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大川市・風浪宮（ふうろうぐう）の境内にある樹齢約2000年の老クス。
「白鷺の大樟」と呼ばれ、県の天
然記念物にも指定されている。
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TOP

NEWS-1

令和4年度 第1回理事会 開催状況

第10回定時総会に向けて協議
会議資料のデジタル化、
スタート
福岡県トラック協会
（眞鍋博俊会長）
は、5月13日
（金）
、福岡県ト
ラック総合会館にて、令和4年度第1回理事会を開催しました。
福ト協におけるデジタル化の推進にあたり、理事会資料はタブ
レットと紙ベース、両方で準備され、議事に入る前に、事務局より
タブレットによる資料閲覧の操作方法等について、説明が行われ
ました。会場には事務局スタッフが待機し、操作の補助にあたりま
した。今後、委員会、理事会はペーパーレスとし、資料はタブレッ
トでの閲覧のみとなる予定です。
会議には理事32名、監事3名が出席し、第10回定時総会 ( 令和4年度 )の議案及び運営等について協議が行われました。
■第10回定時総会の運営及び議案、
固まる
まず、
総会スローガンや当日の進行について承認されました。令和3年度のスローガン10項目のうち3項目が変更され、
そ
れぞれ
「燃料高騰対策の推進」
「標準的な運賃の活用等による適正な運賃・料金の推進」
「労働環境・取引環境の改善等による
安定的な労働力確保と定着に向けた取り組みの推進」
となっています。
次に、
進行要領・スケジュール・開催案内について、
2通りの案「昨年同様の縮小開催案」
(
「来賓・懇談会ありの円卓開催案」
)が
提起され、
意見交換が行われました。協議の結果、
今年の総会も昨年同様の縮小開催とし、
来賓招待、
表彰式及び懇談会は行
わないことが決定しました。議案に関しては、
令和3年度事業報告及び収支決算書、
正味財産増減計算書、
貸借対照表、
財産
目録の承認について説明が行われ、
すべて承認されました。
■福ト協、
デジタル化スタート。第27回全国大会、
名古屋にて開催予定
福ト協就業規則の一部改定について説明が行われ、
承認されました。職員の試用期間が1か月から6か月に変更されます。
なお就業規則全体について、
社会保険労務士に相談のうえ、
修正等見直しを行う予定です。
続いて、
当協会におけるデジタル化事業について、
デジタル化推進特別委員会からの提案が示されました。今後、
やむを得
ない場合の理事会等会議へのWeb 参加( 原則は会場での参加 )、
Webを利用した会議やセミナーの出欠確認及びアンケー
ト実施・集計、
セミナーのハイブリッド( 会場と動画配信 )開催を行う方針が承認されました。
27回全国トラック運送事業者大会については、
参加計画
（10月5日/ 名古屋）
が示され、
承認されました。福岡県からは30
名の参加が計画されています
（第26回大会は新型コロナウイルスの影響により中止）
。
■
「標準的な運賃」
届出、
60%を達成!総会までに70%を目指す
福岡県における
「標準的な運賃」
の届出状況
（令和4年5月6日現在）
が示され、
届出率が61.6%となり、
目標の60%を達成
した旨報告され、
定時総会までに70%を目指したいとの説明がありました。
続いて、
全国専務理事業務連絡会議( 令和4年4月7日)の開催状況が報告され、
飲酒運転対策の強化、
燃料価格高騰に係
る取り組みと対応、
改善基準告示の見直しスケジュール等について説明がありました。令和5年度のトラック関係施策に関す
る要望事項については、
当協会にて取りまとめた道路関係要望事項、
税制改正・予算に関する要望事項が示され、
全ト協に提
出済みとの報告がありました。
このほか、
県内7か所に設置している
「信号を守ろう」
のロードサインに関し、
補修・架け替え工事が完了し、
費用は広報費よ
り充当した旨報告されました。
■
「トラックの森」
植樹式実施。
ドラコン県大会は7月17日開催予定
会員入退会状況
（2・3月）
、
支部別会費納入状況
（2・3月）
が示されたほか、
表彰関連に関し、
令和4年自動車関係功労者表彰
( 九州運輸局長表彰 )における被表彰候補者の推薦、
令和3年度
「全ト協表彰規程による表彰」
及び
「正しい運転・明るい輸送運
動による表彰」
受賞者、
令和3年度
「福ト協表彰規程による表彰」
受賞者一覧、
令和3年無事故運動表彰選考結果について説明
がありました。
事故防止対策関連では、
「プラン2025目標達成セミナー」
開催結果( 令和4年3月2日開催 )、
令和4年度ドライバーコンテ
スト県大会の実施要領
（令和4年7月17日開催予定）
が確認されました。環境対策関連では、
令和3年度
「トラックの森」
記念植
樹式の実施結果( 令和4年3月22日実施 )が報告され、
久留米市ホームページや物流ニッポン掲載記事、
久留米市長からの感
謝状が紹介されました。
このほか、
令和3年度各種助成事業( 令和4年2月28日現在 )、
令和3年度巡回指導実施状況
（令和3年4月〜令和4年3月）
、
「災害物流専門家研修」
の案内等が示されました。
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「無事故運動表彰」受賞事業所決定 !
令和3年無事故運動の受賞者が（最優秀事業所10社、優秀事業所40社、優良事業所183社）が5月13日 ( 金 ) に開催さ
れた県ト協理事会で承認され下記のとおりとなりました。
※優良（福岡県トラック協会長表彰）事業所につきましては、当協会のホームページ（https://hearty.or.jp）をご覧下
さい。
「福ト協ホームページ」→「各種表彰」→「全ト協関係」→「福岡県トラック協会無事故運動」→
「令和3年

無事故運動表彰事業所」
【PDF】(https://hearty.or.jp/publics/index/84/#block647)

晴れの表彰を受ける最優秀・優秀事業所（敬称略）
◎最優秀事業所【福岡県警察本部長表彰（10 事業所）】
事業所名
西日本ジェット・ライン（株）

小原運輸（有） 北九州営業所

力丸運輸（株）

小倉貨物運輸（株）

明光運輸（株）

ユニプレス物流（株） 勝山支店

福岡都市配送（株）

ジェット・ラインエクスプレス（株）

（有）福昌運輸

（有）共栄資源管理センター小郡

○優秀事業所【福岡県警察本部交通部長表彰（10 事業所）】
事業所名
大牟田運送（株）

鳥飼機工（有）

（株）イトキュー

（有）大盛運送

（株）ＮＳロジ西日本
（株）ランテック

八幡支店

（株）富士鳩急送

久留米支店

九州安芸重機運輸（株）

福糧運輸（株）

宗像貨物運送（有）

○優秀事業所【九州運輸局福岡運輸支局長表彰（10 事業所）】
事業所名
（有）福富運送

ティックトランスポート（有）

福岡熊交（株）

市村運送（有）

（株）鈴与カーゴネット九州

福岡営業所

戸畑物流（株）

（株）柳川合同トランスポート

（有）行橋鎮西運送

福島貨物（有）

多摩運送（株）福岡営業所

○優秀事業所【交通事故をなくす福岡県県民運動本部長表彰（10 事業所）】
事業所名
（株）白川運輸

（株）マルセコ－ポレ－ション

新手運輸（有）
（株）ＮＳロジ西日本

（株）博運社
小倉営業所

本社営業所

（有）大津山運送

幸運トラック（株） 福岡支店

（有）窪山運送店

立花運輸倉庫（株） 八女営業所

むさし運送（有）

○優秀事業所【（一財）福岡県交通安全協会長表彰（10 事業所）】
事業所名
鮎川産業（株）
日鉄物流八幡（株） 構外物流部

為頼運送（株）
（株）松田

久富産業（株）

ユニプレス物流（株） 苅田支店

（株）丸勢運輸

福岡興業（株）

谷口運輸（株）

九州液送（株）
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令和4年度 中央近代化基金「燃料費対策特別融資」
推薦申込公募要綱
（公社）全日本トラック協会が実施する令和4年度（第46回）中央近代化基金「燃料費対策特別融資」推薦申込公募について、下記の
とおりお知らせいたします。

【中央近代化基金「燃料費対策特別融資」推薦申込公募要綱】
1．公募推薦総枠

40億円

2．公募期間

令和4年7月1日（金）から令和4年9月30日（金）まで
（但し公募枠の40億円に達し次第申込みを締め切ります。公募枠を超える公募があった場合は全ト協への先着順と
します。）

3．融資推薦対象者

（公社）福岡県トラック協会（以下「福ト協」という。）の会員で貨物自動車運送事業法の許可を受けた貨物自動車運送
事業者、その共同体及びその持株会社（傘下の貨物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限ります。）
（注１）貨物利用運送事業者は対象外。
（1）ポスト新長期規制適合車又は平成28年度排出ガス規制適合車で、平成27年度燃費基準を達成した車両の導入
に必要な設備資金。
地方ト協のポスト新長期融資枠を優先した後の、その補完的な位置づけとしています。
（2）自家用燃料供給施設整備に必要な設備資金
※融資推薦対象資金には消費税を含めることができます。
(1) 融資限度
個別企業体・共同体とも2千万円
（
「地方ト協」の限度額とは別枠とします）
(2) 融資利率
取扱金融機関の所定利率（最優遇利率適用）によります。
(3) 償還期間
①車両：5年以内 ②自家用燃料供給施設：8年以内
(4) 据置期間
６ケ月以内
(5) 担保・保証人
取扱金融機関の定めるところによります。

4．融資対象資金

5．融資条件

6．利子補給率

個別企業体・共同体とも

年0.3％

7．各支部への
申込書類到着期限

1回目
3回目

令和4年7月21日（木）
令和4年9月30日（金）

2回目

令和4年8月24日（水）

8．融資推薦適否
決定通知予定日

1回目
3回目

令和4年8月15日（月）
2回目
令和4年10月21日（金）

令和4年9月15日（木）

9．取扱金融機関

商工中金福岡支店・北九州支店・久留米支店並びに商工中金の代理店である信用組合の本・支店
所定の申込書により、公募期間満了日までに、申込先
（各支部）
に到着するよう申込んでください。
（申込必要書類は「福ト協」のホームページからダウンロードしてご利用ください。
）

10．申込方法
11．申込先

福ト協の各支部（福岡・北九州・筑豊・筑後）

12．推薦通知書の有効期限

令和5年3月末日

13．申込必要書類

14. 商工中金宛借入申込

15. 設備完成報告書等

16．その他

(1) 融資推薦申込書（様式１）
(2) 企業要項（様式2号の1）
(3) 事業計画書（様式3号の1又は様式3号の2）
(4) 承諾書（様式4号）
(5) 見積書（車両の場合）
(6) 工事請負契約書又は注文書・注文請書の写し（案文・見積書でも可）
(7) 所在地案内図（(6)(7)は自家用燃料供給施設の申込の場合）
※提出された書類は返却されないため、取扱金融機関宛の提出書類は別途用意してください。
(1) 融資推薦の決定通知を受けた場合は、
「中央近代化基金融資推薦適否通知書」の写しを添えて商工中金等へ借入
申込を行ってください。
(2) 決算関係書類等審査に必要な書類については、別途商工中金等からの依頼により提出してください。
(1) 設備完成 ( 購入 ) 後、速やかに設備完成報告書 ( 様式18号 )を提出してください。
(2) 設備完成報告がない場合は、利子補給を行えません。
(3) 報告時の添付書類（すべて写しで可）
①車両
・車検証（所有権移転完了のもの）
②自家用燃料供給施設
・工事請負契約書または注文書・注文請書
・危険物取扱所設置（変更）許可証及び完成検査済証
・危険物取扱所全体概要図・平面図・立面図・周辺地図
③車両・自家用燃料供給施設 共通
・投資額全額の領収証
・つなぎ融資がある場合、その確認書類（融資計算書及び返済計算書）
この要綱に定めのない事項は「全ト協」の近代化基金運営要領及び中央近代化基金運営事務取扱細則の定めるとこ
ろによります。

◆問い合わせ先（公社）福岡県トラック協会

経理課 担当：古賀

TEL:092-451-7877

FAX：092−472-6439

ポスト新長期規則適合車指定型式一覧 （平成 27 年度燃費基準達成車）
平成 21 年度排出ガス基準（ポスト新長期規制）
適合車
平成 27 年度
燃費基準

NOx・PM

＋ 10％低減車

平成28年度排出ガス基準（ポストポスト新長期規制）
適合車

達成

SKG・LKG

TKG・QKG

2KG

＋ 5％達成
＋ 10％達成
＋ 15％達成

SPG・LPG
－
－

TPG・QPG
TRG
－

2PG
2RG
2TG
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令和4年度
（第47回）
地方近代化基金
「一般融資」および「ポスト新長期融資」推薦募集要綱
（公社）福岡県トラック協会が実施する第47回地方近代化基金融資 「一般融資」および「ポスト新長期融資」の公
募について、下記のとおりお知らせいたします。

（公社）福岡県トラック協会

融資名

一般融資

ポスト新長期融資

融資推薦総枠

5 億円

25 億円

公募期間

令和 4 年 7 月 1 日 ( 金 ) から令和 4 年 7 月 31 日 ( 日 ) まで

協会取扱日程

1. 会員の支部申込期限 : ①窓口持参の場合 令和 4 年 7 月 29 日 ( 金 ) ②郵送の場合 令和 4 年 7 月 31 日 ( 日 )
2. 支部の県ト協提出期限 : 令和 4 年 8 月 8 日 ( 月 )
3. 推薦決定通知予定日 : 令和 4 年 8 月 31 日 ( 水 )
4. 借入申込開始予定日 : 令和 4 年 9 月 1 日 ( 木 )

申込先

申込方法

融資対象者

福岡県トラック協会の各支部（福岡・北九州・筑豊・筑後）
1. 所定の申込書により、上記期限までに各支部に到着するよう申し込むこと。
※郵送の場合は、申込期限当日の消印まで有効とする。
※申込書等は福岡県トラック協会のホームページにてダウンロードして利用すること。
2. 添付書類（すべて写し）
①土地購入の場合 : 公図、所在地案内図、売買契約書
②建物の場合 : 平面図、所在地案内図、建物工事請負契約書、見積書
③車両の場合 : 見積書
3. 取扱金融機関あての提出書類は別途用意すること。
4. 申込額は、審査の結果、減額される場合がある。
なお、推薦決定通知書は融資決定ではないため、注意しておくこと。
（公社）福岡県トラック協会の会員で貨物自動車運送事業法の許可を受けた貨物自動車運送事業者、
その共同体及びその持株会社（傘下の貨物運送事業者に係る資金調達を行う者に限る）。		
※貨物利用運送事業者は対象外
「ポスト新長期規制」に適合する事業用貨物自動車
を購入する事業

融資対象事業

１．トラックターミナル、配送センター等物流施
・ポスト新長期規制適合車とは「道路運送車両法
設の整備に要する資金
の保安基準の細目を定める告示等の一部を改正
２．福利厚生施設の整備に要する資金
する告示」（平成 20 年 3 月 25 日国土交通省告
示第 348 号）に定める排出基準値に適合する事
３．荷役機械、車両等の購入及び改造等に要する
業用貨物自動車。
資金
※購入予定車両の対象型式については、「識別記
号一覧」を参照。
（注１）消費税は融資の対象とするが、車両に係る登録諸費用は融資の対象外とする。
（注２）投資時期が令和 4 年 4 月 1 日以降令和 5 年 3 月 31 日までに終了するもの。
（注３）自己資金等で設備資金を支払済みの場合は、推薦の対象外とする。
ただし、推薦決定前に支払いを行ったもので、令和 4 年 4 月 1 日以降に商工中金からの「つな
ぎ融資」または「割賦手形」で必要資金を賄った場合で、且つ本推薦融資の資金が当該つなぎ融
資の一括返済及び当該割賦手形の一括組戻しに充当されるものについては融資の対象とする。
（注４）購入車両は所有者、使用者ともに自社名義で登録すること。リース物件は融資の対象外とする。
（注５）事務所及び事務所付属設備のみに要する資金は融資の対象外とする。
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融資名

一般融資

ポスト新長期融資

個別企業体 :5 千万円
個別企業体 :3 千万円
共 同 体 :1 億円
共 同 体 :3 千万円
※既往の利用の有無にかかわらず推薦融資限度
※申込額と既往借入残高との合計額が推薦融資
限度額の範囲内であれば公募期間中申込可能。
額まで公募期間中申込可能。

融資限度額

既往借入分が当初の約定に基づき正常な形で償還されていること。

融資利率

取扱金融機関（商工中金）の所定利率による。
年 0.3％
・環境対応車（CNG 車、ハイブリッド車）及び
省エネ関連機器導入に係るもの 年 0.3％

利子補給率

年 0.3％

※借入者が正常な取引を維持することが困難であると判断される場合、又正当な事由なく申請に係る
事業計画と異なるものに転用した場合は、利子補給を打切るとともに、既に受けた利子補給も返納
するものとする。
10 年以内（据置期間 6 ヶ月以内含む）
ただし、法定耐用年数が 10 年未満の設備は、
法定耐用年数以内（車両は 5 年以内）

償還期間
償還方法

5 年以内（据置期間 6 ヶ月以内含む）

据置期間（償還期間のうち 6 ヶ月以内）終了後、月賦、隔月賦または 3 か月毎の均等分割償還とする。

償還日

借入者が任意で選択して定める。

担保・保証人

取扱金融機関の定めるところによる。

延滞利息の支払責任

元金の返済延滞により生じた延滞利息は借入者が負担するものとする。
・商工中金（福岡・北九州・久留米）各支店
・商工中金の代理店である信用組合の本・支店

取扱金融機関
設備完成（購入）
報告

設備完成（購入）後、速やかに所定の様式により福岡県トラック協会へ報告すること。
報告がない場合は、利子補給を行わない場合がある。

◆問い合わせ先
（公社）福岡県トラック協会

経理課

担当：古賀

TEL：092-451-7844

FAX：092-472-6439

・ポスト新長期規制適合車の識別記号（3 桁の組合せ記号となります。）

2 桁目

1 桁目
排出ガス規制年

低排出ガス
認定

識別
記号

無

L

50

M

75

R

ハイブリッドの有無
燃料の別 （重量車燃費基準達成
又は適用状況）

平成21年規制

10

Q

無

S

10

T

無

2

平成22年規制

平成28年規制

軽油

3 桁目
識別
記号

有（未達成又は不適用）

C

無（未達成又は不適用）

D

有（達成）

J

無（達成）

K

有（5％達成）

N

無（5％達成）

P

有（10％達成）

Q

無（10％達成）

R

有（15％達成）

S

無（１５％達成）

T

5

用途

貨物車

重量条件等

識別
記号

車両総重量が
1.7 トン以下

E

車両総重量が
1.7 トン超、
3.5 トン以下

F

車両総重量が
3.5 トン超

G
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令和4年度 全ト協「優秀運転者顕章」に候補者のご推薦を !
( 公社 ) 全日本トラック協会では、例年、
「優秀運転者顕章」を実施しております。本年度も
同様に実施されますので、下記推薦要領をご覧のうえ、候補者の推薦をお願いします。
なお、規程の改定により、平成28年度から銅十字章
（無事故無違反 満5年以上）
が廃止さ
れ、対象候補者は金十字章
（無事故無違反 満20年以上）
と銀十字章
（無事故無違反 満10
年以上）
のみとなっておりますので、推薦の際は十分ご注意いただきますようお願いいたし
ます。
また、当顕章の選考は12月の全ト協の理事会で決定される予定となっており、選考結果
のお知らせは12月〜来年1月頃となりますので、予めご了承ください。
1.【推薦書兼誓約書入手先】
福ト協のホームページよりダウンロードしてください。
≪推薦書兼誓約書 (Excel) のホームページ (https://hearty.or.jp) ≫
「福ト協ホームページ」→「各種表彰」→「全ト協関係」→「優秀運転者顕章」→「候補者
推薦書兼誓約書」
【Excel】(https://hearty.or.jp/publics/index/84/#block647)
をダウンロード

2.【推薦書兼誓約書記入の注意点】
①全ての項目の記入が必須となります。
②無事故・無違反期間の条件は、金十字章であれば平成14年6月1日以前から、銀十字章
であれば平成24年6月1日以前から無事故・無違反の方となりますのでご注意ください。
③過去に受賞した種類と同じ章は重複して受賞できません。

3.【提出方法】
①推薦書兼誓約書は Excel 形式にて Eメールによる提出のみ受け付けます。
なお、メール本文に「事業所名」
「ご連絡先」
「ご担当者名」を必ず明記してください。
送信先 :abe@hearty.or.jp
※前年度までは「無事故無違反証明書」又は「SD カード」のスキャンデータの添付を必要
としていましたが、今年度より「推薦書兼誓約書 (Excel 形式 )」のみの提出となります。
②受け付け完了後、1週間以内に受け付けした旨のメールを返信しますので、1週間過ぎ
ても返信がない場合は、お手数ですが、後述のお問い合わせ先へご連絡ください。
4.【提出期日】
令和4年7月29日 ( 金 ) まで

6

福岡県輸送情報 No.1862 ● 令和4年6月10日発行

5. 優秀運転者顕章規程（抜粋）

優秀運転者顕章規程（抜粋）
（目的）
第1条 この規程は、人命を尊重し安全運転を心がける優秀な運転者に対し、無事故の誇りをもた
せ他の模範とするとともに、交通道徳の高揚と安全意識向上を図り、社会的に寄与すること
を目的とする。
（顕章を贈る者）
第2条 この顕章は、公益社団法人全日本トラック協会会長（以下「会長」という）が贈るものとする。
（顕章の種類）
第3条 この顕章は、金十字章・銀十字章とする。
（顕章の贈呈基準及び受章資格）
第4条

この顕章を贈る基準は、現在運転者であって、運転者であった期間を通算して次の各号に定
める期間無事故であり、かつ無違反であった者とする。
（1）金十字章
満20年以上（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として15年以上とする）
（2）銀十字章
満10年以上（ただし、そのうちトラック運送事業の運転者として7年以上とする）
2 前項の無事故であり、かつ無違反であった者とは、次の各号に定める者以外とする。ただし、
自己の責に帰すべき理由によらない事故は無事故とする。
（1）人身に係る事故を起こした者
（2）物損事故で損害額1万円を超える事故を起こした者
（3）事故または違反により罰金以上の刑に処せられた者

（重複受章の除外）
第10条 現に章を受けている者は再び同種の章を受けることができない。

※無事故・無違反期間の条件
○

金十字章（満20年以上） 平成14年6月1日以前から無事故・無違反の方

○

銀十字章（満10年以上） 平成24年6月1日以前から無事故・無違反の方

≪推薦書兼誓約書送信先・問い合わせ先≫
( 公社 ) 福岡県トラック協会
〒812-0013

総務部総務課〔担当：阿部〕

福岡市博多区博多駅東1丁目18-8

TEL 092-451-7841

FAX 092-472-6439

メールアドレス abe@hearty.or.jp
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原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に
関する下請事業者等に対する配慮について
（お願い）
〜国土交通省・経済産業省・公正取引委員会からのお知らせ〜

現在、ウクライナ情勢の変化による影響もあり、原油を始めとするエネルギー価格や、小麦などの食材を含めた原材料
費が、昨年にも増して高騰し、その影響が長期化しております。
日本銀行が毎月発表する企業物価指数においては41年ぶりの上昇水準となります。
こうした状況下において、適切な価格転嫁等により、サプライチェーン全体でコストを負担していくことがますます重
要となっています。
こうした中、政府では令和3年12月27日の閣議了解に掲げられた「パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑
化施策パッケージ」）に基づき、下請代金支払遅延等防止法）の「買いたたき」や、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関
する法律上の「優越的地位の濫用」に関する執行強化など、中小企業の適切な価格転嫁に向けた取組を全力で進めている
ところです。
詳細は経済産業省のホームページ（https://www.meti.go.jp/index.html）をご覧下さい。
○原材料価格、エネルギーコスト等の上昇に係る適切な価格転嫁等に関する下請事業者等に対する配慮について経済
産業大臣名の要請文書を発出しました
https://www.meti.go.jp/press/2022/04/20220428007/20220428007.html

令和5年3月高等学校卒業者の就職問題に関する申合
せについて 〜福岡労働局からのお知らせ〜
新規高等学校卒業者に対する就職の機会均等の保障、学校教育の充実と就職希望者の適切な職業選択を確保し、求人
秩序の確立、適正な職業紹介の円滑な推進を図るため、教育関係機関、事業主団体及び関係行政機関等の17団体で構成
する福岡県高等学校卒業者就職問題連絡協議会において、応募・推薦のあり方等について「申合せ」を行いました。
なお、大学等及び専修学校の卒業者の採用選考におきましても、この「申合せ」の趣旨が徹底されますようお願いいた
します。
詳しくは、以下の福岡労働局のホームページ（https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/home.html）をご
覧下さい。
ホーム > 各種法令・制度・手続き > 職業紹介関係 > 法令・制度
>「2022年5月11日 令和4年度版新規高等学校卒業者の就職問題に関する申合せを掲載しました。」
https://jsite.mhlw.go.jp/fukuoka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/shokugyou_shoukai/hourei_seido/antei03.html

高校新卒者の採用に向けた求人票の提出について
来春の高校新卒者を対象とした求人について、6月1日からハローワークへの求人申込手続きが始まっておりますので、
お知らせいたします。
高校新卒者の求人申込は、下記の手続きが必要となります。
詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせ下さい。
① 5月以降、管轄のハローワークが開催する高校求人者説明会を受講する。
※事前申し込みが必要です。
※高校求人者説明会は毎年受講する必要があります。
② 6月1日から、管轄のハローワークで事業所登録・求人申込を行い、求人票を提出する。
※過去に一般求人を行い、ハローワークから適用事業所番号を付与されている場合、事業所登録は不要です。
③ 7月1日から、ハローワークのチェックを受けた求人票を高校に提出する。
※初回提出の場合、高校を訪問して就職担当者に会社概要や求人条件等の説明を行って下さい。
※高校生の採用選考は9月16日以降です。
■お問い合わせ先
（公社）福岡県トラック協会

業務二課（担当:吉田）

電話:092-451-7845
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令和4年度毒物劇物取扱者試験について

〜福岡県からのお知らせ〜

令和4年度毒物劇物取扱者試験が以下のとおり実施されますので、お知らせいたします。
なお、詳細は福岡県公報（令和4年5月6日第295号）または福岡県庁のホームページを参照して下さい。
令和4年度福岡県毒物劇物取扱者試験については、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、以下の1〜3のいずれ
にも該当しない者は、本県が実施する毒物劇物取扱者試験の受験を控えること。
1 本県内に居住する者

2 本県内で勤務する者

3 本県内の学校に在学中の者

毒物劇物取扱者試験は、各都道府県が実施しているため、居住する都道府県が実施する試験を受験して下さい。
1 日時及び場所
（1）日時 令和4年8月2日（火）10:00〜12:00
※ 試験開始後、30分以上遅刻した場合には受験を認めない。
※ 台風等の自然災害の影響により試験が実施できない場合は、予備日を令和4年8月16日（火）10:00から
12:00までとして実施予定。
※ 試験に関する最新情報は福岡県薬務課ホームページで公表するため、定期的に確認すること。
（2）場所 福岡市博多区石城町2－1 福岡国際会議場
2 受験手続
（1）提出書類

ア： 受験願

イ ：写真台帳

（2）試験手数料 10,500円
※ 福岡県領収証紙により納付（領収証紙納付書に貼付）すること。
※ 試験手数料は申込み受付後、一切返還しない。
（3）提出先 住所地又は勤務地を管轄する県保健福祉(環境)事務所又は市保健所（北九州市、福岡市（各区保健福祉
センター）及び久留米市）に持参すること。
※ 郵送では受け付けない。
3 受付期間
令和4年6月8日（水）〜17日（金）
（土日を除く。）8:30〜17:00

※福岡市各区保健福祉センターのみ 9:00〜17: 00

<福岡県庁ホームページ（https://www.pref.fukuoka.lg.jp/）>
・トップページ > 健康・福祉・子育て > 医療 > 登録販売者・毒物劇物取扱者 > 令和4年度毒物劇物取扱者試験について
・https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/r4-dokubutugekibutugoukaku.html

令和4年度「青年経営者等による先進的な
事業取組に対する顕彰事業」実施について
全日本トラック協会において、青年組織に所属する経営者等が、先進的で創意・工夫等のある取組により、他のものの模
範となりえるような事業に対して顕彰を行う「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰」について、今年度も
顕彰規程等に基づき実施されることになりました。
当顕彰規程においては、3段階の受賞階級（金賞100万円、銀賞70万円、銅賞50万円）が設けられております。
申請を希望される方は、下記URLをご参照のうえ、令和4年10月31日までに、(公社)福岡県トラック協会業務二課宛に
申請書類をご提出いただきますようお願いいたします。
詳しくは、以下の全ト協のホームページ（https://jta.or.jp/）をご覧下さい。
【全ト協「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰事業」URL】
https://jta.or.jp/member/seinen/seinen_info/jigyo_torikumi_kensho2022.html
◆お問い合わせ先

TEL:092-451-7845

(公社)福岡県トラック協会 業務二課（原、岡部）
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第117回 トラック運送業界の景況感
（速報）
令和4年1月〜3月期
日銀短観（3月調査）では , 原材料価格の高騰による収益環境の悪化、新型コロナウイルス感染拡大、まん延防止等重点措
置の適用で国内経済活動が抑制されたものの、大企業製造業の業況判断指数はプラス14、大企業非製造業はプラス9とプラ
ス圏を維持した。
一方、トラック運送業においては、輸送量の増加、運賃料金水準も改善しているにもかかわらず、燃料高騰分が転嫁され
ず、運送原価が増大したことから、令和4年1月〜3月期の景況感は▲44.0と前回より23.0ポイント悪化するなど、大きく
マイナス圏に沈んだ。
なお、今後の見通しは、ウクライナ侵攻の影響を受けた原油価格高騰や一層の円安進行等を反映し、燃料コストが重しと
なり、業界の景況感の見通しは▲52.1（今回▲44.0）と、8.1ポイント悪化する見込みである。
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（次の頁に続きます）
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トラック帳票類 価格変更のお知らせ
このたび、当協会のトラック帳票類の仕入先である( 株 ) 輸送文研社より、急激な原材料価格の高
騰を受けて商品価格を改定する旨、案内がありました。
つきましては、当協会で販売しておりますトラック帳票類の価格につきましても令和4年7月1日
より、価格を改定させていただきますので、ご理解、ご協力のほどお願い申し上げます。
価格が変更される帳票類及び新販売価格につきましては、下記のとおりです。
1. 新旧価格表

現行販売価格
( 消費税 10% 込 )

新販売価格
( 消費税 10% 込 )

日常点検表（毎日）

168円

220円

点検整備記録簿（2枚複写3年用）B5

209円

264円

点検整備記録簿（2枚複写3年用）A4

314円

396円

運行管理者選任届

52円

77円

運転者台帳

12円

13円

点呼記録簿（12名用・B 様式）

367円

451円

点呼記録簿（25名用・B 様式）

629円

781円

点呼記録簿（12名用・A 様式）
（乗務途中点呼付）

367円

451円

点呼記録簿（25名用・A 様式）
（乗務途中点呼付）

629円

781円

運行指示書（2枚複写30組）

503円

627円

110円

132円

商

品

名

運送約款（一般）掲示用 A2
（平成31年4月1日改正版）

2. 当協会の新販売価格への変更日
令和4年7月1日発注分より
※本誌巻末の「トラック帳票類注文表」は7月1日よりご活用ください。

販売に関するお問い合わせ先 （公社）福岡県トラック協会 総務課
TEL 092-451-7841

FAX 092-472-6439
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第2回 健康起因事故の疾病発生メカニズム

〜全国健康保険協会 福岡支部からのお知らせ〜
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労働保険における電子申請の利用促進について
〜福岡労働局からのお願い〜

福岡労働局より、労働保険年度更新等の手続きに係る電子申請の利用促進について協力依頼がありました。
電子申請を利用することにより、労働局、労働基準監督署又は金融機関の窓口に出向くことなく、夜間、休日でも手続き
ができるという利点があり、令和3年3月下旬からは一部を除く労働保険関係手続について、e-Gov 経由でGビズIDを利
用して電子申請を行うことも可能となっており、この場合には電子証明書の取得は不要となっております。
詳細につきましては、以下の厚生労働省（https://www.mhlw.go.jp/index.html）のホームページをご覧下さい。
トップページ「テーマ別に探す」>「政策分野別に探す」> 雇用・労働 > 労働基準 > 労働保険の適用・徴収 >
施策紹介「電子申請のご案内」
【URL】https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/denshi-shinsei.html
■お問合せ先 : 福岡労働局 総務部 労働保険徴収課 適用係（TEL092-434-9833）

福岡県輸送情報記事のお詫びと訂正について
本誌5月27日号の P2に掲載した令和3年度「福ト協表彰規程による表彰」受賞者決定の記事で次のとおり誤りがありました。
会員の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げますとともに、訂正いたします。

表彰の種類
表彰状
表彰状

部 門
事業者
従業員
事業者
従業員

№

事業所名

氏 名

7

（株）博運社

【正】大谷 錠司 【誤】大谷 鍵司

24

（株）博運社

【正】森田

大生グループ（株）SKSロジ 博多営業所

孝郎 【誤】森田 孝雄

明穂輸送 ( 株 ) 北九州営業所

（福岡支部博多分会）
代表者
波多 茂

（北九州支部戸畑分会）
代表者
福田 剛平

福岡市博多区吉塚3丁目31-69

北九州市戸畑区牧山海岸3-116

Mix HAKATA 202号

℡093-883-5335

℡092-292-8107

［事業の種類］
一般貨物自動車運送事業

［事業の種類］
貨物利用運送事業

貨物利用運送事業
［車両数］
普通3両、小型3両

（6 月）

県ト協行事日程（6 月 10 日〜 6 月 23 日まで）
10日（金）総務会 [13:00]（ホテル日航福岡）
10日（金）定時総会 [14:00]（ホテル日航福岡）
16日（木）ダンプ輸送部会役員会 [14:00]（201会議室）
17日（金）建材リース輸送部会通常総会 [19:00]（彩稟）
22日（水）交通対策委員会 [13:30]（401会議室）
22日（水）石油ローリー部会通常総会 [16:00]（201会議室）
23日（木）利用運送・積合部会役員会 [17:30]（八仙閣）
23 日（木） 利用運送・積合部会通常総会 [18:00]（八仙閣）

※新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため延期または中止になる行事がありますのでご注意下さい。
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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】

過去の問題の解説と
実践模擬問題
定価2,640円
（税込）

令和3年8月版

発行・発売元

（株）
輸送文研社〈柏林書房〉
〒101-0031 東京都千代田区東神田1-3-4
TEL.03−3861−0291（代） FAX.03−3861−0295
ホームページ http://www.yuso-bunken.co.jp（お申し込みも出来ます）
●パンフレットの内容及び価格は、おことわりなく変更することがあります。

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 https://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）

