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謹んで新春の
　お慶びを申し上げます

会　長　森本　万司
副会長　清水　益成
副会長　中　　秀夫
副会長　塚本　哲夫

平素のご厚情を感謝し
皆様のご健康とご繁栄を心からお祈り申し上げます
本年もご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます

平成三十年　元旦



平成30年　年頭のご挨拶平成30年　年頭のご挨拶

　公益社団法人奈良県トラック協会の皆さま、明
けましておめでとうございます。皆さまにおかれ
ましては輝かしい新年をお迎えのこととお慶び申
し上げます。
　貴協会におかれましては、平素より、輸送の安
全のための取り組み・サービスの向上・環境対策
など、運送業界に課せられた公共的、社会的使命
を達成するためにご尽力いただいておりますこと
に、心より敬意を表する次第です。
　昨年は、奈良県も台風21号に襲われ、幸い人命
の被害はなかったものの、農業、道路、河川、宅
地等で大きな被害が発生しました。自然災害に対
して強靱な県土を築いていくことが、引き続きの
県政の課題です。災害の発生以外の県勢につきま
しては、良い結果が上がってきているように見え
ますので、それらを振り返りつつ、新たな年を元
気を出して迎えたいと思います。
　県勢の動向として、経済の分野では「就業地別
有効求人倍率が昨年10月には1.58と過去最高（人
手不足ということでもありますが、賃金が上がる
ことにもなります）」、「工場立地件数は、昨年上
期で全国７位（平成28年は全国12位）」、「障害者
雇用率は２年連続で全国１位」など、良い成績が
数字で出ており、うれしい限りです。
　次に、目に見える県勢の動きとして、京奈和自
動車道の五條北ICと御所南IC間が開通し、南の
区間は大変便利になりました。また、南奈良総合

医療センターの開院に加え、五條病院のリニュー
アルオープン、ドクターヘリの運航開始など医療
体制が整ってきました。さらに、新奈良県総合医
療センターが５月１日に開院します。平城宮跡歴
史公園は３月24日のオープンが決まりました。県
営プール跡地のコンベンションホール等は工事が
始まりました。同地のJWマリオットホテルも着
工しました。（仮称）登大路バスターミナルの建
設も進んでいます。吉城園周辺、高畑町裁判所跡
地、少年刑務所跡地もそれぞれ往時を偲ばせるた
たずまいを残しつつ、ホテル等の整備を行ってい
きます。
　また、奈良県経済発展の礎となるリニア中央新
幹線の「奈良市附近駅」の20年後の完成が、ほぼ
確実になってきました。当駅の整備完成を確実な
ものにし、県政発展に結びつける努力が必要と
なっています。インバウンド観光の取り組み、産
業と研究機能の集結等に全力で知恵を出し、工夫
をしていきたいと思っています。
　これからも、こうした取り組みを一つ一つ着実
に進めて参りますので、引き続きご支援、ご協力
を賜りますようお願い申し上げます。
　年頭にあたり、奈良県トラック協会のますます
のご発展と、会員の皆さま方のご健勝とご多幸を
心から祈念申し上げまして、新年のご挨拶といた
します。

奈良県知事
荒　井　正　吾
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理の高度化、社内安全教育の実施についての導入
支援など、ハード、ソフトの両面からより一層の
安全対策を推進してまいります。
　自動車事故の削減目標については、平成29年～
32年までを計画期間とした「事業用自動車総合安
全プラン2020」を策定し、これまでの重点施策の
さらなる強化を図るとともに、新たな重点施策と
して「行政・事業者・利用者が連携した安全トラ
イアングルの構造」などを追加しております。
　これらの目標を早期に達成するため、運送事業
者に対する監査、運行管理者研修及び整備管理者
研修の充実・強化を図るとともに、運送事業者に
おける交通事故要因分析事業等を通じて、事業用
自動車による交通事故の更なる削減に取り組みま
す。
　運輸事業の安心・安全の確保のためには、経営
トップから現場まで事業者自らが社内一丸となっ
た安全管理体制を構築し、積極的に取り組むこと
が不可欠です。
　奈良運輸支局においても、安全思想の普及・強
化に向けて運輸安全マネジメント制度の充実に積
極的に取り組んでまいります。

運輸事業の活性化について
　昨年は宅配便の労働時間や運賃が報道等により
大きな話題となりました。長時間労働の抑制につ
いて「トラック輸送における取引環境・労働時間
改善奈良県地方協議会」を通じ、荷主と運送事業
者が共同で生産性向上や労働環境の改善に具体的
に取り組むパイロット事業を実施しています。
　また、標準運送約款の改正に伴う荷主団体・経
済団体への適正運賃・労働時間削減の周知、協力
要請を行っております。

　本年も、より一層のご支援、ご協力を心からお
願い申し上げるとともに、皆様方の安全とさらな
るご発展を祈念いたしまして、私の新年の挨拶と
させていただきます。

　平成30年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し
上げます。
　皆様方には平素から国土交通行政に対し格別の
ご理解、ご協力を賜っておりますこと、心より感
謝申し上げます。
　近年、我が国は、人口減少・少子高齢化の進展
により社会情勢が急速に変化しております。国民
生活や経済活動にとって不可欠な交通施策を総合
的かつ計画的に推進するため、公共交通の安全確
保や、深刻な問題となっている人材確保など、こ
れからも様々な課題に積極的に取り組んでまいる
所存でございます。

運輸事業の安全確保について
　運輸事業にとって一番重要なことは、言うまで
もなく「安心･安全な輸送の確保」です。
　国土交通省としましても、省令を改正し昨年12
月から一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者
の資格要件の見直しや最低選任数を強化するな
ど、さらなる安全体制の構築を目標とした基準等
により、今後もバス、タクシー、トラック各モー
ドの事故の防止に向けて事業者に積極的に働きか
けてまいります。
　あわせて運輸安全マネジメントの評価の推進、
安全体質の確立、コンプライアンスの徹底、IT・
新技術の活用、また、先進安全自動車（ASV）、
過労運転防止のための先進的な取り組みや運行管

奈良運輸支局長
米　田　一　彦
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　あけましておめでとうございます。旧年中は、
奈良労働局の行政運営に格別の御理解と御協力を
賜り厚くお礼申し上げます。
　新年を迎え、職員一同、心も新たに、働く人々
すべてが安全で安心できる全員参加の社会の実現
に向け、全力を挙げてまいります。

　さて、奈良県の雇用情勢は平成29年10月の有効
求人倍率が1.38倍となり、県内の産業全体では改
善してきておりますが、一方で人手不足の高まり
が懸念されています。
　運送業界においても、深刻な人手不足や過重労
働といった声が挙がっているなど大きな課題を抱
えており、トラック輸送の事業に関わる皆様方に
はより一層御尽力いただかなければならない状況
にあると言えます。

　奈良労働局では奈良県における総合的な労働行
政機関として、雇用情勢の変化や労働環境の変化
に即応した労働行政を一体的に展開しています。
「長時間労働の削減」「年次有給休暇の取得促進」
「女性の活躍推進」などの企業・経済団体への働
きかけはその取組の一例ですが、各種の施策をワ
ンパッケージで効果的に実施することとしており
ます。

　本年１月には改正職業安定法の施行により、募
集や求人申込みに関して労働条件の明示等の変更
がなされました。４月からは、改正労働契約法の
いわゆる「無期転換ルール」に基づく有期契約労
働者の無期雇用契約への転換申込が、本格化する

とともに障害者雇用では精神障害者の雇用義務化
に伴い法定雇用率の算定基礎の見直しが行われま
す。それぞれの法律・制度について、周知・啓発
を行うとともに、法に則った円滑な雇用管理の実
現に努めてまいります。

　トラック運送業の労働時間の問題を議論する
「トラック輸送における取引環境・労働時間改善
奈良県地方協議会」も昨年で５回目の開催となり、
一昨年からは、発荷主、着荷主、元請運送事業者
及び実運送事業者で構成されるトラック運転者の
労働時間短縮等職場環境改善に向けたパイロット
事業を行っています。協議会では、当該事業の進
め方等についても、活発な議論が交わされました。
県内の経済活性化のためにも、物流の要となるト
ラック運転者の労働環境の改善は不可欠であり、
今後も、協議会における議論を通じ、トラック運
転者の方々の職場環境の整備をより一層進めてま
いります。

　また、県内の労働災害は全体としては減少傾向
にありますが、陸上貨物運送事業では残念ながら
災害が減少しておりません。災害の中で特に高い
割合を占めているのが荷役作業中の荷台からの墜
落・転落災害です。会員の皆様におかれましては、
安全な職場づくりの実現に向けて、なお一層の取
組をお願い申し上げます。

　以上のように、私どもが取り組むべき課題は山
積していますが、これらに的確に対処するよう、
引き続き職員一丸となって業務を遂行してまいり
ます。皆様方には、これまで以上の御支援と御協
力を賜りますようよろしくお願いいたします。
　最後になりますが、本年が貴協会並びに会員の
皆様方にとって輝かしい繁栄の年となりますこと
を心から祈念いたしまして、年頭の御挨拶とさせ
ていただきます。

奈良労働局長

伊　達　浩　二
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　新年あけましておめでとうございます。
　公益社団法人奈良県トラック協会の皆様には、
輝かしい新年を迎えられたこととお慶び申し上げ
ます。
　皆様には、平素から警察活動に深い御理解と多
大な御支援、御協力を賜っておりますことに厚く
御礼申し上げます。

　さて、昨年の奈良県における交通情勢につきま
しては、１月、２月に一昨年の３倍となる12件も
の交通死亡事故が連続発生し、極めて厳しいもの
となりました。
　そこで、貴協会をはじめ、県内の各企業、団体
及び県民の皆様方の御協力をいただき、あらゆる
機会を捉えた広報啓発活動や、参加・体験・実践
型の交通安全教育活動等を行いました結果、その
後の交通死亡事故の発生を減少させるに至りまし
た。
　しかしながら、奈良県における交通事故死者に
占める高齢者の割合は、全国平均を大きく上回っ
ており、とりわけ、道路横断中の高齢歩行者が輪
禍に遭われる交通事故が多発しております。
　今後高齢化社会の進展を見据え、更なる交通事
故抑止に向けた対策が求められているところであ
ります。

　このような状況の中、県警察におきましては、
平成28年に策定された「第10次奈良県交通安全計
画」において掲げられた、「平成32年までに交通
事故死者数を限りなくゼロに近づける（25人以下
を目途）。」、「平成32年までに死傷者数を4,500人

以下に減少させる。」という目標を達成するため、
　○　高齢者及び子供の安全確保
　○　歩行者、自転車対策及び生活道路対策
　○　交通実態等を踏まえたきめ細かな対策
を中心とした交通事故防止対策を、引き続き推進
してまいりたいと考えております。

　皆様におかれましても、
　○�　行者、自転車を意識した安全確認や横断歩
道等における歩行者等の優先

　○�　薄暮時における前照灯の早め点灯（暗くな
る前に点灯）

　○�　夜間に歩行者等を早期に発見するため、ハ
イビームの有効活用

等に努めていただき、安全・安心で快適な交通社
会の実現に向け、今後ともお力添えを賜りますよ
うお願い申し上げます。

　結びに、貴協会のますますの御発展と会員の皆
様の御多幸と御健勝を祈念いたしまして、新年の
御挨拶とさせていただきます。

奈良県警察本部交通部長

宮　本　勝　弘
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　平成30年の新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。

　平成29年６月29日に開催されました第93回通常
総会ならびに第171回理事会におきまして全日本
トラック協会の会長に就任し、初めての新春とな
りました。
　わが国経済は、５年にわたるアベノミクスの推
進により、名目GDP・企業収益ともに過去最高
の水準を記録しています。一方で、景気の回復傾
向に伴い、人手不足感が非常に強まっております。
労働条件が一般産業と比べて厳しいトラック運送
業界では、ドライバーの確保が一段と難しくなっ
ている現状があります。
　私は昨年８月から12月にかけて、国土交通省の
平嶋隆司自動車局貨物課長とともに全国９ブロッ
ク協会を訪問させていただき、47都道府県トラッ
ク協会会長等から業界を取り巻く各地の様々な実
情についてご意見、ご要望を頂戴してまいりまし
た。その中でも、多くの地域でドライバーの確保
が喫緊の課題になっていることを改めて実感いた
しました。
　全ト協としましては、ドライバーの確保はもち
ろんのこと、全国各地でいただいた諸課題の解決
に向けて、各地の現状把握・分析を行いながら、
業界の総力を結集して取り組んでまいる所存であ
ります。

　トラック運送業界が健全な発展を成し遂げるた
めには、何よりもまず、現場で働いておられるド
ライバーが、仕事に対してやりがいを持ち、幸せ

公益社団法人全日本トラック協会
会 長　坂　本　克　己

に感じていただくことが必要です。また、トラッ
ク運送業界で働いておられる全ての方々に、日々
誇りを持って働いていただくことが、私の全ト協
会長としての責務であると考えております。
　そのために、全ト協としましては、まず「業界
の生産性を向上させるとともに、ドライバーの長
時間労働を是正していくことで、いつまでも安心
して働いてもらえるような職場にしていくこと」、
そして「それぞれに仕事に見合ったお給料をご家
庭にお持ち帰りいただけるようにしていくこと」
等の目標に向けて努力していきたいと思います。

　さらに、トラック運送業界で働く方々が誇りを
持って仕事としていただくためには、「輸送の安
全確保」が必要になってまいります。
　事業用トラックが第一当事者となる死亡事故件
数は、近年減少傾向にあったものの、昨年10月に
は平成28年１月以来21か月ぶりに前年を上回ると
いう憂慮すべき状況にあります。また、近年はド
ライバーの健康に起因する事故も問題とされてき
ております。
　全ト協としましては、ドライバーの安全対策に
引き続き力を入れていくとともに、健康起因事故
防止のための対策も進めてまいります。全ての会
員事業者の皆様におかれましては、輸送の安全確
保に向けた取り組みの強化を、心よりお願い申し
上げます。

　今年は、「全ト協設立70周年」という大きな節
目を迎えます。様々な施策を通じて「魅力あふれ
るトラック運送業界の実現」を目指すために、新
たな気持ちで精力的に取り組んでいくことをお誓
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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　新年明けましておめでとうございます。
　今年は戌年です。昨年は酉年で採りと収穫の意
味があり比較的良い意味の年でしたが、戌はその
後の収穫後の年になり、アフターフォローや更に
親しくなる年ともいわれております。

　トラック運送業界は、人手不足感と運賃水準の
低迷、燃料費の上昇等を受けて先行きに対する不
安から苦しい状況が続いていると思われます。

　昨年は、「トラック輸送における取引環境・労
働時間改善協議会」において労働時間の短縮に向
けたパイロット事業、そして適正な運賃・料金収
受に向け標準貨物自動車運送約款等が改正される
等、行政による強い支援が得られトラック事業者
の環境の改善が図られました。

　協会は、準中型免許制度が創設されたことによ
り、取得後の安全教育充実のため、専門的機関に
おいて、トラックドライバ一の心構え、トラック
の構造上の特性、安全運転のための心身の健康管
理等の座学講習及び運転技能自動評価システムを
活用した運転技能講習を指針に示されたとおり
「初任運転者特別講習」として計画通り実施致し
ました。

　本年も、事故防止・交通安全対策では、運送事
業の適正化を図るため適正化事業指導員により計
画的に事業所を訪問し、調査手法に則り事業計画、
運行管理、車両管理、労務管理、法定福利などの
指導項目について改善指導を行います。

公益社団法人奈良県トラック協会
会 長　森　本　万　司

　春・秋の交通安全県民運動期間中は地域と連携
した街頭活動を展開するとともに、子ども、高齢
者の交通事故防止のための啓発活動を行います。
「事業用自動車総合安全プラン2020」の目標達成
に向け、交差点事故防止セミナ一等を開催し、交
通事故死者数、人身事故件数の削減、飲酒運転ゼ
ロを目指し、様々な方法で一丸となって取組んで
参ります。

　環境対策では、人と社会と環境に優しいトラッ
ク輸送の実現を目指すため、エコドライブの徹底
を啓発するセミナ一や環境キャンペ一ン等を行
い、災害時緊急輸送対策については、奈良県合同
防災訓練や関西広域の防災訓練等に参加する等、
迅速に災害対応出来るよう備えて参ります。

　労働災害防止のため、労務管理セミナ一、過労
死等防止・健康起因事故防止セミナ一等を開催
し、労働災害防止対策にも積極的に取組んで参り
ます。

　協会と致しましては「輸送の安全」を最重点と
します。
　国民生活を支える「暮らしと経済のライフライ
ン」として不可欠な輸送機関であるトラック輸送
を振興するため、国、県はじめ関係団体等の各位、
そして会員の皆様方の御理解と御協力を得ながら
協会を運営し、事業の推進に精一杯努力する所存
です。

　平成30年が皆様方にとって、幸多き年になりま
すよう祈念いたしまして、新年のご挨拶といたし
ます。

8



月日：平成29年12月７日㈭ 
場所：衆議院議員会館・参議院議員会館・総務省副大臣室

　森本万司会長と中秀夫副会長が、公共的なトラック輸送サ一ビスの維持確保を図るため、平成30年度税
制改正・予算に関し、奈良県選出国会議員に要望いたしました。

平成30年度税制改正・予算に関する要望

小林茂樹 衆議院議員

高市早苗 衆議院議員

衆議院第二議員会館

衆議院第一議員会館
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田野瀬 太道 衆議院議員

佐藤　啓 参議院議員

奥野信亮 衆議院議員

堀井 巌 参議院議員

衆議院第二議員会館

参議院議員会館

総務副大臣　　　　　　　　

参議院議員会館
※応対・秘書 平田勝紀

10



11



日時：平成29年12月４日㈪ 午後零時～午後零時57分
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：中 担当副会長
　　　　委　員：６名
　　　　事務局：４名　　　以上11名

⑴　平成30年度事業計画書及び収支予算書作成
前の意見伺いについて

　　　平成30年度事業計画書と収支予算書作成に
あたり、公益目的事業について、予算の作成
前に具体的な意見を求めた。

⑵　平成29年度 ｢全ト協表彰規程による表彰｣
及び ｢正しい運転・明るい輸送運動表彰｣ 候
補者推薦について

　　　全ト協表彰規程による表彰は３名。正しい
運転・明るい輸送運動表彰は、事業所表彰１
社、事業所従業員表彰２社を全ト協へ推薦す
る。

⑶　事務分掌の変更について
　　　12月１日付けで事務分掌を変更したことを

報告した。

⑷　会費規程の一部変更（案）について
　　　会員サービス停止は「４カ月以上かつ10万

円以上並びに６カ月以上滞納した場合」とす
る、会費規程の一部変更を説明した。

⑸　就業規則の一部変更（案）について
　　　平成25年４月１日に施行された改正労働契

約法第18条（無期転換ルール）に対処するた
め、就業規則を一部変更することを説明した。

⑹　育児・介護休業等に関する規程の一部変更
（案）について

　　　平成29年10月１日に施行された改正育児・
介護休業法により、育児・介護休業等に関す
る規程を一部変更することを説明した。

⑺　会費未収金について
　　　平成29年12月１日現在の会費滞納会員及び
雑損処理予定について報告した。

⑻　その他
　　　事故防止・交通安全に係る書籍
　　　交通心理学　著者　蓮花一己氏

議　事

第 ３ 回 総 務 委 員 会
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日時：平成29年12月14日㈭ 午後零時40分～
場所：奈良県トラック会館　2階　会議室
理事総数　27名　出席　19名　欠席　８名

⑴�　平成30年度定時総会に向け
てのスケジュール（案）につ
いて（理事会・総会の日程
等）第263回理事会は２月26
日（月）、第264回理事会は４
月27日（金）に開催予定。平
成30年度定時総会は５月28日
（月）に橿原ロイヤルホテル
で開催予定　⇒　承認
⑵�　平成30年度事業計画書及び
収支予算書作成前の意見伺い

第 2 6 2 回 　 理 事 会

審議事項は次の通りです

　森本万司会長は「今年の事業

計画は無事に予定通り進めてく

ることができた。これもひとえ

に皆様のお陰です。感謝申し上

げます。本日は議題も多いが、

最後までよろしくお願いした

い」とあいさつ。

について　⇒　承認
⑶�　会費規程の一部変更（案）
について　
　�　現在、会費の滞納について
は、「正会員が会費を４カ月
以上かつ10万円以上滞納した
場合」には、全ての会員サー
ビスを停止し、その事実を理
事会に報告しているが、今後
は、「４カ月以上かつ10万円
以上並びに６カ月以上滞納し

た場合」とすることを説明し
た　⇒　承認
⑷�　就業規則の一部変更（案）
について　⇒　承認
⑸�　育児・介護休業等に関する
規程の一部変更（案）につい
て　⇒　承認
⑹�　会員の入会（案）について
　⇒　承認

⑴�　「国文祭・障文祭なら2017」
が無事終了し、知事から協賛
への御礼があったことについ
て報告した。
⑵�　国土交通大臣表彰受賞につ
いて報告した。宏正産業㈲代
表取締役社長　井上正幸氏
（当協会理事）
⑶�　業務執行の状況報告につい
て　定款第27条に基づき代表

理事及び業務執行理事の職務
執行状況について報告した。
⑷�　事務分掌の変更について
　山村　�広報誌「トラック奈良」

を担当
　上村　�協会費を担当
　奧田　�適正化情報誌（あすか）

発行、過積載防止対策、
不正軽油対策を担当

　大西　�文書受発信事務、協会

報告事項は次の通りです

▪大奈運送㈱
生駒市美鹿の台10－24

▪㈱コスモテック
大和郡山市今国府町694番地１

新たに２社入会されました

議　事
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出席されたのは次のみなさんです（社名・敬称略）

会長＝森本　副会長＝清水・中・塚本　監事＝阪井・東口・壷井　相談役＝吉村　専務理事＝中林　
常務理事＝松村　理事＝谷口・鎌野・廣瀬・辻本・森本（禎）・松谷・岡本・萩原・西川（直）・森本（好）・
櫻本・吉岡・大辻

スケジュール管理を
担当

　三輪　�原価意識強化セミナー
を担当

⑸�　平成29年度全ト協表彰規程
による表彰は、㈲平和運輸�
代表取締役�山口滋氏、㈲大
山産業�代表取締役�大山貞樹
氏、㈲福翁運送�代表取締役�
福仲博氏の３名。正しい運転・
明るい輸送運動表彰は、事業
所表彰１社に誠運輸㈱、事業
所従業員表彰２社にアキタ
㈱、阪神不動産㈱の各従業員
１名を全ト協へ推薦する。
⑹�　平成29年度優秀運転者顕章
表彰（金十字章、銀十字章）
受章者について　12社30名
（金11名・銀19名）伝達式は
平成30年２月９日（金）に開

催。
⑺�　第22回全国トラック運送事
業者大会の収支について報告
があった。
⑻�　各委員会報告について
　�　【総務委員会】平成29年度
第２回、第３回総務委員会�
報告。
　�　【適正化実施対策】平成29
年度第１回、第２回適正化実
施対策委員会報告。第33回物
流セミナー報告。
　�　【交通安全・労災防止対策】
平成29年度第２回、第３回交
通安全・労災防止対策委員会
報告。
　�　【交付金運営】平成29年度
近代化基金融資推薦について
報告。
⑼�　各種助成金の執行状況につ

いて
　�　平成29年度各種助成金の執
行状況と予算の残額について
報告。
⑽�　会費の滞納について
⑾�　会員の退会について
　�　６社が退会し、会員総数が
473社になったと報告。
　退会
　�　丸高運送㈱、大徳運輸㈲、
産交運輸倉庫㈱、㈱ヤマガタ、
反田嘉忠（反田組）、㈲アル
ファートランスポート
　（会員総数473社）
⑿　その他　
　�　事故防止・交通安全に係る
書籍『交通心理学』を配布。

14



日時：平成29年12月５日㈫ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：中担当副会長、萩原委員長
　　　　委　員：８名
　　　　事務局：３名　　　以上13名

⑴　平成29年度秋の交通安全県民運動の取組に
ついて

　　　運動期間中（９月21日～30日)に行われた
各地域の啓発活動について報告した。

⑵　�子どもの交通事故防止�足型ストップマーク
普及事業について

　　　平成29年度の実施結果及び予定について報
告した。��

　　　①�平成29年８月に４市３町へ合計1,600枚
を配布した。

　　　②�11月６～７日、内閣府主催の交通ボラン
ティア等ブロック講習会（近畿）におい
て、下市町交通安全母の会の林会長が、
当該事業について事例発表された。

　　　③�平成30年３月に２市３町１村へ合計900
枚を配布予定。

⑶　高齢者交通事故防止事業について
　　　一般財団法人奈良県老人クラブ連合会と連
携し、事故防止に対する意識の高揚を目的に、
研修会等を実施したことを報告した。

　　　①�11月９日　老人クラブ指導者研修会
　　　　内容：「高齢者のリスクと事故防止」

奈良労働局�労働基準部�健康安全課�地方産業安全専門官�西川�聡�氏
　�　道路貨物運送業における平成29年10月末集計の労働災害は、96件で前年同
期比３件増加している。
　�　年末年始無災害運動（12月15日～１月15日）及び安全衛生教育促進運動（12
月１日～４月30日）期間中における、適正な労務管理、労働災害防止対策の
強化、安全衛生教育の実施及び作業指示の徹底をお願いする。
　�　平成28年は全国的に労働災害、死亡災害が増加したため、11月20日、近畿
運輸局長並びに奈良労働局長の連名で、貨物自動車運送事業における過労運

　　　　講師：帝塚山大学�学長�蓮花一己�氏
　　　②�８月29日　高齢者交通事故防止講習会
　　　　内容：��「現代社会における交通参加者の

心理・行動」
　　　　講師：��大阪大学大学院�人間科学研究科�

助教�太子のぞみ�氏
　　　③�交通安全に関するアンケート調査
　　　　10月24日　��第７回県老連健康ウォークラ

リー大会
　　　　11月９日　��奈良県老人クラブ連合会指導

者研修会

⑷　奈良・針ＴＳの施設利用状況について
　　　平成29年４月～９月の立寄台数は、102,912
台（１日当り562台）で、東神ＴＳに次ぐ全
国２位であることを報告した。

⑸　第49回全国トラックドライバー・コンテス
トについて

　　　10月21～22日、自動車安全運転センター�
（茨城県ひたちなか市）において開催された
ことを報告した。

　　　出場選手：４トン部門　田口�潤�氏
� （西濃運輸㈱奈良支店）

議　事

指示事項

第３回交通安全・労災防止対策委員会

転防止及び荷役作業による労働災害防止について、協力要請を荷主等の団体に発出した。
　�　フォークリフトによる配送先での労働災害防止対策、はしごや脚立からの墜落・転落災害防止対策及
び病気の治療と職業生活の両立支援のための職場環境整備をお願いする。

▲西川 専門官
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　　　　　　　　11トン部門　多久和�稔�氏
� （ヤマトマルチチャーター㈱）

⑹　第32回全国フォークリフト運転競技大会に
ついて

　　　９月24日、埼玉県トラック総合教育セン
ターにおいて開催されたことを報告し、次年�
度以降の奈良県大会への選手参加を要請した。

　　　出場選手：辻中陽一�氏
� （西濃運輸㈱奈良支店）

⑺　第46回奈良県産業安全衛生大会について
　　　10月20日、かしはら万葉ホールにおいて開
催され、大会式典において労働安全衛生表彰
及び３ヶ月無災害運動達成事業場表彰が行わ
れたことを報告した。

　　　労働安全衛生表彰（事業場賞）
　　　　�㈱矢尾重量（代表受領）、奈良ＬＰＧロ

ジネット㈱、㈲大山産業、㈲吉野芦原建設
　　　�３ヶ月無災害運動達成事業場表彰　原口運

輸商事㈱本社営業所（代表受領）
　　　�受賞者代表謝辞　㈱矢尾重量�代表取締役�

上柿裕子�氏

⑻　第53回全国陸上貨物運送事業労働災害防止
大会について

　　　11月６日、りゅーとぴあ（新潟県新潟市）
において開催され、大会式典において安全衛
生表彰等が行われたことを報告した。

　　　�安全衛生表彰（進歩賞）　㈱辻本運送、㈲
平和運輸

　　　優良フォークリフト等運転者表彰
　　　　�大谷真一�氏（西濃運輸㈱奈良支店）、
　　　　金谷直樹�氏（奈良三笠運輸㈱）

⑼　各種セミナー等について
　　　各種セミナーの実施結果について報告した。
　　　　①�９月22日　トラック運送事業者のため

の人材確保セミナー
　　　　　趣　旨：��人材確保対策が喫緊の課題で

あることから、若年者、女性
等の確保、定着、育成を図り、
輸送力確保に寄与する。

　　　　　講　師：��日本ＰＭＩコンサルティング
㈱�代表取締役�小坂真弘�氏

　　　　　参加者：��13社　15人
　　　　②�10月26日　過労死等防止・健康起因事

故防止対策セミナー
　　　　　趣　旨：��「過労死等防止対策白書」に

よると、脳・心臓疾患の業種
別労災補償状況は道路貨物運
送業が最も多いことを受け、
過労死等の防止対策の取り組
み強化を図る。

　　　　　講　師：��奈良産業保健総合支援センター�
産業保健相談員�近藤雄二�氏

　　　　　　　　　�陸上貨物運送事業労働災害防
止協会�安全管理士�黒谷一郎�氏

　　　　　参加者：��26社　27人
　　　　③�11月21日　ロールボックスパレット作

業安全対策セミナー
　　　　　趣　旨：��ロールボックスパレットは便

利な反面、下敷き等による事
故が多発しているため、安全
な使用方法等の周知を図る。

　　　　　講　師：��陸上貨物運送事業労働災害防
止協会�安全管理士�酒井雅彦�氏

　　　　　参加者：��５社　６名

⑽　その他
　　　各委員が健康起因事故防止の取組につい
て、意見交換を行った。

　　　交通事故防止対策のための著書「交通心理
学」を配布した。
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日時：平成29年12月８日㈮ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　会議室
出席者：塚本担当副会長、森本委員長
　　　　委　員：6名
　　　　事務局：5名　　　以上13名

▲吉元 専門官

⑵　平成29年度安全性優良事業所に対する近畿
運輸局長表彰等の受賞について

　　・��奈良運輸支局長表彰式　
　　　　平成29年11月14日㈫　２事業所
　　　　　　㈱川本カーゴ　本社営業所
　　　　　　明日香運送㈱　田原本営業所

　　・��近畿運輸局長表彰式
　　　　平成29年11月８日㈬　５事業所
　　　　　　奈良郵便輸送㈱　奈良営業所
　　　　　　奈良郵便輸送㈱　中和営業所
　　　　　　奈相流通㈱　本社営業所
　　　　　　ジェイ・ネット㈱　本社営業所
　　　　　　日通奈良運輸㈱　橿原営業所

⑶　第29回奈良県貨物自動車運送適正化事業実
施機関評議委員会について

　　・��阪神高速道路㈱の安全で快適な走行を確保
するための交通安全対策について研修を受
けたことを報告した。

⑷　運行管理者試験対策について
　　　平成29年度第１回運行管理者試験の結果か
ら、対策講習会を２日間受講すると、合格率
が高くなることを報告した。

⑴　巡回指導報告等について（期間：平成29年
４月～10月）

　　　平成29年度の目標件数は210件。10月まで
に123件の巡回指導を実施。

　　　指導項目別では、平成29年３月12日から初
任運転者に対する特別な指導教育の実施項
目・時間が改正されたことにより、指導率・
指導件数ともにワースト１となったが、初任
運転者特別講習（新規事業）を受講すること
により改善された。

　　　全体の改善率も96.3％と前年より７ポイン
ト上回ったことなどを報告した。

「監査における違反の傾向について」
　近畿運輸局　奈良運輸支局　企画輸送・監査部門　吉元運輸企画専門官

　　・事業用自動車の点検・整備未実施の行政処分基準
　　　　（分解整備が伴う場合は、国の認証を受けた整備事業者に依頼）
　　・��運行記録計の装着義務付け対象車両総重量�7t�以上最大積載量�4t�以上に

拡大【H29.4.1 ～】

指導事項

第２回適正化実施対策委員会

　　　　（対象車両が、未装着の場合30日間の車両停止）
　　・標準貨物自動車運送約款の改正に伴う手続き【H29.11.4 ～】
　　　　（�主たる事務所を管轄する運輸支局に運賃・料金変更届、または運送約款変更認可申請の手続き

が必要）

議　事
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　　・��第１回運行管理者試験結果（貨物：奈良県
30.7％／全国平均35.0％）

　　　　�対策講習受講者の合格率は、２日間受講
で32.8％

　　・��第２回運行管理者試験対策講習会（１月案
内予定）

　　　　�平成30年２月24日㈯、３月２日㈮　奈良
県トラック会館

　　　　�講師：独立行政法人自動車事故対策機構
　　　奈良支所

⑸　過積載防止啓発活動について
　　　平成29年11月14日㈫に奈良・針ＴＳにおい
て、交通事故を引き起こす原因となる過積載
運行の防止を図るため、立ち寄った250名の
トラック運転者に対し、啓発チラシ等を配布
したことを報告した。

⑹　各種セミナー等について
　　・第33回物流セミナー
　　　�　平成29年12月２日㈯に、かしはら万葉ホ�

ールにおいて、岩田公雄氏（ジャーナリス
ト、学習院大学法学部特別客員教授）を講
師とし、「どうなる今後の政治経済」をテー
マに開催し、約200名の参加を得た。

　　　�　アンケートでは、約90％の参加者から「大
変良かった」「良かった」という好評価を
得た。「流通関係の話も聞きたい」などの
意見もあったことを報告した。

　　・��生産性向上のための情報化支援セミナー（予
定）

　　　　�平成30年１月24日㈬ 奈良県トラック会館
　　　　�講師：近代経営システム研究所　
� 代表　森高弘純 氏

　　・��トラック運送業における契約締結等書面化
推進セミナー（予定）

　　　　�平成30年２月２日㈮ 奈良県トラック会館
　　　　�講師：日本ＰＭＩコンサルティング㈱　
� 代表取締役　小坂真弘 氏（税理士）

⑺　その他
　　・��交通事故防止対策のための著書「交通心理

学」を配布した。
　　・��適正化事業情報誌「あすか」VOL.21を配

布した。
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日時：平成29年12月２日㈯ 午後１時50分～
場所：かしはら万葉ホール　５階レセプションホール

【岩田公雄氏プロフィール】　ジャーナリスト、学
習院大学法学部�特別客員教授。1949年北海道旭
川市生まれ。学習院大学法学部卒。読売TV入社後、
事件記者としてグリコ森永事件などを担当、87年
NNNマニラ初代特派員。三井物産・若王子マニ
ラ支店長誘拐や日本赤軍潜伏事件、中国・天安門
事件の取材にあたる。帰国後も海外取材は50か国
を超える。92年から「ウェークアップ！ぷらす」
解説者でレギュラー出演。読売TV制作「情報ラ
イブミヤネ屋」でも政治・外交などの解説を担当。
著書に「テレビで言えなかったニュースの裏側！」
「30秒で人を動かす話し方」などがある。

第 3 3 回 　 物 流 セ ミ ナ ー

ている。奈良県トラック協会は
交通安全啓発活動などの公益目
的事業に取り組んでいる。これ
からも公益社団法人としての社
会的責任を果たすため、安全、
安心で質の高い安定的な輸送力

　開催に際し、主催者を代表し
て森本万司会長があいさつ。「最
近の経済情勢は穏やかな回復傾
向にあるが、我々トラック業界
は、長時間労働、低賃金、若手
の人材不足が大きな問題となっ

　岩田氏は各国の歴史的な事件
に立ち会った取材現場での実体
験をもとに講演。トランプ政権
下での日米関係や北朝鮮のミサ
イル問題、中国の経済成長など
の現状を解説。
　歴代でも上位の長期政権と
なっている安倍政権の今後の政
治経済の展望について講演され
ました。

の確保に努めていきたい」と述
べました。セミナーには協会の
会員と荷主、一般参加の方など
約200人の方が来場し、熱心に
聴講していました。

ど う な る 今 後 の 政 治 経 済
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日時：平成29年11月21日㈫ 午後１時～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室

ロールボックスパレット作業安全対策セミナー

使って、ロールボックスパレッ

トに関する労働災害の発生状況

の現状と正しい使い方、災害事

例、段差のある場所やテール

ゲートリフターでの作業の際の

注意事項、安全対策などを説明

しました。内容は次の通り。

労働災害防止の具体的な対策

　事故防止のためには身体を保

護する服装・装備（ヘルメット、

手袋、安全靴など）が必要。そ

のうえで点検と作業スペース周

囲の安全確認を行い、特に段差

には注意する。

　ロールボックスパレットのタ

　近年増加傾向にある、ロール

ボックスパレットによる労働災

害を減らすためのセミナーが行

われました。

　講師は陸上貨物運送事業労働

災害防止協会　安全管理士の酒

井雅彦氏。DVDやテキストを

周 囲 の 安 全 を 確 認
イプと付属品（旋回キャスター

など）の特性を理解する。

　テールゲートリフターでの作

業時は、水平な場所に駐車して

いるか、二人で作業する時は、

相互の安全確認を実施している

か等に注意する。

　DVDでは、ロールボックス

パレットの実際の扱い方、死角

になりやすい場所での注意や方

向転換の仕方など映像で紹介。

　セミナー終了後は参加者に修

了証が手渡されました。
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▲�講師の酒井雅彦氏（陸上貨物運送事
業労働災害防止協会）



日時：平成29年12月１日㈮ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室

平成29年度 グリーン経営促進研修会

て、改正省エネルギー法に基づ
く荷主の選定基準をクリアでき
るなどの優遇措置がある他、社
会的にも環境にやさしい会社と
して認知されます。また、認証
を受けた事業所へのアンケート
によれば、燃費の向上や、事故
の減少、従業員の意識改革によ
る士気の向上などの好結果をも
たらしていることがわかりま
す。
　「グリーン経営」認証に対し

　企業の社会的責任として環境
問題にも取り組む「グリーン経
営」。研修会は公益財団法人交
通エコロジー・モビリティ財
団・交通環境対策部の吉川博之
審議役が講師となって解説。「グ
リーン経営認証取得（新規・更
新）について」の背景や、手続
きなどについて詳細に説明しま
した。
　認証を受けると、環境に配慮
している貨物輸送事業者とし

奈良県トラック協会からの補助
金制度もあります。詳しくは事
務局へお問い合わせください。

グリーン経営で環境に配慮した経営
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▲�講師の吉川審議役（公益財団法人交
通エコロジー・モビリティ財団）

認証取得事業者に対する行政による優遇（３）

■輸送の安全を確保するための貸切バス選定・利用ガイドラインへの明記

【平成24年6月29日：国土交通省公表】

旅行業者・地方自治体・学校関係者等の利用者が貸切バス事業者を選定・利用する際のガイド

ラインが示され、「貸切バス事業者の選定に関する留意点」及び「貸切バ ス調達に係る入札等に

おける留意点」事項における評価要素・項目として

グリーン経営認証

が明記されています。

■コミュニティバスの導入に関するガイドラインへの明記
【通達：平成25年4月10日付国自旅第633号】

市町村等がコミュニティバスの運行を委託する場合の運行主体の選定に際し、「環境への配慮」に

おける評価項目として

交通エコロジー・モビリティ財団のグリーン経営認証 又は ISO14001 の取得の有無

が明記されています。
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認証取得事業者に対する行政による優遇（４）

■低炭素型ディーゼルトラック※1普及加速化事業について

＜平成29年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金＞

環境省は、二酸化炭素排出削減を図るため、中小トラック運送業者※2を対象に、

低炭素型ディーゼルトラックの導入を支援します。

◆事業概要

低炭素型ディーゼルトラックの導入に要する経費の一部（廃車を伴う場合：価格差※3の１／２、
廃車を伴わない場合：価格差の１／３）の補助が受けられます。

※1 車両総重量３．５トン超の事業用ディーゼルトラックであり、平成２７年度重量車燃費基準を満たす達成車

①大型・中型：＋５％以上

②小型：＋１０％以上

③平成２９年４月３日から平成３０年１月３１日までに新車登録された車両（割賦等所有権の留保は不可）

※2 資本金３億円以下、または従業員３００人以下である事業者

※3 低炭素型ディーゼルトラックと導入対象車両と同規模のディーゼルトラックとの価格差

補助要件に

グリーン経営認証やISO14001等の環境マネジメントシステムの取得の有無

により、申請・報告書類の作成が簡便化されます。

詳細は一般財団法人環境優良車普及機構（LEVO)のホームページ（ http://www.levo.or.jp/） をご覧ください。
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※「グリーン経営認証取得による効果」平成２７年版より

81.30%

76.42%

46.88%

44.17%

31.71%

24.39%

11.38%

5.15%

4.34%

0.00% 20.00% 40.00% 60.00% 80.00% 100.00%

職場モラルの向上、または従業員の士気向上

燃費の向上

交通事故件数の減少

車両故障件数の減少

お客様（荷主、利用者）からの評価向上、または取引上

の優遇

リーダー層の人材育成

社外からの苦情件数の減少

外部からの表彰

その他 タクシー,N=373

認証取得事業者へのアンケート結果

■認証取得後１年経過したタクシー事業者への「認証取得による効果」についての
アンケート結果（複数回答上位５位まで選択）
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•成功のカギは

「管理者、従業員
の意識改革」

•グリーン経営の効
果は、環境改善に
とどまらない

認証取得により従業員の意識改革

・自主的な取り組み意欲の向上
・環境だけでなく、コスト意識も高まる
・意見や改善提案が多くなる
・車内、構内清掃等を自主的に行う
・エコドライブの実施

燃料費削減
交通事故の削減

品質向上

認証取得の効果（まとめ）
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日時：平成29年12月６日㈬ 午後１時30分～
場所：奈良県トラック会館　２階　研修室　　参加：６社９名

１�　特殊車両通行許可制度
　�　制度の概要、一般的制限値
の説明ならびに、特例８車種
の要件などについての解説。
申請件数は年々増加してお
り、申請から許可までにかか
る日数は全国平均で43日間。
２�　大口・多頻度割引停止措置
の見直し
　�　本年４月より、大口・多頻
度割引制度における違反点数
や項目、累積期間が見直され、
車両制限令違反者に対する処
分が厳しくなった。
３　特車ゴールド制度
　�　平成28年１月より開始した
業務支援用ETC2.0装着車へ
の特殊車両許可を簡素化する
「特車ゴールド制度」につい
ての説明。大型車誘導区間内
であれば、自由に経路を選択
できるので、輸送が効率化で
き、無用な違反も防げるなど
のメリットがある。

　道路の老朽化対策として、大
型車両の通行の適正化方針等に
基づき、規制緩和ならびに強化
が進められています。この内容
について、最近の改正等につい

ての解説がTV会議システムを
通じて行われました。
　（公社）全日本トラック協会�
輸送事業部長の礎司郎氏が、「大
型・特殊車両に係わる最近の法

令・通達改正状況について」を
テーマに、資料に沿って解説し
ました。

大型・特殊車両に係わる最近の法令・通達改正状況について

ＴＶ会議システムを利用した
「 特 殊 車 両 通 行 許 可 講 習 会 」
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月日：平成29年10月18日㈬ 
場所：中部トラック総合研修センター

フォークリフト荷役技能検定１級に合格

　フォークリフト荷役技能検定が実施され、西濃運輸㈱奈良支店の辻中陽一氏が、奈良県において初めて
の１級検定合格者となりました。

　この検定は、荷役作業に従事するフォークリフト運転者の、安全、正確、迅速な技能を評価・認定する
ことにより、安全な荷役作業の向上及び意識付けを図り、もって荷役作業の労働災害防止を推進すること
を目的とし、平成27年度より陸上貨物運送事業労働災害防止協会が実施しているもので、今年度は、中級
の２級検定に加え、上級の１級検定が実施されました。

西濃運輸㈱奈良支店�鎌野信次支店長（写真左）
「今回の検定合格を機に、奈良支店全体の無事故・無災害の気運を高めたい。」

辻中陽一氏（写真右）
「検定受検のために学んだことは、荷役運搬作業の安全の確保について一層考える機会になりました。」

検定１級の技能の程度
　フォークリフト運転技能講習修了後５年程度のフォークリ
フトによる荷役作業の実務経験を有する上級のフォークリフ
ト運転者を標準として、安全、正確、迅速な荷役作業の高度
な技能を有すると認められる者。
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日時：平成29年11月20日㈪ 午前10時30分～
場所：近鉄郡山駅前周辺

環境キャンペーン広報活動

員長、中担当副会長等が近鉄郡

山駅前周辺で、通勤や駅を利用

する人などに「エコドライブに

　環境対策委員会（委員長：西

川武志）が、環境キャンペーン

を実施しました。当日は西川委

ご協力をお願いします。」など

と声をかけながら、啓発品を配

布しました。

エ コ ド ラ イ ブ で 環 境 に 配 慮

24
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日時：平成29年11月30日㈭ 午後１時～
場所：奈良県庁　県土マネジメント部　技術管理課

　公益社団法人奈良県トラック協会の会員事業者
で構成する奈良県トラック協会ダンプ部会（部会
長山口　滋　会員数36事業所）は、奈良県　技術

公共工事発注に際しての事業用自動車（緑ナンバー）
使用に関する要望

管理課（平塚 哲三課長）で、公共工事発注に際
しての事業用自動車（緑ナンバ一）の使用に関す
る要望をいたしました。

▲写真の左から二人目は平塚課長・山口部会長は右から二人目
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月日：平成29年11月29日㈬ 
場所：ヤマトカントリークラブ

第12回チャリティを兼ねた親睦ゴルフコンペを開催
ダ ン プ 部 会

　奈良県トラック協会ダンプ部会（部会長�山口滋 会員数�36事業所）は、チャリティを
兼ねた親睦ゴルフコンペをヤマトカントリークラブで開催しました。
　この大会は、ゴルフを通して会員の親睦を深めることを目的として、総勢19名の方が
参加、チャリティ募金として「６５,０００円」が集まりました。
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日時：平成29年12月21日㈭ 午前10時～
場所：社会福祉法人奈良県社会福祉協議会

▲竹内輝明常務理事（写真右）

　奈良県トラック協会ダンプ部会（部会長�山口

滋 会員数�36事業所）が、11月29日に開催された

第12回チャリティを兼ねた親睦ゴルフコンペで参

加者から募った寄付金を奈良県社会福祉協議会へ

寄付しました。

奈良県社会福祉協議会へチャリティ募金を寄付
ダ ン プ 部 会

　山口部会長は「交通事故防止に役立てて下さ

い。これからも継続していきます。」奈良県社会

福祉協議会竹内常務理事からは「有効に活用させ

ていただきます」との謝意があり、同協議会会長

である荒井正吾知事（奈良県中央善意銀行頭取）

の感謝状が山口部会長に手渡されました。
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　　2017 年 10 月 　単純集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

　94.24 　85.30 　92.89

　　2017 年 10 月 　元売別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

元売名 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

ＪＸ日鉱日石 　92.05 　85.63 　93.12

出光 　93.50 　86.10 　90.36

昭和シェル 　96.53 　84.85

エクソンモービル 　86.43

キグナス 　99.50 　84.23

コスモ 　91.95 　84.95 　94.97

その他 　94.80 　85.28 　92.55

　　2017 年 10 月 　月間購入量別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

月間購入量 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30キロリットル未満 　95.33 　85.38 　93.63

30～50キロリットル未満 　91.82 　85.58 　87.28

50～100キロリットル未満 　84.54

100キロリットル以上 　85.75

　　2017 年 10 月 　支払期限別集計表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

支払期限 スタンド平均 ローリー平均 カード平均

30日未満 　87.38 　87.27 　92.30

30～60日未満 　95.21 　85.24 　93.44

60日以上 　88.60

　　軽油価格推移表 地区：近畿／県（沖縄除）　：全県　

スタンド平均 ローリー平均 カード平均

2017年６月 　90.23 　80.67 　88.31

2017年７月 　91.72 　80.53 　89.33

2017年８月 　92.24 　81.26 　89.53

2017年９月 　94.65 　81.63 　91.33

2017年10月 　94.24 　85.30 　92.89

※消費税抜きの価格となります。

平成29年11月24日現在

（公社）全日本トラック協会

軽油価格調査集計表（2017年10月）



「適正化事業・巡回指導報告書」
（平成２９年１１月実施分）   奈良県貨物自動車運送適正化事業実施機関

（注）○重点項目 ◎最重点項目 ☆霊柩運送は項目から除外 

 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 合計 

通常 １ 件 ３(2)件 ２(2)件 ３(1)件 １ 件  件 １０(5)件
新規参入  件   件 １(1)件 １(1)件  件 件 ２(2)件
新規(他)    件  件 件   件 件 件 件
特別(労)   件 件 件 件 件 ２ 件 ２   件

特別(他)   件 件 件 件 件  件 件
総合 １ 件 ３(2)件 ３(3)件 ４(2)件 １ 件  ２ 件 １４(7)件

     ※（ ）は会員外の件数です 

事 業 所
巡回件数

計 画 数 実 施 数 実 施 率 巡回延出動台(日)数
２２件 １４件 ６３.６％ ９台

調査事項 指導件数 指導件数上位
Ⅰ．事業計画等
○ １．主たる事務所及び営業所の名称、位置に変更はないか。 １ 

２．営業所に配置する事業用自動車の種別及び数に変更はないか。 ０ 
○ ３．自動車車庫の位置及び収容能力に変更はないか。 ０ 

４．乗務員の休憩・睡眠施設の位置、収容能力は適正か。 １ 
５．乗務員の休憩・睡眠施設の保守、管理は適正か。 １ 
６．届出事項に変更はないか。（役員・社員、特定貨物に係る荷主の名称変更等） ０ 

○ ７．自家用貨物自動車の違法な営業類似行為（白トラの利用等）はないか。 ０ 
○ ８．名義貸し、事業の貸渡し等はないか。 ０ 

Ⅱ．帳簿類の整備、報告等

１．事故記録が適正に記録され、保存されているか。 ０ 
２．自動車事故報告書を提出しているか。 ０ 
３．運転者台帳及び従業員台帳が適正に記入等され、保存されているか。 １ 
４．車両台帳が整備され、適正に記入等されているか。 ０ 
５．事業報告書及び事業実績報告書を提出しているか。（本社巡回に限る） ２ 

Ⅲ．運行管理等

１．運行管理規程が定められているか。 ６ ①
◎ ２．運行管理者が選任され、届出されているか。 ０ 

３．運行管理者に所定の研修を受けさせているか。 １ 
４．事業計画に従い、必要な員数の運転者を確保しているか。 １ 

◎ ５．過労防止を配慮し、適正に管理されているか。 ５ ⑤
◎ ６．過積載による運送を行っていないか。 ☆ ０ 
◎ ７．点呼の実施及びその記録、保存は適正か。 ４ 
○ ８．乗務等の記録（運転日報）の作成・保存は適正か。 １ 
○ ９．運行記録計による記録及びその保存･活用は適正か。 ☆ １ 
○ 10．運行指示書の作成、指示、携行、保存は適正か。 １ 
◎ 11．乗務員に対する輸送の安全確保に必要な指導監督を行っているか。 ２ 
○ 12．特定の乗務員に対して特別な指導を行っているか。 ６ ①
○ 13．特定の乗務員に対して適性診断を受けさせているか。 ６ ①

Ⅳ．車両管理等

１．整備管理規程の制定及び整備管理業務がなされているか。 １ 
◎ ２．整備管理者が選任され、届出されているか。 ０ 

３．整備管理者に所定の研修を受けさせているか。 ２ 
４．日常点検基準を作成し、これに基づき点検を適正に行っているか。 ０ 

◎ ５．定期点検及びその保存がされているか。 ６ ①
Ⅴ．労基法等

○ １．就業規則が制定され、届出されているか。 ２ 
２．３６協定が締結され、届出されているか。 ２ 
３．労働時間、休日労働について違法性はないか。（運転時間を除く） １ 

○ ４．所要の健康診断を実施し、その記録・保存が適正にされているか。 ５ ⑤
Ⅵ．法定福利費

○ １．労災保険・雇用保険に加入しているか。 ３ 
○ ２．健康保険・厚生年金保険に加入しているか。 ４ 

指 導 件 数 合 計 ６６ 
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（平成２９年１１月実施分）

適正化事業・巡回指導報告書



トラック協会・陸災防奈良県支部

１月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

１7 水 １3：30 ～ 整備管理者選任後研修 奈良県トラック会館

２４ 水 １3：30 ～ 生産性向上のための情報化支援セミナー 奈良県トラック会館

２7 土 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

２8 日 ９：00 ～ はい作業主任者技能講習会 奈良県トラック会館

２月の行事(予定)表
日 曜 時　　間 行　　　　　事 場　　所

２ 金 １3：30 ～ トラック運送業における契約締結等書面化推進セミナー 奈良県トラック会館

９ 金 １0：30 ～ 優良事業所表彰式及び優秀運転者伝達式 奈良県トラック会館

１3 火 １3：30 ～ 過労死等防止・健康起因事故防止セミナー 奈良県トラック会館

２１ 水 １２：00 ～ 第４回総務委員会 奈良県トラック会館

２４ 土 ９：00 ～ 運行管理者試験対策講習会 奈良県トラック会館

２6 月 １3：30 ～ 第263回理事会 奈良県トラック会館
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No063 普通貨物車とワンボックスの赤信号での追突事故

■事故の概況
人と車参照

■ 事故の概要

Ａは、運送業務に従事している職業運転者であります。Ａはいつものように制限速度内

で走行するＢ車（同僚）に追走しながら片側1車線の道路を走行していました。しばらく

してＡは、バックミラーに映る二輪車の存在に気付き、見え隠れしながら追走してくる二

輪車を危険ではないかとしきりに気にしていました。二輪車がバックミラーから見えなく

なってふと視線を前に戻すとＢ車が信号で停止していて直前まで迫っていました。Ａは、

あわてて急ブレーキをかけ、ハンドルを左に切って回避しようとしたのですが間に合わず

に追突してしまいました。追突されたＢ車は、赤信号で停止して数秒後には後ろでブレー

キ音がして、その後激しい衝撃を受けました。

幸いにもＡ車の急ブレーキにより少し減速したことで衝突速度は落ち、ＡもＢも軽傷を

負っただけで済みました。

■ 事故から学ぶ

この事例のように流れに乗って一定速度で走行する場合には、運転中の刺激が少ないの

で、つい眠気を催したり、注意散漫になったりした経験は誰にも1回はあるのではないで

しょうか。

流れに乗って定速で走行する安心感から生じる余裕から、少しくらい脇見等をしても大

丈夫だろうと思いがちです。しかし、「少しくらい」はちっとも「少しくらい」ではな

かったりします。

Ａも後続する二輪車に必要以上に注意を向けてしまい、「前方を見る」ことがおろそか

になっていました。

事故類型：追突

当事者Ａ：普通貨物車 40歳代 男

当事者Ｂ：ワンボックス 20歳代 男

公益財団法人　交通事故総合分析センター
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「資料提供　公益財団法人 交通事故総合分析センター」

（一般貨物）��普通貨物車とワンボックスの赤信号での追突事故

事業用自動車事故事例 №28



Ｋ Ｉ Ｔ 事 業 の 案 内
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奈良県キット事業協同組合は平成１２年６月から事業を開始しております。

    キット事業とは、インターネット上にて、荷物及び車両を検索し、条件が

合えば成約する事業で、空車を無くし、実車率を高める情報サイトです。

    全国WebKIT加入協同組合・組合員の
　　間で荷物・車輌の手配が出来ます。

荷物がないなぁ〜・・・。 　　　車輌が足りない！！

○○キット組合 車輌が空いてる・・・。 　　　誰か運んでくれないかなぁ？ △△キット組合
　　会員A社 　　会員B社

＊運賃の集金は組合精算ですので安心です。

エネクスフリート　軽油価格

９月 １０月 １１月 ９月 １０月 １１月 前年同月比

　 軽　油 ８９円 ９２円 ９６円 荷 荷物登録件数 135,480 141,013 163,058

（単価は日本貨物運送事業協同組合連合会 荷物成約件数 19,138 19,914 19,949

　　　（日貨協連）の全国統一価格です。） 物 成　　約　　率 14.1% 14.1% 12.2%

　 　 　

奈良県キット事業協同組合
〒６３９－１１０３
奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５ 　　　

ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１

KITネットワーク

お問い合わせ

　　ＷebｋIＴ輸送情報実績　　全国の実績

平成２９年度 平成２９年度

　　　　＊当組合は燃料（スタンド給油）販売、尿素の販売もしております。

33.7%

　　　キット　　　　　　K　　・　　I　　・　　T

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内
奈良県キット事業協同組合は平成１２年６月から事業を開始しております。

    キット事業とは、インターネット上にて、荷物及び車両を検索し、条件が

合えば成約する事業で、空車を無くし、実車率を高める情報サイトです。

    全国WebKIT加入協同組合・組合員の
　　間で荷物・車輌の手配が出来ます。

荷物がないなぁ〜・・・。 　　　車輌が足りない！！

○○キット組合 車輌が空いてる・・・。 　　　誰か運んでくれないかなぁ？ △△キット組合
　　会員A社 　　会員B社

＊運賃の集金は組合精算ですので安心です。

エネクスフリート　軽油価格

９月 １０月 １１月 ９月 １０月 １１月 前年同月比

　 軽　油 ８９円 ９２円 ９６円 荷 荷物登録件数 135,480 141,013 163,058

（単価は日本貨物運送事業協同組合連合会 荷物成約件数 19,138 19,914 19,949

　　　（日貨協連）の全国統一価格です。） 物 成　　約　　率 14.1% 14.1% 12.2%

　 　 　

奈良県キット事業協同組合
〒６３９－１１０３
奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５ 　　　

ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１

KITネットワーク

お問い合わせ

　　ＷebｋIＴ輸送情報実績　　全国の実績

平成２９年度 平成２９年度

　　　　＊当組合は燃料（スタンド給油）販売、尿素の販売もしております。

33.7%

　　　キット　　　　　　K　　・　　I　　・　　T

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内

奈良県キット事業協同組合は平成１２年６月から事業を開始しております。

    キット事業とは、インターネット上にて、荷物及び車両を検索し、条件が

合えば成約する事業で、空車を無くし、実車率を高める情報サイトです。

    全国WebKIT加入協同組合・組合員の
　　間で荷物・車輌の手配が出来ます。

荷物がないなぁ〜・・・。 　　　車輌が足りない！！

○○キット組合 車輌が空いてる・・・。 　　　誰か運んでくれないかなぁ？ △△キット組合
　　会員A社 　　会員B社

＊運賃の集金は組合精算ですので安心です。

エネクスフリート　軽油価格

９月 １０月 １１月 ９月 １０月 １１月 前年同月比

　 軽　油 ８９円 ９２円 ９６円 荷 荷物登録件数 135,480 141,013 163,058

（単価は日本貨物運送事業協同組合連合会 荷物成約件数 19,138 19,914 19,949

　　　（日貨協連）の全国統一価格です。） 物 成　　約　　率 14.1% 14.1% 12.2%

　 　 　

奈良県キット事業協同組合
〒６３９－１１０３
奈良県大和郡山市美濃庄町１７０－１５ 　　　

ＴＥＬ　０７４３－５８－６０８０　　　FAX　 ０７４３－５８－６０８１

KITネットワーク

お問い合わせ

　　ＷebｋIＴ輸送情報実績　　全国の実績

平成２９年度 平成２９年度

　　　　＊当組合は燃料（スタンド給油）販売、尿素の販売もしております。

33.7%

　　　キット　　　　　　K　　・　　I　　・　　T

　Kyodo　Information　of　Transport　

Ｋ　Ｉ　Ｔ（協同・情報・輸送）　事　業　の　ご案内



危険！！　運転中の「ながらスマホ」

近畿共済だより

警察庁提供

自動車共済・自賠責共済はぜひ近畿共済でご契約を

　近年、交通事故件数が減少するなかで、運転中にスマートフォン（スマホ）で通話や画面を見たり操作したりする、い

わゆる「ながらスマホ」などによる交通事故が増加しています。あなたは自動車を運転している最中に、手元のスマート

フォンや携帯電話が鳴り出したら、どうしますか？ハンドルを握りながら、位置情報（GPS）のゲームを操作したり、メー

ルやSNSに返信したり、電話に出たりしますか？ 「ちらっと画面を見るくらいなら大丈夫」と思うかもしれませんが、その

間違った考えが悲惨な交通事故を招いています

近畿共済は貨物自動車運送事業者が相互扶助の精神のもと、組織された共済組合です

お問い合わせ・連絡先 奈良事務所（0743-59-1701）　まで

　平成28年（2016年）中、「ながらスマホ」などが原因となる

交通事故の件数は、1,999件。平成23年（2011年）の1,280

件と比べて約1.6倍に増加しています。

　また、「ながらスマホ」などが原因となる交通死亡事故も

毎年発生しており、平成28年は27件発生しています。その

うちメール、インターネット、ゲームなどの画像を見たり操

作したりする「画像目的使用」が最も多く、平成28年（2016

年）は927件（うち死亡事故17件）と事故原因の半数近くを

占めています。

運転中にどうしてもスマホや携帯電話を使用しなければいけないときは、必ず安全な場所に停車してから使用しましょう

携帯電話使用等（交通の危険）

罰則 3月以下の懲役又は5万円以下の罰金

反則金 大型12千円、普通9千円、二輪7千円、原付6千円

基礎点数 2点

携帯電話使用等（保持）

罰則 5万円以下の罰金

反則金 大型7千円、普通6千円、二輪6千円、原付5千円

基礎点数 1点

【道路交通法第七十一条第五号の五】

ながらスマホは道路交通法違反です！！ 
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道路の異状（落下物）を発見したら
道路緊急ダイヤルへお知らせください。

24時間
受付

（
無
料
）

※ 運転中の通話は道路交通法により禁止されています。安全な場所に停車してからのご連絡をお願いします。

9# 9 1 0

　　▲
落下物

落下物 ▼

危落下物は落下物は
重大事故のもと！！重大事故のもと！！

積荷の固定はしっかりと

落下物

〈平成28年度の落下物件数〉

76万件
（高速道路と直轄国道）

落とさないで！

〈落下物は落とし主の責任です〉
落下物が原因で他者に損害を与えた場合は、
落とし主に損害賠償責任が生じます。

落下させないためには

畳 コンテナ タイヤ はしごバスタブ 大量の紙 プレハブ 便座

長距離移動するとき
は、ロープの緩みが
ないかなど、休憩施設
で再確認を

積荷はしっかり固定する

砂利などの運搬の
際はシートで覆う

出発前にもう一度、
積荷・車両の点検を

出発前に
もう一度

休憩施設
で再確認
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１ 平成２９年の県内交通事故発生状況　（１２月１５日現在）

（平成２９年のデータは概数）

２ 交通死亡事故発生状況　（１２月１５日現在）

○　類型別　（件）

○　状態・年代別　（人）

奈 良 県 警 察 本 部 か ら

※ 歩行者の交通事故死者２０人中、高齢者が１７人と最も多く、このうち

１２人が道路横断中でした。

☆ 横断歩道は歩行者優先です。横断中の人がいる場合はもちろん、

横断しようとしている人がいる場合も、手前で停止しましょう。

プロドライバーとして、一般ドライバーに安全運転の手本を示しましょう。

車両単独

６件（６人）

人対車両

３６件（３６人）

車両相互

１０件（１０人）

電話口 ＡＴＭへ行けは 詐欺
～Ａ（あかん）・Ｔ（とられる）・Ｍ（まちなはれ）～

平成２８年中 増減数

件 件

人 人
人

人

備　　　考
総 件 数 件 件 件 １日に約 件
区 分 平成２９年中

件
約 日に １人

人身事故件数 件
死者数 人 人

１日に約

１日に約

人
物損事故件数 件 件 件 １日に約 件

負傷者数

子供

（15歳以下）

少年

（16～19歳）

青年

（20～24歳）

壮年

（25～64歳）

高齢

（65歳以上）
合計

四輪車運転

四輪車同乗

二輪車運転

原付運転同乗

自転車乗用

歩行者

合計

・　人対車両 20件
　　　横断中 15件
　　　対面通行 1件
　　　その他 4件
・　車両相互 10件
　　　出会い頭 6件
　　　追突 2件
　　　正面衝突 1件
　　　右・左折時 1件
・　車両単独 6件
　　　工作物衝突 3件
　　　転倒 2件
　　　路外逸脱 1件
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- 1 -

平 城 宮 跡 歴 史 公 園

平成３０年３月２４日 開園

平城宮跡歴史公園「朱雀門ひろば」で

３月２４日、２５日開園記念イベント

奈良県 まちづくり推進局 平城宮跡事業推進室
℡ 0742-27-8945

国土交通省国営飛鳥歴史公園事務所平城分室
℡ 0742-36-4327
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2017 Back Number
平成29年発行の「トラック奈良」

「御神鶏」　「石上神宮」
■トラックドライバーの健康管理セミ
ナー

「雪の東大寺大仏殿裏参道」
■準中型免許について

「春日大社本殿 式年造替特別参拝」
■トラック運送事業者のための人材確
保セミナー
■荷役災害防止担当者への安全教育研修会

「佐保川」
■契約締結等書面化推進セミナー

「奈良県庁から望む興福寺五重塔」
■高齢者ドライバーは危ないのか？
■ラッピングトラック出発式

「浮雲園地水辺に映える  　　　
　  東大寺大仏殿の鴟尾（しび）」
■Ｇマーク説明会

「落慶法要が営まれた 　　　　
　　　　 薬師寺食堂(じきどう)」
■取引環境労働時間改善奈良県地方協議会
■第１回初任運転者特別講習

「奈良国立博物館」
■労務管理セミナー

「東大寺 鏡池」
■法令遵守セミナー
■奈良県フォークリフト運転競技大会

「明日香村棚田の実りの秋」
■奈良県防災総合訓練
■交差点事故防止マニュアル活用セ
ミナー

「正倉院」　「正倉院 南門」
■標準貨物運送約款の一部改正に伴
う説明会
■「トラックの日」ＰＲ活動

「三宝杉」　「室生寺五重塔」
■高齢者の交通事故防止講習会
■過労死等防止・健康金起因事故防止
対策セミナー

http://www.narata.or.jp「トラック奈良」の各月内容は、ホームページでご覧いただけます。

〈　月号〉写真提供：一般財団法人奈良県ビジターズビューロー

■下記表示は「今月のTOPICS」

奈良県トラック協会
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