 

 

２．予算額   
 ５８０万円（※うち、滋賀県トラック協会への申請分は１０万円） 

 

３．助成対象者  
   都道府県トラック協会の会員である中小企業者(資本金３億円以下または従 
業員３００人以下)の経営者、後継者および管理者 

 

４．助成対象講座 

    上記中小企業大学校各校で実施される講座のうち、  

(1) トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座  

(2) 実践的な財務管理、利益計画等に関する講座  

(3) 管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座  

(4) 女性リーダーの能力開発等に関する講座  

(5) 情報化、システム構築に関する講座  

(6) その他物流事業に関する講座  

 

５．助成額 
受講料の２／３ 

 

６．実施期間  
  令和３年４月１日～令和４年２月２８日までの申請分 
                                以上 



 

 別紙１－２                                 

 
 

令和３年度中小企業大学校講座受講促進助成制度実施要綱 

 

令和３年４月１日 

                                （公社）全日本トラック協会 

（一社）滋賀県トラック協会 

 

第１条 目的 

 トラック運送事業者の経営者・管理者等が、中小企業大学校の経営戦略等の講座を受講することに

よって、経営基盤のより一層の向上を図ることを目的に、令和３年度中小企業大学校講座受講促進助

成制度を実施する。 

 

第２条 受講対象者 

 都道府県トラック協会（以下、地方ト協）の会員である法定中小企業者（資本金３億円以下又は常

傭従業員３００人以下）の経営者、後継者および管理者とする。 

 なお、会員中小企業者をもって構成されるトラック運送事業に係る協同組織の経営者、管理者も対

象とする。 

 

第３条 対象校 

 国の人材養成機関である中小企業大学校９校及び金沢キャンパス、四国キャンパス、ＷＥＢｅｅ 

Ｃａｍｐｕｓ（Ｗｅｂ講座）を対象とする。 

 最寄校での受講を原則とするが、希望する講座名・受講期間等により最寄校以外での受講も妨げな

い。 

学校名 郵便番号 所在地 電話番号 

旭川校 

仙台校 

三条校 

東京校 

瀬戸校 

関西校 

広島校 

直方校 

人吉校 

078-8555 

989-3126 

955-0025 

207-8515 

489-0001 

679-2282 

733-0834 

822-0005 

868-0021 

北海道旭川市緑が丘東 3 条 2-2-1 

宮城県仙台市青葉区落合 4-2-5 

新潟県三条市上野原 570 

東京都東大和市桜が丘 2-137-5 

愛知県瀬戸市川平町 79 

兵庫県神崎郡福崎町高岡 1929 

広島県広島市西区草津新町 1-21-5 

福岡県直方市永満寺 1463-2 

熊本県人吉市鬼木町梢山 1769-1 

0166-65-1200 

022-392-8811 

0256-38-0770 

042-565-1207 

0561-48-3400 

0790-22-5931 

082-278-4955 

0949-28-1144 

0966-23-6800 

※上記９校のほか、金沢キャンパス、四国キャンパス、ＷＥＢｅｅ Ｃａｍｐｕｓも対象と 

する。 

    ※金沢キャンパス、四国キャンパスは、特定の校舎を持たず、北陸、四国各県の会議施設等 

     で開講されるもの。 

 

第４条 対象講座 

 対象となる講座は、中小企業大学校の各校（金沢キャンパス、四国キャンパス、 

ＷＥＢｅｅ Ｃａｍｐｕｓ含む）が定める講座であって、次の各号に掲げるものとする。 

 （１）トップのための経営戦略、経営計画等に関する講座 

 （２）実践的な財務管理、利益計画等に関する講座 

 （３）管理者のための人材育成、労務管理等に関する講座 



 

 （４）女性リーダーの能力開発等に関する講座 

 （５）情報化、システム構築に関する講座 

 （６）その他物流事業に関わる講座 

 

第５条 助成対象定員 

 助成対象定員は予算額を限度とする。 

 ２．１事業者からの複数の申込みも妨げない。 

 

第６条 受講内容等の通知 

 全日本トラック協会（以下、全ト協）は、中小企業大学校の各校（金沢キャンパス、四国キャンパ

ス、ＷＥＢｅｅ Ｃａｍｐｕｓ含む）で開講される講座のうち、第４条の対象講座の内容および開催

スケジュール等を地方ト協へ通知する。 

 ２．地方ト協は、前項の通知に基づき会員事業者へ周知する。 

 

第７条 受講の届け出・承認 

 受講を希望する会員事業者は、受講者・受講講座等について事前に所属する地方ト協へ届け出る。 

 ２．地方ト協は、前項の届け出があったときは、予算の範囲内であることを確認の上で速やかに当

該会員事業者に受講の承認を行う。 

 ３．地方ト協は、受講料の総額が１人あたり１講座１０万円以上の講座について、当該年度の４月

１日から１２月３１日までの間に承認した内容を、「受講承認報告書」（様式１）により、令和４年

２月１日（火）までに全ト協へ報告する。 

 

第８条 大学校への申込み 

 受講を希望する会員事業者は、地方ト協からの受講の承認があった後、受講しようとする学校に対

して、受講申込みの手続きを行うものとする。なお、同時に受講料を納入することになっている学校

については、所定の受講料（全額）を直接納入する。 

 ２．受講申込みをした学校から受け入れ通知があった場合に受講することができる。 

 ３．受講料は、所定の額（全額）を、会員事業者が直接、当該校に納入する。 

 

第９条 受講修了後の手続き 

 会員事業者は、受講者が所定期間を受講し「受講修了証書」の交付を受けたときは、速やかに「受

講修了通知書」（様式２）を地方ト協へ提出する。 

 その際、「受講修了証書」の写しおよび「振込金受取書」等の写しを添付する。 

 ２．地方ト協は、提出された「受講修了通知書」（様式２）、「受講修了証書」の写しおよび「振

込金受取書」等の写しの内容を確認し、適切に保管する。 

 ３．地方ト協は、前項の確認をした上で、「受講修了報告書兼負担金請求書」（様式３）に必要事

項を記載し、令和４年３月１日(火)までに全ト協へ提出する。 

 なお、地方ト協は上期分（４月から９月）を令和３年１０月８日(金)までに、下期分（１０月から

３月）を令和４年３月１日(火)までに分けて、上記様式３を提出することができる。 

 

第１０条 助成額 

 全ト協は受講料の３分の１を助成する。百円未満の額は百円単位に切り上げた額とする。但し、国、

自治体、他団体（都道府県トラック協会含む）等からの助成金の合計が受講料の３分の２を超える場

合、助成金を交付しない。 

 

第１１条 受講料負担額の支払 

 全ト協は、地方ト協から「受講修了報告書兼負担金請求書」（様式３）の提出があったときは、精



 

査の上、令和４年３月末までに所定の受講料負担額を地方ト協に支払う。 

 ただし、上期下期に分けて請求があった場合は、上期分は令和３年１１月末までに、下期分は令和

４年３月末までに所定の受講料負担額を地方ト協に支払う。 

 ２．地方ト協は、全ト協から支払われた助成金を、会員事業者に支払う。 

 

第１２条 受講申込み後の変更または中止 

 会員事業者は、地方ト協から受講承認を得た後、申込み事項を変更または受講を中止した場合は、

その旨、速やかに地方ト協あてに届け出る。 

 

第１３条 助成金の返還 

 全ト協は、次の各号のいずれかに該当するときは、地方ト協を通じて会員事業者に対し交付した助

成金の返還を命じることができる。 

（１）この要綱その他全ト協が定める事項に違反したとき 

（２）虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき 

 ２．前項の規定により返還を命じられた事業者については、全ト協が行う助成事業すべてに係る申

請は、原則として、当分の間、これを受付又は交付決定を行わないものとする。 



会員事業者 都道府県ト協 全 ト 協 大 学 校 

受 講 

令和３年度中小企業大学校講座受講促進助成制度手続きフロー 別紙２ 

【1】講座内容等決定 【2】対象講座等通知 

【6】事前受講承認 

【4】事前受講届出 

【9】受講料全額納入 

【7】受講申込書提出 

【10】受講修了証書交付 

【8】受け入れ決定 

【5】受講承認報告書 
（様式1）提出 

（受講料10万円以上のみ） 

【11】受講修了通知書 
（様式2）提出 

【12】受講修了報告書兼 
負担金請求書（様式3）提出 

【14】受講料支払 
（全ト協助成額） 

【3】対象講座等周知 

【13】受講料支払 
（全ト協助成額） 

※提出期限：令和4年2月1日 

※上期：令和3年10月8日、 
下期/年度一括：令和4年3月1日 

※上期：令和3年11月末、 
下期/年度一括：令和4年3月末 

※学校により受講料全額納入 



令和３年度トラック運送事業事業者向け講座について           別紙４ 

中小企業大学校名 講座名 対象者 本講座のねらい 定員 期間（時間） 受講料 

旭川校 トラック運送業の業務改善講座 

（詳細未定） 

 

経営幹部・ 

管理者 

トラック運送業のコスト・収益の見直しや IT活用等に

よる業務改善の進め方について学ぶとともに、自社で

取り組むむための実践的な計画を作成します。 

２０名 全２日間（１２時間） 

２０２２年１月１７日～１８日 

 

２２，０００円 

仙台校 トラック運送業の業務改善講座（基本編） 

【講師】久保田精一氏 

（合同会社サプライチェーン・ロジスティクス

研究所 代表社員） 

経営者・ 

経営幹部・ 

管理者 

トラック運送業界の現状と今後の動向を理解した上

で、トラック運送業者の多くが抱える経営課題を参考

に、自社の経営課題を整理します。また、物流 KPI（重

要業績評価指標）について学び、自社課題の抽出と今後

の解決策の検討に取り組みます。 

２０名 全２日間（１４時間） 

２０２１年６月３日～４日 

２２，０００円 

三条校 物流業務改善の考え方・進め方（基本編） 

（詳細未定） 

管理者・ 

新任管理

者 

 

物流業界を取り巻く環境の変化と今後の動向を理解し

た上で、物流コストの算出方法を学ぶとともに、管理と

改善の視点から自社の物流改善の方向性を検討しま

す。 

２０名 全２日間（１４時間） 

２０２１年１１月２５日～２６日 

２２，０００円 

東京校 トラック運送業の業務改善講座（基本編） 

【講師】森高弘純氏 

（近代経営システム研究所 代表） 

経営幹部・ 

管理者 

トラック運送業界の現状と今後の動向を理解した上

で、トラック運送業者が抱えることの多い経営課題か

ら自社の経営課題を整理します。併せて、物流 KPI（重

要業績評価指標）について学びながら、自社課題の抽出

と今後の解決策の検討に取り組みます。 

３０名 全２日間（１４時間） 

２０２２年１月２６日～２７日 

２２，０００円 

瀬戸校 トラック運送業の業務改善講座 

（詳細未定） 

 

経営幹部・ 

管理者 

トラック運送業界の現状と今後の動向を理解した上

で、トラック運送業者が抱えることの多い経営課題と

対応策について学びます。また、物流 KPI(重要業績評

価指標)について理解し、自社課題の抽出・整理と今後

の解決策の検討に取り組みます。 

２０名 全２日間（１４時間） 

２０２１年８月３０日～３１日 

 

２２，０００円 

 

 

広島校 トラック運送業の業務改善講座 

（詳細未定） 

経営幹部・ 

管理者 

トラック運送業の輸送単価の長期低落傾向の歯止めと

輸送コストの削減が喫緊の課題となっていることか

ら、コスト・収益の見直しや IT 活用等による効率化な

どの業務改革の進め方について学ぶとともに、自社の

業務改善、アクションプランを策定します。 

３０名 全４日間（２６時間） 

２０２１年８月２６日～２７日 

２０２１年９月２８日～２９日 

３６，０００円 

 

 



人吉校 物流業務改善の考え方・進め方 

（詳細未定） 

管理者・ 

新任管理

者 

 

物流業界を取り巻く環境の変化と今後の動向を理解し

た上で、企業の物流に携わる際に知っておきたい、物流

コスト管理や物流改善技法の使い方について事例を通

して学びます。 

 

３０名 全２日間（１３時間） 

２０２１年１１月２５日～２６日 

 

２２，０００円 

 

 

WEBee Campus 物流改善の効果的な進め方【１１月】 

【講師】森高弘純氏 

（近代経営システム研究所 代表） 

経営幹部・ 

管理者 

物流業界を取り巻く最新の動向を押さえていただいた

あと、事例を通じて、物流コストの算出方法、改善活動

の進め方、取り組む際のポイントなどを学んでいただ

きます。また、あわせて、自社の物流改善の検討も行っ

ていただきます。 

５名 全４日間（１２時間） 

２０２１年８月１９日、２６日 

９月２日、９日 

２８，０００円 

 



様式２ 

                                                        令和   年   月   日 

一般社団法人滋賀県トラック協会 

  会 長  田 中  亨 様 

                      住  所 

                      会 社 名 

                                            代表者名             ㊞ 

                      法人番号 

電話番号 

受講修了通知書 

令和  年  月  日に受講を承認いただいた下記の者について、中小企業大学校の所

定の講座の受講を修了しました。つきましては、「令和３年度中小企業大学校講座受講促

進助成制度実施要綱」第９条の規定に基づき通知いたします。 

                                       記 

     １．学校名       中小企業大学校        校 

      ２．受講期間   令和  年  月  日 ～ 令和  年  月  日 

      ３．講 座 名 

    ４．受講者氏名（年齢）                       （    歳） 

      ５．所属部署名・役職名 

   ６．対象講座受講料                        円 

７．トラック協会以外から受けた（る）助成金額           円 

※  添付書類   ・受講修了証書の写し ・振込金受取書等の写し  

【助成金入金口座】 

金融機関・支店名                    

預金種別・口座番号  普通・当座            

口座名義                        




