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平成２８年度事業報告

平成２８年度の国内経済は、所得、収益の伸びに比べ、個人消費や民間の設備投資において力
強さを欠いた状況があったものの、アベノミクスの継続的な取組の下、雇用・所得環境が改善す
るなど、緩やかな回復基調が続いたが、本県においては、震度７が連続した平成２８年熊本地震
の発生により、甚大な被害を受けたことから、一時急速に悪化したものの、復旧需要の増加や挽
回生産の継続等を背景に緩やかに回復しつつある。
一方、トラック運送事業においては、燃料価格が一定水準を維持するなど短期的には経営の安
定化傾向にあるものの、経済政策の一体的な推進による景気の好循環が進展する中で、少子高齢
化や雇用・所得環境の改善が、結果として他の産業に比較し労働条件が厳しいトラック運送業界
においては、ドライバー不足問題として現れているほか、長距離輸送事業者を中心とした改善基
準告示問題、
「働き方改革」等を背景とした労働時間の短縮等により、各事業者の経営は引き続き
厳しい状況にある。
このため、当協会においては、厚生労働省、国土交通省との共催による「トラック輸送におけ
る取引環境・労働時間改善熊本県地方協議会」の開催やパイロット事業の実施により、トラック
運送業界だけでは改善困難な長時間労働の抑制や適正運賃収受の実現に向け取り組みを進めたほ
か、全ト協と連携し、国等に対しては、高速道路料金の割引継続、自動車関係諸税の簡素化・軽
減等の要望を、熊本県に対しては、熊本地震に係る高速道路料金の一定期間無料化措置等の要望
やトラック運送事業に関する改善基準告示内容の見直しへの協力要請等の要望（※）を行った。
また、熊本地震については、会員事業者との連携を図りながら、熊本県及び県下全市町村と締
結した「緊急物資輸送協定」に基づき、被災者への支援物資の輸送や熊本市の支援物資集約拠点
の管理運営等に取り組んだほか、全国のトラック事業者から寄せられた義援金を被災会員事業者
等に配布するとともに、被害からの復旧・復興を進めるため、会員企業数十社によるグループ補
助金制度の活用を図った。
さらに、
「生活と経済のライフライン」として、国内物流の９０％を担うトラック運送事業者の
「社会的な貢献」が正しく理解し評価され、その「地位向上」に繋げてゆくため、協会組織のあ
り方の検討ワーキンググループにおいて「支部の組織内化に係る論点整理」を行ったほか、事故
防止大会の開催、無事故チャレンジ運動や環境クリーンキャンペーンの実施、交通事故防止用品
の配布等による交通・環境対策の推進、安全性優良事業所（Ｇマーク）の拡大や特別巡回指導等
による輸送秩序の確立、運輸・物流産業等企業合同説明会の開催や人材確保セミナーの開催によ
る労働力確保対策の推進、労務管理や企業経営に関する各種セミナー、講習会の開催、アドバイ
ザー体制等の拡充による経営基盤の強化、さらに広く県民の皆様にトラック運送事業の社会的な
貢献を理解していただくための「トラックの日サンクスマッチ」等のイベント開催、マスコミ等
を活用した広報活動に取り組んだ。
実施事業等の詳細については、各委員会の事業報告のとおりである。
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【※ 県ト協の主な要望事項】
１． 一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税の旧暫定税の廃止
２． グループ補助金の累次継続及び財源措置について
３． 熊本地震被害道路などの早期復旧について
新国道57号の早期建設と県道３３８号（八代不知火線）の早期復旧
４． 九州内高速道路料金の一定期間無料化措置の実施と営業用緑ナンバー
トラックの高速道路料金を上限10,000円化
５． 九州自動車道の植木ＩＣ〜松橋ＩＣ間の営業用緑ナンバートラックの無料化
６． 高速道路の制限速度緩和実験（100→110㎞/時、普通車やバスを対象）について
営業用トラックも対象にすること
７． 熊本地震被災地域における代替え移転地の規制の弾力的運用について
８． 改善基準告示の弾力的運用について
９． モーダルシフト（大分〜清水間のフェリー）の活用に係る利用料金の助成に
ついて
10． 熊本県トラック協会の移転新設（緊急支援物資輸送センター兼用）に関する
用地取得の支援について
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平成２８年度事業報告

〔総務・交付金運営委員会〕

１．最重点項目
（１）協会組織のあり方を検討
協会運営の活性化を図り、内部組織のあり方等について、検討を深めるため、組織の
あり方検討ワーキンググループを設置し、次のとおり支部の内部組織化について、論点
整理などを協議した。
座 長：下川 公一郎（副会長）
副座長：林田 政樹（理事 熊本南支部長）
委 員：濱邊 明任（理事 天草支部長）
丸尾 一夫氏（青年部会継運会）
伊藤 昭治氏（城南支部事務局）
臨時委員：稲田 大志氏（東秀優税理士事務所 主査）
オブザーバー：岩越 泉氏（熊本県商工観光労働部商工振興金融課課長補佐）
山下 敏文（監事）
第１回 平成２８年４月１１日（月）13：30〜
第２回 平成２８年１１月９日（水）10：00〜
第３回 平成２９年１月１９日（木）13：30〜
第４回 平成２９年２月２１日（火）10：00〜
場所は全て、熊本県トラック協会研修センター会議室
（２）各種要望・陳情活動の積極的な推進
トラック運送事業の社会的な貢献が適正に評価され、健全な経営ができるトラック運
送業界となるよう平成２９年度の税制改正に関する要望や平成２８年に発生した熊本地震
に係る業界の要望について行政機関をはじめ荷主団体や議会等に対して、次のとおり陳情
要望を行った。
① 自民党熊本県支部連合会に対する陳情要望
日時：平成２８年９月１６日（金）午後３時００分〜
場所：熊本県議会棟役員室
対応：
（協会）正副会長・委員長、専務理事、事務局次長
（県連）前川收幹事長、松田三郎総務会長、藤川隆夫政務調査会長他
② 熊本県に対する陳情要望
日時：平成２８年１０月１７日（月）午前１０時３０分〜
場所：熊本県庁
対応：
（協会）正副会長・委員長、専務理事、事務局次長
（県） 奥薗惣幸商工観光労働部長、伊藤英典商工労働局長、原山明博商工振
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興金融課長他
③ 県選出自民党国会議員に対する陳情要望
日時：平成２８年１１月１４日（月）午後７時００分〜
場所：東京ドームホテル
対応：
（協会）正副会長・委員長、青年部会継運会部会長、専務理事
（国会議員）野田毅氏、園田博之氏、金子恭之氏、坂本哲志氏、木原稔氏、
松村祥史氏、馬場成志氏、藤木眞也氏
（３）大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立
① 熊本地震に係る各種対応
平成２８年４月１４日（木）及び４月１６日（土）に発生した熊本地震において、
当協会は熊本県、熊本市などと締結している災害発生時の物資輸送協定に基づき、次
のとおり、緊急物資輸送を実施した。また、熊本市の要請により同市の物資拠点とな
った うまかな・よかなスタジアム に物流経験のある専務理事を派遣して、拠点の
運営管理を会員企業の輸送幹事会社とともに対応し、フォークリフト、荷役作業者、
資機材等の手配対応などを行った。
（ア）熊本県対応分
車両対応
平成２８年４月１５日（金） 〜４月２２日（金）まで延３０両対応
（イ）熊本市対応分（熊本市水道局を含む）
車両対応
平成２８年４月１５日（金） 〜１１月７日（月）まで延５３９両対応
物資拠点運営のための物流専門家等派遣
物流専門家、フォークリフト（オペレータ含む）
、荷役作業者等の対応
平成２８年４月１７日（日） 〜１１月５日（土）まで対応
資機材手配対応
平成２８年４月１７日（日） 〜 平成２９年２月２８日（火）まで対応
（ウ）益城町対応分
車両等の対応
平成２８年４月１７日（日） 〜１０月３１日（月）まで延３６１両対応
（エ）宇城市対応分
車両対応
平成２８年４月１７日（日）
、１２月７日（水） １０トン車３両対応
（オ）宇土市対応分
車両対応
平成２８年４月２８日（木） ４トン車１両対応
また、会員企業に対しては、震災直後より被害調査を数回に亘り実施し、被害把握に
務め、公益社団法人全日本トラック協会を通じて、全国のトラック協会、関係団体など
からいただいた義援金（全ト協を通じた義援金90,000千円、その他の義援金148,276千
円）については、全会員事業所に対して見舞金34,850千円（737社）
、被害のあった会員
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事業者に対して、義援金48,013千円（133社）を被害額等に応じて贈った。
その他に、
「がんばろう！！熊本！！」の車両貼付用ステッカーを製作し、会員企業
の車両数に応じて、会員企業へ配布し熊本復興の旗印とした。
行政機関等に対しては、今回の地震により大きな被害を受けた熊本のシンボルである
「熊本城」の再建修復費用として熊本市に対して義援金10,000千円を贈呈し、熊本県に
対して、3,000千円、国の重要文化財である阿蘇神社に2,000千円を寄贈した。
協会正副会長らは、5月3日（火）被害の大きかった嘉島町、御船町、益城町、西原村、
南阿蘇村、阿蘇市を訪問し、各首長らに対して見舞対応を迅速に行った。
また、各関係団体等からの講演依頼に対して、協会長、専務理事等により、当時の緊
急物資輸送対応などについての講演活動を行い、トラック輸送の重要性を伝えた。
・日 時：平成２８年１１月７日（月）午前１０時３０分〜
場 所：熊本県トラック協会研修センター会議室
講演者：専務理事
対 象：
（一社）東京都トラック協会文京支部青年部
・日 時：平成２８年１１月９日（水）午前１０時３０分〜
場 所：熊本県トラック協会研修センター会議室
講演者：専務理事
対 象：
（一社）埼玉県トラック協会川越支部青年部
・日 時：平成２８年１１月２１日（月）午後３時００分〜
場 所：ネストホテル熊本
講演者：住永豊武会長、専務理事
対 象：
（公社）沖縄県トラック協会役職員
・日 時：平成２８年１１月２２日（火）午後４時３０分〜
場 所：熊本市内
講演者：住永豊武会長
対 象：福岡商工会議所役職員他
・日 時：平成２８年１１月３０日（水）午前１０時２０分〜
場 所：福岡市八仙閣
講演者：専務理事
対 象：九州運輸局、九州各県トラック協会適正化事業担当職員
・日 時：平成２９年２月２４日（金）午後２時３０分〜
場 所：パシフィックホテル沖縄
講演者：住永豊武会長、専務理事
対 象：
（公社）沖縄県ト協トラック協会会員企業、行政機関他
なお、この熊本地震の対応を記録として、行政機関や各県トラック協会などに伝える
ため、活動をまとめた震災記録誌を発行するための各種対応を行った。
② 平成２８年１２月２６日（月）熊本県玉名郡南関町において発生した高病原性鳥イ
ンフルエンザに対し、当協会は熊本県からの緊急の資機材輸送要請を受け、輸送車両

-22-

の手配対応を行った。
平成２８年１２月２６日（月）〜平成２９年１月２０日（金）
会員企業延 ３０社

４トン車延３０両

③ 自治体・行政機関等が行う防災訓練への参加
○熊本市（まなぼうさいは悪天候により当日中止）
、熊本県、八代市については、
熊本地震の影響により予定された訓練は、全て中止となった。
○水俣市主催
期日：平成２８年１１月６日（日）
場所：水俣市立総合体育館他 対応者：協会城南支部事務局及び会員企業
④ 国土交通省災害物流研修への参加
期日：平成２８年１０月１８日（火）〜２１日（金）
場所：国土交通大学校柏研修センター
内容：国土交通省が主催する「災害物流研修」に協会長、専務理事が聴講するとと
もに、協会職員２名を参加させ、支援物資物流に関する専門知識の習得を図
った。
参加者：４２名 内訳 運輸局（６名）内閣府（１名）自治体（１９名）
トラック協会（１２名）
、運送事業者及び倉庫業者（４名）
⑤ 高病原性鳥インフルエンザ等の協定に係る取組み
指定地方公共機関として特定家畜伝染病のまん延防止に協力するため、緊急物資輸
送の取組みについて熊本県関係課と協定締結に向けた内容の協議を行った。
（４）輸送の安全確保のための施策促進（健康診断料の助成）
ドライバーの長時間労働及び高齢化による脳、心臓疾患数が増加傾向にある中、定期健
康診断の受診率の向上と有所見率の低下を目的に、会員事業所に勤務する全運転者を対象
とした健康診断の受診に対し、助成を行った。
また、Ｇマーク取得のインセンティブとして、既取得事業所で夜間勤務に従事する運転
者の２回目の受診料に対し、助成を行った。
○ 助成件数
３４８件 ９,５３４名
内、定期健康診断
Ｇマークインセンティブ助成

１７,５６３千円

３１９件 ７,７３６名 １５,４３６千円
７４件 １,７６１名

突発性運転不能障害疾患検査助成 １１件

３７名

１,７６１千円
３６６千円

２．重点項目
（１）トラックの日のイベント（サンクスマッチ）開催
トラック運送事業に対する一般消費者のより一層の理解促進等を目的としたイベントを開
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催するにあたり、トラックの日検討委員会を立ち上げ、内容の検討を行い、次のとおり開催
した。
今回も、昨年度実施した地元サッカーチーム「ロアッソ熊本」の公式戦（サンクスマッ
チ）に公益社団法人熊本県トラック協会の冠試合（スポンサー）としてジョイント（連携）
し業界のＰＲを行った。また、ラッピングトラックやトラクタヘッドなどをスタジアム前広
場に展示し、大型トラックの試乗体験や宣伝用ブースを出展し、業界の活動をＰＲした。ま
た、来場者からの募金7,511円は、平成２８年熊本地震義援金として、熊本県に対して寄付し
た。なお、来場者は、約４，３５０名となった。
日時：平成２８年９月２５日（日）１３：１５〜１８：００（16：00キックオフ）
場所：うまかな・よかなスタジアム
イベント協力：
（３６名）協会役員、青年部会継運会、支部職員、協会事務局
内容：主な実施内容（セレモニー含む）
【試合開始前】
① 大型トラック試乗体験（13:30〜16:00）入場ゲート前広場
トラクタヘッド１台
② 宣伝用ブース出展（車両１台・テント３張）
（13:30〜試合終了）
・トラック協会のパネルの展示、トラック男子、トラガールの紹介等
・トラック業界に関するアンケートの実施
アンケート回答者にミニタオルの配布（ロアッソのエンブレム入り）
・ロアッソ熊本の選手との写真撮影及びサイン会
③ 入場ゲートにてサンプリング（13：15〜16：00）
・マッチデープログラム（当日用パンフレット）と一緒にチラシ配布
④ 各種広告
【大型ビジョンによるＣＭ放送】
・トラック協会１５秒ＣＭを計８回大型ビジョンで放映、またスカパー放送
ＣＭもあった。
【競技場内】
（13:30〜試合終了）
① のぼり旗３０本、ポスター掲示(２０枚)
② ラッピングトラック展示１台（白馬物流㈱１０ｔウイング）
【ＦＭ791】
（16:40頃）
永井委員長が出演し当日のサンクスマッチのイベント内容やトラック事業の社
会的役割について紹介を行った。
【セレモニー】
① ロアッソ熊本の選手とハイタッチ（参加者：５０名）
② 絆ファミリー・絆宣言（中川ファミリー５名）
③ エスコートキッズ（小学生２２名）
④ フラッグベアラー（小学生６名）
⑤ 代表者挨拶（住永会長）
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⑥ 始球式（永井委員長）
⑦ ハーフタイムにＰＲの場内一周 ２５名（約１５分間）
【チケットの配布等】
招待券の配布（サービスチケット37枚及びＳ席デザインチケット200枚）
（２）広報誌による情報提供
トラック運送事業に関する各種情報の提供や業界・協会の活動や取組みなどについて、適
宜にお知らせするため、月刊広報誌「トラック広報くまもと」を発行し情報提供を行った。
（３）メディア及びホームページ等の活用
トラック運送事業に対する一般消費者のより一層の理解促進とトラックドライバーの活躍
などを理解してもらい、業界参画へとつなげるため、トラックドライバー・コンテストに優
勝した会員ドライバーが出演した協会のテレビＣＭを作成し、民放各テレビにて放送した。
また、運輸・物流産業企業合同説明会の周知を行い、求職者に対して、ＰＲするため各種媒
体を活用し、広報を行った。
各種媒体の活用（一部に運輸・物流産業企業合同説明会の広報を含む）
【テレビ】
○ＫＡＢ
・公益社団法人熊本県トラック協会テレビＣＭ放送
平成２９年１月２３日（月）〜平成２９年３月１０日（金）まで（４８本放送）
・平成２９年３月２９日（水）
「報道くまパワＮＥＷＳ」
○ＫＫＴ
・公益社団法人熊本県トラック協会テレビＣＭ放送
平成２９年１月２７日（金）〜平成２９年３月４日（土）まで（７本放送）
・
（事務局出演 運輸・物流産業企業合同説明会告知）
・運輸・物流産業企業合同説明会周知ＣＭ計２３本放送）
平成２９年２月２４日（金）〜平成２９年３月１０日（金）まで
○ＴＫＵ
・公益社団法人熊本県トラック協会テレビＣＭ放送
平成２９年１月２７日（金）〜平成２９年２月２８日（火）まで（１０本放送）
・飲酒運転根絶・高齢者の交通安全啓発キャンペーンＣＭ（計３６本放送）
平成２８年１２月１０日（土）〜平成２９年１月２０日（金）まで
○ＲＫＫ
・公益社団法人熊本県トラック協会テレビＣＭ放送
平成２９年１月２７日（金）〜平成２９年３月１０日（金）まで（３０本放送）
・
（青年部会継運会、事務局出演 運輸・物流産業企業合同説明会告知）
平成２９年２月２８日（火）
「ウエルカム」番組内告知対応
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【ラジオ】
○ＲＫＫ
・
（住永会長出演）
「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気」
平成２８年１１月８日（火）午前１１時３０分
・学生の登下校時間帯における事故防止啓発広報ＣＭ（４５本放送）
平成２８年５月１６日（月）〜平成２８年７月１５日（金）まで
・運輸・物流産業企業合同説明会周知ＣＭ（１００本放送）
平成２９年２月２４日（金）〜平成２９年３月１０日（金）まで
○ＦＭＫ
・スマイルドライブキャンペーン（４１本）
・平成２８年８月３１日（水）〜平成２９年２月９日（木）まで
・歩行者横断用横断旗寄贈（５０本）
○熊本シティＦＭ
・ＦＭ791防災コミュニティパートナー（１２０本）
平成２８年６月１日（水）〜平成２９年３月１１日（土）まで
【新聞・雑誌等】
○熊本日日新聞
・平成２８年 ６月２５日（土）掲載 熊本県からの復興メッセージ
・平成２８年１１月１８日（金）掲載 県政特集号 カラー半五段
・平成２９年 ２月２６日（日）掲載 運輸・物流産業企業合同説明会開催
・平成２９年 ３月５日（日）掲載 運輸・物流産業企業合同説明会開催
○読売新聞
・平成２８年１１月３０日（水）掲載 Ｇマーク周知広告
○物流ニッポン
・平成２８年７月１８日（月）掲載 暑中特集号
・平成２８年１０月６日（木）掲載 第２１回全国トラック運送事業者大会特集
・平成２９年３月２０日（月）掲載 2017安全＆環境特集
○輸送経済新聞
・平成２８年７月１６日（土）掲載 夏季・環境特集
・平成２８年１０月４日（火）掲載 第２１回全国トラック運送事業者大会特集
・平成２９年２月２８日（火）掲載 中四国・九州ブロック特集
○くまもと経済
・平成２８年１１月号掲載 ピックアップ広告カラー１/２ページ+記事体広告
○週刊求人案内 熊本版
・平成２９年２月１０日号、２月１７日号、２月２４日号、３月３日号、
３月１０日号に掲載

運輸・物流産業企業合同説明会開催

○週刊ゲットサポート 熊本版
・平成２９年２月１４日号、２月２１日号、２月２８日号、３月７日号掲載
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運輸・物流産業企業合同説明会開催
（４）各種表彰関係
① 永年継続企業表彰
永年継続企業表彰制度の表彰を次のとおり行った。
被表彰会員企業 ４社
② 無事故チャレンジ運動表彰
協会長表彰事業所９８事業所
③ 国土交通大臣表彰
被表彰者 藤木 德昭氏（㈱藤木運送 代表取締役）
④ 九州運輸局長表彰
（ア）団体役員表彰
被表彰者 荒川 泰治氏（九州産交運輸㈱ 代表取締役社長）
〃

成松 唯幸氏（㈲田島運送 代表取締役会長）

（イ）事業役員表彰
被表彰者 住永 豊武氏（熊本交通運輸㈱ 代表取締役会長）
〃

於久 初治氏（熊本旭運輸㈱ 代表取締役）

〃

吉川 誠氏 （熊交エクスプレス㈱ 代表取締役）

（ウ）従業員部門表彰
被表彰者 森

昇氏 （熊本交通運輸㈱）

〃

杉本 幸久氏（

〃

）

〃

宮本 廣幸氏（

〃

）

〃

海野 英昭氏（熊交エクスプレス㈱）

⑤ 九州運輸局自動車運送事業者無事故表彰
（ア）第１回被表彰事業者（１社）

㈲小嶋運送

（イ）第２回被表彰事業者（１社）

㈲ミナト運輸

⑥ 熊本地震に係る感謝状関係
（ア）農林水産大臣感謝状
対象団体：公益社団法人熊本県トラック協会
日 時：平成２８年８月２４日（水）午前１１時３０分
場

所：公益社団法人熊本県トラック協会研修センター

（イ）-①九州運輸局長感謝状
対象団体：公益社団法人熊本県トラック協会
日
時：平成２８年１１月２４日（木）午後２時００分〜
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場

所：九州運輸局

（イ）-②対象事業者：次の１０社
九州産交運輸㈱、熊本交通運輸㈱、㈱ＡＺＵＭＡ、熊本丸善海陸運輸㈱、
㈱マツカワ物流、㈱内田陸運、長浜運輸㈱、熊本通運㈱、㈱永井運送、
㈱ミノル運送（順不同）
日

時：平成２９年２月２０日（月）午後２時００分〜

場

所：ホテル熊本テルサ

（ウ）熊本県知事感謝状
対象団体：公益社団法人熊本県トラック協会
日

時：平成２８年１１月１６日（水）午後１時００分

場

所：ホテル熊本テルサ

（５）その他
新春賀詞交歓会の開催
会員企業、荷主企業、来賓らが参集して新春賀詞交歓会を次のとおり開催した。
また、会の冒頭には、藤木德昭理事の国土交通大臣表彰受賞記念品授与式を行った。
日時：平成２９年１月２７日（金）午後６時００分〜午後８時００分
場所：熊本ホテルキャッスル ２階 キャッスルホール
参加者数：１５０名
（６）協会基幹システムの活用方策及び他県トラック協会との連携
協会の業務の効率化及び会員サービスにつなげるため、コンサルタントを招へいし、基
幹システムの改編を行った。また、併せて協会業務についても効率化を図るため、検討を
行った。また、南九州５県トラック協会職員会議や各種講習会等に出席し、職員の資質向
上や業務の効率化のための対応を図った。

３．全ト協と連携して行う項目
（１）自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
① 自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
要望活動については、麻生太郎副総理・財務大臣、細田博之自民党トラック輸送振興
議員連盟会長、中根一幸自民党国土交通部会長をはじめ、政府与党の国会議員に対し、
日本自動車会議所など関係団体と協調して積極的に陳情活動を展開した。
平成２９年度税制改正大綱については、平成２８年１２月２２日に閣議決定され、税
制改正関連法案は平成２９年３月２７日に国会で成立した。トラック運送業界に関係す
る主な内容は以下のとおり
・中小企業投資促進税制について、車両総重量３．５ｔ以上のトラックについては、適
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用期限が２年延長。
・自動車重量税・自動車取得税のエコカー減税については、一部軽減率等を見直した上
で、適用期限が２年延長。
・自動車取得税のＡＳＶ（先進安全自動車）特例措置、自動車税のグリーン化特例措置
については、適用期限が２年延長。
・自動車税の引下げについては、平成３１年度税制改正までに、安定的な財源を確保し、
地方財政に影響を与えないよう配慮しつつ、自動車の保有に係る税負担の軽減に関し総
合的な検討を行い、必要な措置を講ずるとされた。
・自動車税の営自格差の見直しについては、阻止することができた。
② 軽油引取税の旧暫定税率の廃止等税負担の軽減
なお、軽油引取税の旧暫定税率の廃止については、地球温暖化対策の観点、国・地方
が苦しい財政状況にあることから、要望は受け入れられなかった。
（２）高速道路通行料金の引下げ及び割引制度の充実
① 高速道路料金の引き下げ及び割引制度の充実
高速道路料金に関する要望については、特に、大口・多頻度割引最大割引率５０％の
継続についても上記の大臣らをはじめ、政府与党の国会議員に対し強力に要望活動を展
開し、結果として平成２８年１０月１１日に成立した平成２８年度第２次補正予算にお
いて１０５億円が措置され、ＥＴＣ２．０搭載車を対象に、大口・多頻度割引の最大割
引率５０％が平成２９年度末まで継続されることとなった。
近畿圏の高速道路料金については、平成２９年度からの見直しに向けて検討が進めら
れ、第２２回社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会（平成２８年４月７日）
におけるヒアリングに対して、大口・多頻度割引の継続・拡充など近畿圏の新たな高速
道路料金及び大阪湾岸道路西伸部や淀川左岸線延伸部など近畿圏の道路ネットワークの
整備について要望した。また、平成２８年１２月１２日に、全ト協と近畿トラック協会
の連名で、道路ネットワークの早期整備、シンプルで継ぎ目のない料金体系、大口・多
頻度割引の継続・拡充、環境ロードプライシングの継続・拡充を内容とする要望書を、
石川雄一国土交通省道路局長に提出した。
その後、近畿圏の新たな高速道路料金に関して、平成２８年１２月１６日に具体方針
が、１２月２６日に具体案が発表されたが、大口・多頻度割引の継続・拡充や環境ロー
ドプライシングの継続など要望内容が反映された内容となった。
また、平成２８年９月２９日に、高速道路６会社が車両制限令違反者に対する大口・
多頻度割引停止措置等の見直しについて発表があったことから、平成２８年１１月２９
日に、全ト協と日貨協連の連名で、荷主の責任強化、トラック運送事業者及び荷主に対
する周知徹底、自動軸重計による計測結果の取り扱い、国際海上コンテナ輸送車両及び
特例８車種のトレーラへの対応、累積期間拡大への対応を内容とする要望書を、石川雄
一国土交通省道路局長に提出した。
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② ＥＴＣ２.０の普及促進
国における平成２７年度補正予算により、ＥＴＣ２.０搭載車を対象に、高速道路料金
の大口・多頻度割引最大５０％が継続されることとなり、今後もより一層の輸送効率化
が図られることから、ＥＴＣ２.０の普及促進を図るため、２０億円規模（１台４千円×
５０万台）のＥＴＣ２．０車載器購入促進助成事業を都道府県トラック協会との協力で
実施した。
（熊本県は実績４２３台 １２,５１０千円）
（３）大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立
全ト協においては、災害対策基本法に基づき防災業務計画を策定するとともに、緊急時
における業務マニュアルの整備を進め、緊急物資輸送体制の整備を行った。また、熊本地震
発生時には、国及び指定公共機関等との連携を図り、政府から要請された緊急支援物資輸送
にかかる車両の手配や被害情報の収集などを行った。
その他、各都道府県トラック協会におけるテレビ会議システム導入に対し助成を行い、
導入促進を図るとともに、同システムを活用した会議や研修が実施された。
政府主催の津波防災の日情報伝達訓練や首都直下地震等に対応した災害支援物資輸送訓
練に参加し、政府や指定公共機関間との情報伝達訓練を実施した。
緊急輸送車両の燃料供給を確保するためトラック運送事業者に対し自家用スタンド設置
助成を行い、ネットワーク整備を図った。
（４）全ト協会長表彰
・正しい運転明るい輸送運動表彰
日通熊本トラック㈱（熊本南支部）
、大八運送㈲（熊本東支部）
、㈱出水電設
（人吉・球磨支部）
・全ト協表彰規程による表彰
団体役員
従業員

２名（岩下哲三理事、岩本東造理事）
１３名

協会職員

１名

・優秀運転者顕章（平成２８年度より銅十字章は廃止となった）
金十字章

４５名

銀十字章

７５名

合計 １２０名
（５）全日本トラック協会が主催する第２１回全国トラック運送事業者大会に協会役員及び事
務局ら１０名が参加した。
期 日：平成２８年１０月６日（木）
場 所：鳥取県米子市 米子コンベンションセンター
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平成２８年度事業報告

〔交通・環境対策委員会〕
１．最重点項目
（１）交通事故防止対策の推進
① 事故防止大会の実施
年末の輸送繁忙期に向けて、事業用トラックによる交通死亡事故や、トラックから転落
する等の労災事故が増加していることから、業界全体で一丸となった事故防止対策の推進
を目的に、第３６回熊本県トラックドライバー・コンテストの総合優勝者（南九州センコ
ー㈱八代営業所中村将太氏）による安全宣言を行い、その後、
「トラック交差点事故防止マ
ニュアル」を活用したセミナーを実施した。
日

時：平成２８年１０月４日（火）１３時３０分〜１７時００分

場

所：
（公社）熊本県トラック協会 研修センター

参 加 者：４５社５６名
セミナー：
「トラック交差点事故防止マニュアル」活用セミナー
講

師：東京海上日動リスクコンサルティング㈱
経営企画部主席研究員 奥田啓介氏

② 大型車・特車通行許可制度等及びＥＴＣ２．０を活用した賢い物流管理講習会の実施
特殊車両通行許可制度に係る関係法令及び車両制限令、ＥＴＣ２.０を活用した特車ゴー
ルドの概要に関する講習を実施し、ＥＴＣ２.０を活用した車両運行管理支援による輸送の
効率化及び交通事故防止対策を図った。
日

時：平成２８年５月１７日（火）１３時３０分〜１６時３０分

場

所：
（公社）熊本県トラック協会 研修センター

参 加 者：４８社６３名
講

師：
（公社）全日本トラック協会輸送事業部課長 谷 博司氏

③ 事故防止用品の作成
新入学児童に対する交通事故防止用品を各地域振興局単位の教育事務所を通じて、当該
地域の支部長より、教育事務所長宛てに、新入学児童の交通事故防止を目的として、平成
２９年２月から３月にかけて、蓄光反射材キーホルダー及びＡ４サイズクリアファイルの
セット（１９,０００セット）を寄贈した。
また、事業者やトラックドライバーに対する交通事故防止の啓発を図るため、交通渋滞
予想地域及び熊本県交通安全川柳標語入りカレンダーを
１,５００部作成し、全会員事業者に配布した。
④ 無事故チャレンジ運動の実施
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平成２８年１０月１日（土）〜平成２９年１月８日（日）までの１００日間、社会との
共生を図りながら、公共の道路を活用し、公共輸送の使命を担うトラック運送業界におい
ては、交通事故防止対策は最重要課題の１つであることから、年末年始の輸送繁忙期の交
通量が増加する時期に、関係行政機関と連携し、交通事故ゼロを目指し、交通事故防止対
策を推進した。
また、参加１４５事業所から、表彰基準を満たした９８事業所を協会長表彰として表彰
した。
⑤ 法令遵守事故防止セミナーの実施
「準中型免許」の新設に係る改正道路交通法に伴い、トラック運送事業者における運転
者への教育内容強化を主眼とした「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対し
て行う指導及び監督の指針」の一部改正が同日付で改正されたため、法令遵守を目的に、
運転者に対する指導教育の内容変更の周知及び指導教育の際のポイントに関するセミナー
を実施した。
日

時：平成２９年３月１０日（金）１３時３０分〜１５時３０分

場

所：
（公社）熊本県トラック協会 旧館研修センター

参 加 者：６５社７６名
題

目：
「準中型免許制度及び交通事故防止対策について」

講

師：熊本県警察本部交通企画課係長 三次 和昭氏

題

目：
「貨物自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う指導及び監督の
指針」の一部改正に伴う運転者に対する指導教育の内容変更及び教育の際の
ポイント等について

講

師：㈲八代ドライビングスクール

福田 秀一氏

⑥ 事業用貨物自動車の業務中における交通事故発生状況（平成２８年中）
《熊本県警察本部資料》
発生件数

死 者 数

負傷者数

大型貨物

６１（△１８）

３（±０）

８３（△２３）

中型貨物

６５（＋９）

３（±０）

８６（＋１９）

普通貨物

１５（△１）

１（±０）

１７（△６）

７（±０）

１８６（△１０）

合

計

１４１（△１０）

（ ）内は、前年対比
【目 標】
○発生件数
○死者数

１４５件以下
０人
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○負傷者数

１８５人以下

※目標に対し、発生件数は若干下回ったが、死者数及び負傷者数は目標を上回る結果と
なった。
（２）安全教育の普及促進
① ドライバー等安全教育訓練助成事業の周知
全ト協が助成するトラックドライバー及び安全運転管理者等を対象とした安全運転研
修所における安全教育訓練について、広報誌及びホームページ等で普及促進を図った。
（９社１６名参加）
② 省燃費等安全運転研修会の実施
安全及び事故防止に関する知識及び省燃費運転による運転技能向上等を目的にドライ
バー等を対象とした研修会を、福岡県おんが自動車学校、大矢野自動車学校において次
のとおり開催した。
・福岡県おんが自動車学校
開催期間及び参加人員（１泊２日コース）
平成２８年６月４日（土）〜５日（日）
（９社１５名参加）
・大矢野自動車学校
開催期間及び参加人員（１日コース）
平成２８年５月１５日（日）
、２２日（日）
平成２８年６月 ５日（日）
、１２日（日）
平成２８年７月 ３日（日）
、１０月８日（日）計６回（３１社８４名参加）
合計 ４０社９９名参加
③ 交通事故統計の情報提供
交通事故防止の意識向上及び安全運転の啓発並びに運転者に対する指導・監督の際の資
料に活用できるよう事業用トラックの交通事故統計（熊本県警察資料）を「トラック広報
くまもと」に掲載した。
④ 各季における交通安全運動の実施
トラック輸送の安全確保と安心・安全で信頼できる輸送体制の確立を図るため、各季交
通安全キャンペーンを推進し、各交通安全運動への積極的な参加を周知徹底するため、交
通安全懸垂幕の掲示、トラック広報くまもとへの記事掲載を行った。
○ 春の全国交通安全運動
平成２８年 ４月 ６日（水）〜４月１５日（金）
○ 秋の全国交通安全運動
平成２８年 ９月２１日（水）〜９月３０日（金）
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○ 正しい運転･明るい輸送運動
平成２８年１１月１６日（水）〜平成２９年１月１０日（火）
○ 年末年始の輸送等安全総点検
平成２８年１２月１０日（土）〜平成２９年１月１０日（火）
○ 年末年始の交通事故防止運動
平成２８年１２月２１日（水）〜平成２９年１月 ３日（火）

２．重点項目
（１）第３６回熊本県トラックドライバー・コンテストの実施
運転技能と関係法令及び車両構造等に係る専門的な知識を競い、他の模範となることで、
社会的責務を担うトラックドライバーとしての自覚と誇りを醸成し、交通事故防止の推進と
環境負荷の低減に寄与することを目的に実施した。
また、今年度は、熊本地震の影響を考慮し、学科競技のみ実施した。
なお、第１部（全国大会選抜競技）及び第２部（県大会チャレンジ競技）の２部構成とし、
第２部にダンプ部門を新設した。
開催日：平成２８年７月２３日（土）
場 所：八代ドライビングスクール
参加者：２３事業所２８名
第１部
４トン部門 １１名、１１トン部門 ７名、トレーラ部門 ５名、女性部門 ２名
第２部
１１トン部門 １名、ダンプ部門 ２名
【部門別優勝者】
部 門 別

所

属

選 手 名

４ ト ン

九州産交運輸㈱熊本特輸センター

八浪 敏次

１１トン

南九州センコー㈱八代営業所

中村 将太

トレーラ

九州産交運輸㈱熊本コンテナセンター

平山慎太郎

女

日本郵便輸送㈱熊本営業所

松永 寿代

性

（敬称略）
県大会の各部門の優勝者（トレーラ部門は４トン部門の優勝者と同一事業者となったた
め、要綱により第二位の日本通運㈱熊本支店通運営業所の徳永龍選手）は、平成２８年１０
月２２日（土）〜２４日（月）
、自動車安全運転センター安全運転中央研修所（茨城県ひた
ちなか市）において開催された全国大会に出場した。
（各部門の入賞者はなかった。
）
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（２）環境クリーンキャンペーンの実施
「トラックの日」の関連事業として、１０月を「環境月間」と定め、１０月１５日
（土）を「実施統一の日」として、各支部の会員事業所のドライバーやその家族、地元地域
の小中学生、協会役員等により、１０月１３日（木）〜１０月２９日（土）にかけて、日
頃利用している道路に感謝を込めて、幹線道路やその周辺地域において清掃活動が行われ
た。
（１２支部７３９名参加）
。
（３) 「トラックの森」づくり育林事業
トラック運送業界の環境対策の取り組みを目的に、平成２６年１月に旧弓ヶ浜跡地（上
天草市大矢野町）にサクラ、モミジ、ツツジ等の植樹後に繁茂した草の下草刈りを「トラ
ックの日」の関連事業育林事業の育林事業として、８月３０日（火）に実施した。
（４）各種助成事業
交付金等助成事業の活用を促進するため、熊本県トラック協会の助成事業の目的、申請
方法等の説明会を実施した。
日 時：平成２８年６月２２日（水）１０時３０分〜１２時００分
場 所：
（公社）熊本県トラック協会 研修センター
参加者：３５社４４名
① ドライブレコーダー機器導入促進助成

８３社 ４２３台１２,５１０千円

② ＡＳＶ装置導入促進助成

５９社

③ 安全装置等導入促進助成

７１社 １２４台 ２,４８０千円

④ アルコール検知器助成

３６社 １０５台 １,４８４千円

９４台 ２,８２０千円

⑤ 低公害車導入促進助成
(新長期車、ＣＮＧ車、ﾊｲﾌﾞﾘｯﾄﾞ車)

１１７社

⑥ グリーン経営認証取得助成

２０４台１２,８４０千円

２２事業所

⑦ ＥＴＣ２.０車載器購入促進助成

９４６千円

２１６社３,５８４台 １７,９２０千円

⑧ ポスト新長期車両に対する融資推薦
環境対策を推薦するためポスト新長期規制適合車導入促進に係る融資の推薦を行うと
ともに、その利子の補給を行った。
（推薦件数２９件）
（５）アドバイザー制度の導入
会員の経営に資するため法律・経営・労務に関する専門のアドバイザーに業務を委託し
て、会員からの要望に対応するため、相談窓口を設置し、アドバイザーの増員を図った。
○法律アドバイザー・・・・北里敏明氏（弁護士）
、江越和信氏（弁護士）
河津 和明氏（顧問弁護士）
○経営・労務アドバイザー・㈱近代経営研究所
㈱瀧澤・佐藤事務所 瀧澤 学氏
㈱プロデキューブ 高柳 勝二氏
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（６）事故防止製品展示会の開催について
各メーカーの事故防止製品を一度に見て比較することで、各事業者に合う機器導入の参
考・支援を行い、交通事故防止の促進を図った。
日

時：平成２８年６月２２日（水）１０時００分〜１６時００分

場

所：熊本県トラック協会 旧館研修センター

来 場 者：３０名
出展業者：１０社
ＥＴＣ２.０車載器メーカー、ドライブレコーダー機器メーカー、
アルコール検知器メーカー、バックモニター機器メーカー

３．全ト協と連携して行った項目
（１）事業用トラックによる交通事故実態の把握と要因分析
事業用トラックを第一当事者とする死亡事故件数を車両台数一万台当たり「２.０」以
下とし、都道府県別（車籍別）の共通目標とし、事故防止の推進を図った。
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平成２８年度 事業報告

〔適正化事業委員会〕
１ 最重点項目
（１）巡回指導における効率的な推進
①

全国実施機関が示した「事業活動指針」に基づき、新規事業者や悪質事業者及び霊柩

運送事業者等を考慮し優先度に応じて巡回指導を行うなど、事業者の評価が厳正・公平
に行われるよう効果的な推進を図った。
なお、４月、５月における巡回指導については、熊本地震のため事業者の被災状況な
どに応じて巡回指導を延期した。
② 特別巡回指導の早期実施及び改善指導の強化
熊本運輸支局の指導要請による乗務時間に特化した特別巡回指導については、事業者
に的確なアドバイスや相談を行うなど、早急に改善ができるよう指導を行った。
【巡回指導実績表】
5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

3月

計

実績数

5

19

29

20

25

30

27

24

28

25

37

27

296

18

28

19

25

29

26

22

23

24

15

24

258

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

（2）

(1)

(2)

(1)

(0)

(14)

１

１

１

0

１

1

２

5

1

既存

4月

新規

内訳

区 分

5
０

22
(20)

３

38
(20)

※ 表中、既存の（ ）は特別巡回指導を、新規の（ ）は霊柩事業所の集合指導を内数で示す。
（２）安全性評価事業（Ｇマーク）取得事業者の拡大
① 安全性優良事業所数及び認定率
平成２８年度の安全性評価事業へ、１０５事業所から申請があり、新規１７事業所、
初回更新１９事業所、２回目更新１５事業所、３回更新１５事業所、４回目更新２３事
業所の合計８９事業所が認定を受けた。
なお、熊本地震により更新が１年間の延期となる特例措置を１４事業所が申請した。
このため、既存の認定事業所２１４事業所を含めると、熊本県内の認定事業所は、
３０３事業所となった（認定率は県内事業所数の２７．５％）
② 安全性優良事業所の拡大及び認定取得率向上
巡回指導時に実施した総合評価の良かった事業所に評価事業の申請をするよう説明す
るほか次の説明会などを開催し、取得事業所の拡大及び認定取得率の向上を図った。
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・平成２８年７月５日（火） 安全性優良事業説明会
・平成２８年８月１日（月） 安全性評価事業作成要領説明会
・平成２８年８月２３日（火）〜２９日（月）申請書類の事前確認
・平成２９年２月１８日（土）安全性評価事業説明会（阿蘇支部）
・平成２９年３月２２日（水）安全性評価事業説明会（天草支部）
③ 安全性優良事業所表彰
安全性優良事業所の認定を連続して１０年以上受けており、表彰要件に該当する事
業所に対して、九州運輸局長表彰及び熊本運輸支局長表彰が受賞された。
【年度別表彰事業所数】
区

分

平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

合 計

九州運輸局長表彰

０

０

１

１

熊本運輸支局長表彰

１

１４

４

１９

・平成２８年１１月１６日（水）九州運輸局長表彰
・平成２８年１１月１７日（木）熊本運輸支局長表彰
（３）熊本県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会の開催
平成２８年度事業計画、巡回指導結果、委員会提言への対応、新規参入時の事前チェッ
クの強化等について報告を行った。
委員からは、巡回指導時に社会保険未加入事業者の通報後の結果を運輸支局から実施機
関への報告及び特別巡回指導後、改善が見られない事業者については、運輸支局から監査
までの間に通知文書等を発出するなど、差別化をして頂きたい等の提言がなされた。
・平成２８年度第１回 平成２８年５月２３日(月) 県ト協
・平成２８年度第２回 平成２９年３月７日(火) 県ト協

２ 重点項目
（１）運行管理者試験対策
運行管理者試験受験者の合格率向上を図るため、試験対策に向けて専門の講師を招き、
運行管理者事前講習会及び運行管理者試験対策勉強会を開催した。
【運行管理者試験事前講習会】講師：平塚 捷悦 氏
① 開催日時：平成２８年７月３０日(土)〜３１日（日）(受講者９６名)
開催場所：熊本県トラック協会 旧館２階会議室
② 開催日時：平成２９年２月２０日(月)〜２１日（火）(受講者７４名)
開催場所：ユースピア熊本（熊本県青年会館）
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【運行管理者試験対策勉強会】講師：嘉村 公成 氏
① 開催日時：平成２８年８月２２日(月) (受講者１１４名)
開催場所：八代ハーモニーホール
② 開催日時：平成２９年２月１１日(土) (受講者８４名)
開催場所：熊本県トラック協会 旧館２階会議室
③ 開催日時：平成２９年３月２日(木) (受講者８７名)
開催場所：ユースピア熊本（熊本県青年会館）
【運行管理者試験結果】
区 分

試験実施日

申請者数

受験者数

合格者数

合格率

第１回

８月２８日

３９２

３５７

１１０

３０．８％（全国15位）

第２回

３月 ５日

３７９

３４２

７７

２２．５％（全国13位）

７７１

６９９

１８７

合 計

（２）運行管理者一般講習及び整備管理者研修の受講料助成
会員事業者の安定した事業運営及び運行管理等に資するため、運行管理者及び整備管理
者の選任者に対し、２年に１回の受講義務のある講習等の受講料の助成を行った。
また、運行管理者一般講習の助成制度の要綱を一部改正し、国土交通省より認定を受け
た民間企業等の実施機関が実施する講習を追加し、会員の受講率の向上を図った。
（３）過積載防止対策
「過積載絶滅運動月間（１０月１日〜３０日）
」には、関係行政機関との連携を図りな
がら、次の対策を実施した。
① 街頭キャンペーン及び取締り参加（２回）
運転者に運動のチラシ等を配布して啓発活動を行った。
・平成２８年１０月３日（月）熊本河川国道事務所 八代維持出張所
・平成２８年１０月６日（木）八代インターチェンジ
【過積載運行に対する行政処分件数（車両の使用停止）
】
区

分

九州運輸局管内
熊本運輸支局管内

平成２６年

平成２７年

平成２８年

２１

６

３

２

０

０

② ポスターを作成して事業者や荷主企業及び関係業界等に1,200枚配布し、過積載防止
に対する理解と協力を求めるため周知を図った。
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（４）苦情処理への適正・迅速な対応
一般消費者等からの運転マナーやドライバー等からの長時間労働などの苦情、相談に対
して、適正・迅速に対応し解決に努めた。特に、運転マナーについては、事業所などの運行
管理者へ乗務員教育の徹底を指導した。
４

５

６

７

８

９

10

11

12

１

２ ３

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月

月 月

運転マナー

2

7

2

4

1

0

1

4

1

３

０ ４

２９

労働関係

0

0

0

0

1

0

0

3

1

０

０ １

６

その他

2

4

0

0

0

0

0

3

1

１

０ １

１２

合計

4

11

2

4

2

0

1

10

3

４

０ ６

４７

区 分

合計

（５）可搬式適性診断機器の利用促進
本部や各支部に配置している自社の事務所内などで受診可能な可搬式適性診断機器を貸
出し、事業者の運転者に対する指導・監督および事故防止対策の促進を図った。
【貸出状況】
区

分

上半期（４月〜９月）

全期（４月〜３月）

６２事業者

５０事業者

１１２事業者

１,６７９名

１,１９５名

２,８７４名

１００事業者

６７事業者

１６７事業者

２,０２４名

１,０８９名

３,１１３名

平成２８年度
平成２７年度

下半期（１０月〜３月）

（６）社会保険等未加入事業者への対応
社会保険等未加入事業者については、巡回指導後の改善報告書により改善がなされてい
ない事業者は、熊本運輸支局長に定期報告を順次行った。
（１０回 合計２６事業所）
（７）安全対策の励行に対する啓発
事業者の運行管理における安全対策を励行するため、
「トラック広報くまもと」へ関連記
事の掲載や「適正化事業課だより」
（緊急通知）などの文書を発出し、会員事業者に対する
啓発活動を実施した。
（不定期）
（８）運輸安全マネジメントの普及促進
事故防止に対する安全性の向上を図ることを目的に、巡回指導や安全性評価事業の申
請・説明会などを通じて、運輸安全マネジメントの普及促進に努めた。
（９）白トラ行為等対策
白トラ行為等についての通報や最近の巡回指導時における名義貸し、違法な白トラ行為
等は確認されなかった。
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３ 全ト協と連携して行う項目
（１）適正化事業指導員の能力向上
全国実施機関が主催する適正化事業指導員の各種研修やブロック研修会などに参加し、
指導員の適否の判断基準の統一化や、適正化事業指導員のスキルアップに努めた。
① 適正化事業指導員全国研修(初級研修)
・平成２８年４月２６日（火）〜２７日（水）
② 適正化事業指導員全国研修（情報処理システム研修）
・平成２８年４月２８日（木）
③ 小規模グループ適正化事業指導員研修
・平成２８年８月１８日(木)〜１９日(金)
④ 適正化事業指導員全国研修（専門研修）
・平成２８年９月１日（木）〜２日（金）
⑤ 適正化事業指導員全国研修(特別研修)
・平成２８年１１月１７日(木)〜１８日(金)
⑥ 九州・沖縄ブロック適正化事業指導員研修会
・平成２８年１１月２９日(火)〜３０日(水)
⑦ 適正化事業指導員全国研修(スキルアップ研修)
・平成２９年２月２日(木)〜３日(金)
（２）引越講習会及び引越事業者優良認定制度の推進
利用者サービスのレベルアップを図るため、引越輸送業務の実務担当者や管理者等に対し
て、全ト協専任講師による各種引越講習を開催した。
また、全ト協開催の輸送相談業務担当者等のＴＶ会議に参加し、会員事業者の引越講習や
引越事業者優良認定制度の事務手続きの効率化を図った。
① 引越基本講習
・日 時：平成２９年１月１９日(木) 10:00〜16:00
・場 所：熊本県トラック協会 研修センター３階
・参加者：１２名
② 引越管理者講習
・日 時：平成２９年１月２０日(金)
・場

10:00〜16:00

所：熊本県トラック協会 研修センター３階

・参加者：１６名
③ 引越事業者優良認定制度
消費者に安全・安心な引越サービスを提供する事業者の情報を提供し、品質の向上を図
るため引越事業者等を客観的に評価する「引越事業者優良認定制度（平成２６年度創
設）」の推進を図った。
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※平成２８年度 引越事業者優良認定制度に係る認定状況
区

分

平成２８年度
既

認
合

定
計

熊本県
１事業者
（１事業所）
１５事業者
（２６事業所）
１６事業者
（２７事業所）

-42-

全 国
２５事業者
（１２２事業所）
３５１事業者
（１,８４２事業所）
３７６事業者
（１,９６４事業所）

平成２８年度 事業報告

〔労働対策委員会〕
１．最重点項目
（１）
「トラック輸送における取引環境・労働時間改善熊本地方協議会」の適確な運営と実現可
能な対策等の検討
熊本運輸支局及び熊本労働局と共同で、学識経験者、荷主企業、運送業者、関係団体等で
構成される協議会で、運送業界の取引環境と労働時間の改善を図ることを目的として、次の
会議を行った。
【熊本県地方協議会】
○第４回熊本県地方協議会
開催日時：平成２８年１０月２４日（月）１３時３０分〜１６時００分
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター３階会議室
議

題：
「トラック運送業の生産性向上・労働条件改善に向けた取組みについて」
「熊本県地方協議会におけるパイロット事業について」

○第５回熊本県地方協議会
開催日時：平成２９年３月１６日（木）１３時３０分〜１６時００分
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター３階会議室
議

題：
「地方協議会におけるパイロット事業の実証実験結果について」

【パイロット事業関係】
○パイロット事業意見交換会
開催日時：平成２８年７月２５日（月）１０時００分〜
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター２階会議室
議

題：パイロット事業の参画事業者について

○第１回パイロット事業検討会
開催日時：平成２８年１０月２０日（木）１０時００分〜
開催場所：ＪＡ経済連第二集送センター会議室
議

題：パイロット事業の取り組みについて

○パイロット事業事前検討会
開催日時：平成２９年１月１６日（月）１３時００分〜
開催場所：ＪＡ経済連３階会議室
議

題：パイロット事業の実施について

○第２回パイロット事業検討会
開催日時：平成２９年２月１６日（月）１４時００分〜
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター２階会議室
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議

題：パイロット事業の実施状況について

○第３回パイロット事業検討会
開催日時：平成２９年３月９日（木）１３時３０分〜
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター２階会議室
議

題：パイロット事業の実施結果について

（２）労働力確保対策の推進及び労務管理講習会の開催
① 運輸・物流産業企業合同説明会の開催
開催日時：平成２９年３月１１日（土）１３時００分〜１６時００分
開催場所：ウイング松橋 （宇城市松橋町大野８５）
出展企業：２７社
後

援：熊本労働局、熊本運輸支局、熊本県

② 人材確保セミナー
労働力確保対策の一環として開催する運輸・物流産業企業合同説明会の出展 企業等
に対して、求職者からの視点による企業の採用力向上を目指し、次の内容のセミナーを
開催した。
開催日時：平成２９年２月７日（火）１３時３０分〜１７時００分
開催場所：熊本県トラック協会 研修センター３階会議室
講

演:「トラック運送業界における人材確保について」
「トラックドライバーの採用・育成対策（若年、女性、高齢者等）につい
て」
「人材活用による生産性向上について」

講

師：㈱コヤマ経営 代表取締役 小山 雅敬 氏

参 加 者：４９名
また、併せて3月11日（土）開催の運輸・物流産業企業合同説明会の参加企
業に対して、ブース出展要領についての説明を行った。
講

師：㈱あつまるホールディングス 支店長

島津 繁寿 氏

課長補佐 古池 泰士 氏
③ 労働セミナー
労働力確保及び労務管理の改善を図るためのセミナーを開催し、各支部においては経
営改善、基盤強化等のために労務管理講習会を開催した。
開催日時：平成２８年１０月２１日（金）１３時３０分〜１６時００分
開催場所：熊本県トラック協会 旧館２階会議室
講

演：
「労働力確保対策と従業員定着（採用力向上）のための社内コミュニティの
構築について」

講

師：㈱松本経営事務所 代表取締役 松本 一喜 氏

参 加 者：６４名
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（３）大型・中型免許取得助成
運送事業における若年層の運転者を確保することを目的に、熊ト協に所属する会員事業
者の運転者及び免許取得後に会員事業者に入社する一般の運転者を対象に、
「大型免許」及
び「中型免許（中型限定解除を含む。
）
」を取得した際に要した費用（教習所等へ支払った
教習料のみを対象とし、運転免許試験場における検定試験受験料は対象外）を助成し、労
働力の確保に努めた。
助成件数

１１,５５７千円

（内訳）大型１１０名 １０,７５７千円、中型 １６名 ８００千円
（４）健康診断料の助成
ドライバーの長時間労働及び高齢化による脳、心臓疾患数が増加傾向にある中、定期健
康診断の受診率の向上と有所見率の低下を目的に、会員事業所に勤務する全運転者を対象
とした健康診断の受診に対し、助成を行った。
また、Ｇマーク取得のインセンティブとして、既取得事業所で夜間勤務に従事する運転
者の２回目の受診料に対し、助成を行った。
○助成件数
内、定期健康診断
Ｇマークインセンティブ助成

３４８件 ９,５３４名 １７,５６３千円
３１９件 ７,７３６名 １５,４３６千円
７４件 １,７６１名
１,７６１千円

突発性運転不能障害疾患検査助成 １１件

３７名

３６６千円

２．重点項目
（１）インフルエンザ予防対策
新型インフルエンザ等に対する業界内外へのまん延予防対策として、希望のあった会員
事業者に対して手指消毒液の配布を行った。
ポンプ式手指消毒液

３６９事業者 計 ５４８本配布 ６７８千円

（２）交通労働災害の防止
陸災防熊本県支部と連携し、夏期及び年末年始交通労働災害防止運動の周知と防止に努
めた。

３．全ト協と連携して行う項目
（１）トラックドライバーの長時間労働の改善対策
トラックドライバーの長時間労働の改善に向けた取組の一環として、「改善基準告示」
「荷主勧告制度」に関するリーフレットを主要荷主団体あてに、熊本労働局及び熊本運輸
支局と連名で配布した。
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（２）健康状態に起因する事故防止対策
熊ト協の「トラック広報くまもと」及びホームページを通じて、睡眠時無呼吸症候群
（ＳＡＳ）対策の周知を図り、スクリーニング検査費用の助成を行った。
（１０社９８名）
（３）少子高齢化に対応した労働力の確保対策の推進及び事業後継者等の育成
労働力確保対策パンフレットの更なる周知に努め、業界の果たす役割等について積極的
に情報発信を行うとともに、新卒者等の採用に向けた取り組みについて検討した。
また、優秀な人材を育成するため、物流経営士の認定事業を実施し活用を図り、優秀な
管理者を育成するため、中小企業大学校の講座受講を促進した。(講座受講者 １社４名)
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平成２８年度事業報告

〔経営改善委員会〕

１．最重点項目
（１）物流効率化の促進と経営基盤の強化
荷主企業や物流関係企業の経営者などが、経済社会の動向やトラック業界に関する課題
などを共有し理解を深め、各企業と県内産業全体の一層の発展を図ることを目的とした荷
主企業と物流事業者のための経営セミナーを開催した。
開催日時：平成２９年１月２７日（金）１５時００分〜１８時００分
開催場所：熊本ホテルキャッスル ２階キャッスルホール
参 加 者：会員、荷主企業等 １７１名
講 演 Ⅰ：「人手不足をどのように克服するか 〜熊本地震を例に〜」
講師 日本銀行熊本支店 支店長 竹内 淳一郎 氏
講 演 Ⅱ：「安倍政権と今後の日本」
講師 東京新聞・中日新聞 論説副主幹 長谷川 幸洋 氏
（２）原価管理に基づく適正運賃収受の推進
① 原価意識強化セミナーの開催
トラック運送事業が持続的かつ収益力のある産業として発展していくため、原価水準
に見合った運賃収受に向けた取り組みとして、運送事業における経営全体の改善や取引
先との交渉力強化に向けた内容を取り入れ、収益力の向上に焦点をあてたセミナーを開
催した。
日 時：平成２８年１１月１５日（火）１３時３０分〜１７時００分
場 所：
（公社）熊本県トラック協会研修センター
参加者：２５社３１名
内 容：原価計算の実践、生産性向上に向けた原価管理、取引先との運賃交渉力強化
講 師：㈱近代経営システム研究所 代表取締役 森高 弘純 氏
② 燃料価格変動対策
・適正運賃収受の推進
荷主企業に対して、トラック運送業界の窮状をご理解いただき、経営基盤強化の実現
のため、会員事業者名と協会長名の連名の適正運賃収受の協力文書を作成し、希望する
会員事業者に対する配布を行った。
（１６社１１８枚）
また、燃料サーチャージに関する届出方法等の相談業務に関する窓口を引き続き設置
した。
・陳情・要望活動の展開
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主要荷主団体をはじめ、地元の国会議員及び政権与党、関係行政機関等に対する協力
支援の要請を行った。

２．重点項目
（１）事業後継者等の人材育成
将来のトラック業界を担う優秀な人材を育成するため、青年部会における研修会の実施
や社会貢献事業の取組み等に対する支援を行った。
① 熊本地震復興支援イベント 平成２８年８月３日（水）エミナースプール
② 物流業における改善活動の取組み事例研究会 平成２８年１１月２５日（金）
（２）金融対策等の支援
会員事業者の近代化合理化及び環境対策を推進するため、近代化基金による融資の推薦
を行うとともにその利子の補給を行った。
（推薦件数５件）
（３）自営転換の推進
熊ト協ホームページに掲載し、営業用トラックによる輸送効率化を促すため、会員事業
者の企業情報などの提供を行い、自家用トラックでの輸送を行っている荷主企業等に対し
て自営転換の推進を図った。
（登録事業者数２９４社）
（４）中小企業対策事業の活性化
会員事業者の経営安定のために、熊本地震被災事業者に対する支援策をはじめとする助
成金や融資制度について熊ト協の「トラック広報くまもと」及びホームページに掲載し周
知を行った。
（５）アドバイザー制度の導入
会員の経営に資するため法律・経営・労務に関する専門のアドバイザーに業務を委託し
て、会員事業者からの相談・要望に対応するため、相談窓口を設置し、アドバイザーの増
員を図った。
○法律アドバイザー・・・北里敏明氏（弁護士）
江越和信氏（弁護士）
河津和明氏（顧問弁護士）
○経営・労務アドバイザー・・・㈱近代経営研究所
㈱瀧澤・佐藤事務所 瀧澤 学氏
㈱プロデキューブ 高柳勝二氏
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３．全ト協と連携して行った項目
（１）経営分析及び個別企業診断等の活用
中小トラック運送事業者の経営実態の把握と個々の経営改善への取り組みに資するため、
全ト協と連携し経営分析報告書の策定及び個別企業診断の積極的な活用を周知し、利用促
進を図った。
（診断件数１４件）
（２）中小企業信用保険法業種指定のための輸送量等にかかる実態調査
信用保険法に基づく業種指定を受けるために、トラック事業者の輸送量等を全ト協と連
携し調査を行った。
（２０社、年４回実施）
（３）自家用燃料供給施設整備支援助成事業
全ト協と連携し、運送事業者や協同組合が燃料の安定的な確保を目的に導入する自家用
燃料供給施設に対する助成を行うとともに、助成を受けた供給施設の大規模災害時の際の
緊急輸送時における燃料供給体制の整備を推進した。
（助成件数２社）
（４）中小企業大学校の講座受講促進
中小企業基盤整備機構が運営する中小企業大学校の講座受講促進制度について、トラッ
ク広報くまもとやホームページ等を活用して周知を行った。 （助成件数１社４名）
（５）トラック運送業の生産性向上促進事業
貨物自動車運送事業の経営の構造的な改善を図ることを目的に平成２８年度第２次国土
交通省補正予算により実施された「テールゲートリフターの導入に対する補助事業」の執
行団体である（公社）全日本トラック協会と連携し、補助金申請の受付を実施した。
① テールゲートリフター導入に対する補助
受付期間：平成２９年２月１日（水）〜２４日（金）
申請状況：１６社３１台
補 助 額：９,３００千円（内訳：床下格納式２８台、後部格納式３台）
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平成２８年度事業報告

〔専門部会〕
現在設置されている７部会において、輸送秩序の確立や、事業経営の円滑化等共通の項目につ
いて推進を図った。
なお、本年度の各部会の活動は次のとおりです。
１．食料品部会
① 平成２８年７月２８日（木）ホテル横浜ガーデン・全ト協第３７回食料品部会
② 平成２８年８月１８日（木）福ト協会議室・第１回九州ブロック食料品部会
③ 平成２８年８月２６日（金）熊ト協会議室・第１回部会員会議
④ 平成２８年９月３日（土）富士ホテル・福ト協食料品部会全体会議及び実務担当者研修会
⑤ 平成２８年１１月２８日（月）福ト協会議室・第２回九州ブロック食料品部会
⑥ 平成２９年１月２３日（月）熊ト協会議室・第２回部会員会議
⑦ 平成２９年３月３日（金）ホテルセントラーザ博多・九州各県食料品部会全体交流会

２．木材輸送部会
① 平成２８年７月１６日（土）ホテルレクストン鹿児島・南九州四県合同部会長会議
② 平成２８年９月６日（火）鹿児島サンロイヤルホテル・南九州四県合同事務局会議
③ 平成２８年９月９日（金）八代ホワイトパレス・第１回部会員会議
④ 平成２８年１０月１４日（金）ホテルレクストン鹿児島・南九州四県合同全体会議
⑤ 平成２９年１月２４日（火）熊ト協会議室・第２回部会員会議

３．重量物輸送部会
① 平成２８年４月１３日（水）全ト協会議室・全ト協重量部会常任委員会
② 平成２８年６月９日（木）ＪＲホテルクレメント高松・全ト協重量部会通常総会
③ 平成２８年７月１６日（土）五郎八・第１回部会員会議
④ 平成２８年１１月１５日（火）全ト協会議室・全ト協重量部会全国実務担当者研修会
⑤ 平成２９年２月２日（木）ロワジールホテル那覇・全ト協重量部会経営者研修会
⑥ 平成２９年２月１８日（土）紅蘭亭・第２回部会員会議

４．ダンプカー部会
① 平成２８年９月８日（木）全ト協会議室・第４０回全ト協ダンプトラック部会
② 平成２８年１０月２５日（火）ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ・第１回部会員会議
③ 平成２８年１０月２５日（火）ANAｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ・九州三県ﾄﾗｯｸ協会ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ部会
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④ 平成２９年１月２４日（火）熊ト協会議室・第２回部会員会議
⑤ 平成２９年２月８日（水）全ト協会議室・第１回各ﾄﾗｯｸ協会ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ部会長会議
５．引越部会
① 平成２８年６月２１日（火）ホテルポールスター札幌・第４１回全ト協部会
② 平成２８年１１月１８日（月）全ト協ホール・第４２回全ト協部会総会
③ 平成２９年２月１日（水）熊ト協会議室・第１回部会員会議
６．セメント部会
① 平成２８年７月８日（金）全ト協大会議室・第３４回全ト協セメント部会
② 平成２８年８月２３日（火）熊本県トラック協会城南支部会議室･第１回部会員会議
③ 平成２８年１１月２４日（木）ホテルマリックス・九州四県合同全体会議
④ 平成２９年１月２３日（月）熊本県トラック協会城南支部会議室･第２回部会員会議
⑤ 平成２９年３月１４日（火）全ト協ホールセメント部会・生コンクリート輸送部会合同研修会

７．青年部会継運会
（１）会議関係
① 総会

平成２８年 ５月１４日（土）ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ

② 部会役員会

平成２８年 ５月１４日（土）ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ
平成２８年 ６月２３日（木）熊本県民交流館パレア
平成２８年 ８月２４日（水）熊本県民交流館パレア
平成２８年１０月２６日（水）熊本県民交流館パレア
平成２９年 １月１８日（水）熊本県民交流館パレア
平成２９年 ３月１５日（水）熊本県民交流館パレア

（２）研修会及び交流会関係
① 青年部会セミナー（部会員１７名及び卒業生１０名参加）
平成２８年１１月２５日（金）ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ
講演Ⅰ テーマ「業務改善による生産性向上と人財育成」
講師 ㈱九州丸和ロジスティクス 業務営業部係長 郷原 良和 氏
講演Ⅱ テーマ「生協物流を物流現場から変える全体最適化提案
〜供給増を目的に物流業からロジスティクスへ〜」
講師 ㈱シーエックスカーゴ 第二事業本部 鳥栖流通センター
流通センター長 久保 政宏 氏
専門講師を招聘し、部会員のスキルアップを図るとともに、部会員相互の交流を深めた。
② 先進企業等視察（１４名参加） 平成２８年 ８月２０日（土）
（ア）㈱五健堂（京都府京都市伏見区横大路菅本2-58）
（イ）近畿ブロック大会参加
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京都市内の物流事業者のご協力を得て、物流倉庫を含む視察研修を行い、先進企 業にお
ける企業の取組等を学んだ。
（３）全国物流青年経営者中央研修会等への参加
①全国代表者会議（部会長等参加）
平成２８年 ６月１７日（金）全日本トラック協会会議室
平成２８年１１月２４日（木）全日本トラック協会会議室
平成２９年 ２月２３日（木）全日本トラック協会会議室
②九州ブロック大会（部会員１６名参加）
平成２９年 ２月 ４日（土）唐津シーサイドホテル
③全国大会（部会員１０名参加）
平成２９年 ２月２４日（金）京王プラザホテル
（４）九州地区運輸青年部連絡協議会役員会
○第３１回(公社)全日本トラック協会九州ブロック大会を充実した大会にするため、各
県の役員（正副部会長）で開催内容等について協議検討を図った。
①平成２８年 ７月 ５日（火）熊本ホテルキャッスル
②平成２８年 ９月２８日（水）唐津シーサイドホテル
③平成２８年１１月１５日（火）熊本ホテルキャッスル
④平成２９年 １月１６日（月）福岡県就労支援事業者機構（就労支援勉強会）
（５）他県トラック協会青年部及び異業種との交流会
○他県トラック協会青年部と交流を深めた。
①平成２８年１０月 ９日（日）長野県佐久地区トラック輸送協議会
②平成２８年１１月 ７日（月）東京都文京支部青年部
○熊本県中小企業団体中央会青年部協議会を通じて異業種交流会へ参加し交流を深めた。
①中小企業団体中央会青年部協議会総会（参加者５名）
平成２８年 ６月２８日（火）熊本ホテルキャッスル
②若手経営者育成研修会（参加者１名）
「デザイン書道が伝える力〜名は体を、書は企業を表す〜」
デザイン書道家 中川 道代 氏
平成２８年１２月２日（金）武蔵ビル・オアシス
（６）協会本部・支部と連携して行った活動
①「トラックの日」関連事業
・
「トラックの日サンクスマッチ」
平成２８年９月２５日（日）うまかな・よかなスタジアム
青年部会が主体となり、地元サッカーチーム「ロアッソ熊本」の公式戦（サンクス
マッチ）に冠試合（スポンサー）としてジョイントし、広く県民にトラック運送業界に
ついてＰＲを行った。
②環境クリーンキャンペーン

-52-

各支部で行う主要道路や公園等の清掃活動に積極的に参加した。
（１０月）
③各種講習会・セミナー等
協会本部の主催するセミナー・講習会に参加し、必要な知識の理解促進と受講者間の人
的ネットワークの醸成に努めた。
（７）全ト協と協力して行った活動
熊本地震の被災地支援を目的に行われた復興支援イベントに対して、開催地青年部とし
て協力を行った。
平成２８年８月３日（水）阿蘇熊本空港ホテルエミナースプール
熊本地震被災者支援イベント「夏だ!!みんなでプールに行こう!!〜日本はひとつみんな
を笑顔にしたくて〜」
（青年部役員等１０名参加）
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