
大津支部
湖南支部

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の実施
●標準的な運賃の届出に関する研修会の開催
●野洲市と「災害時における物資等の輸送に関する
　協定」の締結

●標準的な運賃の届出に関する
　研修会の開催
●親睦ゴルフの開催

●東近江地区交通安全推進会議への出席　
（「連絡調整委員」を継続して受嘱）

●交通安全新年祈願祭の実施
●春と秋の長浜市交通安全パレード・啓発活動に
　「参加団体」として取組み
●労務研修会の開催
●健康に関する研修会の開催

●交通安全新年祈願祭の実施
●新型コロナウイルス感染症対策に関する
　情報交換会の開催
●健康に関する研修会の開催

各支部の
取り組み

●高島市総合防災訓練の「参加関係団体」を
　継続して受嘱
●高島市の観光ＰＲラッピングトラックの車両拠出
●合同健康診断の実施

滋賀県トラック協会
第３弾Ｗｅｂドラマ

滋賀県トラック
青年協議会

滋賀県トラック協会 滋賀県トラック
女子部会

一般社団法人 滋賀県トラック協会
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●新名神大津スマートＩＣ（仮称）利活用等地域活性化委員会の
　「委員」を継続して受嘱
●大津市総合防災訓練の「参加関係団体」を継続して受嘱
●大地協力会（親睦ゴルフ）の開催

高島市総合防災訓練の「参加関係団体」を

高島市の観光ＰＲラッピングトラックの車両拠出
合同健康診断の実施

●交通安全新年祈願祭の実施
●春と秋の長浜市交通安全パレード・啓発活動に
　「参加団体」として取組み
●労務研修会の開催
●健康に関する研修会の開催

●交通安全新年祈願祭の実施
●新型コロナウイルス感染症対策に関する
　情報交換会の開催
●健康に関する研修会の開催

●東近江地区交通安全推進会議への出席　
（「連絡調整委員」を継続して受嘱）
●
（「連絡調整委員」を継続して受嘱）

●標準的な運賃の届出に関する

● 用紙：適切に管理された森林の木材を利用したFSC®認証用紙
● インキ：大豆油インキを含む植物油インキ
● 印刷：有害な廃液を排出しない水なし印刷
● 印刷工程で排出されるCO2を滋賀県内の森林整備によって生まれた
　「びわ湖カーボンクレジット」でカーボンオフセット済
●CO2排出量 :383.7g/ 部



2021
4月 ● 滋賀県高速隊出陣式 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3
　　 ● 春の全国交通安全運動オープニング式・交通安全びわ湖キャラバン隊出発式の開催 ・・ 3
 ● 交通安全旗贈呈式
 ● 春の全国交通安全運動に係る啓発活動の実施【彦根ＩＣ】

5月 ● 通常総会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
 ● 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Ｇマーク)申請案内説明会の開催

6月 ● 新型コロナウイルス感染症対策の医療機関へのマスク寄付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
● 新型コロナウイルス感染症対策のマスクを輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4

 ● 運輸安全マネジメントセミナーの開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
 ● 第３弾Ｗｅｂドラマのテレビ広報

7月 ● はい作業主任者技能講習会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
　　 ● 初任運転者講習の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
 ● フォークリフト運転技能大会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
 ● 夏の全国交通安全運動に係る啓発活動の実施【栗東ＩＣ】
 ● 運行管理者国家試験事前勉強会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
 ● ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11

8月 ● 運行管理者国家試験の実施
 ● 飲酒運転防止ステッカー贈呈式の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6

9月 ●運行管理者国家試験の実施
　　　 ●秋の全国交通安全運動に係る啓発活動の実施【彦根ＩＣ・栗東ＩＣ】
　　　 ●荷役ガイドラインに基づく荷役災害防止担当者教育講習会の開催

10月 ●標準的な運賃活用セミナーの開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 7
 ●「災害時の安全安心情報の発信に関する連携協定」の締結 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 8
　　　　 ●ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　　　　 ●滋賀地方安全衛生大会の開催

 11月 ●「おうみの森づくり」事業の実施・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
　　　　 ●年末の交通安全県民運動に向けた出動式及び交通安全啓発活動の実施 ・・・・・・・ 11
  ●ドライバー研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　　　　 ●物流出前講座の開催【能登川中学校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12 　　
  ●Ｇマークラッピングトラック出発式の開催

12月  ●初任運転者講習の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
　　　　　 ●「大型車のホイール・ボルト、ナットの増し締め点検」啓発活動 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
　　　　 ●物流出前講座の開催【甲南高校、愛知高校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12
  ●労働時間改善協議会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
  ●燃料価格高騰経営危機突破総決起大会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
  ●荷役ガイドラインに基づく荷役災害防止担当者教育講習会の開催

 1月 ●新型コロナウイルス感染症対策のマスクを輸送 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
  ●運行管理者国家試験事前勉強会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6
  ●新年祈願祭の挙行 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11
  ●冬用タイヤ装着促進交通安全啓発活動の実施

 2月 ●運行管理者国家試験の実施 
  ●経営者・管理職研修会の開催 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
  　【プラン２０２５目標達成セミナー ～あらたな事故削減目標への取り組み～】   
  ●自転車ヘルメット贈呈式の開催
　　　　　 ●高齢労働者に配慮した陸運業のための労働災害防止セミナーの開催

 3月 ●運行管理者国家試験の実施・

  ●３月「物流出前講座の開催【野洲高校】 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２
  ●経営者・管理職研修会の開催
　　　　　 【安全走行に活かそう！健康管理セミナー～定期健康診断の有効活用～】・ ・・・・・・・・ 14

「いきる」バス・トラック事故の削減
❶ 「交通事故削減宣言」と交通事故削減目標の設定

「うごく」 交通安全ＰＲ活動・道路環境改善提案活動
❶ 交通安全びわ湖キャラバン隊の実施
❷ 道路環境に関する改善の提案

「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
❶ 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）
❷ 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
❶ ドライバー研修会の開催

「まもる」 清掃・植樹事業
❶ 「琵琶湖森林づくりパートナー協定」の継続
❷ 「おうみの森づくり事業事業」の実施
（「琵琶湖森林づくりパートナー協定」に基づき、
一般社団法人滋賀県造林公社の森林保全活動を含む）

「そなえる」  防災対策の取り組み
❶「災害時における人員・物資等の輸送に
　 関する協定」の継続
❷ 緊急事態に対応するトラック協会の
　 業務計画等の作成

「ひろげる」  “滋賀・琵琶湖”ブランド、
       観光情報の全国発信
❶ バス・トラックを使用した情報の発信

　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

Shiga Trucking Association

●は記事掲載あり
●は事業紹介のみ
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１年の流れ



春の全国交通安全運動出陣式

激励しました。

「 敵は交 通 違 反、いざ 出 陣 」の
掛け声で出発

　来賓を代表して滋賀県公安委員会、
大塚良彦委員長が挨拶を行った後、滋賀
県高速隊の木枝和行隊長補佐から「県内
169.1 キロの高速道路での事故撲滅のため
に出陣します」という出陣申告を受けた瀧
岡英典隊長が、「敵は交通違反、いざ出陣」
と掛け声を発すると、白バイやパトカーに
乗車した隊員がエンジンを始動しました。
　そして、４台の白バイを先頭に県警パト
ロールカー、NEXCO パトロールカーが出
席者の拍手に送られて、出陣しました。

　清水さんと東さんは、交通安全思想の普
及、交通ルール厳守とマナー向上に努める
こと、ゆとりと思いやりの気持ちで子どもと
高齢者を守ること、家庭・職場・地域から
の飲酒運転の根絶、すべての席でのシート
ベルト・チャイルドシートの着用、エコ交通
などを、「県民総ぐるみの運動」として推進
することを力強く誓いました。
　最後に、白バイを先頭に、交通安全を
呼びかける横断幕を掲げたキャラバン隊が、
出席者に見守られて出発していきました。

出陣式で高速道路の
事故撲滅を誓う
高速道路交通警察隊、交通機動隊
などが参加

　「春の全国交通安全運動」（令和３年４月
６日～ 15日）に先立ち、４月５日（月）10時
30分から西日本高速道路（株）関西支社滋
賀高速道路事務所で、高速道路交通警察
隊や交通機動隊のほか、NEXCO西日本
の社員などが参加して、『春の全国交通安
全運動出陣式』が開催されました。

理事、役員のみで
通常総会を開催
挨拶で標準的な運賃の導入に言及

　令和３年５月 26 日（水）、トラック総合
会館において出席者を最小限の人数に限
定し、感染予防対策を万全に行っての通

通常総会

　式典は音楽ユニット
GINLALA（ギンララ）に
よる高速道路専用交通
安全ソング『HIGHWAY 
SAFETY　DRIVING』
でスタートしました。

　出陣式にふさわしい陣羽織姿で登場し
た主催者代表、滋賀県警察本部の寺堀 
清交通部長が、「高速道路では落下物によ
る事故や多重事故が多く発生している。警
察の力だけでは限界があるので、みなさん
に一層のお力添えをいただくことで、事故
撲滅を目指したい」と挨拶しました。
　また、滋賀県高速道路安全協議会の
田中 亨会長は、４車線化など高速道路の
整備を進めることが、事故の減少や渋滞
の緩和などにつながるとし、「1970年をピー
クに交通事故死亡者数が年々減少してき
たのは、みなさんの努力のお陰。明日か
ら始まる運動の出陣に際し、みなさんには
武者のごとくがんばっていただきたい」と

安全意識の向上、横断歩道での歩行者優
先の推進に力を入れ、安全安心滋賀の実
現を目指したい」と述べました。
　続いて、滝澤依子滋賀県警察本部長が

「交通事故は減少傾向にあるものの、横
断中の高齢者の事故が多発するなど、引き
続き創意工夫を凝らした啓発活動を行って
安全意識の向上を図ることが求められてい
る。期間中はみなさんと一致協力してしっ
かり活動していきたい」と挨拶しました。

県民総ぐるみで交通安全に
取り組むことを誓う

　次に、県民に交通安全を呼びかける「交
通安全びわ湖キャラバン隊」の出発に先立
ち、ドライバーを代表して滋賀県トラック協
会の清水千春さんと、滋賀県バス協会の
東 雅幸さんが、江島副知事に対して「交
通安全宣言」を行いました。

事故のない安全安心滋賀の
実現に向けて

　初日の４月６日（火）、滋賀県庁正面玄
関前でオープニング式が開催されました。
　式に先立って出席者全員で、交通事故
の犠牲者に対して１分間の黙祷を捧げまし
た。そして挨拶に立った江島 宏冶滋賀県
副知事が、「運動期間中は、特に子どもや
高齢者など歩行者の安全、自転車の安全、

常総会が開催されました。
　冒頭挨拶に立った田中 亨会長は、「ワ
クチンが普及しつつある欧米の経済はＶ字
回復しているが、日本は来年夏頃までかか
ると予測される。業界は標準的な運賃の
導入が鍵を握るが、滋賀県はみなさんの
努力の甲斐あって、届け出率も全国ベスト
５に入っている。今年中に 80％を達成して、
確実に交渉をお願いしたい」「交通安全フェ
アは中止となったが、他の事業が完遂でき
るよう予算審議をお願いしたい」と述べま
した。

各議案をスムーズに審議・承認

　定足数 652 に対して出席数は 482（内
委任状 450）で、外村善一副会長を議長
に議案審議が行われました。「令和２年度
事業報告及び収支決算報告の承認」「令
和３年度入会金の額及び納入方法（案）」

「令和３年度会費の額及び納入方法（案）」
「令和３年度事業計画及び収支予算書
（報告）」について説明・審議が行われ、
いずれも拍手をもって承認されました。

　また、第２号議案『理事の追加選任』
では、株式会社オフィスシーマ代表取締
役の村田 弘幸氏が理事に選任され、「ご
指導を賜りながら務めを果たしたい」と挨
拶を行いました。

鳥インフルエンザ対策で
感謝状を贈呈

　審議終了後、６月から事務局に参事とし
て迎える、前大阪運輸支局長の後藤浩之
氏の紹介が行われました。
　また、昨年 12 月に県内で発生した鳥イ
ンフルエンザ対策で、緊急搬送の協力に
対し、滋賀県農水産部長より株式会社滋
賀ユニック、株式会社滋賀運送甲賀、株
式会社中田運送に感謝状が贈られました。

コロナ関連物資を搬送
　令和３年６月１７日（木）に、滋賀県健康医
療福祉部障害福祉課の依頼により、滋賀
県下６ヶ所の保健所や土木事務所へ手袋
やマスクのコロナ関連物資を搬送しました。
　 搬 送 物 品 は、 マスク 117 箱・11 万 7 千 枚と手 袋 233 箱・
４６万６千枚となりました。
　滋賀県の依頼でコロナ関連物資の搬送は、昨年２月１８日以来５
回目でした。

　令和３年６月２８日（月）並びに２９日（火）、令和４年１月
５日（水）に、滋賀県健康医療福祉部医療福祉推進課か
らの依頼により、国の新型コロナウイルス感染症対策の一
環として、滋賀県庁から草津保健所、甲賀保健所、長浜
保健所、高島保健所、東近江合同庁舎、湖東合同庁舎へ、
加えて東近江保健所から東近江合同庁舎、彦根保健所か
ら湖東合同庁舎へマスク142 箱 142,000 枚、ガウン 147 箱
44,100 枚、ゴーグル 19 箱 3,800 個、手袋Ｓサイズ 102 箱
102,000 枚、手袋Ｍサイズ 79 箱 79,000 枚の衛生用品を輸
送しました。
　これらは、各保健所及び
合同庁舎を通じて介護事業
者へ配布されました。
　滋賀県の依頼でコロナ関
連物資の輸送は、本年６月
２５日以来７回目でした。

台湾からマスクを寄贈
　令和３年６月２５日（金）、日本から台湾への新型コロナウイルスワク
チンの無償提供に対して、台湾から感謝の気持ちを表すとして、滋賀
県大津市のクリニックへ、マスク200 箱・40 万枚が届きました。
　今回は、全体の半数のマスク100 箱・20 万枚が滋賀県感染症対策
課へ寄贈されたため、それを滋賀県庁へ輸送し
ました。
　滋賀県は福祉施設や医療機関、生活困窮者
へマスクを配布することになりました。
　滋賀県の依頼でコロナ関連物資の輸送は、
本年６月１７日以来６回目でした。

4月 5月

春の全国交通安全運動

交通安全宣言で事故ゼロを誓う
6月

6月 1月

国・滋賀県から
介護事業者支援の手助け
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運輸安全マネジメントセミナーの開催
　運輸安全マネジメントは平成１８年１０月より、すべての運送事業者に導入が課
せられましたが、更なる浸透を図るため、適正化事業運営委員会では、あいお
いニッセイ同和損害保険株式会社のご協力を得まして６月４日（金）、「運輸安全
マネジメントセミナー」を開催いたしました。
　本セミナーは国土交通省通達「自動車運送事業者における運輸安全マネジメン
ト等の実施について」により、浸透・定着に有効なセミナーとして認定を受けたも
のであり、講師のＭＳ＆ＡＤインターリスク総研株式会社より概要や運送事業者に
おける安全管理の進め方に関するガイドライン等についてご講義いただきました。
　３１名が受講され、アンケート結果からは「さっそく自社で活用したい」「具体的
な安全取組事例を参考に自社で更なる運輸安全の強化に繋げたい」等ご好評い
ただきました。

飲酒運転根絶および「営業用」と 
「自家用」トラックの差異を周知

　一般社団法人滋賀県トラック協会は、令和３年６月に千葉県八街市で起きた飲酒運転に
起因する交通死亡事故を受けて、「飲酒運転根絶ステッカー」を６，０００枚作成しました。
　滋賀県下の会員事業者６６３社のトラックに貼付し、飲酒運転根絶の推進と「営業用」と「自
家用」トラックの違いを周知しました。
　滋賀県トラック協会に入会している運送事業者は、緑色のナンバープレートを装着した営

業用トラックで、荷主から預かった荷物を有償で運んでいます。
　営業用トラックは、出庫前にはドライバーに対して「健康管理の把握」
や「アルコールチェッカー」を使用したアルコールチェック、車両に対し
ては日常点検を徹底しており、安全運転に対する強固な姿勢と、飲酒
運転を許さず、飲酒運転の根絶を呼び掛けました。

　年間２回の運行管理者国家試験が実施されるにあた
り、本年度も適正化事業運営委員会では会員事業者
の運行管理の資格者増を目的に、運行管理者試験の
事前勉強会を計２回実施致しました。
　１回目は令和 3 年 7 月 17 日（土）に 55 名、２回目は令和４年１月 22 日（土）
に 42 名の方が勉強会に参加され、講師はいずれもＮＡＳＶＡ滋賀支所長の
牧克昭氏が務められました。
　勉強会当日は午前 9 時 30 分に開会し、貨物自動車運送事業法等関係法
令や運行管理者試験の過去問題等を中心に午後４時まで開催。運行管理者
試験の合格を目指し、参加者は真剣な眼差しで講師の説明を聞いておられ
ました。

運行管理者試験の
事前勉強会開催

大阪府支部、京都府支部、滋賀県支部で 
合同により開催。日頃より鍛え上げた技量を競う！

　７月３１日（土）クレフィール湖東交通安全研修所において、第３６回全国フォークリフト運転競
技大会出場選手合同選考会が開催されました。陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支
部と京都府支部、滋賀県支部が共催しました。
　競技科目は、学科競技の他、フォークリフトの点検競技、またフォークリフトに乗車して、狭い
通路を走行し、荷物を所定の位置から目的地まで運ぶ運転競技を行いました。
　選手は、日頃から磨いた腕を披露し、一生懸命、出せる力を出し尽くしました。
　大阪府支部から２名、京都府支部から４名、滋賀県支部から６名と合計１２名が出場しました。

第 36 回 全国フォークリフト運転競技大会 
出場選手合同選考会開催

（大阪府支部・京都府支部・滋賀県支部）

初任トラック 
運転者の 
指導教育研修会開催

　平成 29 年３月１２日、道路交通法の
改正により「準中型自動車免許」が
新設されました。それに併せて、「トラッ
ク運送事業者が運転者に対して行う指
導及び監督指針」が改正され、初任
運転者に対する指導教育時間が、従
来の６時間から座学１５時間以上、実技２０時間以上と大幅に
時間を増やして義務付けされました。
　これに伴い、適正化事業運営委員会では、会員事業者の
初任運転者に対する指導教育が適正に図られるよう、年間２
回座学１３時間の研修会を実施しております。
　今年度は講師としてマジオドライバーズスクール和歌山校
教習指導員企業インストラクター講師の宮田保様をお招きし、
１回目は令和３年７月２０日（火）～ 21 日（水）に３０名、２
回目は令和３年 12 月 21 日（火）～ 22 日（水）に１３名が
受講されました。
　受講者のアンケートから、内容がわかりやすかったという意
見が多く、また初任運転
者だけでなく社内で指導
者側の立場の受講者もみ
られ、今後の社内教育の
参考になったなど、ご好
評いただきました。

はい作業主任者技能 
講習会を開催

はい作業主任者の資格認定

　令和３年７月１２日（月）～１３日（火）、滋賀県トラック総合会
館にて、はい作業主任者技能講習会を開催しました。
　はい作業主任者は、労働安全衛生法第１４条ならびにその他省
令で定めるところにより、高さ２メートル以上のはい（倉庫・上屋
又は土場に積み重ねられた荷）のはい付け、はいくずし（荷積み・
荷卸し）作業には、フォークリフト荷役運搬機械等の運転者のみ
によって行われる場合を除き、選任しなければなりません。
　会員事業者に限らず非会員の一般貨物自動車運送事業者の
他、他業界の事業者からも多数の受講者が見られました。
　今年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置としまし
て、上限受講者数を設定しました。受講者６８名となり、講習会
会場が密にならないように配慮して、検温や除菌を徹底した上で
の講習会となりました。

6月

8月

7月
7月  1月 

7月 12月 
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「災害時の安全安心情報の
発信に関する連携協定」を締結
　令和３年１０月２８日（木）、一般社団法人滋賀県トラック協会は、
びわ湖放送株式会社と「災害時の安全安心情報の発信に関す
る連携協定」を締結しました。
　この協定は、滋賀県内に大規模災害が発生した場合、県民
の命と財産及び地域社会を守るために迅速で正確なライフライン
情報の収集と発信の継続が不可欠となるため、滋賀県トラック協
会が行う、より地域に密着した災害情報及び災害時の社会貢献
活動や各種臨時救済活動等を、インターネットを通じて迅速に発
信する事で、滋賀県内唯一の民間ローカルテレビ局であるびわ

湖放送へ情報提供となり、県民
の安全安心の確保に寄与します。
　他に滋賀県トラック協会並びに
滋賀県トラック協会の支部が締結
している協定は、次の通りです。

「標準的な運賃」活用セミナー【応用編】

　令和２年４月に「標準的な運賃」が告示されました。
　これは貨物運送事業者の荷主に対する交渉力が弱いことや、令和６年４月からトラック
ドライバーの時間外労働の限度が年間 960 時間となることを踏まえ、労働条件を改善し、
貨物運送事業がその機能を持続的に維持していくために告示されたものになります。
　これに伴い、適正化事業運営委員会では、公益社団法人全日本トラック協会との共
催により、「標準的な運賃活用セミナー【応用編】」を１０月１９日（火）に開催いたしました。
　日本ＰＭＩコンサルティング株式会社　代表取締役・税理士　小坂真弘様を講師と
してお招きし、標準的な運賃と自社原価の関連を踏まえた交渉の展開や運賃表作成
シートの利活用の方法など、昨年実施した「標準的な運賃普及セミナー【基礎編】」
の内容を深堀りしたより実務的かつ実践的な内容をご講義いただきました。
　３５名が受講され、アンケート結果から、「今後の事業に活用したい」「交渉にチャレ
ンジしてみたい」等のご意見をいただきました。

「標準的な運賃」活用セミナー10月 防災協定締結式

滋賀県  （一社）滋賀県トラック協会
「災害時における物資等の輸送に必要な事業用自動車の応援に関する協定書」（平成８年３月２９日締結）
「災害時における物資等の輸送に関する協定書」（平成２５年３月１５日締結）

（一社）滋賀県造林公社  （一社）滋賀県トラック協会
「琵琶湖森林づくりパートナー協定書」（令和元年７月５日締結）

　東近江市 湖東支部
「災害時における物資等の輸送に必要な事業用自動車の応援に関する協定書」（平成１７年７月２６日締結）

高島市 湖西支部
「災害時における物資等の輸送に関する協定書」（平成２２年６月２３日締結）

甲賀市 甲賀支部
「災害時における物資等の輸送、及び集積地での仕分け、配送の応援に関する協定書」（平成２３年７月１４日締結）

栗東市 湖南支部
「災害時における物資の輸送等、集積地での仕分け及び配送の応援に関する協定書」（平成２５年８月２７日締結）

大津市 大津支部
「災害時における物資等の輸送に関する協定書」（平成２９年１０月１８日締結）

野洲市 湖南支部
「災害時における物資等の輸送に関する協定書」（令和３年３月１５日締結）

標準的な運賃の説明

燃料サーチャージ

活用しよう！
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次世代の子どもたちと森に親しむ11月

おうみの森づくりに
親子連れなど約 100 名が参加

　令和元年に、( 一社 ) 滋賀県造林公社と『琵琶湖森林づくり
パートナー協定』を締結した当協会では、11 月３日（水・祝）に

「次世代の子どもたちとともに森に親しみ、身をもって体験するこ
と」を目的に、トラックの日の事業として「おうみの森づくり」事
業を実施しました。
　当日は朝から長浜市岡谷町にある「とらっくんの森」に、会員
事業者の従業員とその家族など約 100 名が集まりました。
　開会式では田中 亨会長が「業界にとって環境問題への対応
は避けて通れない状況の中、きれいな空気と水を守ることにつな
がる森づくり事業を、持続可能な事業として取り組んでいきたい」
と、事業の大切さについて述べました。
　来賓の三日月大造滋賀県知事は、「きれいな水と空気を守るた
め、持続可能な森づくり事業にぜひみなさんの力を貸してほしい。
来年滋賀で行われる全国植樹祭に向けて、今こそ森をきれいに
しましょう」と挨拶を行い、藤井 勇治長浜市長からは、「森づく

りという貴重な活動が、長浜で開催されること
を心から歓迎したい。今日を実りある１日にし
てほしい」と挨拶がありました。

地産地消弁当で
森や湖の恵みを味わう

　田中 亨会長が鹿の食害から木を守る剥皮防止テープを、ヒノ
キの木に巻きつける実演を行った後、三日月知事から「急斜面
の作業でたいへんですが、みなさんがんばりましょう！」と応援メッ

セージが送られました。
　また、木育の一環として湖
北森林整備事務所の植村恭子
さんが、子どもたちに向けて森
の大切さについて講義を行い、
さらに森林整備事務所職員に
よる間伐木の伐倒作業を見学
しました。

　その後、参加者は班ごとに作業地に移動、みんなで協力しな
がら古いテープをはずし、新たに環境に優しい生分解性のテー
プを巻く作業を行いました。
　作業終了後、子どもたちは丸太切りや間伐材で作ったブロック
“ズレンガ” などで楽しい一時を過ごしました。
　また、近江牛や湖魚、伊吹大根といった滋賀の食材を使って、

地元のホテルが調理した地産地消のお弁当は、森や湖の豊かな
恵みについて考える食育も兼ねたもので、ピクニックシートととも
に受け取った参加者は、草の上に思い思いに腰をおろし、美味
しいお弁当に舌鼓を打ちました。

「おうみの森づくり」
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ナット緩み防止の
点検活動を実施12月

若いの人材の確保を目指して
　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として、平成２７年度からの継続事業で
８年目になります。

まずは興味を持たせるため、Ｗｅｂドラマを見せて、
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、各支部支部長又
は経営支援委員長、各支部経営支援委員を中心に講師を務め、
当業界の説明だけでなくドラマの再生を交えて、事業用自動車
のナンバープレートの色や免許制度等も含め、学生目線でわか
りやすい講座を展開しました。またＷｅｂドラマを再生しながら当
業界を説明していますので、学生に興味を持たせることで、当
業界を知ってもらうきっかけ作りにもなりました。

学生へ向けて、あふれる魅力を伝える

　令和３年１１月２６日（金）能登川中学校では、２年生全員２２４
名を対象に開催しました。
　外村副会長を講師に招き、
生立ちから運送会社の立上
げ、会社でドライバーをはじめ
とした社員の人一倍汗をかく
働いた経験を説明しました。
また中学生が受講生のため内
容を噛み砕いて説明を行い、

かつ楽しめる仕事、また仕事を楽しめる業界とアピールしました。
令和３年１２月１５日（水）甲南高校では、２年生全員１０８名

を対象に開催しました。
毎朝、検温を行い学生の体調の管理を含め新型コロナウイルス
感染症対策を実施されており、また会場に多数の学生が集まる
ことを踏まえて、常に換気を行った上で開催しました。講座をしっ
かり受講するだけではなく、授業が始まる前と終わった後に起立、

交通安全旗を掲げ、啓発活動を実施しました。
　啓発活動では、高速道路の交通安全ソングをＧＩＮＲＡＲＡ（ギ
ンララ）の２名が歌い、ドライバーへ交通安全を呼びかけました。

令和３年１１月３０日（火）１０：３０～１３：００
滋賀県高速道路交通警察隊（栗東市）

（滋賀県高速道路交通安全協議会のメンバーによる啓発活動を実施）

11月 11月12月 3月

服装直し、整列、礼を行
い、当講座開催に対する
感謝の挨拶、時間の厳守や正しい態度態度まで、しっかりと
学ばれていました。
　令和３年１２月１６日（木）愛知高校では、２年生運送業界
就職希望者５名を対象として開催しました。新型コロナウイル
ス感染症対策としまして、講師を含め４名での講座運営、ま
た業界の説明を行いました。学生自身が就職するにあたって、
自ら希望する業界を選択するというスタンスで講座を開催しま
した。
　令和４年３月１６日（水）野洲高校では、２年生２３名を対象
として開催しました。進路説明会の「就職模擬面接指導１回目」
の授業を頂き、進学者並びに就職者の両方に対して、運送業
界の説明及びイメージアップの目的で講座を開催しました。

毎年、増加する受講学生

　受講した学生数は、平成２７年度から開催し、延べ３１校で３，

２８１名となりました。

アンケートを通じて学生からは、「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」や「女

性でも活躍できる！」、「ドライバーの両親を誇りに思う」、「ナン

バープレートの色の違いは、今まで知らなかった」、「将来の

仕事の選択肢の１つとなった」、「この機会に、詳しく知る事が

できて良かった」、「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、実際に届きまし

た。詳しく知る事ができて
良かった」、「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、実際に届きました。

年末の交通安全県民運動啓発活動 「物流出前講座」を開催 !

例えるなら、物流は血液のはたらき
　滋賀県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、県民総ぐる
みで年末の交通事故防止のために下記の活動を実施しました。 例えるなら、物流は血液のはたらき例えるなら、物流は血液のはたらき

　経営支援委員会は、クレフィール湖東交通安全研修所において
「ドライバー研修会」を開催しました。
　今年度は年間を通じて11 回を計画していましたが、新型コロナ
ウイルス感染症の影響で近畿内に緊急事態宣言やまん延防止等
重点措置が発令されたため、令和３年７月３日（土）の特別コース、
10月 23 日（土）大型コース、11月６日（土）通常コースの計３
回の開催となりました。
　新型コロナウイルス感染症の拡大防止措置として、定員数を20
名から16 名に減らした上で、使用した車両の消毒、参加者の移
動先での消毒を徹底、屋内ではサーキュレーターを使用して換気を
徹底しました。
　体操や日常点検から始まり、濡れた路面でのフルブレーキ、危
機回避等の基礎から学ぶ通常コース、その内容を大型車で学ぶ大
型コースのほか、交通事故に重点を置き、事故惹起者に実施され
る特別教育に置き換えられる特別コースを実施しました。

　3 回の研修
会で合計 48 名
が出席、ドライ
バーの資質向
上へ寄与しまし
た。

ドライバー研修会開催

ドライバーの交通安全意識の
高揚と運転スキルの向上を目
的として開催！　

7月 10月 11月  

　令和３年１２月１７日（金）彦根トラックステーションに
おいて、近畿運輸局は滋賀県トラック協会・滋賀県自動
車整備振興会と連携し、「大型トラックのホイール・ボルト、
ナットの点検」を行いました。
　大型トラック10 台のホイール・ボルト、ナットの点検の
結果、５台で緩みが見つかったため、トルクレンチを用い
て適正なトルク値（締め付け力）で増し締めを行いました。
　また、ノーマルタイヤからスタッドレスタイヤに交換した
直後など、タイヤを適切に交換しても走行中の初期なじみ
によりゆるみが発生するおそれがあることから、タイヤ交
換後 50ｋｍ～ 100ｋｍ走行後はトルクレンチを用いて増し
締めの実施を啓発しました。

令和３年 12 月 17 日（金）10:00 ～ 11:30

自動車登録番号 点検結果
北九州 130 あ●●●● 良

青森 830 あ●●●● 良

奈良 130 か●●●● 良

滋賀 130う●●●● 左後後タイヤナット1本　緩み

和歌山 800う●●●● 左後前タイヤナット1本　緩み

和泉 130う●●●●
左前タイヤナット2本　緩み
右前タイヤナット6本　緩み
右後前タイヤナット4本　緩み

野田 130う●●●●
左前前タイヤナット1本　緩み
左前後タイヤナット1本　緩み
右前後タイヤナット1本　緩み

水戸 100き●●●● 良

滋賀 130う●●●● 良

愛媛 100き●●●● 全てのタイヤナットに緩み
左前・右前後錆汁

ホイール・ボルト、ナットの増し締め点検近畿運輸局
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「トラック輸送における取引環境・ 
労働時間改善協議会」の開催
　本協議会は学識経験者、行政（国土交通省、厚生労働省、
経済産業省）、運送事業者、荷主、業界団体の関係者が一体
となり、トラック輸送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）されました。

　滋賀県においては、
大阪産業大学経営学部
教授の浜崎章洋座長の
下、平成 27 年度から 28
年度にかけ県下の運送
業界の実態調査を実施。
この実態調査から出た
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、運送事業者）を
選定しました。平成 29 年度にはその
対象集団における実態調査（パイロッ
ト事業）で課題の抽出等を行い、そ
の改善策及び対応策等をまとめ、発
荷主・運送事業者・着荷主が連携し
た取り組みを行った結果、当県の取り
組みが評価され、政府の「生産性向上国民運動推進協議会」
で好事例として取り上げられ、今後の横展開に期待と注目が集
まりました。
　本年度は、働き方改革やドライバー不足を踏まえ、令和２年４
月に、貨物自動車運送事業がその機能を持続的に維持していく
ため、標準的な運賃が告示され、適正取引（運賃・料金の適
正収受）や労働時間の改善などを重点課題と位置づけ、特に
燃料価格高騰により「燃料費を含む適正な運賃の収受」という
基本的考え方に基づき「標準的な運賃」や「燃料サーチャージ」
により、燃料価格上昇分を反映した適正な運賃等への見直しを
行うよう荷主企業に理解と協力を呼びかけました。

燃料価格高騰経営危機突破 
総決起大会を開催 
オンラインで全国をつなぎ 
決議文を採択
バス、タクシー、トラック業界が思いを一つに

　12 月２日（木）、自由民主党本部大ホールと全国の会場を結
んで、燃料価格の高騰による経営危機突破総決起大会が開催
され、滋賀県トラック協会の会員は大津プリンスホテルのコンベ
ンションホールから参加しました。
　主催者を代表して坂本 克己全日本トラック協会会長が、「長
引くコロナ禍に追い打ちをかけるような
燃料高騰によって、唯一無二の社会イ
ンフラであるバス、タクシー、トラック業
界は経営危機に直面している。自助努
力には限界があるので、なんとか国の
力で新しい仕組みを作ってもらいたい。
今日はみんなが気持ちを一つにしてこ
のセレモニーでその決意を訴えたい」
と開会の挨拶を行いました。

拍手を持って決議案を採択

　続いて挨拶に立った塩谷 立自由民主党トラック輸送振興議員

会員事業者の経営を支援する観点から、 
交通事故を防ぎ、また削減目標を定める

　一般社団法人滋賀県トラック協会の経
営支援委員会では、公益社団法人全日
本トラック協会との共催による経営者並び
に管理職を対象とした「経営者・管理
職研修会」を開催しました。
　今年度は、「健康起因事故防止セミナー～過労死等の根絶を
目指して～」、「トラック運送事業者のための同一労働同一賃金
対応セミナー」、「プラン２０２５目標達成セミナー～あらたな事故
削減目標への取り組み～」、「安全走行に活かそう！健康管理セ
ミナー～定期健康診断の有効活用～」というテーマで４回計画
したものの、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、「プ
ラン２０２５目標達成セミナー」と「安全走行に活かそう！健康管
理セミナー～定期健康診断の有効活用～」の２回の開催に留ま
りました。参加者は延べ、３８名となりました。。

１回目のテーマは、交通事故削減の 
目標設定とその達成に向けて

　「プラン２０２５目標達成セミナー～あらたな事故削減目標への
取り組み～」というテーマでした。
　ＳＯＭＰＯリスクマネジメント株式会社の柿
野拓志氏を講師に招き、２０２５年を目標年
とする「トラック事業における総合安全プラン
２０２５」における新たな事故削減目標を達成
するために、プランの内容と交差点事故・追

突事故の対策を中心に、最新の情報を織り込んだ事故防止対策
について解説頂きました。
　座学形式で「事業用トラックにおける事故の傾向と防止対策」

を学んだ後、グループディスカッ
ションでは、各社の追突事故
及び交差点事故の防止に向け
た取り組み、課題、目標につ
いて積極的な意見交換が行わ
れ、トラックについて他にもドラ
イバーについて等、幅広いテー
マで議論が交わされました。
　事故を防ぐ事は、運送事業者の使命と言っても過言ではない
ため、出席者からは積極的な質問が出されました。

２回目のテーマは、安全走行へ向けた健康管理

　「安全走行に活かそう！健康管理セミ
ナー～定期健康診断の有効活用～」とい
うテーマでした。
　ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク（Ｏ
ＣＨＩＳ）副理事長並びに国土交通省健

康起因事故対策協議会委員（「安全と健
康を推進する協議会（両輪会）」代表）
の作本貞子氏と、同法人保健師の黒田
悦子氏を講師に招き、定期健康診断の有
効活用を行う事で、安全な走行に活かせ
れる健康の管理を解説頂きました。
　座学形式で、「事業者における安全と健康管理対策の進め方」
及び「定期健康診断のフォローアップの手法について」を各講
師からご説明頂きました。

　トラックのハンドルを握るドライバーの
健康管理は、直接、安全な走行をでき
るかどうかを左右するするため、詳細の
部分まで積極的に質問が出されました。

経営者・管理職研修会

連 盟 顧 問は、「 荷
主企業への働きか
け制度や運賃適正
化にしっかり取り組
んでいきたい」と
述べ、同タクシー・
ハイヤー議員連盟の渡辺 博道会長と、同バス議員連盟の逢沢 
一郎会長も、「みなさんの期待に応えられるよう、さらなる決意を
持ってしっかりと対応していきたい」と述べました。
　そして、全国ハイヤー・タクシー連合会の川鍋一朗会長が、
燃料高騰分の価格転嫁のための対策の実施や、燃料税制対策
の実施、補助支援制度の創設などを訴える決議文（案）を読
み上げると、拍手を持ってこれを採択しました。

力強く「ガンバロー」を三唱

　採択を受けて、京都大学大学院工学研究科の藤井 聡教授か
ら、「燃料コストを抑制し、運輸コストを下げることは、国内の
すべての産業を支援することになり、財政健全化、国家強靭化
につながる。採択された決議案の内容を全面的に支持する」と
激励メッセージが送られました。
　最後に、日本バス協会の塩川耕士副会長が「燃料価格高騰
により経営危機を突破し、エッセンシャル産業として、地域経済
と国民のくらしを守り抜こう」と発声すると、全国の会場に集まっ
た参加者は揃いの鉢巻を締めて、「ガンバロー、ガンバロー、ガ
ンバロー」と声を合わせて気勢を上げました。

12月 健康起因を含む交通事故の防止・削減目標の取り組み

交通安全及び商売繁盛、業務繁栄を 
今年１年間通じて、ご祈願

　令和 4 年１月７日（金）多賀大社において毎年恒例の新年祈
願祭が執り行われました。
　今年は通常通りに、滋賀県トラック協会の田中 亨会長をはじ
め、副会長、専務理事、常務理事、安全環境委員会の委員と
次期委員予定者、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、事務局を合わせて６１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。

次年度の協会運営に向けて理事会を開催

　今年は祈願祭の後、第３７６回理事会が開催され、次年度の
会長基本方針と事業推進施策が決定され、協会の運営方針や
当面の諸問題等について審議が行われました。

恒例、新年祈願祭1月

  2月  3月
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