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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７月

ＣＯＮＴＥＮＴＳ

◆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
◆飲酒運転防止管理機器（アルコール検知器）導入助成 <１９年度 新事業>
◆睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査 <検査・医療機関追加>
◆夏の交通安全県民運動

＊運動期間 7/11（水）～7/20（金）
◆ﾄﾞﾗｲﾊﾞｰｺﾝﾃｽﾄ結果報告
◆軽油価格調査 結果報告 <平成19年５月>
◆エコドライブコンテスト参加事業者募集
◆県ト協融資・全ト協融資の〆切迫る！

＜２次募集は１０月＞＊県ト協〆切（第１次募集分） 7/13（金）
全ト協〆切 8/31（金）

◆チャレンジ１２３参加助成の〆切迫る！
＊〆切 7/20（金）

◆駐車監視員活動ガイドラインの拡大について
◆ＥＭＳ（ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ管理ｼｽﾃﾑ）用機器導入助成
◆安全装置等（後方視野確保支援装置）導入助成
◆被害軽減ブレーキ装置導入助成
◆国土交通省の「被害軽減ブレーキ装置導入」利用に対する助成

＊長島温泉・鈴鹿サーキット◆プール利用券の申込み受付中
◆平成19年度 全日本トラック協会優秀運転者顕章（関係会員のみ）
◆新入会員のご紹介
◆会員の所在地変更等

＜その他啓発物＞
・不適切な運行管理に厳罰、是正なければ許可取消 ＜ﾁﾗｼ＞！
・夏の交通安全県民運動（7/11～20） ＜ﾁﾗｼ＞
・エコドライブコンテスト＜ﾁﾗｼ＞
・「睡眠時無呼吸症候群」に注意しましょう！ ＜パンフレット＞
・トラック税制の基礎知識 ・点検整備ハンドブック

*陸災会員のみ陸災防からのお知らせ
第25回ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転競技三重県大会＜結果＞◆

（申込み可能直近分）◆フォークリフト運転技能講習
Ｈ１９年度はい作業主任者技能講習のご案内◆

＊講習日時 7/17（火） 8:45～16:00
7/18（水） 8:45～17:00

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◆
＊講習日時 8/22（水） 9:00～16:00

と◆夏期労働災害防止強調月間
全国安全衛生週間 ・・・紙のぼり・・・について

平成1９年度 陸災防本部 事業場安全衛生表彰及び◆
優良ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ等運転者表彰の候補者推薦募集

陸運と安全衛生 7月分 （NO.456）◆

=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=*=

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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◆ 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（新規事業 ・ 取組途上事業も対象）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）ユニークビジネス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に合致していること

②助成対象者の要件

（１）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５０両以下又は従業員１００人以下、大手事業者との資本関係が

ないこと、又は大手荷主企業を親会社とする物流子会社でないこと）

（２）既にこの助成事業で認定を受けた事業者でないこと、又トラック協会以外の助成金

を受けない事業であること

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 (創意工夫等の度合いにより助成額が決定されます)助成金額

第１期 平成１９年７月２日(月)～平成１９年８月３１日（金）申請

第２期 平成１９年１０月１日（月）～平成１９年１２月２０日（木）受付期間

所定の申請書、添付書類を三重県トラック協会へご提出下さい

①運輸局及びインセンティブ審査委員会において各々審査され（一次審査：書類審査後その他

二次審査：ヒアリング、面接審査が実施されます）、事業内容が本事業趣旨に合致し

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

◆飲酒運転防止管理機器(ｱﾙｺｰﾙ検知器)導入助成
飲酒運転を防止し、安全運行を確保する目的に、会員事業者が飲酒運転防止管理機器(アルコール検

知器)を新たに購入又はリースし導入した場合、費用の一部を助成いたします。

【助成対象機器】 呼気中のアルコール濃度を測定できる検知器で、１台６千円（消費税除く）以上

のもの （事務所での関連管理用機器、ソフト等、また携帯電話用等の型でも可）

＊Ｈ１９．４．１～Ｈ２０．２．２９の間に三重県内の営業所に導入されたもの

【申 請 期 間】 Ｈ１９．７．１ ～ Ｈ２０．２．２９ ＊予算枠に達した場合、受付は打ち切ります

【助 成 金 額】 取得価格(消費税除く額）の１／２ 上限 １社あたり５万円

【申 請 方 法】 導入後、協会へ申請する （事後申請）

申請書・内訳書・領収書(写)又はリース契約書(写)及び請求明細等(写)を提出

＊領収書・リース契約書・請求明細等はメーカー、機器型式名、台数がわかるもの

（申請される方はトラック協会へ申請書類を請求ください。）



- 3 -

◆ 睡眠時無呼吸症候群ｽｸﾘｰﾆﾝｸﾞ検査 検査・医療機関追加
睡眠時無呼吸症候群(SAS)スクリーニング検査助成対象の検査・医療機関を追加しました。

ＳＡＳスクリーニング検査を活用し、「交通事故」・「労災事故」撲滅に努めて下さい。

※同封パンフレットをご覧下さい。

■検査・医療機関

指定医療機関 検査方式 検査料金 助成額 会員負担

NPO法人 フローセンサ ５,０００円 ３,７５０円 １,２５０円

睡眠健康研究所

日本特殊陶業㈱ フローセンサ ５,０００円 ３,７５０円 １,２５０円新

NTKメディカルサービス規

四日市社会保険病院 パルスオキシメトリ ３,５００円 ２,６２５円 ８７５円新

健康管理センター規

☆ＮＰＯ法人 睡眠健康研究所

〒305-0031 茨城県つくば市吾妻３－７－１５ TEL ０２９－８５１－２００９

☆日本特殊陶業㈱ NTKメディカルサービス

〒485-8510 愛知県小牧市岩崎２８０８ TEL ０５６８－７６－４６９７

☆四日市社会保険病院 健康管理センター

〒510-0016 三重県四日市市羽津町１０－８ TEL ０５９－３３１－１２１１(代)

お問い合せ先 ／ 三重県トラック協会業務部 TEL０５９－２２７－６７６７

http://www.santokyo.or.jpまたはホームページで

◆ 夏の交通安全県民運動

期間 平成1９年 月 日（水）～ 日（金）7 11 20
実施要項を同封しました。

◆ ドライバーコンテスト結果報告
日 時 平成１９年６月１６日（土）10:00～ 於：北部輸送サービスセンター（四日市）

参加数 ７社２３名 ＜２ｔ部門６名 ４ｔ部門８名 11ｔ部門９名＞

（敬称略）成績優秀者
部門 １位 ２位 ３位
２㌧ 佐藤 勝秋 北角 学 大谷 徹

㈱水谷運輸倉庫 日本通運㈱ 佐川急便㈱
４㌧ 寺内 義樹 村田 伸二 井上 篤史

センコー㈱ ㈱水谷運輸倉庫 日本通運㈱
11㌧ 早川 元人 田中 雅之 伊藤 允

日通三重自動車運送㈱㈱水谷運輸倉庫 ㈱水谷運輸倉庫

重点項目

①子どもと高齢者の交通事故防止

②飲酒運転の根絶

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

総 合 優 勝
寺内 義樹 センコー㈱
総合準優勝

村田 伸二 ㈱水谷運輸倉庫



- 4 -

◆ 軽油価格調査 結果報告 平成１９年５月

定期発送をご覧下さい。
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◆ エコドライブコンテスト参加事業者募集
環境省、独立行政法人環境再生保全機構ではエコドライブ活動が全国に普及することを目的として、

エコドライブコンテストを開催しています。参加を希望される事業者は別添のパンフレット資料をご覧頂

きお申し込み下さい。

コンテストの概要

書類審査です。２つの応募コースから選択して申し込んで頂きます。

①コンテストコース ： エコドライブを積極的に取り組んでいる事業者が対象

※優秀な事業者の活動、成果は表彰の対象になります

②アンケートコース ： エコドライブを取り組もうとしている事業者等が対象

※エコドライブの関係資料の提供等を受け、活動の動機付けや活動の見直し、改善等に

活用頂きます。

【応募方法】 ホームページ、ＦＡＸ、郵送のうちいずれかで応募後、コースに応じて審査票用紙又

はアンケート用紙を取得して頂き、用紙に記入して送付頂きます。

【応募受付】 ～８月３１日(金)まで 【参加費】 無料

【申込先・問い合せ先】 エコドライブコンテスト運営事務局

株式会社 アスア ＴＥＬ ０３－５５４０－６５３６

◆県ト協融資・全ト協融資の〆切迫る！
1９年度県トラック協会の近代化融資の第1次〆切、並びに全日本トラック協会が実施している中央近

代化融資の〆切が迫っています。ご利用される場合はお早めにお申込下さい。それぞれの〆切は下

記のとおりです。

県ト協：７月１３日 ＜金曜日＞（第２次募集は１０月です）

全ト協：８月３１日 ＜金曜日＞

◆チャレンジ１２３参加助成の〆切迫る！
5月の定期発送で、ご案内を致しました無事故・無違反チャレンジ１２３に多数ご参加いただきありがと

うございます。三重県への参加の申し込みが完了され、県ト協に参加費用助成金の申請が未だお済

みでない場合、早急にご請求下さい。本助成はトラック協会が行なっております。お間違えのないよう

お願い致します。

〆切：7月20日

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

◆駐車監視員活動ガイドラインの拡大について
平成１８年６月１日から駐車監視員による放置車両の「確認」や「放置車両確認標章の取付け」が実施

されておりますが、この度７月１日より監視重点路線、区域 が拡大されます。（別紙参照）

協会では、行政に対し駐車ベイの設置等引き続き要望活動を行って参りますが、会員事業者におかれ

ましても違法駐車の撲滅にご協力賜りますようお願い申し上げます。
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◆ ＥＭＳ(エコドライブ管理システム)用機器導入助成
交通安全・環境対策事業の一環で、安全運行の励行と環境改善を支援することを目的に、会

員事業者がEMS(ｴｺﾄﾞﾗｲﾌﾞ管理ｼｽﾃﾑ)用機器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。

対象機器につきましては、ホームページをご覧下さい。＞【助成対象装置】 ＜

助成基準を満たすデジタコ・ドライブレコーダー等の車載端末機

＊ H１９．４．１ ～ Ｈ２０．２．１５の間に取付けたもの

【 】 三重県内の営業所に配置された事業用貨物自動車取付対象車両

【申 請 〆 切】 Ｈ２０．２．１５ ＜ ＞予算枠に達した場合、受付は打ち切ります

【助 成 金 額】 車載端末器１台あたり２万円

【助 成 限 度】 １社あたり２０台以内

申請書＋内訳書＋領収書(写)又はリース契約書(写)【申 請 方 法】

及び請求明細等(写)を提出

領収書・リース契約書・請求明細等はメーカー、型式、台数がわかるもの＊

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。

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

◆ 安全装置等(後方視野確保支援装置)導入助成
(後交通安全対策事業の一環で、安全運行の確保支援を目的に、会員事業者が安全装置等

を新たに購入又はリース装着した場合、費用の一部を助成いたします。方視野確保支援装置)

【助成対象装置】＜ ＞対象機器につきましては、ホームページをご覧下さい。

後方視野確保支援装置として次の全ての機能を有するもので、装置の装着

にあたっては道路運送車両の保安基準に抵触しないこと

① 後退時の後方視野が確保できること

② 運行時(前進も含む)において後方視野が確保できること

③ 概ねルームミラーの位置において後方視野が確保できること

＊Ｈ１９．４．１ ～ H２０．２．１５の間に取り付けたもの

【 】 三重県内の営業所に配置された事業用貨物自動車取付対象車両

＜ ＞【申 請 期 間】 Ｈ１９．７．１ ～ Ｈ２０．２．１５ 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２万円

【助 成 限 度】 １社あたり２０台以内

【申 請 方 法】 申請書＋内訳書＋領収書(写)又はリース契約書(写)

及び請求明細等(写)を提出

＊領収書・リース契約書・請求明細等はメーカー、機器型式名、台数がわかるもの

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。

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

取付け後に
申請をする

取付け後に
申請をする
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◆ 被害軽減ブレーキ装置導入助成

交通安全対策事業の一環で、追突事故を削減し安全運行の確保支援を目的に、会員事業

者が被害軽減ブレーキ装置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。

＜現時点では日野自動車 「プロフィア」シリーズのみ装備＞【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

ブレーキ機能が作動し、事故被害を軽減しようとする装置

＊ H１９．４．１ ～ Ｈ２０．３．１５の間に取付けたもの

【 】 三重県内の営業所に配置された事業用貨物自動車取付対象車両

＜予算枠に達した場合、受付は打ち切ります＞【申 請 〆切】 Ｈ２０．３．１５

【助 成 金 額】 装置１台あたり１１万円

申請書＋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【申 請 方 法】

＊ リース契約書は車体番号、登録番号がわかるもの

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。

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

国土交通省の「被害軽減ブレーキ装置導入」利用に対する助成◆

が実施している「衝突被害軽減ブレーキ装置導入助成」の概要国土交通省

対象車両 適合する装置を の間に取付、登録される車両Ｈ１９．４．１～Ｈ２０．３．３１

対象装置取得に要する経費の１／２（補助限度２７．５万円）補助額

交付申請書提出 → 交付決定書交付 → 取付け → 実績報告書（請求）申請方法

申請〆切 Ｈ２０．１．１５

お問い合わせ先

中部運輸局三重運輸支局 輸送課詳細については、

℡ 059-234-8411)へお問い合わせください。

取付け後に

申請をする

（注意）

事前申請
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◆プール利用券の申込み受付中

長島温泉と鈴鹿サーキットのプールが各施設利用料金の半額で

利用できます。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扶養家族です。

６月の定期発送に同封した申込書で会社（営業所）単位に申し込んで下さい。

申込書がお手元にない場合はお電話でお申し付け下さい。

申込先：トラック協会 総務部 TEL:０５９－２２７－６７６７

◆平成1９年度 全日本トラック協会優秀運転者顕章（関係会員のみ）

全ト協優秀運転者顕章の候補者を本年度も公募致します。

応募資格は無事故・無違反期間が５年以上の運転者の方です。

同封の規程をご覧の上、ご応募下さい。

なお、この顕章の推薦書をもって今後行われる表彰のノミネート資料と

させて頂きます。

◆新入会員のご紹介

定期発送をご覧下さい。

◆ 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

◆第25回 ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ運転競技三重県大会＜結果＞
開催日時 平成19年6月23日（土） 参加者数 ９社２６名

開催場所 三重県トラック会館 競技種目 学科・点検・実技

井後 政勝 日通三重自動車運送㈱優 勝

田邊 邦雄 日通三重自動車運送㈱準優勝

大西 茂道 ㈱水谷運輸倉庫技能賞

神田 清 センコー㈱三重支店技能賞

原 正明 センコー㈱三重支店技能賞

おめでとうございます

（申込み可能直近分）◆フォークリフト運転技能講習

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 （コース名）8:30～17:30

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)

68-Ⅰ四日市 10/18(木) 10/21(日) 10/27(土) 10/28(日)

68-Ⅱ10/23(火) 10/24(水) 10/25(木)

69-Ⅰ津 10/30(火) 11/4(日) 11/10(土) 11/11(日)

69-Ⅱ11/6(火) 11/7(水) 11/8(木)

69-Ⅲ10/31(水) 11/1(木) 11/2(金)

学科７時間 実技４時間●大型特殊免許をお持ちの方（１１時間講習）
会場 講習名学科 実技

（コース名）8:30～17:30 13:00～17:00

68-Ⅰ四日市 10/18(木) 10/19(金)

72-Ⅰ津 11/29(木) 11/30(金)

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

会場 8:00～17:00 コース名8:30～17:30 8:30～12:30

第１日 第２日 第１日 第２日 第３日

72-Ⅰ津 11/29(木) 11/30(金) 12/2(日) 12/8(土) 12/9(日)

78-Ⅰ四日市 2/21(木) 2/22(金) 2/24(日) 3/1(土) 3/2(日)

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。

申込書、日程表等は、三重県トラック協会のホームページからダウンロードできます

http://www.santokyo.or.jp三重県トラック協会ホームページ URL

TEL059-225-0356お問合せ 陸災防 三重県支部
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◆はい作業主任者講習会のご案内
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に作業主任者を選任し労働者の指揮

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。）

申込書等は、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.jpURL

◆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 ８ ２２平成19年 月 日 (水)

三重県トラック会館開催場所

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

059-227-3817申 込 先 津労働基準協会 津市栄町3丁目261笠間ビル2F

定員１００名に達し次第〆切締 切 日

お申込みは、申込書と費用を津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、四日市７月１１日、１１月、２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。

と について◆夏期労災防止強調月間 全国安全衛生週間

時間のゆとりを配車に入れて安全優先が我が社の運行夏期労災防止強調月間 7/1～31

組織で進めるリスクの低減 今一度確認しよう安全職場全国安全衛生週間 7/1～7

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

◆安全衛生表彰とフォークリフト運転者表彰の推薦
１１月１４日名古屋市で開催される陸災防大会において、優良な会員事業場とフォークリフト

運転者の表彰があります。同封の表彰基準で該当があれば、ぜひ応募してください。

事業場安全衛生進歩賞 フォークリフト運転者表彰
詳細は同封の表彰の推薦についてをご覧下さい。

◆陸運と安全衛生 ７月分 NO.456

紙のぼり
同封しました


