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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１２月

ＣＯＮＴＥＮＴＳ
◆年末の交通安全県民運動の実施

期間 18.12.11（月）～20（水） １０日間
◆年末年始安全総点検
◆トラックの交通安全フロントマスク
◆整備管理者研修（選任後）の開催＜追加講習＞

＊各社で選任されている方の講習です。２年に一度の受講義務がありますので、
H17・18年度の講習を受講されてない方は必ず受講して下さい。

研修日程 H19.2.5（月） 13:30～16:10 （受付 13:00）
場 所 メッセウイングみえ ２階

◆グリーン経営取得講習会のご案内
第１ステップ H19.1.18（木） 10:00～16:00
第２ステップ H19.2.22（木） 13:00～16:00

◆ｽﾋﾟｰﾄﾞﾘﾐｯﾀｰ装置助成・実績報告書提出のお願い
報告〆切期限 H18.12.20（厳守）

◆安全装置等（後方視野確保支援装置）導入助成の指定対象機器の追加
◆１８年度低公害車導入促進助成金（申請期限 今月２５日で終了）
◆蓄熱マットの斡旋
◆携帯型電気毛布（ぬくぬくﾌﾞﾗﾝｹｯﾄＤＸ）の斡旋
◆「ｴｱｰﾋｰﾀ」・「温水ﾋｰﾀ」購入助成金

夜間追突防止反射テープの斡旋◆
◆年末年始の業務取り扱い

協会本部及び下記以外のｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ・支部
12/29（金）～1/4（木）まで休業 1/5（金）から平常業務

桑員・鈴鹿ＳＣ
12/29（金）～1/8（月）まで休業 1/9（火）から平常業務

南紀支部
12/30（土）～1/3（水）まで休業 1/4（木）から平常業務

◆指定保養所追加指定
◆新入会員のご紹介
◆会員の所在地変更等
◆お詫びと訂正

11/29、軽油価格高騰に係る新聞広告を掲載しました。「荷主の皆様へ」の
お願い文書を同封しますので、各社でコピーの上、荷主活動にご活用下さい。

＜その他啓発物＞
・雪みちﾈｯﾄﾜｰｸﾏｯﾌﾟ石川
・冬期の道路情報はｲﾝﾀｰﾈｯﾄでの確認を！
・ﾄﾗｯｸ運送事業者のための税制・金融ハンドブック＜１８年度版＞
・ＮＥＷ天然ガス自動車＜ＮＯｘ75％オフ・黒煙０＞
・運送業の労災事故急増 前年比で３割増加！＜三重労働局＞

*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◆
年間安全衛生管理計画の作成及び提出◆

＜所轄の労働基準監督署に提出＞
第４２回全国陸災防大会 表彰◆
年末・年始労働災害防止強調運動◆
交通労働災害防止のためのｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ◆

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
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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◆ 年末の交通安全県民運動の実施

月 日（月）～ 日（水） 10日間期 間 12 11 20
さわやかなマナーが行きかうみえの道スローガン

シートベルト、これが私の命綱

薄暗い夕暮れ時は、危険を察知しにくくなります。

この季節、日暮れが早いので、

ヘッドライトを早めに点灯しましょう

①飲酒運転の根絶 ②高齢者の交通事故防止重点項目

③後部座席を含むシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底

別添の「平成１８年 年末の交通安全県民運動」実施要綱をご覧下さい。

H18年度 三重県交通安全県民大会＜入場無料＞

日時 平成１８年１２月１２日（火） １３：３０～

場所 三重県男女共同参画センター・多目的ホール

主催 三重県

内容 交通安全トークショー

三重県警察音楽隊演奏

交通安全功労者・交通安全スローガン入賞者等 表彰

◆ 年末年始安全総点検
年末年始は、輸送量が増大するため、ひとたび事故が発生すると大きな被害が予想

されます。そこで国土交通省は、自主点検を通じて輸送の安全確保に対する意識高揚

を目的に安全総点検を実施します。

同封の実施点検表で自主点検を実施して、トラック協会へご送付願います。

平成1８年１２月１０日（日）～1９年1月１０日（水）期 間

三重県トラック協会業務部送付先

重点点検事項
①飲酒運転を防止するための体制整備状況

②気象情報（特に交通障害を生じる恐れのあるもの）の収集・伝達体制の整備状況

③テロ防止のための警戒体制及び発生時の通報・連絡・指示体制の整備

提出期限

平成１９年 月 日(金)１ １２
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◆ トラックの交通安全フロントマスク
トラックが関係する重大事故が多発しているので、事故防止対策として標語入りのフロントマス

クを作成しました。宅配便で直送されますので、トラック前面に取付け交通安全意識の高揚に

お役立て下さい。

◆ 整備管理者研修(選任後)の開催 (追加講習)
整備管理者選任後研修については本年度７月に開催されていますが、都合で受講出来なかっ

た方を対象に下記の通り「追加講習」が開催されます。

※各社にて選任された整備管理者は２年に一度、「整備管理者研修」の受講義務があります。

整備管理者講習(選任後)

各社において選任し、届出した整備管理者で、１．研修対象者

①平成１７年度研修対象者で、当該年度受講していない方

②平成１８年度研修対象者で、当該年度受講していない方

２．研修日程及び場所

平成１９年２月５日(月)１３：３０～１６：１０ (受付１３：００～)

メッセウイングみえ２階 津市北河路町１９－１ TEL０５９－２２３－４６５５

３．申し込みその他

ハガキによる通知、及び事前申し込みはありません。

受講される方は当日受付にて「受講申込書」をご記入下さい。

お問合せ先 (社)三重県トラック協会 業務部

TEL ０５９－２２７－６７６７

安 全 運 転
正しい積載、確かな荷締め

（社）三重県トラック協会

若干ながら在庫があります

ご希望の方は、お申し出下さい

TEL 059-227-6767 安 全 運 転
正しい積載、確かな荷締め

（社）三重県トラック協会



- 4 -

グリーン経営取得講習会開催のご案内

グリーン経営認証取得セミナーを、下記要領で交通エコロジー・

モビリティ財団から講師を招き、開催します。

グリーン経営認証取得をお考えの会員事業者様は、下記の申

込書をトラック協会へ送付して下さい。

～16:00日 時 第１ｽﾃｯﾌﾟ 平成１９年 月 日（木）1 18 10:00

～16:00第２ｽﾃｯﾌﾟ 月 日（木）2 22 13:00
（注、第１日目と２日目では開催時間が異なります）受講料 無 料

津市島崎町３１９番地場 所 ベルセ島崎

（代）TEL059-225-3151

グリーン経営とは・・・ ＊エコモ財団＊

ISO14031(環境パフォーマンス評価に関する国際規格)の考え方を参考にして、交通エコロ

ジー・モビリティ財団がトラック事業者が取り組むべき環境保全を具体化した認証制度で

す。グリーン経営に取り組むことにより費用削減や事故削減などの効果が期待できます。

グリーン経営講習会参加申込書

（案内図）

会 社 名

所 在 地

電話番号

参加者名

三重県トラック協会業務部送付先

TEL059-227-6767

〆切 ＜定員になり次第＞FAX 059-225-2095 １２ ２０月 日
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◆スピードリミッター装置助成・実績報告書提出のお願い

（提出期限 今月２０日で終了・厳守）

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

安全装置等(後方視野確保支援装置)導入助成の指定対象機器の追加◆

●安全装置等（後方視野確保支援装置）導入助成の指定対象機器が新たに追加されました。

メーカー名 機器装置名 ・ 機種型式

カービジョン ルームミラー型モニター安全 【追加新機器】

三菱電機 「対象型式」 ＣＭ－７２００装置

＊ なお、最新の全指定機種等一覧は 三重県トラック協会ホームページでご確認下さい。

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

（申請期限 今月２５日で終了）◆１８年度低公害車導入促進助成金

１８年度も低公害車の導入、そして改造にかかる助成を国・県・トラック協会が行っておりま

すが、三重県トラック協会への助成金申請は当初の案内の通り

まで平成１８年１２月２５日(月)

とさせていただきますので、導入の予定があり、まだ申請されてない方は期日までに申請下

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
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ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ環境対策事業◆ 蓄熱マットの斡旋
エンジンを切っても暖かく眠れる蓄熱マットの斡旋をしています。

トラック協会へ申し込むと１枚につき、１０，０００円の負担で購入

できます。 ＜購入価格１８，０００円のところ８，０００円助成＞

助成申請書にて申込み下さい。
商 品

品 名 一休さん メーカー ㈱ソウシン

販売店 日通商事 斡旋価格 ¥10,000

＊税・送料込

使用頂くには直流２４Ｖの車両コンセントが必要です。コンセントを設置できない車両もありま

すので車両販売店でご確認下さい。コンセント設置料は価格に含まれておりません。

手続きの流れ

①申請用紙に必要事項を記入し、トラ協へ送付

②㈱ソウシンから「一休さん」が宅配で届く

③日通商事から請求書が届く

④銀行振込等で料金をお支払い下さい

【 】申込〆切 平成１９年２月２８日

申請用紙については、トラック協会総務部へご連絡いただくか、ホームページからダウンロードしてください。

問い合わせ ： 社団法人三重県トラック協会 総務部 TEL 059-227-6767

＜新助成＞◆ 携帯型電気毛布（ぬくぬくブランケットDX）の斡旋
ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ環境対策事業

待ち時間や休憩時に、エンジンを停止させ（キーはACC位置）シガーライター部にコンセント

を差込みスイッチをONにするだけで暖かく休息することができる携帯型電気毛布を斡旋をし

ています。

トラック協会へ申し込むと１枚につき、１３，７５０円の負担で購入できます。

＜購入価格２６，２５０円のところ１２，５００円助成＞ 助成申請書にて申込み下さい。

商 品
品 名 ぬくぬくブランケットDX メーカー ㈱ヨシオ

販売店 ㈱ヨシオ 斡旋価格 ¥13,750

＊税・送料込

使用頂くには直流２４Ｖの車両コンセントが必要です。コンセントを設置できない車両もありま

すので車両販売店でご確認下さい。コンセント設置料は価格に含まれておりません。

手続きの流れ

①申請用紙に必要事項を記入し、トラ協へ送付

②㈱ヨシオから「ぬくぬくブランケットDX」が宅配で届く

③㈱ヨシオから請求書が届く

④銀行振込等で料金をお支払い下さい

【 】申込〆切 平成１９年２月２８日

申請用紙については、トラック協会総務部へご連絡いただくか、ホームページからダウンロードしてください。

問い合わせ ： 社団法人三重県トラック協会 総務部 TEL 059-227-6767

他の業者で
購入された分については、
助成を行っておりません

他の業者で
購入された分については、
助成を行っておりません
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ｱｲドリングｽﾄｯﾌﾟ環境対策事業◆ 「ｴｱｰﾋｰﾀ」・「温水ﾋｰﾀ」購入助成金

対象車両 H18.4.1以降に取付けて購入価格が明確なもの

※メーカー、機種などの特定はありません

現在はベバスト製（ドイツ）が主流です。

助成金額 装置価格の２分の１（上限７．５万円）

※消費税、工賃は除く

申込方法 助成申請書に購入代金の領収証コピーを添付

【 】申込〆切 平成１９年２月２８日

申請用紙については、トラック協会総務部へご連絡いただくか、ホームページからダウンロードしてください。

お問い合わせ ： 社団法人三重県トラック協会 総務部 TEL 059-227-6767

◆ 夜間追突防止反射テープの斡旋

商 品 住友スリーエム製の反射テープ２０枚入り 定価９０００円

平成１９年２月２８日斡旋価格 消費税送料込み ￥４，４００ 申込〆切

◆ 年末年始の業務取り扱い
協会本部及び下記以外のｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ支部

12/29（金）～1/4（木）まで休業 1/5（金）から平常業務

桑員・鈴鹿ＳＣ

12/29（金）～1/8（月）まで休業 1/9（火）から平常業務

南紀支部

12/30（土）～1/3（水）まで休業 1/4（木）から平常業務

◆ 指定保養所追加指定

次の施設を指定保養所として追加しましたのでご利用下さい。

ホテルマリテーム海幸園 樹風花

〒517-0021 三重県鳥羽市安楽島町1075-113

TEL 0599-26-3711 FAX 0599-26-5546

ｈｔｔｐ：//www6.ocn.ne.jp./ m̃aritime/

注意
後付が、原則です。標準装備で新車価格に

含まれるモノは対象になりませんが、
オプションで価格が明確な場合はＯＫ

取付け後に
申請をする



- -8

◆ 新入会員のご紹介
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◆ 会員の所在地変更等

お詫びと訂正◆
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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

◆ 年間安全衛生管理計画の作成及び提出
厚生労働省は、職場内のリスクを低減し、すべての働く人々の安全と健康の確保を目指して

第10次労働災害防止計画を策定しました。その中で、トラック業界は、重点業種となっている

ので、年間安全衛生管理計画の策定と提出を求められています。そこで、提出用の計画書書

式を同封しましたので、ご活用いただき、管轄の労働基準監督署へ提出して下さい。

提出期限 平成１９年１月末日（年度計画にあっては同年４月末日）

提 出 先 管轄の労働基準監督署（提出用書式参照）
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◆ 第４２回全国陸災防大会 表彰
11月9日に神戸ポートピアホールで開催された全国陸災防大会で

下記の方が表彰されました

サンエン倉庫運輸㈱安全衛生表彰 事業場進歩賞

優良フォークリフト等運転者表彰
岩崎産業㈱ 永井信昭 ㈱ウエスギ運送 福田敏雄

菰野運輸㈱ 大谷偉久 センコー㈱ 甲斐浩二

大日運輸㈱ 国分秀樹 センコー㈱ 笠原 清

東海運送㈲ 大附正美 センコー㈱ 庭田 剛

◆ 年末・年始労働災害防止強調運動
年末年始は、荷動きの増加、気象条件、交通事情などの作業条件が悪化するため、労働災害

の発生が予想されます。陸災防（略称）本部では、「陸上貨物運送事業労働災害防止計画」に

基づき１２月・１月を強調期間と定め災害防止運動を展開します。

期 間 平成１８年１２月１日～平成１９年１月３１日

間のゆとりを配車に入れて 安全優先が我が社の運行ｽﾛｰｶﾞﾝ 時
実施内容

経営者は安全について所信を明らかにし、自らが職場の安全パトロールを①
実施し、従業員への呼びかけを行う。

安全管理者、安全衛生推進者等は、本運動期間中「職場の安全衛生自主②
点検」により職場の安全衛生点検を行う。

安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う。③

http://www.rikusai.or.jp/

と を同封しました「職場の安全衛生自主点検表」 「紙のぼり」

詳細は
WEBで･･･

自主点検表は、事業場規模によって（５０人以上５０

人未満）点検項目が異なるので規模に応じた点検表

を使用して下さい。（２つ折り裏表になっています）
自主点検のため点検表の提出は不要です。

「紙のぼり」は若干の余分がありますので、

ご希望の方に無料で差し上げます。

TEL059-225-0356陸災防へお電話下さい

◆交通労働災害防止のためのガイドライン
「交通労働災害防止のためのガイドライン」は平成６年２月に厚生労働省基準

局長から出された通達です。陸上貨物運送事業の従業員に対する教育や健

康管理、意識付けなどで交通労働災害の防止を図ろうというものです。リーフ

レットを同封しますのでご活用下さい。


