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甲賀支部

湖東支部

湖北支部

湖西支部

彦根支部

●優良事業所支部長表彰
●滋賀県トラック協会会長の講演会
●働き方改革関連法に係る研修会
●行政処分に係る研修会
●運送業界の動向についての研修会
●睡眠時無呼吸症候群研修会
●ソフトボール大会
●湖南会（親睦ゴルフ）

●配車担当者研修会
●労務関係研修会
●親睦ゴルフ

●働き方改革関連法に係る研修会
●消費税軽減税率制度導入研修会
●親睦ゴルフ

●交通安全新年祈願祭
●春と秋の長浜市交通安全パレードへの協力
●長浜市びわ湖一斉清掃への協力
●交通安全研修会

●交通安全新年祈願祭
●睡眠時無呼吸症候群研修会
●Gマーク取得業者の勉強会
●労災防止セミナー

各支部の
取り組み

滋賀県トラック協会
創立７０周年記念動画

●高島市総合防災訓練
●高島市の観光ＰＲラッピング
　トラックの車両拠出
●支部会員合同健康診断の実施

一般社団法人 滋賀県トラック協会
http://www.shiga-ta.or.jp
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●大津市ジャズフェスティバルへの協賛
●新名神大津スマートインターチェンジ（仮称）等
　利活用による地域活性化ワークショップへの出席
●大津市災害時物資供給マニュアル策定に係る関係者会議への出席
●大津市総合防災訓練
●春と秋の交通安全啓発活動
●大地協力会（親睦ゴルフ）
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　　 ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　　 ● 春の全国交通安全運動に係る啓発活動の実施
　　 ● 新入学児童交通安全誘導活動の実施
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 ● 物流出前講座の開催 【八日市南高校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
 ● 運輸安全マネジメントセミナーの開催
　　 ● 高速道路交通安全啓発活動の実施

7月 ● 初任トラック運転者の指導教育研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
　　 ● フォークリフト地方大会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
　　 ● はい作業主任者技能講習会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・６
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　　 ● 運行管理者国家試験事前勉強会の開催
　　　 ● 滋賀県交通安全フェア開催に係る記者会見の実施

9月 ● 滋賀県総合防災訓練に参加 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
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　　 ● ハローワーク・デイに参加
　　 ● 高速道路交通安全啓発活動の実施

 10月 ● 滋賀県交通安全フェアの開催・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７
  ● 取引環境・労働時間改善協議会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・９
　　　  ● びわ湖環境ビジネスメッセ２０１８にて環境の取り組みを発信 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
　　　  ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　　　  ● 交通安全トレーディングカード発行に係る記者会見の実施
　　　  ● 交通安全ハロウィン啓発活動

 11月 ● 議員懇談会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 10
　　　  ● 物流セミナーの開催
   　 【藤井聡氏より強靱な日本経済を目指して～物流業界の今後～をテーマに講演】 ・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　　　  ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　　　  ● 荷役災害防止研修会の開催
　　　  ● 環境キャンペーンの実施

12月  ● 初任トラック運転者の指導教育研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　　　  ● 年末の交通安全県民運動啓発活動の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　　　  ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　　　  ● 物流出前講座の開催 【愛知高校・甲南高校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
　　　  ● おりづる会クリスマスの集いに出席

 1月 ● 新年祈願祭の挙行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12

 2月 ● 経営者･管理職研修会の開催 【トレーラの適正な使用等に係る研修】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
  ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
  ● 物流出前講座の開催 【石部高校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
  ● 原価計算活用セミナーの開催
  ● 運行管理者国家試験事前勉強会の開催

 3月 ● 運行管理者国家試験の実施 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
　　  ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
　　  ● 適正化事業実施機関評議委員会の開催
　　  ● トラック運送事業者の働き方改革実現に向けた
 　 　 アクションプラン等周知セミナーの開催

「いきる」 バス・トラック事故の削減
① 「交通事故削減宣言」と交通事故削減目標の設定 
②  滋賀県交通安全フェアの開催

「うごく」 交通安全ＰＲ活動・道路環境改善提案活動
① 交通安全びわ湖キャラバン隊
② 道路環境に関する改善提案

「はたらく」 バス・トラック業界への関心を高めるキャリア教育
① 若年者の雇用増加と若年ドライバー不足の解消（物流出前講座）
② 働きたい女性の雇用増加と女性ドライバーの活躍

「つくる」  エコドライブ・環境啓発の推進
① ドライバー研修会の実施
② エコ・セーフティドライブコンテストの実施　
③ 環境キャンペーンの実施
④ ワンコインエコパス
⑤ バスの日まつりの開催

「まもる」  清掃・植樹事業
① 「おうみ路クリーンアップ」活動の実施

「そなえる」  防災対策の取り組み
①「災害時における人員・物資等の輸送に
　 関する協定書」の締結
② 緊急事態に対応するトラック協会の
　 業務計画等の作成
③ 滋賀県総合防災訓練への参加

「ひろげる」  “滋賀・琵琶湖”ブランド、       観光情報の全国発信
① バス・トラックを使用した情報発信
② 女性ドライバー観光応援隊による観光PR

　滋賀県トラック協会と滋賀県バス協
会が、業界を取り巻く環境をより良く
する目的で協議を重ね、滋賀県とタ
イアップして展開していく７つの事業を
策定しました。そして、平成27年４月
９日に、田中 亨会長と滋賀県バス協
会の中村隆司会長から、三日月大造
滋賀県知事に対して提言されました。

滋賀にキラリ輝く
七つ星事業
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　　　　 春の交通安全運動スタート

「事故ゼロ」を願い交通安全びわ湖キャラバン隊出発式

全国トラックドライバーコンテスト選考会第 50回

第11回

通常総会と創立70周年祝賀会を開催通常総会を開催

エコ・セーフティドライブコンテスト4月

5月

5月

3 4おうみ路 2018

◉ ゴールドマイスター目指し58名が挑戦

11t部門

4 t部門

上田　雄大
㈱キャリオン

中野　亨祐
西濃運輸㈱

青木　秀史
甲西陸運㈱

林田　哲也
西濃運輸㈱

吉澤　宣昭
日本通運㈱

柿町　忠男
日本梱包運輸倉庫㈱

増居　尚樹
西濃運輸㈱

三牧　弘佳
甲西陸運㈱

上田　広
西濃運輸㈱

西村　博司
㈱滋賀物流サービス

平尾　晃
石部運輸倉庫㈱

立岩　稔生
西濃運輸㈱

寺村　方人
㈱ナツハラ

前島　正貴
小林運送㈱

百山　彰彦
西濃運輸㈱

平野　貴之
セントラルロジコ㈱

杉本　密
東和運輸㈱

上山　淳平
㈱外村物流運輸

荒木　幸広
センコー㈱

森重　佑太
㈲エフ物流

小田垣　聡
センコー㈱

ゴールド囲みは
ゴールドマイスター



快晴に恵まれ、
「おうみ路クリーンアップ」
活動を実施

はい作業主任者
技能講習会を開催

運行管理者
国家試験の実施

11 回目となる琵琶湖一周清掃活動

　10 年間継続して行われた「ぐるっと・び
わ湖・クリーンアップ活動」が、「おうみ路

クリーンアップ」と名称を変えて、６
月３日（日）に実施されました。
　トラック総合会館前で行わ
れた湖南支部の出発式で、
中西 栄副会長は「本年度よ
り、各支部の特徴を生かし
た事業になるよう名称を変更

した」と述べ、「熱中症や事故の
ないよう十分気をつけて活動してほし

い」と挨拶しました。
　来賓の広脇正機琵琶湖環境部長は「県民、
事業者、行政が一体となって美しい琵琶
湖を守ろうという取り組みを誇りに思
う」と挨拶し、三日月大造滋賀県知事
からの「人、自然、社会の健康を維持
していくための取り組みに、引き続き

理解と協力をお願いしたい」というメッセー
ジを読み上げました。

子どもたちも参加して道路のゴミを回収

　出発式の後、参加者はそれぞれの受け持ち

エリアへ移動して、湖周道路の歩
道を歩きながら、空き缶やペットボト
ル、たばこの吸い殻などを回収しました。
　「快晴に恵まれて、子どもたちと一緒に気
持ちよく琵琶湖の清掃活動ができました」と
言う家族連れや、「11 回すべて参加していま
すが、相変わらず吸い殻のポイ捨てが多いの
が気になります」という女性のほか、会員事
業所で働いているベトナムからの技能実習
生も参加して、清掃活動に汗を流しました。

道の駅では協会の活動を PR

　「道の駅・グリーンプラザからすま」では、
協会が取り組む『滋賀にキラリ輝く七つ星
事業』や、トラック運送業に対するイメー
ジなどに関するアンケート調査を実施、“ と
らっくん ”も応援に駆けつけて協会の活動を
PRしました。
　11 時 30 分から行われた閉会式では、丸山
義広湖南支部長が「参加されたみなさんに
は、高い志を職場にも持ち帰って、
ぜひ職場周辺の清掃活動を行っ
て業界のイメージアップに貢
献してほしい」と挨拶を行い、
無事活動を終了しました。

6月

7月 12月

7月

7月

8月 3月

フォークリフト
地方大会を開催

  「初任トラック運転者
の指導教育研修会」の開催
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交通事故のない安全な滋賀を目指して

　10月13日（土）、第３回目となる「滋賀県交通安
全フェア」が、竜王町総合運動公園ドラゴンハットで
開催されました。
　オープニングセレモニーでは来賓の三日月大造滋
賀県知事から、「知恵と力を集めて交通事故のない
滋賀県をつくる、という思いを共有するフェアにして
ほしい」とエールが送られたほか、「楽しみながら交
通安全への意識を高め、ルールを学んでほしい」と
いったメッセージが来賓の方々から寄せられました。
　また、平成 30 年度の「近畿運輸局滋賀運輸支局
長表彰」や「全国トラックドライバーコンテスト選考
会」入賞者、「エコ・セーフティドライブコンテスト」ゴー

親子で楽しみながら学ぶ交通安全

　会場には、子ども免許証コーナーや運転適性診断
コーナー、シートベルトコンビンサーなどの安全体
験のほか、子どもたちに人気のパトカーや白バイの展
示コーナー、リフト車など大型車両の屋外展示、地
元竜王の食を楽しむドラゴン屋台村などの飲食ブー
スが設けられ、18,000人もの家族連れで終日にぎわ
いました。
　また、滋賀県トラック協会のブースでは、展示を
通じてトラックドライバーの仕事を紹介するほか、業
界に対するイメージや滋賀県交通安全フェアについ
ての感想などのアンケート調査を実施しました。

ルドマイスター及びマイスター認定者、滋賀県トラッ
ク協会優良事業所と優良運転者、「滋賀県高速道路
交通安全協議会 第３回事業用自動車無事故・無違
反運動受賞チーム」の表彰式が執り行われました。
　そして、受賞者を代表して25 年以上無事故・無
違反のセンコー株式会社 京滋主管支店の西村敏司
さんが、「だれもが正しく安全運転を実践すれば交通
事故ゼロは達成できる。これからも自覚と誇りを持っ
て無事故・無違反記録を更新することを誓います」
と謝辞を述べました。
　続いて田中 亨会長から、交通遺児を支援する活
動を行っている公益財団法人おりづる会に、寄付金
が贈呈されました。

交通安全宣言で死亡事故ゼロを誓う

　ステージでは音楽ユニット「GINLALA（ギンララ）」
の交通安全教室やヒーローショー、立命館大学応援
団による演奏やチアリーディングなど、盛りだくさん
のプログラムが繰り広げられました。
　そして、とらっくんやキャッフィー、たび丸などの
ゆるキャラと、立命館大学応援団のメンバーによる
交通安全宣言が行われ、安全運転と死亡事故ゼロ
への誓いを新たにしました。
　最後に、テーマパーク入場券付きペア宿泊券やゲー
ム機、電化製品など、豪華な景品が当たるお楽しみ
抽選会が行われて、会場は大いに盛り上がりました。

滋賀県交通安全

イ
ベ
ン
ト
や
体
験
を
通
し
て

交
通
安
全
へ
の
意
識
を
高
め
る

第３回10月 フェア
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9月 9日（日）、滋賀県総合防災訓練が
下記想定のもとで実施されました。

　午前 7時 00 分、木津川断層帯を震源とする大規模
地震が発生。甲賀地域で震度 7を観測し、建物の倒壊、
火災発生、液状化の発生、ガス・水道・電気・電話等
ライフライン施設、鉄道、道路、堤防の破損等があり、
多数の死傷者が発生。また、折からの大雨で河川は増
水しており、一部地域では氾濫が生じている。

　滋賀県トラック協会では、「多くの避難者の発生が予想さ
れることから、湖南市及び甲賀市に設置された避難所に向
けて、滋賀県の備蓄物資の払出し及び輸送を行うとともに、
滋賀県災害対策本部に「輸送調整所」を設置し、物資拠点

滋賀県総合防災訓練に参加

　本協議会は学識経験
者、行政（国交省、厚
労省、経産省）、運送
事業者、荷主、業界団
体の関係者が一体とな
り、トラック運送業に
おける取引環境の改善

や長時間労働の抑制を図るため、平成27年7月に設置（全国、
各都道府県にも設置）された。
　滋賀県においては、大阪産業大学経営学部教授の浜崎
座長の下、平成27年度は県下の運送業界の実態調査の実施、
平成28年度には前年度の実態調査を踏まえた課題、問題点
の抽出と合わせ具体的な特定母集団（荷主、元請、運送事

　平成 30 年10月17日（水）～同月19日（金）長浜ドームにおいて「びわ湖環境
ビジネスメッセ2018」が開催されました。びわ湖環境ビジネスメッセは本年で 21
回目を数え、滋賀県をはじめ県下経済団体や大学等、文字どおり産・官・学によ
る環境の取り組みの発表等、ビジネスの一大イベントとなっています。
　県内外の300社を超える企業、団体等が取リ組まれている環境製品や技術、サー
ビス等の展示、紹介により環境への発展を図ろうとする催しで、当協会も近畿スマー
トエコ★ロジ協議会のメンバーとして、滋賀運輸支局とともにＣＮＧ車等の環境に
優れた環境車の普及促進を図るための啓発活動を中心に、５月の「エコ・セーフ
ティドライブコンテスト」や６月の「おうみ路クリーンアップ」等、この一年間の環
境への取り組みをパネルにして紹介しました。

の選定、市町の支援物資要望受理・避難所までのルート設
定、輸送指示等の訓練に参加しました。
　訓練当日、守山市にあるトラック協会に「対策本部」を
設置するとともに、県庁の災害対策本部内の「輸送調整所」
に要員を派遣し、会長以下13人、車両 2台が早朝からの
訓練に従事しました。
　災害救援物資の仕分訓練と輸送訓練では、本番さながら
に甲賀支部の車両が湖南市内の物資拠点に集結し、湖東備
蓄倉庫から輸送された救援物資（アルファ化米、ビスケット）
の仕分作業を行い、湖南市及び甲賀市内６箇所の避難所へ
輸送しました。
　また、各避難所に通じる道路が地震により寸断されたと
いう想定のもと、トラックとの情報伝達訓練を行い、「輸送
調整所」が指示する通行可能なルートを選定して輸送にあ
たるなど、「輸送調整所」との連携を重視した訓練を行い、
無事任務を全うして災害発生に備えることができました。

業者）を選定し、その対象集団における実態調査（パイロッ
ト事業と称する）、課題の抽出等を、平成29年度はその改
善策及び対応策がまとめられ、今後の水平展開に期待。
　本年度は、平成29年12月に標準貨物自動車運送約款が一
部改正され、適正取引（料金の収受）や労働時間（荷待ち
時間等）改善への取組みが課題となっており、近畿レベル
の広域的取り組みとし
て実施することとして
いる。

「トラック運送業における取引環境・労働時間改善協議会」の開催

「議員懇談会」を開催11月

10月
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「びわ湖環境ビジネスメッセ2018」
にて環境の取組み発信

9月

10月



　１月９日（水）、近江神宮において毎年恒例の新年祈願祭が執り行われました。
　滋賀県トラック協会を代表して、田中 亨会長をはじめ、理事・監事や安全環境
委員、滋賀県トラック青年協議会会長、滋賀県トラック女子部会部会長の54 名が
参拝し、今年１年間の交通安全並びに商売繁盛、業務繁栄を祈願しました。

平成 31年度の協会運営に向けて
　引続き第 348 回理事会が開催され、次年度の会長基本方針及び事業推進施策が決定され、協会
の運営方針や当面する諸問題等について審議が行われました。

藤井聡京都大学大学院教授を迎えて

●交通事故防止とトレーラの適正な使用等について研修会を開催
●経営者と管理職のスキルアップを通じて、会員事業者の経営を支援する

ドライバーの運転スキル向上を目的に「ドライバー研修会」を開催

年末の交通安全県民運動啓発活動

11月

12月

1月

7月

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2月 3月

9月 2月
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若手の人材を確保
　滋賀にキラリ輝く七つ星事業「はたらく」の１つ「トラッ
ク業界の関心を高めるキャリア教育」にかかる事業の一
環として、優秀な若手の人材確保を目的で、平成 27年
度からの継続事業で４年目となります。

映像で興味を持たせ、業界を知ってもらう
　当講座は田中 亨会長等の挨拶から始まり、支部長又
は経営支援委員を中心に講師を務め、業界の説明だけ
ではなく映像を交え、わかりやすい講座を展開しました。
また映像を交えて業界の説明がありますので、学生に興
味を持たせ、当業界を知ってもらうきっかけとなりました。

受講する学生数は年々、増加

　受講した学生数は、27年度から開催し、延べ21校で2,608 名となりました。
アンケートを通じて学生からは、「ナンバープレートの色の違いは、今まで知らなかった」や「滋賀県では、運送会社の数はコン
ビニエンスストアの店舗数よりも多くて驚いた」、「この機会に知る事ができて良かった」、「ドライバーの父親を誇りに思う」、「将
来の仕事の選択肢の１つとなった」、「かっこ良いドライバーに憧れる、私もドライバーになりたい」といった声も、届きました。

　12月14日（金）は、甲南高校にて当講座を開催しまし
た。２年生１０５名が受講され、業界の説明を受けるだけ
でなく、時間厳守や受講態度まで正しく学ばれていました。

　12月13日（木）には、愛知高校で当講座を２部に渡って
開催しました。学生が自らの希望で興味のある業界の説明
を聞きに行くという授業のスタンスで、２部併せて４名の学
生が受講しました。運輸業界を就職の第一希望とする学生
の他、自動車関係の業界に興味をもつ学生が集まりました。

　7月13日（金）は、長浜北星高校１年生２００名を対象
として開催しました。当日は滋賀県トラック協会会員事業
者の従業員から、自らの体験談を発表して頂きました。学
生にとって身近な若手従業員から、学生に対して寄り添っ
た形で自らの体験談を話されていたので、学生は終始食い
入るように説明を聞いていました。

物 流 出 前 講 座 を 開 催！

6月

7月

12月 2月

12月

優秀な若手の
人材確保を目指して 　2月14日（木）は、石部高校にて２年生就職希望者 51

名を対象として開催しました。学生は、最初から最後まで、
熱心に聞いていました。

業界の魅力を伝える
　６月29日（金）、八日市南高校では、３年生
の運輸業界就職希望者８名に当講座を開催
しました。３年生の運輸業界就職希望者なの
で、実際に自分達が働く事を想定しながら受
講されていた事が、質疑応答や受講する姿勢
から見られました。

質問
でーす！
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