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1780号・平成31年1月11日発行
福岡市博多区吉塚の東公園内にある恵比須神社。約400年以上前に博多の竹内家が香椎宮、筥崎宮への参詣
の帰途、浜辺で恵比須像二体を拾い、社を建てたのが始まりとされます。祭神は「えびす様」こと事代主大神と
「だいこく様」こと大国主大神が祭られています。
日頃は閑静な神社ですが、1月8日から11日までの正月大祭「十日えびす」は大賑わいとなり、商売繁盛、家運
隆盛を願う参拝者は毎年約百万人を数えます。
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Greeting at new year

年頭の辞

2019

（公社）
福岡県トラック協会

眞 鍋 博 俊

会 長

平成31年の年頭を迎えるにあたり、謹んで新年の
ご挨拶を申し上げます。
皆様方におかれましては、日頃より、当協会の運営に
格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、昨年の日本経済は、原油高や夏以降に頻発し
た自然災害がマイナス要因となったものの、世界的な
景気拡大に伴う高水準の企業収益を起点とする好循
環に支えられ、緩やかな景気拡大の継続を示すもの
となりました。
本年は東京オリンピック・ パラリンピックの開催を
控え、インフラ建設などの需要の盛り上がりが本格化
するほか、10月の消費税率引き上げに伴う駆け込み
需要も見込まれるなど、日本経済は順調に推移する
ものと思われます。
また、昨年末の臨時国会で成立した改正貨物自動
車運送事業法では、トラックドライバーの労働条件の
改善と事業健全化の確保のため、参入規制の強化の
ほか、2023年度末までの時限措置として、標準的な運
賃の告示制度の導入や国土交通大臣による荷主への
働きかけ等の規定の新設などが盛り込まれました。
い
ずれも現状を反映しており、
業界といたしましては、
大
変喜ばしい内容になっております。
一方、
トラック運送業界としては、一昨年に策定した
「働き方改革に向けたアクションプラン」
に基づき、荷
待ち時間の削減や高速道路の有効利用等による生産
性向上、
ドライバーの処遇改善や経営基盤の強化によ
る経営改善、書面化等の推進や適正運賃・料金の収受
等による適正取引の推進、女性や高齢者、若年労働者
を含む多様な人材の確保 ・ 育成に鋭意取り組んでい
かねばなりません。そのため、トラック輸送における
取引環境・労働時間改善協議会では、取引環境と長時
間労働の改善に向けたガイドラインが公表されてお
り、この機会に荷主との協力・連携により取引環境と
長時間労働の改善に積極的に取り組んで頂きたいと
存じます。
また、昨年は、
トラック運送業界のイメージアップと
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若年労働者の確保を目的として、イメージソング
「モノ
を 動 か さ な きゃ 日 本 の 明 日 は な い 〜 T R U C K
PRIDE」
を作成するとともに、PR映像を制作し、SNS
での配信や県内各地でのライブイベントなどを通じ
て当業界が魅力ある、やりがいのある業界であること
を広くアピールすることができました。本年も更にト
ラック運送業界の役割と魅力をPRするとともに、若
年層を中心とした労働者の確保に向けた広報活動を
展開してまいります。
緊急物資輸送センターについては、現在県内3カ所
の施設が整備されており、物資輸送のほか、地域住民
の避難所の役割も担っております。各施設を活用した
緊急物資輸送の支援体制を更に強固なものとしてい
くため、
緊急時における救援輸送や避難所開設訓練な
どを通じて、各支部や関係機関との連携を強化してい
くよう取り組んでまいります。
トラック運送業界には、運送取引の適正化、
トラック
ドライバーの人材確保など、喫緊の課題が山積してお
りますが、国民生活と経済活動を支えるライフライン
を担う業界として、安心で安全な輸送サービスの提供
により、
社会的使命を全うしていく所存です。
結びに、本年が皆様方にとりまして、最良の一年と
なりますよう祈念申し上げ、新年のご挨拶といたしま
す。
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Greeting at new year

年頭の辞

2019

九州運輸局
局 長

平成31年の新春を迎え、謹んでご挨拶を申し上げ
ます。
公益社団法人福岡県トラック協会の皆様には、日頃
から国土交通行政全般にわたりご理解とご協力を賜
り厚く御礼申し上げます。
まずは昨年7月の豪雨災害により、被災された方々
に心よりお見舞いを申し上げます。
先の熊本地震や九州北部豪雨からの復旧・復興は
着実に進んではいますが、まだ道半ばの状況にあり、
九州運輸局としましても、これら被災地の復旧・復興
に向け、
引き続き職員一同取り組んでまいります。
さて、働き方改革国会と位置付けられた昨年の通
常国会において、働き方改革関連法が成立し、トラッ
ク運送事業については、
「改正法施行5年後に、時間外
労働上限規制を適用。上限時間は、年960時間とし」
将来的な一般則の適用について引き続き検討する旨
が附則に規定されました。
トラック事業においては、長距離の運転、荷主都合
の待ち時間等による長時間労働が常態化するほか、
適正な運賃が収受できていないなどの課題がありま
す。また、運輸業界全般で労働力不足が大きな懸念材
料となっており、人材の確保の観点からも、労働条件
の改善が重要となっています。
その中にあって、貴協会では、若者に
「日本を背負う
仕事」
をアピールするとして、
「モノを動かさなきゃ日
本の明日はない〜TRUCK PRIDE」
をコミュニケー
ションフレーズとして、オリジナル楽曲・動画を作成し
人材確保に取組んでいただいています。この取組み
が益々、
各方面に広がるよう期待しております。
また、取引環境の改善に向けては、平成29年11月
に改正された標準貨物自動車運送約款等の一層の浸
透を図ることが必要であるため、昨年12月から取り
組んでいる、
「運賃・料金の届出」
の周知を継続すると
ともに、
昨年6月には、
荷主企業あてに労働局・九州経
済産業局・公取九州事務所・九州農政局・沖縄総合事
務局の連名にて、適正取引及び労働時間の改善につ

下 野 元 也
いて、
リーフレットを約1万5千社へ送付いたしました。
本年度においてもセミナー等を開催するなど、荷
主企業等に対する働きかけや周知等を行い、荷主の
理解・協力を得られるように努めてまいります。
一方、
「トラック輸送における取引環境・労働時間改
善地方協議会」では、中継輸送やパレット化などの
様々なパイロット事業に取組み、全国版のガイドライ
ンが昨年11月に公表され、本年はこのガイドライン
の横展開を図り、長時間労働の抑制、取引環境の改善
等に傾注してまいります。
さらに、九州は、首都圏など大量消費地からの距離
が長いことから、運転時間や拘束時間の遵守が厳し
い傾向にあります。九州運輸局としましては、物流総
合効率化法の改正を受けて、物流効率化政策推進本
部を設置し、局横断的な体制により輸送網の集約、
モーダルシフト及び中継輸送、
共同輸配送など、
トラッ
ク事業者が物流の効率化を図れるよう後押ししてお
ります。会員事業者の皆様方におかれましても、生産
性の向上に向けた積極的な取り組みをよろしくお願
いします。
言うまでもなく、
輸送の安全・安心の確保は、
自動車
交通分野において最優先されるべきものです。
引き続き、貨物自動車運送事業安全性評価制度
（G
マーク制度）
、安全マネジメントの推進など、トラック
業界の皆様と一緒に安全対策に取り組むとともに、
重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対し
て、適切な監査と厳格な処分等の措置を講じること
により、
安全・安心の実現に全力で努めてまいります。
国土交通行政は地域の皆様の生活と切り離すこと
ができないものであり、九州運輸局は
「運輸と観光で
九州の元気を創ります」をキャッチフレーズに、職員
一丸で、社会・経済情勢の変化に対応した課題、要請
等に的確に取り組んでまいる所存です。
結びに九州の発展と福岡県トラック協会の会員事
業所のご健勝とご多幸をお祈りして新年のご挨拶と
いたします。
2
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Greeting at new year

年頭の辞

2019

福岡運輸支局

坂 本 正 弘

支局長

新年あけましておめでとうございます。
平成31年の新春を迎え、謹んで新年のお慶びを申
し上げます。
さて、
我が国の景気動向は拡大基調が続くものと見
込まれていますが、トラック業界に目を向けてみます
と、深刻なドライバー不足、軽油価格高騰や長時間労
働などが慢性化して厳しい環境にあるものと思われ
ます。
そうしたことから、昨年6月29日に時間外労働の上
限規制を内容とする働き方改革関連法案が可決 ・ 成
立し、自動車運転業務については、改正法施行5年後
の特例適用までの間、改善基準の見直しや荷主の理
解と協力を確保するための施策、及び取引環境の適
正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向け
た環境整備に資する実効性ある具体的取組みを速や
かに推進することが、衆参両議員で附帯決議されまし
た。
この取組みを強力に推進するためには、
「自動車運
送事業の働き方改革の実現に向けた行動計画」を基
軸とし、全日本トラック協会が策定した
「アクションプ
ラン」
と連動して、
労働生産性の向上、
多様な人材の確
保・育成、取引環境の適正化についての具体的な施策
を実行することが重要であると考えられます。
一昨年の標準貨物自動車運送約款改正に伴い「運
賃」
と
「料金」
の区分、附帯業務の明確化、待機時間料
の新設等の施策が講じられましたが、荷主企業等のご
理解やご協力が停滞ぎみとなっています。今年度の取
組みの先駆として、47都道府県で荷主企業とトラック
運送事業者が協力し、2ケ年にわたり実施したパイ
ロット事業を取り纏めた
「取引環境と長時間労働の改
善に向けたガイドライン」を活用し、本年2月初めに
開催予定の
「トラック輸送における取引環境・労働時
間改善地方協議会」
や説明会等を開催して、荷主企業
等との良好なパートナーシップ関係の向上に取組ん
で参ります。
また近年、東日本大震災（2011年）、熊本地震
3

（2016年）、九州北部豪雨（2017年）、西日本豪雨
（2018年）
などの大規模自然災害が発生しています。
会員事業者様にご協力をいただき、機動力を活かし
た緊急物資輸送や義援金の寄付など、復旧・復興に多
大な貢献をされましたこと、心より敬意と感謝を申し
上げます。今後も、国民からの信頼や期待が寄せられ
ていることから、自然災害等へのご準備等をお願い
いたします。
運送業界の基本であります「輸送の安全と事故防
止」
につきましては、経営者から従業員一人一人にい
たるまで一丸となった取組みが求められます。近年に
おいては、ドライバーの高齢化により健康に起因する
重大事故が多発していることから、
「事業用自動車の
運転者の健康マニュアル」
、
「自動車運送事業における
脳血管疾患対策ガイドライン」
等を活用したスクリー
ニングによる病気予防対策をお願いいたします。
本年も「事業用自動車総合安全プラン2020」の目
標に向け、運行管理・整備管理の徹底や運輸安全マネ
ジメントに関連した取組みを推進して参ります。
また、輸送の安全確保に積極的に取組んでいる事
業者を認定するGマーク制度を推奨し、優良事業者の
積極的活用を荷主等に周知するとともに、併せて、先
進安全自動車（ASV）の導入や運行管理の高度化に
資する機器等の普及を促進する安全総合対策事業や
次世代環境対応車普及促進事業などの助成措置も講
じて参ります。
以上、年頭にあたり、所管する業務に関する抱負を
述べさせていただきましたが、私どもも、関係団体や
関係機関並びに適正化実施機関とも連携を密にしな
がら輸送の安全と業界の健全な発展に全力を尽くす
所存でございます。
結びとしまして、トラック事業に携われておられる
全ての皆様が、本年もそれぞれの分野において大い
にご活躍され、一層の発展を遂げられますことを祈
念いたしまして、年頭のご挨拶とさせていただきま
す。
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Greeting at new year

年頭の辞

福岡県警察本部

福 原

交通部長

2019

隆

現のため、引き続き警察活動に対する一層のご支
援・ご協力を賜りますよう心よりお願い申し上げま
す。
最後に、本年6月8日（土）、9日（日）の2日間、福
岡市内において、G20福岡財務大臣・中央銀行総裁
会議の開催が予定されており、この2日間は大規模
な交通規制による渋滞が予想されます。したがっ
て、福岡市内への車両の乗り入れの自粛等交通総
量を抑制していく対策が必要となってまいります
ので、関係する方への周知などご協力をよろしくお
願いします。
福岡県トラック協会の益々のご発展と、皆様方の
今後のご健勝とご活躍を心から祈念いたしまして、
年頭の挨拶といたします。

謹んで新春のお慶びを申し上げます。
福岡県トラック協会の皆様方におかれましては、
平素から警察活動の各般にわたり、深いご理解と
ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。特に、交通安
全活動に関しましては、飲酒運転撲滅への取組や
小学生に対する交通安全教室、高齢者を対象とし
たシルバー・セーフティ・ドライビングスクールを
継続的に開催していただくなどのご尽力を賜り、重
ねて御礼申し上げます。
さて、福岡県内の交通事故の発生件数につきま
しては、近年、減少傾向にあるものの、いまだに交
通事故により100人以上の方の尊い命が失われて
います。
交通事故で亡くなられた方のご無念、ご遺族の
深い悲しみを考えますと、交通安全活動を一層強
化し、悲惨な交通事故が起こらないようにしなけ
ればならないと考えております。
このため県警察では、横断歩行者妨害等の交通
違反の取締りや「横断歩道マナーアップ運動」をは
じめとする広報啓発など道路横断中の交通死亡事
故抑止対策を強力に推進してまいります。
一方、飲酒運転による事故につきましても、依然
として後を絶たず、全国的にも高水準で推移し、さ
らに、年間1,000人を超える運転者が飲酒運転で
検挙されるなど、飲酒運転の撲滅には程遠いと言
わざるを得ません。
このため県警察では、本年も三大重点目標の一
つに「飲酒運転の撲滅」を掲げるとともに、引き続
き、飲酒運転を許さない社会機運を醸成するとと
もに取締りを強化してまいります。
皆様方におかれましては、プロドライバーとして
「子供や高齢者に対する思いやりのある運転」や
「夕暮れ時の早めのライト点灯と郊外など暗い夜
道でのハイビームの活用」など、一般ドライバーの
模範となる安全運転を実践していただきますとと
もに、
「交通事故のない安全で安心な福岡県」の実
4
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Greeting at new year

年頭の辞

福岡労働局

岩 崎

局 長

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
公益社団法人福岡県トラック協会並びに会員事
業場の皆様におかれましては、日頃から労働行政
の推進につきまして、多大なご理解とご協力を賜り
深く感謝申し上げます。
さて、昨年の経済情勢は、緩やかな景気回復基調
が続いており、本年も景気の拡大が期待されます。
また、県内の雇用失業情勢は、有効求人倍率が過
去最高を更新し、高水準で推移するなど着実に改
善が進み、新規学卒者の就職内定率も高水準を維
持しています。
しかしながら、道路貨物運送業では自動車運転
者の人手不足がますます深刻となり、業界を取り
巻く環境は一段と厳しくなっているものと推察い
たします。
このような経済・雇用情勢の下、福岡労働局にお
きましては、誰もが活き活きと働くことができる環
境を整備するため、本年も次のような取組を一層
推進してまいります。
まず、第一に「働き方改革」の推進などを通じた
労働環境の整備についてです。
週60時間以上働く労働者の割合は目標とする
5%をいまだ超えており、仕事や職業生活に関する
強い不安やストレスを感じる労働者が依然として
多い状況にあります。
このため、昨年3月に採択された『ふくおか「働き
方改革」推進共同宣言』を礎に、
「チャレンジふくお
か働き方改革推進会議」を開催して、
「働き方改革」
推進気運のますますの醸成を図るとともに、
「地域
推進プラン」の見直しを行って取組分野の拡充や
中小企業等への取組支援を強化してまいります。
道路貨物運送業につきましては、平成31年度も
引き続き「トラック輸送における取引環境労働時間
改善福岡県地方協議会」の開催等を通じて、労働環
境の改善、荷主や関係各者との取引環境等の改善、
新しい運行システムの模索等の取組みを進めてま
いります。
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また、県内12の労働基準監督署に設置 ・ 編成し
た「労働時間相談・支援コーナー」及び「労働時間改
善指導 ・ 援助チーム」を通じ、働き方改革関連法等
の改正内容の周知、労働時間制度全般に関する相
談、利用可能な助成金のご案内などについて、引き
続き、きめ細やかな支援を行ってまいります。
第二に、安全で安心して働くことのできる職場
づくりについてです。
福岡県内における道路貨物運送業の死傷災害
は、平成30年10月末日現在で、死亡者数は7人（前
年同期より2人増加）、休業4日以上の死傷者数は
536人（昨年同期より18人増加）となっており、昨
年から引き続き増加傾向に歯止めがかからない状
況です。
このような状況の中、昨年からスタートしました
第13次労働災害防止計画に基づき、死亡 ・ 重篤災
害の撲滅、過労死等の防止等の労働者の健康確保
対策の推進、就業構造の変化及び働き方の多様化
に対応した労働災害防止対策を推進することと
し、特に、災害の増加している道路貨物運送業にお
いては、多発している墜落 ・ 転倒災害及びはさま
れ ・ 巻き込まれ災害の防止を重点として労働災害
防止を推進してまいります。
そのほか、ストレスチェック制度等のメンタルヘ
ルス対策の推進、がん等の病気を抱えている方の
治療と仕事の両立に向けた取組、
リスクアセスメン
トの確実な実施等にも取り組んでまいります。
最後になりますが、本年がさらなる飛躍の年と
なり、公益法人福岡県トラック協会並びに会員事業
場の皆様の益々のご発展、ご活躍を祈念申し上げ
まして、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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Greeting at new year

年頭の辞

2019

福岡県商工部
部 長

新年あけましておめでとうございます。
皆様には、健やかに新年をお迎えのこととお慶び
申し上げます。
公益社団法人福岡県トラック協会におかれまして
は、
トラック運送事業の適正な運営と健全な発展、事
業者の社会的・経済的地位の向上を図るため、貨物
自動車運送の適正化対策や環境対策、災害時の緊急
物資輸送体制の整備など様々な課題解決に向け熱
心に取り組まれておられます。眞鍋会長をはじめ会
員の皆様のご尽力に心から敬意を表します。
福岡県は、一昨年、昨年と2年連続で豪雨災害に見
舞われました。県ではそれぞれの被災地の復旧・復
興に全力で取り組んでまいりました。協会の皆様に
も、緊急救援物資の輸送や備蓄物資の提供など、多
大なご協力をいただいております。この場をお借り
して改めてお礼申し上げます。
今年は、まず何より、被災地の復旧・復興を加速さ
せます。そして福岡県をより一層発展させるため、地
域経済の活性化と雇用の創出に努めてまいります。
わが国の経済が緩やかに回復している中にあっ
て、本県は、それよりもさらに先を進み、景気は緩や
かに拡大しています。雇用も、有効求人倍率は1.58
倍と最高水準で推移し、就業者数もこの一年間で
47,000人増えました。福岡県は大変元気です。
引き続き、本県の雇用の約8割を担い、県経済の発
展と活力の原動力である中小企業を振興するため、
それぞれの企業の成長段階と事業環境に応じたき
め細かな支援を行うとともに、事業承継にしっかり
取り組んでまいります。
また、昨年、国から全国7つの国際戦略総合特区の
中で最も高く評価された「グリーンアジア国際戦略
総合特区」は、取組みを始めて7年が経過し、すでに
設備投資額2,000億円を突破、約1,500人の新たな
雇用が生まれています。
この特区を活用して企業の設備投資を後押しする
とともに、自動車、水素エネルギー、バイオ、ロボッ

岩 永 龍 治
ト、IoTなどの先端成長産業の育成にも取り組んで
まいります。
トラック運送は、本県の基幹産業である自動車産
業をはじめ、様々な産業のサプライチェーンを繋ぐ
大動脈であり、本県の産業振興、経済の活性化のた
め極めて重要な役割を担っています。
福岡県といたしましても、トラック運送業界の健
全な発展のために、事業者の皆様を積極的に支援す
るとともに、協会の事業につきましても、できる限り
の応援をしてまいりたいと考えております。
結びに、福岡県トラック協会の益々のご発展、そし
て会員の皆様にとって新しい年が素晴らしい一年と
なりますことを祈念いたしまして、新年のご挨拶と
させていただきます。
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Greeting at new year

年頭の辞

2019

（公社）
全日本トラック協会

坂 本 克 己

会 長

平成31年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し
上げます。
昨年は、原油高や米中貿易戦争など懸念材料はありまし
たが、我が国経済は比較的堅調に推移しつつ、一方で、我が
国の生産年齢人口の減少に伴って労働力不足がより深刻化
し、
トラックドライバーの確保に苦慮されている運送事業者
が増加してきた年でありました。
トラック運送業界において改善しなければならない最大
の課題は、
「トラックドライバーの長時間労働の是正」
と
「ト
ラックドライバーの処遇改善・労働条件改善」
であると考え
ております。輸送の現場で額に汗して働いておられるトラッ
クドライバーの皆様に誇りを持って働いていただくために
は、トラック運送業界を取り巻くこうした課題を解消させ、
トラックドライバーの仕事をもっと魅力あるものにしてい
かなければなりません。
全日本トラック協会としましては、本年も人材確保対策を
積極的に推進し、女性、高齢者および若年層などといった労
働力の確保・育成・定着対策を力強く推し進めてまいりま
す。優秀な人材を確保し、労働力不足を解消させていくこと
により、我が国経済の屋台骨であるトラック物流を維持して
まいりたいと考えております。
全ト協では、このような状況を踏まえ、我が国の経済活動
や国民生活を支えるトラック事業の健全な発展を図るとと
もに、トラック運送業界に対する国民の期待に応える一方、
「悪貨が良貨を駆逐する」
現実を打破するため、貨物自動車
運送事業法の一部改正に向けた取り組みを推進してまいり
ました。都道府県トラック協会会長や関係省庁並びに国会
議員の先生方のお力添えを頂戴しながら、同改正案は昨年
12月8日未明に参議院本会議において全会一致で可決成
立されました。
全ト協としましては、今後改正作業に係る対応を推進し、
「規制の適正化」
「事業者が遵守すべき事項の明確化」
「荷主
対策の深度化」
「標準的な運賃の告示制度の導入」
といった
措置を早急に実施していくことにより、トラックドライバー
の労働条件の改善を図り、トラック事業の健全経営に資す
る取り組みに全力で対応してまいります。
また、トラックドライバーの長時間労働の是正を図ってい
くためには、生産性の向上や取引環境の改善などといった
「働き方改革」
への対応も加速させていく必要があります。
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全ト協は昨年3月、
「トラック運送業界の働き方改革実現
に向けたアクションプラン」
を策定し、石井啓一国土交通大
臣に対して報告を行いました。同アクションプランでは、
「労働生産性の向上」
「運送事業者の経営改善」
「適正取引の
推進」
「多様な人材の確保・育成」
を4本柱に据え、
トラック運
送業界の
「働き方改革」
実現に向けて取り組みを進めており
ます。
今年は、運送事業者の皆様方に
「働き方改革」
に取り組ん
でいただくための
「解説書」
をお示しするとともに、全国で
同解説書の周知セミナーを開催いたします。
同アクションプランでは、トラックドライバーの罰則付き時
間外労働規制の適用が開始される見込みの2024年度に、
時間外労働年960時間超のトラックドライバーが発生する
運送事業者の割合を
「ゼロ」
とする目標を掲げております。
全ト協としましては、同目標達成に向けて、同アクション
プランの普及促進に全力で取り組んでまいりたいと考えて
おります。
トラック事業者の皆様におかれましても、
トラック
ドライバーの長時間労働の是正に資する
「働き方改革」
への
具体的な取り組みをお願いしたいと考えております。
併せて、標準貨物自動車運送約款のさらなる浸透を加速
させ、適正な運賃 ・ 料金の収受を推進していきますととも
に、今年10月に予定される消費税増税に向けて、消費税の
円滑かつ適正な転嫁の確保に向けた取り組みも推進してま
いります。
今年の5月で
「平成」
という元号が変わります。この
「平成」
という時代を振り返りますと、トラック運送業界にとって
は、平成2年の貨物自動車運送事業法施行以降、規制緩和に
伴って事業者数が大きく増加し、事業者間の競争が激化し
た時代でもありました。また、大地震や大型台風など相次ぐ
自然災害に見舞われましたが、災害対策等においてトラッ
ク産業に対して国民の大きな期待が寄せられた時代でもあ
りました。今般の事業法改正により規制が適正化され、運送
事業者同士が新しいルールの中で公正な競争ができるよう
になることで、当業界の健全的な発展に向けての新たな時
代がやってくると確信しております。
今年が「魅力あふれるトラック運送業界への大きな転換
点」
となるよう、気持ちを新たに様々な課題の解決に取り組
んでまいりますことをお誓い申し上げまして、新年のご挨
拶とさせていただきます。
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九州トラック協会
会 長

明けましておめでとうございます。新年を迎える
に当たり、謹んでご挨拶申し上げます。
さて、われわれ運送業界におきましては、一昨年
前からの軽油価格の上昇で事業経営は厳しさを増
しており、また、深刻なドライバー不足に加えて、
2024年からは、働き方改革に伴う年間の時間外労
働の上限規制960時間が適用されることになり、短
い期間で具体的な対策を講じる必要があります。
このような中、昨年末の臨時国会で成立した改正
貨物自動車運送事業法では、トラックドライバーの
労働条件の改善と事業健全化の確保のため、参入規
制の強化のほか、2023年度末までの時限措置とし
て、標準的な運賃の告示制度の導入や、国土交通大
臣による荷主への働きかけ等の規定の新設などが
盛り込まれました。いずれも現状を反映しており、業
界といたしましては、大変喜ばしい内容になってお
ります。
なお、九州トラック協会では、改正標準貨物自動車
運送約款に伴う未手続き事業者への啓発活動のほ
か、軽油価格高騰対策や、改善基準告示の柔軟な運
用、物流に配慮した高速道路料金の確立、高速道路
（SA ・ PA）におけるトラック駐車スペースの整備拡
充、高速自動車国道等における大型貨物自動車の最
高速度緩和、地域創生人材育成事業の継続の要望活
動に取り組みました。これらの活動は本年も継続し
つつ、具体的には次のとおり取り組んでまいります。
①長時間労働抑制対策について、働き方改革関連
法への対応に加え、トラック輸送における取引
環境・労働時間改善地方協議会において策定さ
れたガイドラインを推進し、労働時間短縮の推
進を図ってまいります。
②取引環境改善対策について、一昨年11月4日施
行の改正標準貨物自動車運送約款に伴う未手
続き事業者への啓発活動を行うほか、荷主企業
への周知徹底を図り、適正運賃料金の収受を推
進してまいります。

眞 鍋 博 俊
③とりわけ長距離輸送事業者にとって、大きなコ
スト負担となっている高速道路料金について、
上限定額制、大口多頻度割引の拡充等、行政等
関係機関に対し今後も要望してまいります。
④適正化事業対策について、全ト協と連携して、九
州・沖縄ブロック適正化事業指導員研修会を開
催し、指導員のレベルアップと業界の地位向上
を図ってまいります。
⑤Gマーク
（安全性優良事業者認定制度）の普及
促進対策について、各県のGマーク認定取得率
の向上とラッピングトラックによる一般消費者
向けのPRに努めてまいります。
⑥緊急救援物資輸送対策について、九州・沖縄各
県のトラック協会と災害等の相互応援に関する
協定を締結することにより、関係機関との連携
を強化し、迅速かつ的確な対応に努めてまいり
ます。
トラック運送業界は、多様な課題が山積しており
ますが、若い世代が夢と希望を持って安心してハン
ドルを握ることができるよう、労働環境の改善を中
心にこれからも全力で取り組んで参りますので、皆
様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
結びに会員の皆様方の益々のご健勝とご多幸を
お祈り申し上げ、新年の御挨拶といたします。
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運行管理者国家試験対策テキスト
【貨物自動車運送事業編】
平成31年3月版

過去の問題の解説と
実践模擬問題
税込価格2,592円

平成30年版（7月刊行）

自動車六法
5,940円
定価

（税込）

（株）
輸送文研社〈柏林書房〉
TEL.03−3861−0291（代） FAX.03−3861−0295

10 月 9 日 は

「トラックの日」
公益社団法人 福岡県トラック協会
TEL（092）451-7878（代表）
FAX（092）472-6439・
（092）451-7964
ホームページ http://www.hearty.or.jp/
総務局・総務部
総 務 課：092-451-7841
総務局・経理部
経 理 課：092-451-7844
事業局・業務部
業務一課・二課：
092-451-7845

福岡県適正化事業実施機関
（輸送相談窓口）
092-451-7846
千早分室
092-671-0338
（FAX：092-672-4778）

