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展示総数6,000点を超える西日本最大級の自然史・歴史博物館。
「いのちのたび」をコンセプトに地球の誕生
から現在まで、生命の進化の道筋と人の歴史を展示解説している。
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第10回定時総会 開催状況

コロナ禍の厳しい経営環境打開に向けて
令和4年度の活動方針、固まる
福岡県トラック協会（眞鍋博俊会長）は、6月10日 ( 金 )、福岡
市博多区のホテル日航福岡にて第10回定時総会を開催しました。
今年度も、新型コロナウイルス感染防止対策のため、来賓は招待
せず時間を短縮して実施、表彰式及び懇親パーティも行われま
せんでした。
総会では、令和3年度の事業報告・収支決算及び令和4年度の
事業計画・収支予算について審議され、いずれも承認されました。
なお、令和4年度の事業計画（基本方針）として標準的な運賃、
燃料サーチャージ等による適正な運賃・料金の収受に関する理解
醸成への取り組みを加速させるとともに、
ドライバーの長時間労働の是正及び取引環境の改善等に向けた対策を講じるほ
か、
トラック運送業界の魅力を PR するための広報活動、物流 DXの推進等を柱とする10の重点推進事項を掲げています。
●議長に中村氏。活発な質疑応答も
総会は、
正会員総数2166名中、
出席者98名、
委任状1368名、
合計1466名で過半数を超え、
成立しました。総会に先立ち、
令
和3年度の総会以降に逝去された故人に黙祷を捧げました。
開会の言葉を三村彰一副会長が述べ、
議長を福岡支部の中村司支部長、
副議長を筑後支部の仲聡陽支部長が務めました。議
事録署名人には福岡支部の大石幸敏理事、
筑豊支部の藤田五夫理事が指名されました。

（三村副会長）

（左:仲副議長、
右:中村議長）

●眞鍋会長挨拶。「標準的な運賃」
届出率、
5月に60%ごえ。更なるUPを目指す
眞鍋会長は冒頭の挨拶で、新型コロナウイルスの影響下に
あって、
燃料高騰が続く中、
ロシアのウクライナ侵略などの地政
学的な変化が、
世界の原油価格や需給に大きな影響を及ぼす
可能性があり、
更なる急騰に備え、
先手先手で追加的な対策を
実施していくことが不可欠となっています。燃料価格の高騰に
対しましては、
全ト協をはじめ運輸交通業界が協同して政府や
行政機関に要望活動を続けていく旨を述べました。また、
一昨
年4月に告示された標準的な運賃について、
福岡県は今年5月、
目標とする届出率60%に達したと述べ、
支部・分会による届出
促進の働きかけに感謝の意を表しました。なお、
適正運賃を収
（眞鍋会長）
受できる環境を確立すべき旨を語り、
そのための効果的な策は、
届出率の向上であるとして、
更なる協力を呼びかけました。
さらに、
当協会が力を入れている取り組みとして、
コロナ禍でのYouTubeを活用した効果的な広報活動の推進や、
昨年
度よりスタートした協会運営のデジタル化推進等について述べ、
会員の皆様と一致団結し、
大きな変革の流れに乗り、
新しい
時代に向けて一層の努力をしていきたいと語りました。
（次の頁に続きます）
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●令和3年度総括「標準的な運賃」
届出・活用を促進。
「トラックの日」
全国と連携してPR
令和3年度は、
全ト協と共催で
「標準的な運賃活用セミナー」
、
各地区で
「標準的な運賃届出要領説明会」
を実施したほか、
適正
化事業実施機関による事業者への働きかけ、
分会単位での事業所への働きかけなどにより、
標準的な運賃の届出と活用の促
進に努めました。その結果、
福岡県の届出率は、
定時総会時点で65%を超えました。
広報活動においては、
業界のイメージアップと社会的地位の向上のため、
SNSを活用したオンラインキャンペーンを展開、
エッセンシャルワーカーであるトラックドライバーの重要性や物流の大切さを発信。
「トラックの日」
のイベントでは、
全ト協及び、
全国各9ブロックの都道府県トラック協会と連携して、
YouTube 生配信イベント
「TRUCK FES 2021」
を開催、
業界の魅力
を世界にPRしました。
環境対策においては、
「小学生エコ絵画コンクール」
を実施したほか、
久留米市の
「東部運動公園」
と
「西立公園」
にて
「トラック
の森」
事業による植樹を行うなど、
積極的に地球環境改善事業に取り組みました。
また、
物流DXの推進として、
デジタル化推進特別委員会を設置し、
協会運営のデジタル化に向けた取り組みをスタート、
会
員事業者のインターネット環境等の調査を行ったほか、
会議資料のペーパーレス化を図るためタブレット端末を導入しました。
なお、
福岡地区の緊急物資輸送センターの建設、
及び当協会の拠点整備について、
「拠点等整備検討特別委員会」
において協
議検討を行いました。 このほか、
コロナ禍の制限がある中、
人材確保対策、
事故防止対策、
法制税制、
適正化事業などにおいて
も可能な限り活動を展開しました。
●令和4年度事業計画 10の重点推進事項。喫緊の重要課題は、燃料高騰対策 !
令和4年度は、
「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・料金収受の推進」
「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化に向けた取り組みの推進」
をはじめ10の重点推進事項を掲げ、
積極的に活動を推進
していく方針です。
主な施策としては、
燃料高騰対策において、
燃料の安定供給と価格の安定についての関係行政機関や国会議員等に対する
要望活動、
燃料サーチャージ制度の導入促進のための諸活動を実施。さらに適正運賃・料金収受に向けて、
引き続き
「標準的な
運賃」
の届出と活用を促進するとともに、
全ト協・関係行政機関と連携して荷主対策に取り組みます。
労働力確保と定着化に向けては、
これまでの施策に加え、
大型免許等受験資格の年齢要件引き下げについて積極的に広報
し、
若手ドライバーの就労を促進、
さらに福岡県地域活性化雇用創造プロジェクト推進協議会と連携し、
人材確保・育成・定着の
推進を図ります。また業界のイメージアップ等に向け、
「トラックの日」
のイベントやSNSによるPR 活動のほか、
県内すべての
高校3年生に受検・就職用ツールとして
「NEXTノート」
を配布、
ラジオ放送等でイベントCMを流し、
若年層を対象とした広報活
動にも取り組みます。
環境対策においては、
新たな施策として、
全ト協の
「環境ビジョン2030」
をふまえ、
次世代自動車の導入支援や脱炭素化に向
けた環境啓発活動を実施し、
SDGsの達成に向けた取り組みを推進することが追加されました。
このほか、
デジタル化推進特別委員会を通じた、
当協会の運営のデジタル化を進め、
会議等の運営や会員サービスの効率化・
安定化を図ります。

●令和4年度予算 予算総額1,075,781,520円。事故防止関連の予算を増額
令和4年度の事業活動に係る予算総額は、
1,075,781,520円で、
主要なものとして一般事業210,058,150円、
研修会館等事
業39,198,000円、
交付金事業826,987,200円、
基金運用事業2,863,000円を計上しました。
まず、
事故防止対策事業においては、
運転管理者講習会、
運転記録証明交付助成に関し、
令和3年度に申請数が増加したため、
助成対象人数を拡大する方向で予算を増額しました。また、
ドライバー等安全運転研修の回数を増やして予算を拡大。季別交
通安全運動については、
各支部における
「信号を守ろう」
の日の運動のための啓発用品購入費を増額し、
協会の交通安全啓発
グッズ制作費用を削減 ( 支部予算にシフト)しました。
労働対策事業に関しては、
雇用安定確保対策事業
（準中型・中型・大型・けん引免許取得助成）
において、
けん引免許取得にかか
る1人当たりの助成上限額を引き上げ、
助成費を増額しました。突発性運転不能障害疾患予防対策助成事業については、
令和3
年度から変更はありません。
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第10回定時総会 開催状況
環境対策事業に関しては、省エネ運転講習会について実績を
勘案して開催回数を減らすこととし、
予算減となりましたが、
蓄熱
式マット、環境対応車、
EMS 用機器、環境対応型ディーゼル車の
導入促進助成、
トラックの森事業、
小学生エコ絵画コンクール事業
等は、
ほぼ前年度並みの予算を計上し、
利子補給事業における助
成額を減額しました。
各議題の決議の後、
トラック総合会館の有効活用や標準的運賃
の届出等に関する質疑応答も行われました。
最後に、
中嶋利文副会長が、
新型コロナウイルス禍という大変
な情勢の中においてのご臨席とすべての審議が滞りなく行われ
たことに対する謝辞を述べ、
閉会を宣言しました。

（中嶋副会長）

●各種表彰について
表彰式は、
新型コロナウイルス感染防止のため開催されませんでした。表彰状は各事業所に送付されます。令和3年度の受
賞者数は、
無事故運動表彰が233事業所、
全日本トラック協会表彰規程による表彰が事業役員2名、
従業員16名、
団体職員2名、
全日本トラック協会
「正しい運転・明るい輸送運動」
表彰が従業員4名・2事業所、
福岡県トラック協会表彰規程による表彰が事業
役員3名・従業員51名となっています。

TOP

NEWS-2

令和4年度安全性評価事業説明会 開催状況

福岡県トラック協会は、令和4年12月31日で安全性優良事業
所の認定期間が終了する更新対象事業所と新規に認定申請を希
望する事業所を対象に安全性評価事業
（Gマーク制度）
説明会を
開催しました。
本年は新型コロナウイルス感染拡大防止の対策を講じつつ、5
月23日
（月）
北九州緊急物資輸送センター、24日
（火）
筑豊緊急物
資輸送センター、26日
（木）
筑後緊急物資輸送センター、27日
（金）
福岡商工会議所会議室で計4回実施し、参加した新規・更新合わ
せて約142事業所の方は終始真剣に聞き入り、安全性優良事業所の認定取得に向けた意識の高さがうかがえました。
説明会では、適正化指導員が安全性評価事業の申請方法等について具体的な説明を行いました。
なお、今年度は新型コロナウイルス感染拡大防止に係る特例措置や申請の郵送による提出、
「安全性に対する取組の積極
性」の加点項目に脳検査の受診、携帯型心電計の活用、SAS 検査の受診の実施が追加となる等、変更点を中心に説明しまし
た。
●令和4年度安全性評価事業の申請受付について
福岡県貨物自動車運送適正化事業実施機関では、
福岡県内の事業所からの
「安全性優良事業所」
認定の申請書類を下記
日程で受付けます。認定証の有効期間が令和4年12月31日までの認定事業所は、
更新手続きを行わないと、
期日をもって認
定が失効しますのでご注意下さい。
※安全性評価事業の詳細、
申請方法は全日本トラック協会のホームページをご覧下さい。ホームページに申請の説明動画も掲
載されています。
【全日本トラック協会特設ページ】 https://jta.or.jp/member/tekiseika/gmark.html
◆申請期間 令和4年7月1日から14日（土日を除く）9:00〜17:00 （郵送は12日必着）
◆受付場所 ( 公社 )福岡県トラック協会 4階 402会議室
●お問い合わせ ( 公社 )福岡県トラック協会 適正化事業実施機関 TEL092-451-7846
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夏 の交通安全運動実施要領について
1 実

2

重

施

点

期

項

（公社）福岡県トラック協会

間

令和4年7月10日（日）〜 令和4年7月19日（火）の10日間

目

(1) 飲酒運転の撲滅
(2) 子供と高齢者の交通事故の防止
(3) 危険運転の防止
(4) 信号を守る（追突事故防止）
(5) 歩行者保護等の安全運転意識の向上（横断歩道における歩行者優先の徹底）
(1) 組織的に実施するもの
【県ト協が実施するもの】
①ポスター等を作成して全会員に配布するなどにより、運動の周知・徹底を図る。
②期間中、適正化事業指導員による街頭パトロール指導等を実施し、重点項目の推
進を図る。
③懸垂幕、輸送情報等の広報媒体を利用し、運動の周知と意識の高揚を図る。
【各支部が実施するもの】
①バスキャンペーン等の際には、
「信号を守ろう横断幕」を積極的に活用して、会員
事業所及び地域住民に本運動の浸透と交通安全意識の高揚を図る。
②傘下会員事業所（事業主・管理者・従業員）を対象に必要に応じて交通安全のため
の講習会を開催し、運動の周知徹底を図る。
③所轄警察署等の関係行政機関及び各地区交通関係団体と連携を密にして、運動
の効果的推進を図る。

(2) 会員事業所が実施するもの
①運動期間中は、各事業所において桃太郎旗等を掲げるとともに運転者への安全運転

3 具体的推進事項

教育並びに指導を徹底する。
②事業用トラック事故の約半数を占める追突事故を防止するため、運転者に安全な運
行についての指導を徹底する。
③適切な運行計画や乗務割を策定するとともに、点呼時には必ずアルコールチェッカー
を使用して酒気帯びの有無について確認し、運転者の健康状態を十分把握のうえ、適
切な乗務指示を行う。
④当運動ポスターを掲示し、ポスター掲載の無事故カレンダーに交通事故発生の有無
について日々「〇×」を記入し、無事故達成に向けての指標とする。
⑤車両の日常点検及び定期点検を確実に実施し、整備不良による交通事故を防止する。

(3) ドライバーの遵守事項
①飲酒運転は絶対にしない。
②歩行中や自転車乗車中の子供、高齢者等を見かけたら、スピードを落とし、その行動
に注意するなど、より慎重な運転に努める。
③周りの車等に対する「思いやり・ゆずり合い」の気持ちを持ち、重大な交通事故につ
ながる悪質性・危険性の高い危険運転（あおり運転）をしない。
④信号を守り車間距離の適切な保持など追突事故防止に努める。
⑤横断歩道に歩行者を見かけたら、横断歩道手前で一時停止し、歩行者の横断を妨げない。
(1) 期間中は、交通事故をなくす福岡県県民運動本部・県警察・運輸支局等の関係行政機関

4

配

慮

事

項

及び交通関係団体と連携を密にして、本運動の効果的な推進を図ること。
(2) 街頭キャンペーン等を行う際には、受傷事故防止に十分配意すること。
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「働きやすい職場認証制度」について
〜国土交通省からのお知らせ〜

国土交通省では、自動車運送事業（トラック・バス・タクシー事業）の運転者不足に対応するための総合的取組みの一環と
して、令和2年度に「働きやすい職場認証制度」を創設しました。
本制度は、職場環境改善に向けた各事業者の取組みを「見える化」することで、求職者のイメージ刷新を図り、厚生労働省
とも連携して運転者への就職を促進することを目的に実施するものです。
会員事業者の皆様におかれましては、本制度の趣旨をご理解の上、ご参画いただきますようよろしくお願いいたします。
なお、令和4年度の申請受付は以下のとおりとなります。
●新規申請:9月16日から11月15日まで
●令和2年度に認証を受けた事業者:12月に受付開始予定
※詳細は8月末までに公表予定です。
詳細につきましては、一般財団法人日本海事協会「働きやすい職場認証制度」ホームページをご覧下さい。
リンク先:https://www.untenshashokuba.jp/
※申請案内書の骨子、申請案内書、解説動画、
よくある質問等を掲載

「賃金引上げ等の実態に関する調査」にご協力下さい
〜厚生労働省からの協力依頼〜

厚生労働省では、
「令和4年賃金引上げ等の実態に関する調査」を実施します。
この調査は、民間企業における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握する
ことを目的として、主要産業に属する常用労働者100人以上を雇用する企業のうちから産業別及び企業規模別に選定した
約3,600企業を対象とし、毎年1月から12月までの1年間の常用労働者の賃金改定状況について調査するものです。
調査の結果は、最低賃金決定のための中央最低賃金審議会（目安に関する小委員会）の審議で使用するほか、社会的関心
も高く、労働経済白書をはじめとする賃金分析等において広く活用されており、非常に重要な役割を担った調査となってお
ります。
対象になった企業におかれましては、調査の趣旨、重要性をご理解いただき、何卒調査にご協力いただきますようお願い
申し上げます。

近代化基金融資金利改定のお知らせ
近代化基金融資の金利が、令和4年6月10日最優遇貸出利率（長期プライムレート）の引上げに連動して下記の通り改定
されましたので、お知らせ致します。
1. 融資利率
変更前

変更後

参考

利子補給前 利子補給後 利子補給前 利子補給後 利子補給率
近代化基金融資

地方融資及び
中央融資の
調整・補完
関連

ポスト新長期
関連融資

個別企業体

1年以上
10年以内

共同体

1年以上
10年以内

個別企業体

1年以上
5年以内

共同体

1年以上
5年以内

0.80%
1.10%

5

0.30%

0.90%

0.30%

1.20%
0.80%

2. 実施日 令和4年6月10日

0.90%
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CO2排出量簡易策定ツール（トライアル版）の活用について
【トラック運送事業者用】〜2050年カーボンニュートラルに向けて〜
このたび、全日本トラック協会は、自社トラックのCO2排出量を簡単に算定できる「トラック運
送事業者用 CO2排出量簡易策定ツール」トライアル版を公表しました。
2050年のカーボンニュートラル実現に向け全ト協は、新環境行動計画「トラック運送業界の環
境ビジョン2030」において、
「自社の事業用トラックのCO2排出量の把握」をサブ目標として掲げ
ており、各事業者が車両のCO2排出量またはCO2排出原単位を把握した上で、削減目標を設定し、
今後の具体的な行動等に結び付けられるようにするため、この簡易算定ツールが作成されました。
会員事業所各位におかれましては、本ツールの作成の趣旨を十分にご理解、ご認識いただくとと
もに、積極的にご活用いただき、自社の実態を把握した上で、CO2排出量の削減に向けた取組みに
ご協力下さいますようよろしくお願いいたします。
なお、この簡易策定ツールは、下記の全ト協ホームページにて「使い方マニュアル」ならびに「自
社に適した帳票フォーマットと記載例」が公表されていますので、お知らせいたします。

【 全ト協ホームページ:https://jta.or.jp】
トップ > 会員の皆様へ > 環境対策 > トラック運送業界の環境ビジョン2030
> トラック運送事業者用 CO2排出量簡易策定マニュアル
（トライアル版）
https://jta.or.jp/member/kankyo/vision2030trial_tool.html
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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

運送約款（一般）掲示用 A2
（平成31年4月1日改正版）

110円

132円

商

品

名

※価格は1冊
（枚）
あたりの金額です。

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日よりご活用下さい。

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
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「福岡県輸送情報のデジタルブック版」をご活用下さい
福ト協 HP（https://hearty.or.jp）⇒広報誌

現在、
「福岡県輸送情報」を会員事業所へ月2回（第2、第4金曜日発行）送付し
ておりますが、当協会のホームページからもデジタルブックで閲覧できますので、
送付が不要な事業所は、本誌巻末の「輸送情報送付不要連絡書」をご記入のうえ、
県ト協総務課宛の FAX:092-472-6439へお送り下さい。
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第4回 健康起因事故防止に向けた健康経営

®

〜全国健康保険協会 福岡支部からのお知らせ〜
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( 株 )Style support

（福岡支部東福岡分会）
代表者

渡部

清志

( 株 )ワンステップロジ

（福岡支部東福岡分会）
代表者

内本

正志

福岡市東区松島3-26-25

福岡市東区多の津4 -14 -20ベルツB2

℡092-260-3037

℡092-292-7390

(株)日商トランスポート 福岡営業所

（福岡支部北福岡分会）
代表者

四本

健一朗

古賀市谷山1102-1-102
℡092-557-3220

［事業の種類］
一般貨物自動車運送事業

［事業の種類］
一般貨物自動車運送事業

［事業の種類］
一般貨物自動車運送事業

［車両数］
普通4両、小型3両

［車両数］
普通3両、小型2両

［車両数］
普通3両、小型2両

（7 月）

県ト協行事日程（7 月 8 日〜 7 月 21 日まで）

9日（土）青年協議会通常総会 [18:00]（八仙閣）
13日（水）第1回整備管理者選任前研修 [ 受付 9:30/ 開始10:00]（福岡県立ももち文化センター）
15日（金）重量部会通常総会 [17:30]（八仙閣）
17日（日）ドライバーコンテスト県大会 [9:00]（西鉄自動車学校）
20日（水）広報委員会 [13:30]（402 会議室）
※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4年版

自動車六法
定価7,700円（税込）

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

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）

