
 
 

（ 報 告 ） 

令和元年度事業報告 

自 平成 31 年４月１日 

至 令和２年３月 31 日 

 

第１章  庶 務 事 項 

１．住所及び名称 
 住 所 青森市大字荒川字品川 111 番地３ 

 名 称 公益社団法人青森県トラック協会 

 

２．会員及び役員 
 会 員 令和２年３月 31 日現在 686 名 

 役 員 理事 32 名 監事２名 

  

３．入会者 

No. 業種 名 称 代表者 所在地 承認年月日 

１ 一般 株式会社ＭＩＴＳＵＹＯＳＩ 三 橋 善 文 五所川原市沖飯詰帯刀 90-4  元.５.27 

２ 一般 有限会社藤通 富 谷 尚 久 南津軽郡藤崎町藤崎下川原 64-6 元.６.14 

３ 一般 トーヨー工業株式会社 種 市 治 雄 上北郡六ヶ所村尾駮野附 211-2 元.６.14 

４ 一般 トラスト物流株式会社 東北営業所 大 坂 恭 章 青森県上北郡おいらせ町青葉 5-50-1978 元.６.14 

５ 一般 釜渕エクスプレス株式会社 釜 渕 嘉 与 八戸市市川町赤川下 42-8 元.10.29 

６ 一般 株式会社Ｓｎｏｗ ｐｒｏｕｄ 小 舘 史 武 つがる市木造筒木坂鳥谷沢 15-88 元.10.29 

７ 一般 株式会社目時運送 目 時  勝 十和田市相坂小林 253-6 元.10.29 

８ 一般 株式会社 城北 齋 藤 拓 靖 弘前市福田 1-3-4 元.10.29 

９ 一般 株式会社 光興業 乙 部 清 光 上北郡東北町下山 31-2 元.10.29 

10 一般 トランスパック株式会社 青森営業所 遠 藤 勇 太 八戸市北インター工業団地 5-1-4 ２.３.19 

11 一般 丸喜重量運輸青森株式会社 工 藤 博 文 弘前市賀田 1-7-1 ２.３.19 

12 一般 株式会社ハート引越センター 青森営業所  村 上 英 久 青森市野木野尻 31-733 ２.３.19 

13 一般 有限会社大匠 工藤喜代文 青森市後潟大原 36 ２.３.19 

14 一般 曽我木材運輸株式会社 浦 田 詩 織 八戸市南郷中野丑木沢 41-7  ２.３.19 

15 霊柩 有限会社山道造花店 山 道 雄 也 青森市古川 3-15-17 ２.３.19 

 

 

 



 
 

４．退会者 

No. 業種 名 称 代表者 所在地 年月日 

１ 霊柩 有限会社ツキダテ商店 槻舘正一郎 三戸郡三戸町二日町 86 元.５.31 

２ 一般 山建株式会社 山 崎 直 人 下北郡東通村砂子又桑原山 1-10 元.５.29 

６ 一般 有限会社山王運輸 工 藤 眞 之 北津軽郡市浦村相内吉野 120 元.８.31 

３ 一般 有限会社佐々木運送 佐々木梅之助 八戸市青葉 2-14-8 元.９.30 

４ 一般 株式会社七戸クリエート 千 葉 育 子 上北郡七戸町野崎狐久保 106-22 元.９.30 

５ 霊柩 株式会社珍田葬祭 珍 田 公 正 青森市合浦 1-8-1 元.９.30 

７ 一般 丸武興業株式会社 武 内 良 夫 弘前市一町田早稲田 780-5 元.９.30 

８ 一般 中山利夫（中山運送） 中 山 利 夫 八戸市河原木蓮沼 1-1 元.９.30 

９ 一般 株式会社ほくとう 八戸支店 三 浦 充 良 八戸市北インター工業団地 3-2-80 元.12.５ 

10 一般 有限会社西北開発 斎 藤 連 一 五所川原市みどり町 7-70 元.12.10 

11 一般 武田運輸有限会社 三 上 一 美 北津軽郡中泊町芦谷堤の袖 148-20 ２.１.23 

12 霊柩 全国農業協同組合連合会青森県本部 桑 田 徳 文 青森市東大野 2-1-15 ２.３.31 

13 一般 有限会社丸菱商事 佐藤キミヨ 弘前市下湯口青柳 185-4 ２.３.31 

14 一般 旭扇運輸株式会社 八戸営業所 村 上 裕 昭 八戸市河原木北沼 1-165 ２.３.31 

15 一般 株式会社沢田建設 沢 田 督 康 三戸郡五戸町上市川順礼森 23-2 ２.３.31 

 
５．職 員 
 事務局長１名  総務部３名  業務部３名  適正化事業部５名  計 12 名 

 

６．登記事項 
理事の異動 

・令和元年６月 20 日登記 

 新任者 倉内 秀晴 盛 孝一郎 最上 恒美 

  志村 俊也 奈良 満昭 野藤  純 

 退任者 盛   剛 今井 康雄 加藤 義信 

  荒谷 彰男 新井山 順悦 赤石  茂 

  竹村 政太郎 

 

・令和元年 12 月 25 日登記 

 退任者 盛 孝一郎 

 

 



 
 

７．官庁許認可・届出事項 
 青森県交通政策課 

１．平成 30 年度補助事業完了報告書 平成 31 年４月 19 日 

２．平成 30 年度青森県運輸事業振興助成費補助金確定通知書 令和元年５月 10 日 

３．平成 30 年度事業報告等に係る提出書 令和元年６月 26 日 

４．公益法人の変更届 令和元年７月５日 

５．令和元年度青森県運輸事業振興助成費補助金交付申請 令和元年８月 19 日 

６．令和元年度青森県運輸事業振興助成費補助金交付決定通知書 令和元年８月 30 日 

７・公益法人の変更届 令和２年１月 24 日 

８．令和２年度事業計画書等に係る提出書 令和２年３月 24 日 

 東北運輸局長 

１．平成 30 年度青森県運輸事業振興助成費補助金に係る事業の実施報告書 令和元年５月 16 日 

２．令和元年度青森県運輸事業振興助成費補助金交付申請書の報告 令和元年９月２日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

第２章  事業活動の概要 

 

公益社団法人青森県トラック協会は、令和元年度は定款第４条の目的を達成するため、次の事業を実施

した。 

 

 トラック輸送の振興に関する事業（公益目的事業） 

１．交通安全対策事業 

２．環境エネルギー対策事業 

３．適正化対策事業 

４．緊急輸送対策事業 

５．労働対策事業 

６．経営改善対策事業 

７．広報対策事業 

８．中央出捐金事業 

 

 その他の事業（相互扶助事業） 

１．表彰事業 

２．会報発行事業 

３．会員対象の助成事業 

４．会員意見の発信事業 

５．貸館事業 

 

 管 理 事 業  

１．通常総会 

２．理事会 

３．総務委員会 

４．交通対策・労務厚生委員会 

 ５．企画・広報委員会 

 ６．適正化事業推進委員会 

 ７．働き方改革推進小委員会 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

トラック輸送の振興に関する事業（公益目的事業） 

１．交通安全対策事業  

（１）交通安全に資する助成事業 

 ① 運転適性診断料助成（一般、初任、適齢） 3,623 名 8,578,600 円 

 ② 運転記録証明等交付手数料助成 11,853 名 7,668,310 円 

 ③ 定期健康診断料助成 6,517 名 9,775,500 円 

 ④ 職場健康器具（血圧測定器）助成 12 基 282,000 円 

 ⑤ ドライブレコーダ機器等導入促進助成 283 基 5,715,000 円 

 ⑥ 安全装置等導入促進助成 129 基 2,579,000 円 

 ⑦ 衝突被害軽減ブレーキ装置導入促進助成 23 基 2,120,000 円 

 ⑧ 睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査料助成 402 名 2,010,000 円 

 ⑨ トラックドライバー等安全教育訓練受講料助成 59 名 3,469,730 円 

 ⑩ 運行管理者一般講習受講料助成 1,138 名 3,597,900 円 

 計 45,796,040 円 

 

（２）青森県トラックドライバーコンテスト 

 令和元年７月 20 日(土) 於：青森中央自動車学校 

 県内選抜選手 14 名が出場 

 各部門第１位（全国大会出場） 

 11 トン部門 日本通運株式会社青森中央事業所 大居 和久 選手 

 ４トン部門 西濃運輸株式会社青森支店 山上 浩紀 選手 

 トレーラ部門 北海道西濃運輸株式会社八戸営業所 三橋 康一 選手 

 女 性 部 門 株式会社共同物流サービス第２営業所 守田 純子 選手 

 尚、大居選手は 11 トン部門全国大会で優勝 

 

（３）交通安全に資するキャンペーン等の実施及び参加 

  ① 令和元年 春の全国交通安全運動 

   ・青森県トラック協会実施計画を策定し、運動を推進 

   ・県民総決起大会への参加 

   令和元年５月 10 日(金) 於：青森県観光物産館アスパム 参加者数 会員 47 名 

  ② 令和元年 秋の全国交通安全運動・青森県トラック協会実施計画を策定し、運動を推進 

  ・県民総決起大会への参加 

  令和元年９月 19 日(木) 於：青森県観光物産館アスパム 参加者数 会員 50 名 



 
 

  ③ 高速道路街頭キャンペーンへの参加 

  春、秋の全国交通安全運動及び夏、冬の交通安全県民運動期間中に行われる高速安協主催の

街頭活動に会長及び協会職員が参加。交通安全グッズの配布を行い、安全運転を呼び掛けた。 

  ・令和元年 ５月 13 日(月) 於：青森中央ＩＣ（春の全国交通安全運動） 

  ・令和元年 ７月 22 日(月) 於：青森中央ＩＣ（夏の交通安全県民運動） 

  ・令和元年 ９月 24 日(火) 於：青森中央ＩＣ（秋の全国交通安全運動） 

  ・令和元年 12 月 10 日(火) 於：青森中央ＩＣ（冬の交通安全県民運動） 

  ④ 新入学高校生事故防止キャンペーン（新高校 1年生への交通安全グッズ贈呈） 

  平成 31 年４月８日(月) 於：青森県教育庁 

  反射リストバンド、自転車交通安全リーフレット 11,500 セット寄贈 

  ⑤ 正しい運転・明るい輸送運動の推進 

  令和元年 11 月 16 日(土)から令和２年１月 10 日(金)まで実施し、年末年始の繁忙期における

交通・労働災害防止、輸送秩序の確立を図った。ポスターを製作し会員全員に配布し広報啓発を

図った。 

 

（４）交通安全に資する研修会の開催 

  ① 運転者雇い入れ時の「初任運転者特別指導教育（座学 15時間）」の開催 （ ）内は受講者数 
青森県トラック協会研修センター ４/16～４/18(57) ５/28～５/30(32) ９/24～９/26(59)
三八地区研修センター ４/23～４/25(55) ７/30～８/１(36) 12/３～12/５(43)
受講者計  青森会場 148名、八戸会場 134名、合計 282名 

 ② 経営者、運行管理者等への各種研修会 

 特殊車両通行許可制度講習会（TV 会議システムを使用） 

 Ⅰ．令和元年５月 10 日(金) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 制度概要について（改正内容を含む 初・中級者向け） 参加者 11 名 

 Ⅱ．令和元年 ８月 19 日(月) 於：三八地区研修センター 

 内容 特殊車両通行許可オンライン申請の操作手順等 参加者 13 名 

 Ⅲ．令和元年 12 月 ９日(月) 於：三八地区研修センター 

 内容 大型車両に関わる最近の法令・通達改正状況等 参加者 ７名 

 ③ 運行管理者試験勉強会 

 Ⅰ．令和元年度第１回運行管理者試験に向けての勉強会 

 令和元年７月 29 日(月)～30 日(火) 於：青森県トラック協会研修センター 参加者 55 名 

 令和元年８月 １日(木)～２日(金) 於：八戸総合卸センター会館 参加者 45 名  

 講師 元秋田県トラック協会職員 平塚 捷悦 氏 

 ※ 青森県：合格順位第３位 合格率 37.5％（全国平均 31.7％） 



 
 

 Ⅱ．令和元年度第２回運行管理者試験に向けての勉強会  

 令和２年２月３日(月)～４日(火)  於：三八地区研修センター  参加者 39 名 

 令和２年２月５日(木)～６日(金)  於：青森県トラック協会研修センター 参加者 45 名 

 講師 元秋田県トラック協会職員 平塚 捷悦 氏 

※ ３月１日に予定されていた令和元年度第２回運行管理者試験は、新型コロナウイルス感

染拡大防止のため中止となった。 

 ④ 会員事業者による「事故防止安全大会」の開催 

 令和元年８月 29 日(木) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 県内の事業用トラックの事故発生状況  

  全ト協各種交通事故防止対策の進捗状況 

  トラック追突事故防止マニュアルの活用  

  小集団での情報・意見交換  

 講師 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 主席研究員 渡部 真吾 氏 

 参加者 会員 81 人 

 「事故防止安全決議」の採択を行い、安全意識高揚を図った。 

 

（５）高齢者、児童に対する交通安全教室の開催 

 ① いきいきシルバー安全教室 

 令和元年 11 月６日(水) 於：きざん八戸 

 内容 所轄警察署担当官による交通安全講話 

  高齢者向け交通安全ビデオの上映 

  青年部による反射材の効果、巻き込み事故実演等 

 参加者 八戸市の高齢者 115 名 

 ② 児童に対する交通安全教室 

 令和元年４月 19 日(金) 於：青森市立浪岡南小学校  参加生徒 178 名 

 令和元年７月 10 日(水) 於：八戸市立中居林小学校  参加生徒 330 名 

 内容 青年部会員実施の交通実験による体験学習 

  大型車両の死角説明 、大型車両左折時巻込み実演  

  制動距離実演 、飛出し事故実演  

 

（６）適性診断受診の促進 

適性診断システムを支部に設置し受診利便を図った。 

受診者数 青森支部 65 名 三八支部 761 名 弘前支部 171 名 

 上十三支部 300 名 南黒支部 196 名 西北五支部 54 名 

 下北支部 38 名 合 計 1,585 名 



 
 

２．環境エネルギー対策事業  

（１）環境保全・地球温暖化対策に資する助成事業の実施 

 ① アイドリングストップ支援機器導入促進助成 24 基 1,440,000 円 

 ② グリーン経営認証制度促進助成 10 社 471,000 円 

  計 1,911,000 円 

 

（２）環境改善会議、環境対策運動への参加 

 平成 31 年４月 24 日(水) 平成 31 年度もったいない・あおもり県民運動推進会議・行政部会合同会議 

 令和 元年７月 24 日(水) 令和元年度第 1回青森県地球温暖化対策推進協議会 

 令和 元年９月 14 日(土) 青森県フォレスト・フェスタ 2019in 梵珠山 

 令和 元年９月 18 日(水) 令和元年度第 1回奥入瀬渓流利用適正化協議会 

 令和 ２年２月 13 日(木) 奥入瀬渓流利用適正化協議会幹事会 

 令和 ２年２月 27 日(木) 公益社団法人青森県緑化推進委員会定時総会 

 

（３）環境エネルギー研修会の開催 

 実施なし 

 

３．適正化対策事業  

（１）地方適正化事業の推進 

 ① 貨物自動車運送事業者の指導 

 巡回指導実施状況 

 Ⅰ．事業者調査・指導実施件数 

区分 通常 新規 特別 合計 

令和元年度事業者巡回件数(件) 401 12 8 421 

対前年度比（％） 104.2 80.0 40.0 100.2 

 Ⅱ．総合評価 

令和元年度調査事業者数 

（ ）は新規事業者及び特別巡回件数で内数 

総合評価 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ その他 計 

134(2) 136(3) 105(4) 24(1) 10(0) 12(10) 421 

対前年度比（％） 118.6 93.8 98.1 92.3 125 57.1  

構成比（％） 31.8 32.3 24.9 5.7 2.4 2.9  

  



 
 

 ② 営業類似行為（白トラ）の防止 

  巡回指導を通して、白トラ、名義貸し行為に関する情報収集、啓発活動を行った。 

 ③ 啓発広報活動 

  会報での啓発広報として、指導項目別調査結果を定期的に掲載 

  県内車籍の人身交通事故発生状況を、会報第 500 号に掲載 

 ④ 苦情処理 

  苦情事例を匿名で会報に掲載 

 ⑤ 行政との連携 

  青森運輸支局との連絡会議（年２回実施） 

 

（２）事業用自動車の交通事故防止活動 

① 県内車籍の事業用トラックが第１当事者となる重大事故、死亡事故発生の都度、全会員に文書

を発信し、事故防止に向けた注意喚起を行った。 

 ② 支部での交通事故防止研修会への講師派遣 
年月日 講習内容 主催 参加者数 

令和元年 6月 12 日(水) 
危険運転に係る苦情事例及び交通事故防止並
びに改善基準告示遵守について 
（水産物輸送部会） 

三八支部 41 名 

令和元年 11 月 12 日(水) 
改正貨物自動車運送事業法及び交通事故防止
について(青年部会) 

南黒支部 25 名 

  計 66 名 

 

（３）安全性優良事業所（Ｇマーク制度）認定の促進 

 ① 安全性優良事業（Ｇマーク）認定の促進 

 申請数 85 件（新規 25 件 更新 60 件） 

 認定数 84 件（新規 24 件 更新 60 件・認定取得率 98.8％） 

 事業者向け説明会 

年月日 会 場 

令和元年５月 25 日(月) 青森県トラック協会研修センター 

令和元年５月 26 日(火) 下北地区研修センター 

令和元年５月 27 日(水) 三八地区研修センター 

令和元年５月 27 日(水) 上十三地区研修センター 

令和元年５月 28 日(木) 南黒地区研修センター 

令和元年５月 28 日(木) 弘前地区研修センター 



 
 

 個別相談会 

年月日 会 場 

令和元年６月３日(月) 青森県トラック協会研修センター 

令和元年６月４日(火) 下北地区研修センター 

令和元年６月５日(水) 三八地区研修センター 

令和元年６月５日(水) 上十三地区研修センター 

令和元年６月６日(木) 西北五地区研修センター 

令和元年６月６日(木) 弘前地区研修センター 

令和元年６月７日(金) 南黒地区研修センター 

 ③ Ｇマークラッピングトラックの運行 

 会員事業者の協力により、ＧマークＰＲラッピングを施したトラック運行により、一般消費

者、荷主企業等へのＧマーク制度広報を行った。 

 

（４）国土交通省「運輸安全マネジメント」の推進 

 巡回指導を通じ、運輸安全マネジメント制度の普及啓発を図るとともに、事業者の安全意識

向上及び効果的な取り組みについて指導に努めた。 

 

（５）輸送秩序確立運動の実施 

 巡回指導及び支部研修会において、コンプライアンスの遵守等について周知を図った。また、

青ト協ホームページによる広報啓発を実施した。 

 

（６）法令順守に関する研修会の開催 

 ① 総合評価低調事業者 32 事業所に対して個別指導を実施 

 ② 法令順守研修会への講師派遣 
年月日 講習内容 主催 参加者数 

令和元年 6月 12 日(水) 
働き方改革による運転者の労働時間管理及び貨物自動 
車運送事業法一部改正概要について（水産物輸送部会） 

三八支部 31 名 

令和元年 6月 26 日(水) 
標準貨物自動車運送約款改正に伴う運賃・料金
の変更届出書の記入方法について 

上十三支部 25 名 

令和元年 7月 24 日(水) 
貨物自動車運送事業法及び輸送安全規則一部改正並びに働き 
方改革に向けた運行管理業務について (特別積合せ部会) 

三八支部 26 名 

令和元年 8月 21 日(水) 
今年度の法改正及び働き方改革の取り組みに
ついて (特別積合せ委員会) 

青森支部 15 名 

令和元年 9月 18 日(水) 
貨物自動車運送事業法一部改正等、運輸情勢に
ついて（飼料バルク車部会） 

三八支部 10 名 

令和元年 11 月 22 日(金) 
貨物自動車運送事業法の改正概要について(特
別積合せ委員会) 

青森支部 15 名 

令和元年 12 月 11 日(水) 
貨物自動車運送事業法一部改正、最近の適正化
指導状況について (水産物輸送部会) 

三八支部 26 名 

  計 148 名 



 
 

（７）適正化評議委員会の設置運営 

 令和２年３月 25 日(水) 新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催 

 議題 令和元年度適正化事業推進状況 

    令和２年度適正化事業推進計画（案） 

 

４．緊急輸送対策事業  

（１）各種防災訓練への参加 

  ① 青森県総合防災訓練 

  令和元年８月 27 日(火) 於：三沢市 三沢漁港、三沢市国際交流スポーツセンター他 

  訓練参加者 上十三支部会員、事務局職員等 計 15 名 

  参加車両 ４トン車 １台 

  輸送経路 三沢市物資備蓄倉庫～三沢市国際交流スポーツセンター（避難施設） 

  輸送物資 飲料水等の緊急時生活支援物資 

  ② 青森県航空搬送拠点臨時医療施設(SCU)設置訓練 

  令和元年 10 月 15 日(火)～16 日(水) 於：青森空港 

  訓練参加者 運転者、荷役作業員、事務局職員 計５名 

  参加車両 ４トン車 ２台 

  輸送経路 青森県庁～青森空港 SCU 倉庫～青森空港内小型機格納庫 

  輸送物資 臨時医療施設用ベッド、医療用機器等 

※ ＳＣＵ＝大規模災害発生時にドクターヘリの発着拠点となる臨時の医療施設で、傷病者の応

急措置による容態安定化を行うもの。 

  ③ 青森県原子力防災訓練 

  令和元年 11 月 12 日(火)～13 日(水) 於：むつ市保健所他 

  訓練参加者 運転者、荷役作業員、事務局職員 計３名 

  参加車両 ４トン車 １台 

  輸送経路 むつ保健所～日本原子力研究所開発機構青森研究センターむつ事業所 

  輸送物資 避難退避時検査用資機材 

（２）防災資機材の整備 

 ① 防災用ＩＰ無線通信訓練 

 電話回線不通時において有効な活用が期待されるIP無線機を各支部に配備し定期的な通信習

熟訓練を実施した。 

 ② 防災備蓄用品の整備 

 大規模災害発生時に協会本部を「対策本部」として機能させるために必要な備蓄用品（食料・



 
 

飲料水等）を整備した。 

 

５．労働対策事業  

（１）労働災害防止対策及び労働力確保に資する助成事業の実施 

 ① フォークリフト運転技能講習、移動式クレーン、玉掛け作業受講料助成  108 名 579,000 円 

 ② 荷役運搬作業指導者講習会受講助成 53 名 159,000 円 

 ③ 交通労働災害防止管理者講習受講助成 53 名 159,000 円 

 ④ 安全衛生推進者教育助成 31 名 93,000 円 

 ⑤ 準中型、中型、大型運転免許取得助成 56 名 1,898,000 円 

  計 2,888,000 円 

 

（２）労働災害防止対策及び労働力確保に関する研修会の開催 

 ① 「運輸ヘルスケアナビシステム」活用セミナー及び睡眠時無呼吸症候群対策セミナー 

 平成 31 年４月９日(火) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 ｢運輸ヘルスケアナビシステム｣を活用した定期健康診断のフォローアップ 

  睡眠時無呼吸症候群(SAS)対策 

 講師 ＮＰＯ法人ヘルスケアネットワーク 副理事長 作本 貞子 氏 

 参加者 30 名 

 ② トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン等周知セミナー 

 令和元年６月 24 日(月) 於：八戸総合卸センター会館 

 内容 「働き方改革関連法」及び「改正貨物自動車運送事業法」の概要について 

  トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプランについて 

 講師 日本ＰＭＩコンサルティング株式会社 代表 小坂 真広 氏 

 参加者 76 名 

 ③ 健やか隊員育成プログラム研修会 

 青森会場 令和元年７月 10 日(水) 於：青森県トラック協会研修センター 

 八戸会場 令和元年 10 月 11 日(金) 於：八戸市水産会館 

 内容 高血圧が引き起こす危険性 

  食事・運動による健康づくり 他 

 講師 弘前大学大学院 医学研究科 特任教授 中路 重之 氏 他 

 参加者 青森会場 37 名、八戸会場 36 名 

 ④ トラック運送事業者のための人材確保セミナー 

 令和２年１月 28 日(火) 於：三八地区研修センター 

 内容 人材不足時代における運転者人材の実態 



 
 

  運転者人材の採用 

  新卒者、女性、高齢者の雇用促進 

  人材が定着するための職場環境の整備 

 講師 株式会社コヤマ経営 代表 小山 雅敬 氏 

 参加者 29 名 

 ⑤ 中小トラック運送事業者のためのＩＴ活用セミナー 

 令和２月２月７日(金) 於：三八地区研修センター 

 内容 ＩＴの活用方法 

  生産性向上に向けたＩＴ機器の紹介 

  全ト協車両原価計算シートの活用 

  中小トラック事業者の情報セキュリティ対策 

 講師 近代経営システム研究所 代表 森高 弘純 氏 

 参加者 15 名 

 ⑥ 過労死等防止・健康起因事故防止セミナー 

 令和２年２月 17 日(月) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 過労死等の実態 

  過労死等防止計画について 

  ドライバーの健康管理について 

 講師 陸上貨物運送事業労働災害防止協会 安全管理士 今井  侯 氏  

  (公社)全日本トラック協会 交通・環境部  部長 大西 政弘 氏 

  青森産業保健総合支援センター 産業保健相談員 福原 智子 氏 

 参加者 53 名 

 

（３）労働力確保に関する調査研究 

 ① トラック輸送における取引環境・労働時間改善青森県協議会 

 Ⅰ．事務連絡会議 

 令和元年８月 22 日(木) 於：青森運輸支局 

 協議事項 対象輸送分野ごとの懇談会テーマ検討 

  アドバンス事業（実証実験）内容及び対象集団選定 

 出席者 青森大学付属研総合究所 所長 井上  隆 氏 

 青森労働局担当官、青森運輸支局担当官、青森県トラック協会担当者 

 Ⅱ．紙・パルプ輸送に関する分科会 

 第１回分科会 令和元年 10 月 21 日(月) 於：青森運輸支局 

 第２回分科会 令和元年 12 月４日(水) 於：八戸水産会館 

 第３回分科会 令和２年２月６日(月) 於：八戸市総合福祉会館 



 
 

 出席者 青森大学付属研総合究所 所長 井上  隆 氏 

  紙・パルプ製造事業者担当者、トラック運送事業者担当者 

  青森労働局担当官、青森運輸支局担当官、青森県トラック協会担当者 

 Ⅲ．第 11 回トラック輸送における取引環境・労働時間改善青森県協議会 

 令和２年３月 19 日(木) 新型コロナウイルス感染症の影響により書面開催 

 報告事項 (１) 最近のトラック運送事業に関する取組について 

  (２) 平成 30 年度標準運送約款改正調査報告について 

  (３) トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会について 

  (４) 時間外労働の上限規制と自動車運転者の労働時間等の改善のための基準について 

 ② 青森公共職業安定所主催「新規高等学校卒業予定者を対象とした企業説明会」への講師派遣 

 令和元年７月 11 日(木)於：ホテル青森 

 内容 トラックドライバーの社会的役割と仕事内容 

 ③ 女性協議会の設置及び開催 

 令和元年 10 月 15 日(火) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 事項会長、副委員長の選任について 

  女性協議会規約(案)の承認について 

 ※ 業界内における女性の活躍を促進する目的にて設置したもの。 

 

（４）労働災害防止運動キャンペーン 

 ① 交通事故・労働災害防止コンクール 

 令和元年９月１日～令和２年２月 29 日の期間にて、繁忙期及び年末年始における無事故、無

災害に関する取り組みについてのコンクールを展開し、優良事業所の表彰を行った。 

 ② 令和元年度冬期労働災害防止運動の広報・啓発 

 青森労働局が実施する冬期労働災害防止運動について、協会報及びホームページにて広報・

啓発を行った。 

 

６．経営改善対策事業  

（１）経営改善セミナー・研修会の開催 

 ① 青年部会研修会 

 令和元年８月23日(金) 於：ホテル青森 

 内容 令和時代を勝ち抜く運送業に求められるドライバーのアンガーマネジメント 

 講師 東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 主席研究員 渡部 真吾 氏 

 参加者 青年部会員37名 



 
 

 ② 荷主セミナー 

 Ⅰ．農水産物等輸送関係荷主セミナー 

 令和元年７月19日(金) 於：八戸水産会館 

 内容 自動車運転者労働時間改善基準告示について 

  標準貨物自動車運送約款及び荷主勧告制度等について 

  トラック運送業界の現状について 

 講師 青森労働局 労働時間管理適正化指導員 白川 友和 氏 

  青森運輸支局 首席運輸企画専門官   柳谷 英俊 氏 

    〃    運輸企画専門官     日脇 渚彩 氏 

 (公社)青森県トラック協会 事務局長  葛西 直樹 

 参加者 荷主、会員事業者 計53名 

 Ⅱ．建設重機輸送関係荷主セミナー 

 令和元年11月15日(金) 於：八戸グランドホテル 

 内容 標準運送約款、ホワイト物流推進運動等について 

  建設重機輸送等に係る事故防止について 

  建設現場における安全性への取組み 

  トラック運送業界の現状について 

 講師 青森運輸支局 首席運輸企画専門官 柳谷 英俊 氏 

    〃    運輸企画専門官   日脇 渚彩 氏 

  青森労働局 八戸労働基準監督署 安全衛生課長 小林  忠 氏 

  日本キャタピラー(合)東北営業課 課長補佐  古里 真一 氏 

  (公社)青森県トラック協会 事務局長 葛西 直樹 

 参加者 荷主、会員事業者 計41名 

 ③ 原価計算活用セミナー 

 青森会場 令和元年12月16日(月) 於：青森県トラック協会研修センター 

 八戸会場 平成元年12月17日(火) 於：三八地区研修センター 

 内容 原価計算の基礎・実践 

  原価計算結果の活用 

 講師 株式会社日通総合研究所 取締役 大島 弘明 氏 

 参加者 青森会場29名、八戸会場26名 合計55名 

 ④ 引越輸送事業関係セミナー 

 Ⅰ．引越事業者優良認定制度（引越安心マーク）申請事前説明会（ＴＶ会議システム使用） 

 令和元年６月18日(火) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 制度の目的・概要について 

  2019年度申請方法について 



 
 

 Ⅱ．引越基本講習 

 令和元年９月４日(水) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 引越業界の現状について 

  引越の下見・見積の知識とクレーム対応

  標準引越約款等の知識 

 講師 (公社)全日本トラック協会 輸送事業部 課長 廣瀬 貴司 氏 

 Ⅲ．引越管理者講習 

 令和元年９月５日(木) 於：青森県トラック協会研修センター 

 内容 改正標準引越運送約款について 

  引越作業についてのトラブル事例の対応について 

 講師 (公社)全日本トラック協会 輸送事業部 課長 廣瀬 貴司 氏 

 

（２）人材育成のための各種助成事業の実施 

 ① 中小企業大学校講座受講料助成事業 36 名 455,400 円 

 ② 公益社団法人全日本トラック協会青年部会東北ブロック大会 

 令和元年９月 26 日(水) 於：ホテルメトロポリタン秋田（秋田市） 

 参加者 青森県トラック協会青年部会員 23 名（旅費助成） 

 ③ 公益社団法人全日本トラック協会青年部会全国大会 

 令和２年２月 21 日(金)  於：京王プラザホテル（東京都） 

 参加者 青森県トラック協会青年部会員 24 名（旅費助成） 

 

７．広報対策事業  

（１）広報による業界の理解促進 

 ① 各種メディアを活用した広報活動 

 Ⅰ．テレビ CM の放送 

 放送局名 青森朝日放送 

 期間：平成 31 年４月２日(火)～令和元年９月 24 日(火) 

 放送局名 ＲＡＢ青森放送 

  期間：令和元年 10 月４日(金)～令和２年３月 27 日(金) 

 Ⅱ．ラジオ CM の放送 

 放送局名 エフエム青森 

 期間：平成 31 年４月１日(月)～令和２年３月 31 日(火) 



 
 

 放送局名 ＲＡＢラジオ 

 期間：平成 31 年４月１日(月)～令和２年３月 31 日(火) 

 Ⅲ．協会ホームページの運営 

 トラック輸送に関する事業者向け、荷主・消費者向けのタイムリーな情報発信を行った。 

 Ⅳ．その他広報 

 むつ湾フェリー船内への「トラックの日」ＰＲポスター掲示 

 青森県観光物産館アスパムへの消費者向けトラック輸送ＰＲ電光掲示板掲出 

 ② 物流に関する交流授業の開催 

 令和元年９月 10 日(火) 於：東北町立東北小学校 

 内容 トラック輸送の現状 

  加工食品やお米が食卓に届くまで 

  大型トラック現車による荷物を運ぶための仕組み解説 

 参加生徒 第５学年 51 名 

 ③ 青森県トラック協会メディア懇談会の開催 

 Ⅰ．第７回定例会 

 令和元年７月 26 日(金) 於：青森国際ホテル 

 内容 ホワイト物流推進運動について 

  トラガール促進プロジェクトについて 

 意見交換 

 参加者 県内テレビ、ラジオ、新聞メディア各社から 11 名が出席 

 Ⅱ．第８回定例会 

 令和２年２月 26 日(水) 於：青森国際ホテル 

 内容 貨物自動車運送事業法改正～求められる荷主側の対応とは～ 

 意見交換 

 参加者 県内テレビ、ラジオ、新聞メディア各社から 12 名が出席 

 

（２）「トラックの日」広報事業 

 ① トラック感謝デー2019 の開催 

 令和元年 10 月６日(日) 於：青森県観光物産館アスパム西側駐車場及び青い海公園 

趣旨  一般消費者にトラック輸送の役割と重要性に理解と関心を深めて頂くため、平成４年

から毎年全国一斉に実施されている広報事業として開催 

 企画 ・働くトラックの展示 ・冷凍車極寒体験 

  ・トラック綱引きレース ・トラック輸送 PR パネル展 

  ・トラックウルトラクイズ ・ラジコントレーラ操縦体験 



 
 

  ・高所作業車搭乗体験 ・青森県警交通安全ＰＲコーナー 

  ・りんご娘ミニライブ ・スタンプラリー 

  ・来場プレゼント ・RAB ラジオ公開生放送 他 

 来場者数 約 1,000 名 

 ② 各支部によるトラックの日広報活動 

 青森支部 クリーンキャンペーン路肩清掃 

 三八支部 交通安全街頭キャンペーン、地区交通安全協会等への交通安全啓発グッズ贈呈 

 弘前支部 岩木川河川敷ボランティア清掃、弘前公園への交通安全雨傘寄贈 

 上十三支部 献血キャンペーン、交通安全母の会への交通安全啓発グッズ贈呈 

  交通安全標語コンクール 

 南黒支部 献血キャンペーン、管内自治体等への反射材寄贈 

 西北五支部 地域クリーン大作戦 

 下北支部 クリーンロード作戦、管内市町村教育委員会への反射材寄贈 

 

８．中央出捐金事業  

（１）公益社団法人全日本トラック協会に対する出捐金の拠出 

 公益社団法人全日本トラック協会に対し、補助金総額の 23.0％に当たる 55,642,520 円を出捐金

として拠出した。 

 

（２）基金の造成 

 ・令和元年度は、運輸事業振興基金に 24,800,470 円の造成を行った。 

 ・基金内訳（取崩及び造成後） 近代化基金 386,770,262 円 

 運輸事業振興基金 341,649,346 円 

 基金合計 728,419,608 円 

 

（３）近代化基金融資の利子補給 

 利子補給額計 7,367,483 円 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

その他の事業（相互扶助事業） 

１．表彰事業 
 令和元年６月 14 日(金) 第 44 回通常総会において下記表彰を実施した。 

 ① 業界発展功労会員感謝状 ３会員 

 ② 協会役員感謝状 １名 

 ③ 支部役員感謝状 ５名 

 ④ 会員感謝状 ９会員 

 ⑤ 優良従業員、同配偶者感謝状従業員 166 名、配偶者 122 名 

 ⑥ 正しい運転、明るい輸送運動表彰事業所の部 12 事業所、従業員の部 17 名 

 ⑦ 交通事故、労災事故防止コンクール表彰 177 事業所 

２．会報発行事業 
 ・第 496 号（令和元年５月号） ・第 497 号（令和元年 ７月号） 

 ・第 498 号（令和元年９月号） ・第 499 号（令和元年 11 月号） 

 ・第 500 号（令和元年１月号） ・第 501 号（令和元年 ３月号） 

３．会員対象の助成事業 
 ・信用保証料助成事業への申し込みは 0件であった。 

４．会員意見の発信事業 
 「令和元度 税制改正・予算に関する要望事項」について、県選出国会議員に要望書を提出 

 令和元年 11 月 28 日(木) 滝沢 求事務所（八戸市） 

  大島理森事務所（八戸市） 

 令和元年 11 月 29 日(木)  津島 淳事務所（青森市） 

  江渡聡徳事務所（青森市） 

  木村次郎事務所（弘前市） 

５．貸館事業 
 Ⅰ．貸与団体 ・青森県トラック協会青森支部 

  ・陸上貨物運送事業労働災害防止協会青森県支部 

  ・東北交通共済協同組合青森支部 

  ・青森県トラック運送事業協同組合 

  ・青森輸送事業協同組合 

 Ⅱ．研修室有料貸出状況（年間） 

  ・大研修室 39 回  ・中研修室 22 回  ・小研修室 24 回 

  ※ 会員企業の他、運輸支局、事故対策機構、警備業協会、一般企業等が利用 

 Ⅲ．野球場有料貸出状況（年間） 

  ・年間 12 回 ※ 会員企業の他、朝野球チーム、社会人チーム等が利用 

 



 
 

管 理 事 業 

１．通常総会 

 公益社団法人青森県トラック協会 第 44 回通常総会 

 令和元年６月 14 日(金)  於：青森国際ホテル萬葉の間 

 議案審議 第１号議案 平成 30 年度貸借対照表(案)及び損益計算書(案)の承認について 

 第２号議案 平成 30 年度財産目録(案)の承認について 

 第３号議案 理事及び監事の選任(案)について 

 報告事項 (１) 平成 30 年度事業報告 

  (２) 令和元年度事業計画及び損益計算予算書 

 

２．理事会 

 第 297 回理事会 

 令和元年５月 27 日(月)  於：青森県トラック協会研修センター 中研修室 

 協議事項 第１号議案 第 44 回通常総会招集手続きについて 

 第２号議案 第 44 回通常総会議案の審議について 

 (１) 平成 30 年度貸借対照表（案）及び損益計算書（案）   

 (２) 平成 30 年度財産目録（案）の承認・監査報告   

 (３) 理事及び監事の選任（案）の提出   

 (４) 報告事項   

 ① 平成 30 年度事業報告   

 ② 令和元年度事業計画及び損益計算書  

 ～ 以上、第 44 回通常総会議案の審議 ～ 

 第３号議案 会員の入会承認について 

 第４号議案 会長感謝状の贈呈（案）について 

 報告事項 (１) 第 298 回理事会の招集手続きについて  

  (２) 女性協議会の発足（案）について  

  (３) 東北トラック協会連合会の事業予定 

 第 298 回理事会 

 令和元年６月 14 日(金)  於：青森国際ホテル 3階「孔雀の間」 

 協議事項 第１号議案 会長、副会長、専務理事の選定（案） 

 第２号議案 会員の入会承認について  

 第３号議案 会長及び専務理事の職務代行順序（案） 

 

 

 



 
 

 第 299 回理事会 

 令和元年 10 月 29 日(火)  於：青森県トラック協会研修センター 中研修室 

 協議事項 第１号議案 定款第 15 条に基づく業務報告について 

 第２号議案 会員の入会承認について 

 第３号議案 理事との競業取引に関する会長専決の承認について 

 報告事項 ① 交通対策・労務厚生委員会の開催状況について 

 ・飲酒運転防止対策の推進について 

 ・働き方改革への取組み状況について 

 ② 青森県公益認定等審議会による立入検査について 

 ③ 女性協議会の推薦状況について 

 ④ 改善基準告示の見直しに向けたトラックドライバーの働き方に関する 

   実態調査について 

 ⑤ 令和元年度原子力防災業務関係者研修について 

 第 300 回理事会 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、定款第 37 条第２項による「決議の省略（みな

し理事会）」にて開催した。 

 ・理事会の決議があったものとみなされた日 令和２年３月 17 日 

 協議事項 第１号議案 令和２年度事業計画(案) 

 第２号議案 令和２年度損益計算書(案) 

 第３号議案 定款第 15 条に基づく業務報告 

 第４号議案 理事との競業取引に関する会長専決の承認 

 第５号議案 会員の入会承認 

 第６号議案 青森トラックステーション閉鎖の承認 

 

３．総務委員会 

 令和元年５月 23 日(木)  於：青森県トラック協会研修センター役員室 

 協議事項 (１) 第 297 回理事会提出議案 

 第１号議案 第 44 回通常総会招集手続き 

 第２号議案 第 44 回通常総会議案の審議について 

 １) 平成 30 年度貸借対照表（案）及び損益計算書（案） 

 ２) 平成 30 年度財産目録（案）の承認・監査報告 

 ３) 理事及び監事の選任（案）の提出 

 ４) 報告事項 

 ① 平成 30 年度事業報告 

 ② 令和元年度事業計画及び損益計算書 

 ～ここまで総会議案審議～ 

 第３号議案 会員の入会承認について 



 
 

 第４号議案 会長感謝状の贈呈（案）について 

 (２) 第 44 回通常総会における役員の役割分担 

 報告事項 １) 第 298 回理事会の招集手続き 

 ２) 女性協議会の発足（案） 

 ３) 東北トラック協会連合会の事業予定 

 

 令和元年６月 14 日(金)  於：青森国際ホテル 千鳥の間 

 協議事項 (１) 第 44 回通常総会の運営について 

 １) 総会次第 

 ２) 来賓の出席状況 

 ３) 総会の会員出席者数 

 ４) 総会席図 

 ５) 総出席者数 

 ・委任状の提出状況 

 ・議決権行使書面の提出状況 

 ６) 懇親会席図 

 (２) 第 298 回理事会提出議案について 

 第１号議案 会長、副会長、専務理事の選定（案） 

 第２号議案 会員の入会承認 

 第３号議案 会長及び専務理事の職務代行順序（案） 

 (３) 全日本トラック協会常任委員会委員の推薦について 

 

 令和元年 10 月 18 日(金)  於：青森県トラック協会研修センター役員室 

 協議事項 (１) 委員長、副委員長の選任 

  (２) 第 299 回理事会提出議案等 

 第１号議案 定款第 15 条に基づく業務報告について 

 第２号議案 会員の入会承認について 

 第３号議案 理事との競業取引に関する会長専決の承認について 

 報告事項 １) 交通対策・労務厚生委員会の開催状況について 

 ・飲酒運転防止対策の推進について 

 ・働き方改革への取組み状況について 

 ２) 青森県公益認定等審議会による立入検査について 

 ３) 女性協議会の推薦状況について 

 ４) 改善基準告示の見直しに向けたトラックドライバーの働き方に関する 

   実態調査について 

 ５) 令和元年度原子力防災業務関係者研修について 

 

 



 
 

４．交通対策・労務厚生委員会 

 令和元年７月５日(金)  於：青森県トラック協会研修センター 中研修室 

 協議事項 (１) 交通対策・労務厚生委員会 委員長、副委員長の選任について 

 (２) 第 48 回青森県トラックドライバーコンテストについて 

 (３) 令和元年度 事故防止総決起大会（追突事故防止セミナー）について 

 (４) 令和元年度 青森県総合防災訓練について 

 (５) 令和元年度 いきいきシルバー交通安全教室について 

 (６) 自動車点検整備推進運動 東北運輸局における強化月間について 

 (７) その他 

 令和元年９月６日(金)  於：青森県トラック協会研修センター 中研修室 

 協議事項 (１) 令和元年度 交通・労務厚生対策事業実施状況及び今後の予定 

 (２) 働き方改革推進小委員会の設置について  

 (３) 働き方改革への取り組み状況について 

 (４) 秋の全国交通安全運動 青森県トラック協会実施計画について 

 (５) 令和元年度 いきいきシルバー交通安全教室について 

 (６) 自動車点検整備推進運動 地方独自強化月間について 

 (７) その他 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、青森県トラック協会委員会運営規程第 11 条を準用し、

書面議決により開催した。 

 書面開催日 令和２年３月５日(木) 

 協議事項 (１) 令和元年度 交通・労働対策事業の取り組み状況について 

 (２) 令和２年度 交通・労働対策事業計画（案）について 

 (３) 取引環境・労働時間改善青森県協議会について（報告） 

 (４) トラック運送業界の働き方改革推進について 

 (５) 令和２年 春の全国交通安全運動実施計画（案）について 

 (６) その他 

 

５．企画・広報委員会 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、青森県トラック協会委員会運営規程第 11 条を準用し、

書面議決により開催した。 

 書面開催日 令和２年３月５日(木) 

 協議事項 (１) 正副委員長の互選について 

 (２) 令和元年度広報対策事業取り組み状況について 

 (３) 令和２年度広報対策事業計画(案)について 

 (４) 広報事業アンケート結果について 

 (５) 青森県トラック協会メディア懇談会について 

 (６) その他・令和 2年度税制改正・予算要望活動について 

 



 
 

６．適正化事業推進委員会 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、青森県トラック協会委員会運営規程第 11 条を準用し、

書面議決により開催した。 

 書面開催日 令和２年３月６日(金) 
 協議事項 (１) 令和元年度適正化事業推進状況 
 (２) 令和２年度適正化事業推進計画(案) 
 
７．働き方改革推進小委員会 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、青森県トラック協会委員会運営規程第 11 条を準用し、

書面議決により開催した。 

 書面開催日 令和２年３月５日(木) 

 協議事項 (１) 正副委員長の互選について 

 (２) 働き方改革への取組み状況について 

 (３) トラック運送業界の働き方改革・今後の推進について 

 (４) 貨物目動車運送事業法改正への対応について 

 (５) 生産性向上支援訓練力リキュラムの実施について 


