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社団法人三重県トラック協会
定期発送のご案内

平成１８年１１月

ＣＯＮＴＥＮＴＳ
◆物流セミナー開催のご案内

＊講師／財部誠一 氏 ・・・勝ち残る会社の条件・・・
日時 18.11.22（水） 15:00～16:40

＊セミナー終了後、懇親会
場所 ﾎﾃﾙｸﾞﾘﾝﾊﾟｰｸ津(ｱｽﾄ津) ６階

◆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ黒煙ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝの自主点検報告について
＊国土交通省に実施結果の報告を行います。必ずご提出下さい。

◆中部ブロック引越管理者講習会（愛知）の開催＜要 申込み＞
＊日時 H18.12.11（月） 12:00～17:00
場所 愛知県勤労会館 名古屋市昭和区鶴舞1-2-32

◆全ト協「正しい運転、明るい輸送運動」
＊運動期間 H18.11.16～H19.1.10

◆賃金不払残業解消キャンペーン月間
＊運動期間 H18.11.1～30 １ヶ月間

◆運行管理者試験 願書販売のご案内
平成１８年度 第２回運行管理者試験

試験日 H19.3.4（日）
願書申請期間 H18.11.6（月）～11.24（金）
願書販売期間 H18.11.6（月）～11.24（金）

◆テロ対策の徹底について
◆実績報告書提出のお願い＜申請して交付決定を受けたｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾐｯﾀｰ装置＞
◆中小ﾄﾗｯｸ運送事業の収益向上のためのｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾞ施策助成事業
◆軽油価格調査 結果報告 平成１８年９月
◆国土交通省 運輸功労表彰受賞者
◆EMS(ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ管理ｼｽﾃﾑ)用機器の導入助成＜救済措置＞
◆新入会員のご紹介
◆会員の所在地変更等

〔緊急対策〕
県下のﾄﾗｯｸ事業における死亡労働災害発生件数は、９月末現在で３名と、昨年と同じ件
数となっています。１１月に入り今後年末の繁忙期を向かえるにあたり、災害発生要因が
一層高くなりますので、乗務員の指導等周知を図り、輸送の安全確保に努められますよう
お願いします。

＜その他啓発物＞
・中小ﾄﾗｯｸ事業者が収益向上に成功するための処方箋(10のﾎﾟｲﾝﾄ)
・輸送秩序に関する実態調査報告書
・企業ｺﾝﾌﾟﾗｲｱﾝｽが問われています＜11月は賃金不払解消ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ月間）
・引越管理者基本講習〔申込書〕
・平成１８年度第２回運行管理者試験のご案内・願書販売等のお知らせ
・びわ湖大学駅伝＜交通規制のお知らせ＞

*陸災会員のみ陸災防からのお知らせ
フォークリフト運転技能講習◆
陸運と安全 １１月分 （NO.４４８）◆

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
社団法人三重県トラック協会
http://www.santokyo.or.jp

TEL 059-227-6767 FAX 059-225-2095

MTA
Mie Trucking Association

MTA
Mie Trucking Association

MTA
Mie Trucking Association
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物流セミナー開催のご案内◆

第２４回物流セミナー 「勝ち残る会社の条件」

平成１８年１１月２２日(水)１５：００～１６：４０開催日時

※セミナー終了後、懇親会を予定しております。

ホテルグリーンパーク津(アスト津) ６階 伊勢安濃の間開催場所

津市羽所町７００(津駅前) ＴＥＬ ０５９-２１３-２１１１

詳しいご案内は、過日郵送にて会員様とご登録されている荷主様にお送りしています。

お誘い合わせのうえご参加下さい。

お問い合わせ TEＬ ０５９－２２７－６７６７ 業務・適正化事業部

◆ ディーゼル黒煙クリーンキャンペーンの自主点検報告について
国土交通省では１０月を「ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン」重点実施

期間と定め、会員の皆様にディーゼル車の黒煙自主点検と結果報告をお

願いしているところでございますが、現在までに頂戴した報告書の数が少

ないようです。

お手数をおかけし恐縮ですが、

未だ報告をされてない会員様は、提出の程お願いします

FAX059-225-2095（社）三重県トラック協会 業務課

◆ 中部ブロック引越管理者講習会（愛知）の開催 要申込み
全ト協では、消費者対策の一環として引越運送事業に携わる実務者に対し、専門知識の習得

と一層の利用者サービスの向上を目的に「引越管理者講習」を開催いたします。

受講希望の方は、別紙受講申込書に必要事項をご記入の上、県ト協にお申し込み下さい。

開催日時 平成１８年１２月１１日(月) １２：００～１７：００ （１１：２０～受付）

開催場所 愛知県勤労会館 名古屋市昭和区鶴舞１－２－３２

申 込 先 別紙引越管理者基本講習〔申込書〕様式１を下記までFAX

（社）三重県トラック協会 業務課 TEL059-227-6767 FAX059-225-2095

締め切り 平成１８年１１月１７日（金）

本講習を研修された方には後日（社）全日本トラック協会より修了証が発行されます。

＊昼食はご用意しておりませんので、各自お済ませの上、ご来場下さい。

勝ち残る会社の条件
講師／ 経済ジャーナリスト（サンデープロジェクトなどに出演）財部 誠一 氏
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◆ 全ト協「正しい運転、明るい輸送運動」
全ト協は、円滑な輸送を達成し、利用者ニーズの要請に応えるために、

年末年始の繁忙期をとらえて「正しい運転、明るい輸送運動」を展開します。

平成１８年１１月１６日～平成１９年１月１０日運動期間

事業主、管理者、従業員が一体となって実施事項(下記）を実行する実施内容

実施事項の周知徹底、従業員教育、適性診断等の活用による適正管理事 業 者

荷主懇談会等の開催、適正化巡回、パトロールによる違反者の発見・指導県 ト 協

ａ．的確な点呼の実施 ｂ．過労運転の防止
運行管理の徹底 ｃ．運転者の管理 ｄ．過積載防止の徹底

交 ｅ．危険物輸送の安全確保 ｆ．車両の管理
通 ｇ．国際海上コンテナを積載したトレーラ運行の適正化
事
故 ａ. 追突の防止 ｂ．運行上の違法駐車対策
防 安全運転の徹底 ｃ．歩行者等の保護 ｄ．交差点での事故防止
止 ｅ．追越し時の注意 ｆ．居眠り運転の防止

ｇ．飲酒運転等の厳禁 ｈ．その他の安全運転
ｉ．運転マナーと技量の向上

ａ．過積載の防止・法定速度の厳守
車両騒音等への対処 b．点検整備及び運行前点検の確実な実施

交 c．最新排ガス適合車への代替促進
通 d．エコドライブの推進
公 e．駐停車中のアイドリングストップの励行
害
の ディーゼル黒煙低減 ａ．黒煙低減対策を重点とした点検・整備の実施
防
止 地域住民に対する ａ．暖気運転は静かに行い、水温計が動いたら完了する
深夜、早朝の騒音防止 ｂ．駐車時のエンジンストップ

ｃ．指定通行帯及び通行時間の厳守

輸 ａ．適切な運送（積載）計画を作成し過積載を防止する
送 過積載運行の防止 ｂ．運転者には事前に積載物、重量、積載方法等を確認
秩 させるとともに、過積載となる車両は運転させない
序
確 運賃の適正収受 ａ．事業所間における不当なダンピング等は行わない
立

◆ 賃金不払残業解消キャンペーン月間 １１月１日～３０日
厚生労働省では、１１月１日から１１月３０日までの間、「賃金不払残業解消キャンペーン月間」

を展開します。昨年、三重県下で労働基準監督署が指導し過去にさかのぼって時間外労働賃

金の不足分を支払った事業所(全産業)は１８４事業所に上っています。

賃金不払残業は、労働時間管理がおろそかになり長時間労働を常態化させてしまう側面もあり

ます。労働時間の適正な把握と賃金不払残業解消をお願いします。
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◆ 運行管理者試験 願書販売のご案内

平成１８年度第２回運行管理者試験

試 験 日 平成１９年３月４日（日）

願書申請期間 平成１８年１１月６日（月） ～ １１月２4日（金）

願書送付先 (財)運行管理者試験センター試験事務センター

願書販売期間 平成１８年１１月６日（月） ～ １１月２４日（金）

トラック協会(津)で販売(一部1,000円)します。

※運行管理の実務経験が１年未満の方は、運行管理者基礎講習の受講によって受験資格を得ること

が出来ます。講習は、定員になり次第締め切る場合がありますので、お早めにお申し込み下さい。

◆運行管理者基礎講習申込み◆

自動車事故対策機構三重支所 ０５９－３５０－５１８８

講習日程 平成１９年１月１６日（火)～１８日(木)の３日間

◆ テロ対策の徹底について
中部運輸局より「テロ対策の徹底について」通達がありました。会員各位には、下記について、

従業員に取り扱い方周知下さい

願書のご購入について・・・
郵送のお取り扱いは11/1７到着分までです
詳しくは別紙「願書販売等のお知らせ」をご覧
いただくか、トラック協会までお問い合せ下さい

☆今回からインターネットによる申請ができるようになりました

申請期間 平成１８年１１月６日（月） ～ １１月１７日（金）

※詳しくは、別紙「平成１８年度第２回運行管理者試験のご案内」

の１１．インターネットによる受験申請の申込みをご覧下さい。

ホームページアドレス にアクセスし、申請してください。http://www.unkan.jp/

（インターネット申請の場合は、願書購入の必要はありません）

www.unkanwww.unkan

荷送り人に覚えがない等、不審な荷物である旨の連絡があった場合には、荷物に触れ１．

ないよう注意喚起するとともに、荷物の状態に応じ、速やかな引き取り、警察への連絡
等適切に対処する。

２．営業所等で不審な荷物を発見したときは、触れないようにするとともに、荷物の状態に
応じ、警察 への連絡等適切に対応する。



- -5

実績報告書提出のお願い （提出期限 １２月２０日まで 厳守）◆

申請して交付決定を受けたスピードリミッター装置

スピードリミッター助成金の交付申請を行い、協会から交付決定通知を受けられ、装置の

取付と業者への支払いが完了されている場合、速やかに実績報告書を提出下さい。

（報告書・領収書のコピーを提出）【報告〆切】 H18.12.20 厳守

＊報告〆切日後の提出は助成対象になりません。ご注意下さい。

宛先：〒514-8515 津市桜橋3丁目53-11 (社)三重県トラック協会 業務部

◆ 中小ﾄﾗｯｸ運送事業の収益向上のためのインセンティブ施策助成事業

トラック協会では、中小トラック運送事業者が創意工夫により採算性、収益性の向上を図る

ような新たな事業取組等を実施した場合、その経費の一部を助成します。

①助成対象事業例等（原則新規事業 ・ 取組途上事業、未完了事業も含む）主な助成要件

（１）積載率等の向上による収益向上事業

（２）同業他社との業務提携構築等による収益向上事業

（３）提案型の物流一括請負による収益向上事業

（４）人が気づかない「すきま市場」(ﾆｯﾁ・ﾏｰｹｯﾄ)の開拓による収益向上事業

（５）前例以外の事業者の創意工夫による収益向上事業

（６）収益向上を図れるモデル作成事業（１年以内に事業実施）

＊（１）～（６）の事業内容については当事業の選定基準（詳細）に合致していること

②助成対象者の要件

トラック協会会員で貨物自動車運送事業法等の悪質違反がない中小トラック運送

事業者（保有車両数３０両以下又は従業員５０人以下、大手事業者との資本関係

がないこと）

③結果の公表

事業内容・結果については公表

１事業あたりの限度額３００万円助成金額

平成１８年１１月１日(水)～平成１９年１月３１日（水）までに所定の申請書、添付書申請

類を三重県トラック協会へご提出下さい受付期間

①運輸局及びインセンティブ評価委員会において審査され、事業内容が本事業趣その他

旨に合致したものについて、申請に基づき交付決定されます

②受付期間中であっても予算枠に達した場合は、その時点で受付を終了します

③申請書等資料必要の時は、三重県トラック協会へ連絡下さい

全日本トラック協会 企画部 TEL03-5323-7109お問い合せ先

三重県トラック協会 業務部 TEL059-227-6767



wakaba
長方形



wakaba
テキストボックス
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◆ 国土交通省 運輸功労表彰受賞者
自動車運送事業の振興と業界発展に寄与した功績により

下記の方が表彰されました （順不同敬称略）

中部運輸局長表彰 H18.10.19 ウィルあいち◆ 於：

伊井 幹子 伊井運輸㈱【事業役員】

岩脇 均 東方運送㈲
橋本 順 池畑運送㈱【運 転 者】

小崎城太郎 南伊勢商事㈲

浦 正人 日本郵便逓送㈱

棚瀬 俊夫 東海運輸建設㈱【従 事 者】

大川喜美男 大川運輸倉庫㈱

神谷 仁 北勢運送㈱

◆ 三重運輸支局長表彰 H18.10.20 アスト津於：

岩佐 憲治 亀山急送㈲【団体役員】

茂谷 明 明野運輸㈲【事業役員】

森 貢 三八運輸㈱
鈴木 孝佳 鈴定運輸㈱
川口 清 ㈱川口運輸【運 転 者】

大橋 浩二 近畿石油輸送㈱
小川 実 三岐通運㈱
越田 慶市 東海運輸建設㈱

おめでとうございました
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（申請期限11月30日）◆ＥＭＳ（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ管理ｼｽﾃﾑ）用機器の導入助成＜救済措置＞

ＥＭＳ（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ管理ｼｽﾃﾑ）用機器の導入助成は交通安全・環境対策事業の一環として、本

年度実施した制度ですが、申込数が当初の申込予算枠一杯に達したため９月１３日で受付

を一旦〆切らせていただきました。しかし、〆切の時点で既に機器を導入し申請準備をして

いた事業者があったという状況から、そのような事業者を救済するための臨時的な措置と

して、今回、申請期限を定めて追加受付をすることとなりましたのでお知らせします。

助成対象装置 H18.4.1以降に会員事業者が新たに購入又はリースで装着した

ＥＭＳ用機器のデジタコ、ドライブレコーダー等の車載端末器

*ＥＭＳ用車載器の基準及び範囲を満たす三ト協指定機器に限る

（指定機器は当協会ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認頂くかお問い合わせ下さい）

取付対象車両 三重県内の営業所に配置された事業用自動車

助 成 金 額 車載端末器 １台 ２万円

助 成 限 度 １社 ２０台以内

申 請 期 限 機器を装着し、費用の支払い又はリースの契約が完了したもので、

Ｈ１８．１１．３０までに申請できるもの《期限厳守》

申 請 方 法 機器装着後、申請書・内訳書・領収書（写）又は、リース契約書（写）

及び請求明細書（写）を協会に提出してください

*領収書・リース契約書・請求明細書は機器のメーカー、型式、台数

がわかるもの

★申請書、内訳書が必要の場合は協会にご連絡下さい

＜問い合せ先＞ 社団法人三重県トラック協会 業務部 TEL 059-227-6767

◆ 新入会員のご紹介
=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

㈲富屋物流 059-245-5386会員名 T E L

津支部 059-245-5396支 部 F A X

両、 名所在地 〒510-0302 津市河芸町千里ヶ丘23-3 車両5 従業員5規 模

◆ 会員の所在地変更等
北勢支部 ㈲裕進運輸 〒510-1312 三重郡菰野町大字竹成1229-1

ＴＥＬ 059-399-2113 FAX 059-399-2116

㈲菊川急送 株式会社 菊川急送

鈴鹿支部 代丸通商㈲ FAX 059-328-8338

津支部 ㈱八木産業 FAX 059-234-5685

松阪支部 伊勢低温輸送㈱ 〒515-0212 松阪市稲木町522-3

TEL 0598-61-2200 FAX 0598-61-2201

伊賀支部 マルナカ運送㈲ 退会

利用運送 味の素物流㈱ 退会
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陸災防からのお知らせ
*陸災会員のみ

（申込み可能直近分）◆フォークリフト運転技能講習

●普通免許をお持ちの方（31時間講習） 学科７時間 実技２４時間

講 習 番 号場所 学科 実技① 実技② 実技③

Ｙ３０－Ⅰ四日市 1/5（金） 1/6(土) 1/7(日) 1/8(月)

Ｙ３０－Ⅱ四日市 1/5（金） 1/9(火) 1/10(水) 1/11(木)

Ｙ３０－Ⅲ四日市 1/5（金） 1/12(金) 1/13(土) 1/14(日)

４８－Ⅰ四日市 2/13（火） 2/18(日) 2/24(土) 2/25(日)

４８－Ⅱ四日市 2/13（火） 2/21(水) 2/22(木) 2/23(金)

４９－Ⅰ津 3/1（木） 3/3(土) 3/4(日) 3/10(土)

４９－Ⅱ津 3/1（木） 3/7(水) 3/8(木) 3/9(金)

●大型特殊免許をお持ちの方（１１時間講習） 学科７時間 実技４時間

講 習 番 号場所 学科 実技

四日市 3/15(木) 3/16(金) ５０－Ⅰ

●普通自動車以上の免許をお持ちでない方（３５時間講習） 学科１１時間 実技２４時間

講 習 番 号場所 学科① 学科② 実技① 実技② 実技③

四日市 1/5（金） 1/6（土） 1/9(火) 1/10(水) 1/11(木) Y30-Ⅱ

四日市 1/5（金） 1/6（土） 1/12(金) 1/13(土) 1/14(日) Y30-Ⅲ

四日市 3/15（木） 3/16（金） 3/17(土) 3/18(日) 3/24(土) ５０－Ⅰ

●ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転技能講習受講料 ＜テキスト代を含む＞

11時間講習 ７，４００円 31時間講習 ２１，４００円 35時間講習 ２２，４００円

先着順に受付け定員になり次第〆切です。詳細は、陸災防へお訊ね下さい。

〒514-8515津市桜橋3丁目53-11陸災防 三重県支部 TEL059-225-0356

◆陸運と安全衛生 １１月分 NO.448
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