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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１９年６月

ＣＯＮＴＥＮＴＳ
◆整備管理者（選任後）研修の開催
◆運行管理者試験・願書販売等のご案内

試験日 H19.8.26（日）
申請・願書販売 H19.6.1（金）～6.22（金）

◆これからの適正化巡回指導の方針、方向性について
◆交通事故の傾向と事故事例
◆ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン 不正改造車を排除する運動
◆軽油価格調査のお願い
◆軽油価格の推移
◆衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成
◆運転席仮眠ﾍﾞｯﾄ用 蓄冷式クーラー 購入助成
◆夜間追突防止反射テープ斡旋 購入助成
◆エア・クリーナ・エレメント交換助成
◆指定保養所の一覧
◆保養施設〈（大和ﾘｿﾞｰﾄ㈱〉ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約開始のお知らせ
◆平成１９年度 助成事業一覧
◆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
◆ﾌﾟｰﾙ利用券の申込について
◆平成１９年度近代化融資制度のご案内
◆第31回中央近代化基金Ｎox・排ガス無担保融資推薦のご案内（全ト協融資）
◆県ト協 優秀運転者表彰受賞者
◆会員の所在地変更等

その他の発送物
・自動車安全運転センターのご案内（運転記録証明書交付申請書在中）
・中部ﾄﾗｯｸ総合研修ｾﾝﾀｰ 特別セミナー

変貌する最近の労働関係法令とその実務対応セミナー

*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◆

下半期日程と申込書の変更について
フォークリフト運転業務従事者安全衛生講習会のご案内◆
はい作業主任者講習会のご案内◆
夏期労災防止強調月間と全国安全衛生週間について◆
陸運と安全 ６月分 （NO.４５５）◆

☆職場の安全衛生自主点検表
事業場の規模に応じた自主点検を実施し、記録を保存下さい。

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=
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
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◆ 整備管理者（選任後）研修の開催
平成１９年度の整備管理者選任後研修（現在、整備管理者に選任されている方）が下記

により開催されます。本年度受講対象となる整備管理者の方に受講票（開催通知）を送付し

ていますので、各社で該当する管理者に連絡の上、受講について周知徹底をお願い致しま

す。

なお、前年度の研修会を欠席されている場合は、下記日程のいずれかの機会に必ず受講

願います。

各社において選任し、届出した整備管理者（２年に１度)１．研修対象者

２．研修日程及び場所

受 講 日 時 場 所 時 間

平成１９年６月２５日(月) メッセウイングみえ

７月 ２日(月) 北部輸送サービスセンター

13:30～16:10７月 ９日(月) 北部輸送サービスセンター

(受付１３：００～)７月１７日(火) メッセウイングみえ

７月２３日(月) メッセウイングみえ

８月 １日(水) 北部輸送サービスセンター

津市北河路町19-1 TEL059-223-4655メッセウイングみえ

四日市市新正４丁目8-8 TEL059-353-4522北部輸送サービスセンター

お問合せ先／(社)三重県トラック協会業務部 TEL０５９－２２７－６７６７

◆ 運行管理者試験・願書販売等のご案内
平成１９年度第１回運行管理者試験の予定 H19.4.11公示

試 験 日 平成１９年８月２６日（日）

平成１９年６月１日（金）～ ６月２２日（金）申請期間

願書販売 販売中(６/１～２２の間、トラック協会で販売します。)

郵送でのお取り扱いは6/15(金)到着分までとなります。

郵送での購入方法については、先月の定期発送をご確認下さい。
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これからの適正化巡回指導の方針、方向性について◆
トラック協会では中部運輸局長の指定を受けた地方適正化事業実施機関として、各

社が適正に運送事業経営を行って頂けるよう、定期的に巡回訪問を行っています。

コンプライアンス経営、法令遵守の社会的な要請の高まりを受け、トラック協会の

巡回訪問についても、トラック協会適正化運営委員会を中心に、実施方法の見直しの

必要性について議論が行われ、今後の巡回訪問を下記の方向性にて実施させて頂くこ

とになりました。

健全な事業経営のためにトラック協会の巡回訪問を有効に活用下さいますようよろ

しくお願い申し上げます。

これからの巡回指導は・・・ 主な変更点）（

○巡回指導のご案内は、運輸支局長名により発信されることになります。

○巡回指導のご案内の中に同封される「自主点検表」により、事前に事業所に

おいて点検記入して頂き、巡回指導当日、指導員にお渡し頂きます。

○社会保険未加入が社会問題化していますので、社会保険・労働保険等加入の

状況を詳しく拝見させて頂きます。

○巡回指導の結果、改善して頂きたい事項については、後日書面でどのように

取組んで頂いたのかご報告をお願いします。なお、運輸支局より、状況が改

善されない事業所については報告を求められています。

○巡回指導の訪問回数を増やすことにより、いろんなご相談をして頂けるよう

にします。

◆ 交通事故の傾向と事故事例
交通事故は、ひとたび事故を起こせば企業の経営を左右することはいうまでもなく、社会

的信用を失墜します。交通事故防止は、全社を挙げて取り組むべき最重要課題であります。

近年、大型トラックへの速度抑制装置（スピードリミッタ）の装着が図られてきましたが、車

両構造面の安全対策に加え、乗務員に対する適切な指導を実施して、積極的に交通事故防

止を推進しなくてはなりません。

本事故事例の事故分析では、双方の運転者の事故直前行動等を詳細に調査し、事故の

要因等を分析したものです。各社の事故防止・安全対策にご活用下さい。
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◆ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ黒煙ｸﾘｰﾝｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 不正改造車を排除する運動
国土交通省は、自動車の不正改造に起因する交通事故及び排出ガス、騒音等の環境悪化が深刻

な社会問題となっていることから、６月の１ヶ月間を「不正改造車を排除する運動」を実施いたします。

また、「ディーゼル黒煙クリーン・キャンペーン」の強化月間であることから警察庁、自動車検査独立

行政法人、軽自動車検査協会等と協力して全国で街頭検査などの活動を展開します。

三重県内での不正改造車両の街頭検査の実施計画は下記の通りです。

国土交通省 街頭検査による

①６月13日（水）13:30～ 松阪中道町 重量測定所

②６月22日（金）13:30～ 津市庄田町

サークルK久居庄田店

県道信楽上野線③６月28日（木）10:00～ 伊賀市服部町

森本設計㈱ 東側空地

検査の結果、不正改造車に対し

ては、整備命令が発令され、前

面ガラスに整備命令標章が貼付られます。整備命令に従わない場合、車両の使用

の停止等、厳正な処分となります。 なお、燃料については、硫黄分濃度測定器に

より検査し、不正軽油と判明した場合には、適正な燃料への入れ替えが命じられま

す。

自主点検のお願い
①エアクリーナ・エレメントの清掃、交換 ・・・・ トラック協会助成金制度あり

②燃料フィルタの定期的な交換 ・・・・ 定期点検等で交換されているか確認

③排ガスの黒煙濃度のチェック ・・・・ 運行前に黒煙チャート紙で確認＜５枚同封＞

④燃料噴射ポンプの封印チェック ・・・・ 封印を取り外して噴射量を調整すると黒煙が増加

◆ 軽油価格調査のお願い
調査研究事業の一環で、４ヶ月毎に軽油価格の調査を行っています。同封の調査用紙をご利用のう

え、調査にご協力をお願いします。＜５月購入分の軽油価格＞

◆軽油価格の推移

街頭検査の検査項目

・窓ガラスへの着色フィルム及び装飾板
・クリアレンズ等のｳｨﾝｶｰやﾃｰﾙﾗﾝﾌﾟ
・基準不適合マフラー
・黒煙測定器で排ガス濃度のチェック

・さし枠取付などの二次架装
・ディーゼル車の黒煙
・不正軽油の使用

・燃料噴射ポンプの封印チェック
不正不正
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◆ 衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成
◎ トラック協会の助成金

衝突事故を削減し安全運行の確保支援を目的に、会員事業者が衝突被害軽減ブレーキ装置車両を

新たに購入又はリースし装着した場合、費用の一部を助成いたします。

【助成対象装置】 前方障害物に衝突しそうになった時、警報制動、補助制動、主制動の順でブレーキ

（改正「前方障害物衝突軽減制動装機能が作動し、事故被害を軽減しようとする装置

置の技術指針」平成１７年１１月１５日・国自技第１８１号に適合する装置）

＊ H１９．４．１ ～ Ｈ２０．３．１５の間に取付けたもの

【取付対象車両】 三重県内の営業所に配置された事業用貨物自動車

【申 請 期 間】 Ｈ１９．４．１ ～ Ｈ２０．３．１５ ＊予算枠に達した場合、受付は打ち切ります

【助 成 金 額】 装置１台あたり１１万円

【申 請 方 法】 装着後、協会へ申請する （事後申請）

申請書(様式３)・車検証(写)・装置部分の領収書(写)又はリース契約書(写)を提出

＊ リース契約書は車体番号、登録番号がわかるもの

参考 国土交通省の補助金

国土交通省においても、事業用の大型貨物自動車に衝突被害軽減ブレーキ装置を新たに

導入する場合、補助金が交付される制度ができました。

【申請対象車両】 「前方障害物衝突軽減制動装置の技術指針」に適合する装置を

H１９．４．１ ～ Ｈ２０．３．３１の間に取付け、登録される車両

【申 請 期 間】 Ｈ１９．４．１ ～ Ｈ２０．１．１５

【補 助 金 額】 対象装置取得に要する経費の１／２ （補助限度２７．５万円）

【申 請 方 法】 事前申請（厳守）

＊提出物 申請書・計画書・経費所要額等調書・見積書･仕様書・

営業報告書・自動車事故防止対策書・運輸安全マネジメントに係る基本的

な方針、輸送の安全に関する目標、計画の策定書等

【実 績 報 告】 補助対象事業完了後、１ヶ月以内又は翌年４月１０日のいずれか早い日ま

でに提出

＊提出物 実績報告書・見積書・仕様書・車検証(写)・写真・納品書(写)・領収書(写)

（ﾘｰｽは賃貸契約書(写)・貸与料金算定根拠明細書）等

＊実績報告後、補助金額の確定通知を受け、補助金の支払い請求を行う。

【そ の 他】 申請書類等の提出部数は５部（正１部・副４部）。

申請状況及び実務手続き上、上記の申請対象車両の登録期間、申請期間、

実績報告期間が短縮変更されることがあります。

リースの場合はリース事業者が申請等行う。

【申請、報告書の提出先】 中部運輸局三重運輸支局 輸送課 ℡ ０５９－２３４－８４１１
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◆ 蓄冷式クーラー 購入助成運転席仮眠ベッド用

環境対策事業の一環として、本年度も「蓄冷式クーラー」の快眠･･･

購入費用の助成を行います。

蓄冷式クーラー１台につき

助成金額 購入価格の半額（上限 75,000円）を助成します。事後申請です！

（蓄冷式クーラーについては、販売事業者を特定しません。）

申込締切：平成20年2月29日

申請書に領収書の写しと商品名等がわかるものを添付して、トラック協会 総務部宛にご提

出下さい。

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。

◆夜間追突防止反射テープ斡旋 購入助成
夜間は昼間と違い、他の車などが見えにくくなります。車間距離を多めに

取ることが大切です。そこで、他の車からよく見えるように、反射テープの使

用をお薦めします。トラック協会では、定価の半額程度で購入斡旋致します。

標準仕様品 １セット（２０枚） 定価 9,000円 ※一枚 5.5㎝×47㎝

↓↓↓

（価格は税・送料込み金額です）会員購入価格 ４，４００円

申請書に会社名と、希望セット数をご記入の上、トラック協会 総務部宛にFAX下さい。

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。

◆エア・クリーナ・エレメント交換助成
環境対策事業の一環として、本年度も「エア･クリーナ･エレメント」の交換に対して助成を行

います。 で、助成金の です。請求の〆切は9月･2月末 お支払はそれぞれ10月･3月末

助成申請書（協会が作成した車両明細付き申請書）は しますので、交換日を８月中頃にＦＡＸ

記入し、トラック協会 総務部宛に郵送下さい。

対象車両：平成19年3月1日～平成20年2月28日の間にエレメントを交換した車両

※一車両につき年一回の助成。（三重県登録車両に限る）

◆指定保養所の一覧
三重県トラック協会の指定保養所ご利用で、助成（一律１，５００円）をさせていただいてお

ります。湯ノ山温泉・榊原温泉・鳥羽・答志島・賢島・赤目など、各地に保養所があります。今

回はその一覧表を同封させていただきます。

利用券のご注文はお電話にて承ります。
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◆保養施設（大和リゾート㈱）ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約開始のお知らせ
大和リゾート㈱（ダイワロイヤルホテルズ）のご予約がｲﾝﾀｰﾈｯﾄで出来るようになりました。

三重県トラック協会員事業所専用のＵＲＬに接続し、パスワード･ＩＤを入力しログインしていた

だきますと、特別料金（契約保養所料金表示）での宿泊予約が出来ます。

http://www.daiwaresort.co.jp/c_keiyaku.htmlﾀﾞｲﾜﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙｽﾞ会員事業所専用URL

契約先コード （三重県トラック協会員様固有の番号）『 』

『 』パスワード

※従来どおりの、お電話での予約も各ホテルにて受付しておりますが、混み合う事があり

ご迷惑をおかけする事がありますので、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ予約が便利です。

◆平成1９年度 助成事業一覧
既にご利用されているものもあるかもしれませんが、外部研修機関

などの利用に対する助成事業を一覧表にしました。まだご利用されて

いない方・ご存知でなかった方はこの機会に是非ご利用下さい。

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

安全 ㈱日本ヴューテック リアヴューモニター「対象機種」TKV-S30

装置 〈但し、TKV-S30（OD）はオンダッシュ方式のため

対象外。識別方式としては、納品書及び保証書

にTKV-S30(OD)と明記されている。〉

＊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ﾍﾟｰｼﾞでご確認下さい。

◆プール利用券の申込みについて

今年度も、従業員の福利厚生のための事業として下記の施設の

プール利用補助券を発行いたします。

長島ｼﾞｬﾝﾎﾞ海水ﾌﾟｰﾙ 大人：1,150円 小人：900円 幼児：500円

鈴鹿ｻｰｷｯﾄﾌﾟｰﾙ 大人：1,000円 小人：700円 幼児：550円

対象は、三重県ナンバーの営業用トラックのある会員事業所の

従業員とそのご家族です。同封した専用の申込書で会社単位に申し込んで下さい。なお、

第１次〆切までにお申し込み頂いた方には６月下旬頃に送付を予定しています。

TEL：０５９－２２７－６７６７（担当：総務部）



- -8

◆平成１９年度 近代化融資制度のご案内
１９年度県トラック協会の近代化融資の募集が6/15からはじまります。

排ガス規制代替融資で抹消する車両については１５条（永久）・１６条（一時）抹消のどちら

でもおこなえます。詳細は別紙にて記載してありますのでご参照ください。

申込用紙については、トラック協会総務部へご連絡ください。 TEL 059-227-6767

取引銀行 商工中金 借入利金 2.25％（4/10現在）

申込期間 ①6/15～7/13 ②10/1～19・・・年に２回募集

種 類 Ａ 一般融資 Ｂ 排ガス規制代替融資

物流施設（事務機器含む） 基準適合しないトラックを廃車して

対 象 物 福利厚生施設 基準適合車を購入する。

車両・荷役機械の購入 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ代替（ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ→ﾊﾞｯﾃﾘｰ）

利子補給 0.8%（実質金利 1.45% 4/10現在） 1.2%（実質金利 1.05% 4/10現在）

償還期間 設備10年以内 車両5年以内 5年以内

限 度 額 会員3000万円 組合1億円 6000万円

留 意 点 過去3年以内に利用の場合は 廃車は１５条（永久）・１６条（一時）

再融資の制限あり のいずれかでよい

※自己資金で購入代金を支払い済みの場合は対象にはなりません。

（全ト協融資）◆第3１回中央近代化基金Nox・排ガス無担保融資推薦のご案内

全ト協が実施する中央近代化基金融資（Nox・排ガス無担保融資)の公募が6/15からはじ

まります。

融資総枠 10億円 公募期間 6/15～8/31（県ト協必着）

限 度 額 １事業者 2000万円 申 請 先 県トラック協会

対 象 商工中金との取引資格がある又は取引資格取得予定で商工中金が金融審

査をおこない返済力に問題がないと認められる事業者

融資利率 Nox・排ガス融資の所定利率に1.35%を加算した利率

償還期間 ５年以内 担 保 なし

利子補給 年1.2%

取扱機関 商工中金（本支店）

通 知 日 融資推薦適否通知予定日は9/14頃

詳細についてはトラック協会総務部までご連絡ください。

TEL：０５９－２２７－６７６７（担当：総務部）
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◆県ト協 優秀運転者表彰受賞者

通常総会（5/28）で、優秀運転者の表彰式が行われました。お忙しい中、

運転者、或いは会社の方にもたくさんご出席頂きました。この表彰は、10年・

15年・20年間無事故・無違反で、ドライバーとして、長くお勤めの方が対象となっており、同封

の一覧表が今回の受賞者の方々です。ドライバー表彰の機会はまだまだありますので、今

回受賞された方に負けないように頑張って頂きたいと思います。

◆ 会員の所在地変更等

定期発送をご覧下さい
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陸災防からのお知らせ
*陸災会員のみ

運転技能講習 と の について◆フォークリフト 下半期日程 申込書 変更

６月１日から受講申込書が変更になりました。用紙サイズをＢ５版からＡ４版に変更し、

色も白色としコピーして使用できるようにしました。下半期の案内書、日程表と併せ

て同封しますので、原本として保存してご利用下さい。

また、三重県トラック協会のホームページからダウンロードが可能になりました。

http://www.santokyo.or.jp三重県トラック協会 URL

申込み可能の上期講習は、下記のとおりです。

学科７時間 実技２４時間●普通免許をお持ちの方（31時間講習）
会場 学科 実技 8:00～17:00 講習名

第１日 第２日 第３日8:30～17:30

63-Ⅰ四日市 8/18(土) 8/19(日) 8/26(日)

63-Ⅱ8/17(金) 8/20(月) 8/21(火) 8/22(水)

63-Ⅲ8/23(木) 8/24(金) 8/25(土)

65-Ⅰ四日市 9/11(火) 9/16(日) 9/22(土) 9/23(日)

65-Ⅱ9/18(火) 9/19(水) 9/20(木)

66-Ⅰ四日市 9/14(金) 9/28(金) 9/29(土) 9/30(日)

66-Ⅱ9/25(火) 9/26(水) 9/27(木)

◆フォークリフト運転業務従事者安全衛生講習会のご案内

労働安全衛生法第６０条の２の２の規定に基づき示された安全衛生教育に関する指針によって、事業

者は、フォークリフトの運転に従事させる者に対して安全衛生教育を実施する努力義務があります。

そこで各地域の労働基準協会とタイアップし、標題の講習会を開催しています。

9:00～16:00開催日時 ７ １１平成19年 月 日 (水)

北部輸送サービスセンター 四日市市新正４丁目８－８開催場所

フォークリフト運転技能講習修了証取得後３年以上経過している者対 象 者

（受講料3,200円･テキスト代1,300円）講習費用 ４, ５００円

四日市市西浦１丁目1-10 ℡059-353-3910申 込 先 四日市労働基準協会

月 日(但し定員１００名に達し次第〆切）締 切 日 7 3

お申込みは、申込書と費用を四日市労働基準協会へご持参頂くことになっています。

なお、このほかに、松阪６月１９日（申込み可能）、四日市１１月２月、津８月、桑名２月、伊賀３月の開
催を予定をしています。日程等が決まり次第、適宜お知らせいたします。
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◆はい作業主任者講習会のご案内

「はい作業」とは、倉庫、上屋、土場で穀物等のばら物以外の荷の積み上げ、

積み下ろし作業のことです。事業者は、労働安全衛生法第１４条において、

荷の高さが２メートル以上となる場合には、荷役機械の運転者のみによって

行われる場合を除いて、はい作業主任者技能講習を修了した者のうちから

作業主任者を選任し、労働者の指揮をさせることが定められています。

開催日時 第１日 月 日（火）8:45～16:00 第２日 月 日（水）8:45～17:007 17 7 18

開催場所 三重県トラック会館 ３Ｆ 津市桜橋３丁目５３ー１１

受講資格 はい付け、はいくずし作業に３年以上従事した経験を有する者。

講習費用 ６，５００円（受講料5,300円･テキスト代1,200円を含む。）

申込書は、三重県トラック協会のホームページからダウンロード可能です

http://www.santokyo.or.jp三重県トラック協会 URL

と について◆夏期労災防止強調月間 全国安全衛生週間

夏期労災防止強調月間 平成１９年７月１日～７月３１日

時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ガン

全国安全衛生週間 平成１９年７月１日～７月７日

組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場スローガン

実施内容

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

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点検を行う。②

。③安全旗の掲揚、安全ポスター・のぼり等の掲示を行う

http://www.rikusai.or.jp/自主点検表を同封しました。ご利用下さい。

Ｎｏ．４５５◆陸運と安全 ６月分

詳細は
WEBで･･･


