令和３年

新 春 対 談

辻会長&青年部会

令和 3 年がスタートいたしました。昨年からの新型コロナウイルス感染拡大の影響に
よる自粛生活など我慢の日々が続いている状態です。
トラック運送業界も、この難局を乗り越えていくために一致団結する必要があります。
そこで辻会長と、これからのトラック運送業界を担う若手経営者の有志である青年部会
の正副部会長の皆様に、コロナ禍におけるトラック運送業界の現状と課題や今後の展望
等についてお話をお伺いすることといたしました。
（※コーディネーターは滝口専務理事にお願いいたしました。）
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く、全日本トラック協会の方でも副会長をさせて頂いて

す。今回、大阪府トラック協会のトラック広報の令和３

います。

年の新年号ということで、辻会長と青年部会の正副部会

会社の方は鴻池運輸株式会社の会長です。もう昨年の

長の皆様に対談をお願いしたいと思います。

１０月で７８歳になり、８０歳間近ですが、それなりに

まず初めに自己紹介を辻会長からお願いいたします。

元気にやっています。

辻会長

滝口専務理事

まず先日の新型コロナウイルスのアンケート調

ありがとうございます。そうしましたら

査では青年部会の皆様にはご協力いただき、ありがとう

青年部会のメンバーで、林部会長から順番によろしくお

ございました。このコロナウイルスの影響は深刻ですね。

願いします。

皆さんも毎日、大変な状況の中、事業経営をされている

林部会長

と思います。

の部会長を仰せつかっております宏栄産業株式会社の林

それでは、私から自己紹介させていただきます。

英司と申します。もうすぐ５０歳になります。大阪の大

私は、４年前に大阪府トラック協会の会長を拝命し、そ

正区出身で、鋼材輸送専門に先代からさせてもらってお

して全日本トラック協会の副会長はもう１０年以上前か

ります。ただ、このコロナ禍の中、やはり業績も良くな

らさせて頂いていて、今は坂本会長の元で大阪だけでな

いということで、昨年から事務所移転の引越業を手掛け
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私は今年度から大阪府トラック協会青年部会

ていきながら浮き上がりのチャンスというかそういうも

彦野副部会長

のをどんどん狙っていきたいなと思っております。なか

せつかっております、有限会社泉州急送と丸大通商株式

なかコロナ禍で青年部会の活動が思うようにできない中

会社の代表取締役の彦野修二と申します。よろしくお願

ではありますが、何か一生懸命考え、皆様のお力をお借

いいたします。歳は４３歳です。私はいつも思っている

りして頑張っていきますのでどうぞよろしくお願いいた

ことですが、青年部会で友達や仲間を増やしていって、

します。

早く自分の夢を叶えたいという思いがあるので、そのた

滝口専務理事

それでは藤井さんは本日ご欠席なので、

はい。今期から青年部会の副部会長を仰

めに一生懸命従事しているところであります。会社は、

中邨さんよろしくお願いします。

毎日大小さまざまな問題が発生しているので、それを解

中邨副部会長

今年度から青年部会の副部会長を仰せつ

決するのに必死ですが、なんとか従業員みんなが笑って

かっております株式会社ユタカの中邨一と申します。年

過ごせるような社風、会社にしていけたらなと毎日思っ

齢はもうすぐ４２歳になります。私どもの会社は、昔か

ております。よろしくお願いします。

ら医薬品に特化した運送をしておりまして、やっぱり薬

辻会長

というのはある程度使われるものなので、コロナの影響

彦野副部会長

で極端に落ちるということはなく、逆にバブルのような

私には娘がいまして、将来結婚相手を連れてくるんです。

こともないという状況で継続しております。それでもこ

男性二人連れてきまして、一人は飛行機のパイロット、

の時期なので若干ながら落ちてはいますが、何とか耐え

もう一人はトラックドライバー。娘が「私選べないから

ながら、やはり医薬品は安定供給していかなければなら

お父さんが選んで」って言うんです。私は迷わずトラッ

ないので、そういう使命感を持ってさせていただいてお

クのドライバーを選ぶ、世の中のお父さんが私と同じ選

ります。

択をしてほしい、そんな世の中が来てほしいと思ってお

夢っていうのは具体的にどんなこと？

滝口専務理事

次は田中さん、よろしくお願いします。

ります。

田中副部会長

前年度に引き続き副部会長を仰せつかっ

辻会長

笑って頂いて結構ですけども、私の夢は

彦野さんは、まだ４３歳ということは、まだお

ております、日誠商運株式会社の田中宏紀と申します。

嬢さんお若いでしょ？

年齢はもう少しで４５歳になります。今期で３期目をさ

彦野副部会長

せていただいており、青年部会には諸先輩方をはじめ、

一同

皆様には本当にお世話になっておりまして、今後は青年

滝口専務理事

部会に、恩返しをしていきたいと思っております。会社

りませんが。（笑）

は南港の方に事務所がございまして平ボディーを中心に

辻会長

関東方面への混載をメインにやっております。鋼材から

が表れてるね。（笑）

機械もの、平ボディーに積めるものであれば何でも積ん

滝口専務理事

でいくという形でやっております。長距離輸送なので今

も 大 変 な 状 況 と な っ て い ま す が、 運 ん で い る 荷 物 に

労務の問題がネックになっておりますが、ドライバーと

よっては物量が増えている会社もあると聞いています。

も相談しながら、地場を固めたり、中距離を固めたりと

２０２０年を振り返って少しお話をいただきたいと思い

いう形でやっております。長距離専門というのは非常に

ます。

難しくなってきているのかなという現状ですが、４年先

林部会長

に向けて、今改革している最中でございます。よろしく

台入れたのですが、昨年の 2 月、３月にこのコロナショッ

お願いします。

クが起きてたちまち仕事がなくなってしまって、どうし

滝口専務理事
願いします。

それでは、最後に彦野さん、よろしくお

小学校５年生です（笑）

大爆笑
会長、夢です。（笑） 正夢になるか分か

もうすでに娘さんを手放したくないって気持ち
トラック業界は、コロナの影響でとて

はい。実は一昨年の末、トレーラの新車を２

たものかなと本当に頭を悩ませる日々でした。まあ幸い
に、先ほど申しましたように引っ越しの作業ができる人
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間もいて、
「社長、そっちの方やって伸ばしませんか？」っ

まで危機的な状況ではない

て言われて、それで１回やってみることにしましたが、

ので、ドライバーとも話し

そういうのがなかったら、もしかすると今ここに座って

合いながら、こういう景気

いなかったのではないかとか、そういう恐怖感に襲われ

の状況も理解してもらいな

るような１年でした。

がらやっています。

滝口専務理事

滝口専務理事

昨年９月頃から荷動きが少し戻ってきた

との声もありますが。

どうでしょう。

林部会長

彦野副部会長

夏以降はマシにはなってきましたが、周りも

彦野さんは
はい、コロ

同じような悩みを抱えている方がたくさんいらっしゃい

ナ禍の状況ですけど、一つ勉

ます。横のつながりを大事にしながらなんとか乗り切っ

強になったのが、我々は大

ていかなければいけないと思っています。逆に新しいこ

手事業者さんの集荷集配の仕事をさせて頂いています。

とに挑戦したり、協力体制をしっかり作っていくのが大

泉南市以南のエリアを担当させて頂いていますが、やは

事だと特に感じさせられた一年だったと思います。

り物量は減ってますが、それなりに物量が毎日届いてい

滝口専務理事

中邨さんはどうですか？

ます。１個の業種、たとえば日用品だけとかではなく、

中邨副部会長

私ども医薬品の方も、ちょうど二年ぐら

建材やいろんなお客様がおられると思うんですけど、や

い前から、原料から製品まで一貫して荷物を運ぶ時にも

はり全部の業種のお客様に顔を出す、取引をさせていた

温度管理をする必要があるという話がありました。全国

だくくらいの会社になる必要があるなと勉強になりまし

的にみてもまだまだ温度管理できる車両っていうのが圧

た。まだまだ未熟ではありますが、今まで経営してきた

倒的に少ない状況の中で、各医薬品メーカーさんの方か

中で、一人で勤しんでいたなっていうのがあったので、

ら保冷に代わる温度管理をしなくてはならないという時

苦しいことを社員と分かち合えるような関係を作ってい

に今までの業者では運べないものが出てくるということ

くのが大事だと思いました。今回、初めて、弱音を社員

で、一昨年からだいぶ無理をしながら大型、４トンとも

に言ったのですが、ちゃんと理解してくれて色んなこと

に結構な台数を入れさせていただきました。今期スター

を言ってくれるようになって、それがすごく嬉しかった

トする時に仕事が増えてくるだろうと思って、車両を完

です。これからも進んでいけるなと感じたので、こんな

備したあたりのところでコロナショックが起こりまし

言い方はよくないかもしれないですが、コロナで社風や

た。（苦笑）

業態が変わっていくチャンスだと思いましたし、僕は一

滝口専務理事

コロナの影響をモロに受けたんですね。

人じゃなく、弱音を吐いた時に受け止めてくれて一緒に

中邨副部会長

極端に仕事が落ちてはいないのですけれ

頑張ってくれる従業員の存在のありがたさを改めて感じ

ども、増えるはずの分が思ったよりも増えなかったとい

たのがすごく助かったというか嬉しかったです。

うことで、売上で言うとそんなに極端には変わらなかっ

滝口専務理事

たのですが、昨年はやはりしんどいところがあったかな

か。今の話や会長の会社のことも含めて。

と。ただ、その中でも、コロナのワクチンが出来上がっ

辻会長

てきてコールドチェーンというマイナス７０℃か８０℃

ワードとして出てきてますが、昨年の初めはまさかこん

のものをどうやって運ぶんだという話があるので、ある

な一年になろうとは誰も思っていなかったよね。100 年

程度、こちらも情報を早く収集しながらトラックででき

に一回だとか言われているけど、考えてみるとこういう

ること、実際海外から運ばれてくる時にどういう形で運

リスクっていうのは常にあるんだと改めて考えさせられ

ばれるのか、国内のトラックでどうやって運ぶのだろう

た一年だったよね。人間っていうのは元々傲慢っていう

ということを前もって考えながら対応しているところで

か慢心に陥りやすい習性をもった生き物なんだと思っ

す。

て、私も常々戒めとして頭においています。会社のほう

とてもいい話ですね。会長はいかがです

皆さん、異口同音にコロナという言葉がキー

滝口専務理事

続いて、田中さんはどうですか。

は、うちも含めてですけども業績面で厳しいと。私のと

田中副部会長

みなさんのおっしゃるとおりで、昨年は

ころは空港関係もやってるんだけど、貨物はそこそこ動

コロナに始まり、今でもコロナの真っ只中という感じで

いてる。まあ一昨年よりも少し下回る水準だけど。とこ

はあります。運送業界に関しては、うちもそうですが、

ろが観光客が全然来ないからね。弊社は昔、引越業務を

１月〜３月まではあまり影響はなく、４月の緊急事態宣

やってたことあるんですよ。鴻池引越センターっていう

言の時もそんなに輸送量が落ちたというようなことはな

のを。ところがいくらやっても利益が出ない。うちは何

かったのですが、５月くらいからは大幅に荷物量が減り

であかんのかと、いくら聞いても答えが出てこない。私

前年比でも、１か月で４０〜５０％近く落ちた時期もあ

がそれなりに思いついたのがこれはやっぱり兼業と専業

りました。一昨年は荷動きがよかったのと運賃も値上げ

の厳しさの違いでした。常にただ単に運ぶっていうん

傾向があったので、一昨年ベースと比べるとどうしても

じゃなくて、そこにどう一味つけて付加価値をつけてい

落ち込みが激しく見えたところはあります。今後どう

くかということを常に考えて行く必要がある。それとも

なっていくか様子を見ながら、飲食業界に比べるとそこ

う一つ感じるのはトラック協会でも同じような書類を
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いっぱい送ってきてるけども、

す。「取り扱い」が悪いわけではないんですけども、傭

トラック広報も含めて時代に

車先、孫、ひ孫、下手したらその下までということになっ

合わせていくためにはやっぱり

てくると、どうしても運賃が下がる。そのような形態が

ペーパーレスを考えないとね。

あるのでどこまで法律でしばれるものなのかどうかは分

滝口専務理事

それでは、今ま

からないですが、何か多少の取り組みというか何次傭車

での話の中で思うことがあった

までっていうような下限があると、多少そういう値下が

らお話いただいたらと思います

り部分も抑えられるのかなというような感じがします。

が、林さんどうですか。

車を持ってるところがもっと頑張って運賃を下げないと

林部会長

そうですね、さすが

いうかもっと努力していく、先ほどの話にもあったよう

に僕らの大先輩、色々な事を経験されてちょっと話を聞

に付加価値をつけるような配送をやっていくってところ

いているだけでも、なるほどそうなんやと。これから今

がまずは必要なのかなと思います。

後我々が使うツールの中で広報誌のペーパーレス化は、

滝口専務理事

僕もそう思いますし、たぶん社会ってそういう風に進ん

ね。

でいくのだろうなとは思っております。ただちょっと追

彦野さんどうですか

いついていかないですね。テレワークにしたって昨年あ

彦野副部会長

まりにも一気に進んだとか。我々が昨年に行なった合同

への運賃交渉なのですが、だいたい３年くらい前から開

研修会も ZOOM で配信しましたが、以前はこんなこと

始して、2019 年にようやく受けていただきました。そ

思い付きもしなかったことで、こうした変化についてい

ういう実績があるので、今はもちろん上げてくださいと

かないといけないのでしょうね。

か、標準的な運賃を適用してくださいとかはありえない

滝口専務理事

のですね。そしてやっぱり我々業界がよく痛いことを言

そうですね。このコロナ禍において、生

何をするのにも努力することは大切です

私のところは、集荷集配の部分のお客様

活自体が大きく変化しましたからね。

われますが、
「着いたらええんや」とよく言われるんです。

中邨さんは、どうですか？

僕らの見られているところはやっぱり運賃なのかな、お

中邨副部会長

金なのかな。そうではなくて僕は甘いことを言いますが、

そうですね、お話を伺がっているだけで

勉強になることばかりですね（笑）。2 つ大きく思った

人と人、そんな付き合いをしたいな。自分のお客様、自

のが情報を得る速度がどれだけ大事なのかというのを１

分が好きなことだけとかね、そう思ったりもするんです

つ感じましたね。あと運賃のところで、なぜ運賃が下がっ

けど、現実的にはそうはいかないので、そういうところ

ていくのかっていうのを日々考えるところもあります。

もお金も見てるお客様になって頂きたいっていうのもあ

やはり運送業者の悪いところもありますし、メーカー側

ります。集荷集配の部分の値上げはやりやすかったです

（荷主）の方もじゃあ経費のどこを削っていこうかって

ね。我々一般貨物事業者特に貸切という部分では、全く

いう時に、まず運賃だというようなことになぜいくのか。

受け入れられないのが現状です。なぜかなと思ったら泉

運送会社も当然メーカーと一緒で同じ会社なので、当然

州支部の会員事業者で 770 社ぐらいあるんですが、商品

社員がいて同じ体制なのになぜ最初に運賃なんだろうと

が少なくて、輸送できるものも少ないのに 770 社も果た

考えてしまいます。しかし一番の原因は運送会社かなと。

して要るのかと。もうこれ以上新しいところ、新規で入っ

やはり、しんどい時期なのでどうしても仕事が欲しい。

てこないでとか言う思いもありますが、正直言って小規

そしたらじゃあ 1000 円でも安くというのを提案してし

模事業者が多いですね。自由競争は結構ですが、もう少

まうという体質がいかんのじゃないかな。そういうとこ

しこの標準的な運賃を適用できるような運送業界に業界

ろで先ほどおっしゃられてたのが専業でやってるところ

全体として一丸体制を構築できたら、みんなが一斉に出

は付加価値をつける。お客様に運賃でなくご満足いただ

せるような、お客様も納得していただけるようなそんな

けるものを極めていかなければいけないのではないかな

運送業界であるならば、トラックに乗りたいっていう子

という風に感じました。

が昔みたいにでてくるかも知れないですね。

滝口専務理事

なるほど。田中さんどうですか

辻会長

田中副部会長

今おっしゃった中で、確かに今のちょっと事業

そうですね、標準的な運賃も、出して頂

者が多すぎるということは一つの大きなテーマだし、そ

いて持って行こうかというような状況の中で景気状態が

れからやっぱり刹那的に値段が安ければいいんだってい

悪くなってきて、荷主さんのところに持って行きづらい。

う荷主ももちろんおるのも現実だけども、やっぱり荷主

今は現状維持が目一杯のところかなというような、今の

との信頼関係っていうと単にもう値段だけっていうん

お客様の状況を見てもまあそういうところかなと。先ほ

じゃなく、皆さん日々努力しておられると思うけども、

ど中邨さんからも話があったように、やはりダンピング

やっぱり荷主との運命共同体という考えだね。それとや

する業者もあったり、どうしても今拡大してるところは

はり協力会社とか傭車ってのはどこの大手にとっても不

取り扱いを伸ばしているところがあって、まずはちょっ

可欠。ピーク時に合わせて車を持つわけにはいかないん

と仕事を取っても、車を持ってるところがなかなか営業

だから。仕事が食品であれば夏と冬とでは飲料関係だっ

ができていないっていうような現状があるかなと思いま

たら物量が 3 倍も４倍も違ってくるわけだからね。協力
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会社との関係っていうのが大事になってくるし、そうい

14 台ほどありますが、長期で勤

う意味では、我々としても今の業界の需給状況をどうい

めてくれてるドライバーも多く

う風に考えていくかということは非常に大きなテーマだ

て、直近で採用したのは 4 年く

という風に思います。

らい前です。長く勤めてくれて

滝口専務理事

運賃のこととかも出ましたが、先ほど彦

るって感じなんですけども、ホ

野さんからも、魅力あるトラック業界という話がありま

ントに平均年齢が毎年１年ずつ

したけども、ここが人材確保につながると思うんですよ

上っていくっていうような状況

ね。私も色んな人材確保について取り組みをしている中

で入れ替わりのタイミングとか

で、今の若い人達の認識っていうのは皆さんの頃と全く

が非常に頭を悩ませているとこ

違ってきてると思うんですね。そのことを踏まえて皆さ

ろですね。下りないと空かないというような状況がずっ

んの所で人材確保に今取り組んでることでもけっこうで

とあるものですから、今後定年退社の時に果たして上手

すし、こうした方がいいんじゃないかっていう少し知恵

く入れ替えがちゃんと起こるのかというのが非常に心配

なんかも出していただけたらと思います。ヒントは先日

するところであります。入れ替わる前にちゃんとやって

高校の先生に会った時の話しで「今回のコロナで私共、

おかないといけないことをやらないといけない状況もあ

物流業界は比較的安定している。」ということで生徒に

るんですけども、そういう意味では今がチャンスなのか

伝えたいという風に言ってました。どんな世の中になっ

なと思ってるんですけどね。

ても物は動くんですよね。動かさないといけないんです

滝口専務理事

中邨さんどうですか。

よね。そういう物流の魅力発信というかそれもヒントか

中邨副部会長

私共も面接を多々やらせていただいたん

なと思ってるのでその辺で何かあれば一人一人出してい

ですけど、面接した方全員に聞いたんですけど、「なぜ

ただけたらと思います。林部会長どうでしょう。

うちに応募していただけたのか。」というのを確認して

林部会長

いたらやはり今求めてるものというのが時間です。先ほ

そうですね。去年うちも若い子をたくさん欲

しいなと思って何人か面接させてもらったんですけど、

ど、林さんがおっしゃったみたいに自分の時間を確保で

やっぱり一様に言われるのは時間ですよね。例えば家に

きるか。働く時間はそんなに長くなくてもいい、給料も

帰ってゆっくり漫画読む時間はありますか、彼女とデー

そんなに極端に高くなくていい、自分の時間が取れるの

トする時間が欲しいです、なんやったら家に帰ってもう

がいいというところで。土日が休みだとかそういったと

一回バイト行きたいですとか。昼間の仕事がないからト

ころを求めている人が一番多くて次は、安定っていうと

ラックでも乗ろうかとかそういう認識の人が 20 代には

ころですね。やっぱり給料が、上がったり下がったりっ

多かったですね。頑張るという目標を個人個人に聞いて

ていうのが嫌だって。どちらかというとあまり変わらな

どうやっていきたいのかと彼女とデートするんやったら

いくらいでいってほしいっていうのが多かったなってい

なんぼいる。時間をどれくらい持ちたい、そういうのを

うのが印象的ですね。あとは、若手というか 20 代の方

その都度聞いてあげると、ある程度は頑張ってくれるの

からも来ていただいたりしたんですけど、その時の履歴

かなと。会社に入ってから免許の制度とか、先輩とのご

書とかを見ても、僕らの年代 40 代と 20 代の大きな違い

飯の会だとかまあベタな話ですけど、そういうのを見せ

は、僕らは会社に入らせていただいたら最低３年くらい

ながら教育もしていかなければならないのかなと。我々

は会社に貢献できないであろうという感覚があるんです

は機械を育てるんじゃなくて、人を育てていかなければ

けど、たぶん 20 代はその３年が１年くらいになってる

いけない。先ほど、彦野さんもおっしゃったように人を

んじゃないかなと。一年やったら一人前になったんじゃ

見ていってほしいので、人を育てないとあかんというこ

ないかぐらいの、次にやりたいこと、やりたいことがど

とで今は若い子には先行投資をしています。

んどん変わっていく。そういうある意味スピード感があ

滝口専務理事

るなと思います。

田中副部会長

何か今のことでご意見ありますか？
先ほども話にあったように、飲食業界

滝口専務理事

転職っていうことに対してもう抵抗感が

は安定職だと思ってたんですけども、このコロナにお

ない傾向ですよね。彦野さんはいかがですか？人材確保

いては、ほんとに大打撃を受けている業種になってい

面ではやはり苦労されているとは思いますが。

て、うちの業種の方が安定してるよねっていう話をして

彦野副部会長

います。タクシーやバスは人が動かないことはあっても

ての車格があるんですね。軽から 10 トン車まで。この

物は動く。飲食なんかも人が動かなければ、打撃を受け

業界は敷居が低いのかなと思うんですよね。まずは軽か

るっていう形みたいなのが世の中にはあるんだなと思い

らそれも AT から始めて、自分の天職やなって思った

ます。やっぱりトラックっていうのは仕事はある程度確

ら車格を上げてステップアップしていくことができるっ

保できるものなんだなという風に昨日まさに話していた

ていう。今一番若い子で 20 歳の子が軽四に乗って宅配

ところなので、確かにそれは今まで考えもしなかったこ

をやってるんですけども、そういう意味では入ってきや

となのでホントに一つのアピールポイントかなと思い

すい業界かなって思います。自分はこの業界でお世話に

ます。うちの人材に関して言えば、うちはトラックは

なって 20 年になりますが、自分の 20 歳の頃を思い出し
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うちはたまたま運が良かったのは、すべ

ながら今の若い子を見てるんですけども、やはり全く変

情報を集めながら考えているんですけども、ただ、本音

わってきているように感じますね。今は、1 番は休み、

で言うとトラックに乗りたいっていう子を、なかなか見

2 番は安定、3 番は副業、4 番は人間関係、5 番はお金。我々

つけることができないのが現状です。

泉州地域ですが反対ですわ。1 番がお金、2 番が休み、3

滝口専務理事

番が安定とかになってくるんですかね。

でトラックのヘッドを出展して頂いて来場者の方に感想

滝口専務理事

昔からの地域性がありますよね。

聞くと、やっぱり目の前にあの大きなトラックを見て、

彦野副部会長

上昇志向の人らが強い地域なのでそこは

また、乗ってみた景色、子供さんが喜ぶのはもちろんの

良い所なのかなと思いますね。自分がそういう経営の部

こと、保護者の方も感動して頂いて、あれは正直経験し

分に携わるようになってこんな良いメリットも出てくる

てみないと分からない。そういう機会はすごく大事かな

んだっていうのを気づかされたんですけども。でも、こ

と思いますので、今後も大事にしていきたいと思います。

の業界の根本的な解決になってないんですよね。まず選

林部会長

んでこの業界に来るっていう若い子がどれだけおるん

ういう機会があれば乗ってもらいたいです。ただ未知の

やっていうたら皆無に等しいのかなと思うんですけど、

世界に飛び込んでいくっていうのはなかなか難しいとこ

まずそこをどうにか解決するような仕掛けや仕組みや取

ろもあるでしょうし。このコロナ禍で、それをどうやっ

り組みや何か分かりませんけど必要じゃないかなと。何

ていかに楽しく伝えていくのか今後の課題ですね。

より自分のいる業界が良い業界であってほしいなってい

滝口専務理事

うのがあります。

て行って死角の学習と組み合わせたり、工夫した行事を

滝口専務理事

でも林さん、一昨年のトラックフェスタ

ありがとうございます。そうですね。是非そ

そうですね。事故防止と同時に、車を持っ

トラック協会でも人材確保の取り組みを

考えると学校や地域にも受け入れて頂きやすいと思うの

しておりまして、特に若い世代に業界のことを知っても

でちょっとそんな事もいいかなと思いますね。中邨さん

らうってことが大事なので、近畿トラック協会では今年

どうですか？

度漫画を作って青少年向けに的を絞って SNS で広告配

中邨副部会長

信をしたり、大ト協でも小中学生向けに、おやこ新聞や

の行事のお話は、私どももやっていて好評なお声をいた

中学生新聞でトラック運送業界に興味を持ってもらえる

だいておりますし、個人的にもいいなというのがあった

ような情報を提供するようにしています。そのくらいの

のでああいうトラックを知ってもらう機会は大事だと思

年齢向けに準備しないと、もう高校生になったら運送業

いますね。一つ思ったのは、世

に就こうなんてことが頭にないんです。選択肢に出てこ

の中、ネット購買が当たり前に

ない、ということから色んな取り組みを考えております。

な っ て い ま す け ど、 注 文 し た

青年部会の活動としてこれまでいろんなことに関わって

ら当たり前のように届くわけで

いただいて会長からもお話がありましたように、色々ご

すね。一般の皆さんの中で当た

負担もかけたり、ご協力いただいております。昨年残念

り前になっているんですけど、

ながらコロナで「トラックの日」の行事はできませんで

じゃあ誰が運んでいるのかとい

した。今年はどうかというと全く読めないんですけど、

うところに意識が向いていない

早々にこのコロナがなくなるとは思っていないので、
「ト

ように思うので、その辺をご理

ラックの日」の行事は、1 日のフェスティバルにはこだ

解いただけるようなことを考えていければいいなと思い

わらないんで、トラック業界、物流業界を PR する活動

ます。

として捉えていくと何がいいのか、その中で青年部会と

滝口専務理事

田中さんはどうですか？

して全国で色んな取組みをされておりますので、皆さん

田中副部会長

そうですね。まずは喜んでもらうことや

それぞれが昨年を振り返ってまた今年こんなことをまた

感動してもらうことが基本的に重要だと思うんです。そ

工夫したらいいんじゃないかなってことをちょっとお話

の中で、このコロナ禍の中でやれることっていうのがホ

していただけたらなとは思うんですけど、林部会長どう

ントに限られてくるので、いい案が浮かびにくいんです

でしょうかね。

けど、うちの支部の青年部で数年前にやったのが交通安

林部会長

ちょうどおっしゃられた「トラックの日」

その点については、全国の代表者も非常に頭

全活動で小学校に行かせてもらって、実際に自転車の乗

を悩ませている状況で、どうやって業界をアピールして

り方であるとかトラックとの関わり方みたいな死角の勉

いくのか、特に若い世代にどうやってアピールしていく

強とかいうのをやらせて頂いたんですけど、それもコ

か、我々も一生懸命考えてはいますが特効薬というのが

ロナ禍の今となっては難しい状況なのかなと思ったり。

なかなか答えがなくて悩んでいます。ただ言えることは、

PR 活動で清掃活動とかいろいろ話はでるんですけど、

我々の業界は安定はしてるので、普通免許さえ持ってい

トラックとはイメージがかけ離れる部分もあるので、も

たら軽からでもスタートもできるし、各都道府県のト

う少しやっぱり運ぶということにおいて何かもう少し喜

ラック協会の活動で学校へ訪問して、トラックに乗って

んでもらえるようなことができればいいなと思います。

もらう機会を作る等、どんどんアピールしている所では

あってはなならないんですけど、自然災害の時はやはり

あります。僕らも大阪でどのように発展型にしていくか

我々が緊急輸送でトラックを出して運ぶので、ああいっ
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た場面はトラックが物を運ぶ大切さを一番痛感してもら

わけですけども、その一方で送料無料とかね、憤りを感

える場面だと思うので、そういう時は積極的にはどんど

じるような荷主もいまだにテレビでまかり通っていると

んうちらが頑張っていかなければいけないと思います

いうことであるわけですけれども、やはり今さっきから

ね。

もいろいろイメージアップやっていただいてるが、それ

滝口専務理事

彦野さんどうですか？

はとてもありがたいと思っております。一方で、マナー

彦野副部会長

私が所属している泉州支部の中の泉南地

を守って事故を起こさないという基本的なことを徹底し

域の泉南陸運組合の２０社による青年協議会で対外に向

ていく必要があるだろうと。やはり光の部分と一方であ

けた我々業界のアピールについて考えた時にトラック

おり運転とか、スピードを出すとかあるいは黒い煙を出

カップというのを開催しました。少年サッカーは 6 年生

して走ってるとか。そういう影の部分のイメージがまだ

が早くに引退してしまうので、

どうしても強いんですよね。この間、私の長年の友人が

３月に卒業する時に卒業の大会

老後で嫁と一緒に車であちこち回っているとのことで、

みたいなものがあったらいいね

道の駅で泊まっていると、夜中トラックがエアコンをか

というところから、じゃあ我々

けていて、その音で寝れないと私にメールを送ってきま

が作ろうよっていうことで我々

した。せっかく世の中に不可欠なことをやっていながら

が協賛して始まり、今は主催し

一方でそういう一部の不届きもあります。ですからやは

ています。サッカーの試合をし

り職場の５S とか、基本的なマナーの徹底をさせないと、

ながら、待っているチームは色

頑張っている光の部分より影の部分の方がどうしてもイ

んなトラックを並べてるので見

メージとしては強くなるのでね。これは何とかしなきゃ

てもらったり、炊き出しも我々の奥さんを交えてやって

いかんという風に思っています。

たんです。ちょっとでも子どもたちにトラックに携わっ

滝口専務理事

てもらいたい、なおかつ交通安全に寄与していけたらい

ましたけども、ずいぶん変わってきているというのは共

いなという目的があります。今年度はコロナで中止にな

通かなと思いますね。だからトラック協会でも、活動も

り、また次企画してるんですけど、これはずっと取り組

変化させていかないといけないといつも思っています。

んでいきたいと思っています。プロサッカー選手のサイ

時代は常に変化するので、今は林さんを中心に今の時代

ンだったり、サイン入りのユニフォームだったり景品も

にあった青年部会の活動に今後も期待しています。今日

豪華にして出たい子が増えて、将来そのトラックカップ

は最高責任者の辻会長もおられますから協会に求めるこ

に出た子がトラック業界に入って一人でもハンドル握っ

ととか、こんなこと今は時代遅れでっせというようなこ

てくれたら素敵よねって思ってみんなで取り組んでると

とを、ざっくばらんにご意見をいただけたらと。私も聞

ころではあります。ちょっとずつではありますが、何と

きたいなと思っていたので（笑）。

か地元から発信していきたいと思っています。

林部会長

滝口専務理事

もできなかった中で、無い知恵絞りながら時代の波に乗

そうですね。今の話がヒントかもしれま

せんね。

若いドライバーを雇う時の話をお聞きし

そうですね。青年部会として昨年コロナで何

り遅れまいとして今回オンラインを活用させてもらった

彦野副部会長

サッカーでも野球でもなんでもいいと思

んですけど、やっぱり物の発信はやっぱりここ（協会）

うんですけど、単体では難しいので、異業種とかともタッ

が中心だと思っており、研修室への Wi-Fi 環境の整備に

グを組んで色んな取り組みを大阪や全国で発信すること

ついてご検討いただきたいというのが希望です。先ほど、

をやっていくことで、少しずつではあるんですけども変

人材のこともありましたが、トラック運送業界の発展だ

わっていくのかなと。それを続けていくことが大事なの

とかそういうのを色々考えまして、近畿の青年協議会の

かなというのは学んでいます。

方で今年の春頃に「トラックを探せチャレンジ」という

滝口専務理事

企画の実施を検討しております。この趣旨というのがま

そうですね。これをやれば全て解決する

なんてことはないですが、コツコツと取り組みを重ねる

さしく若い世代、幼稚園や小学校の小さいお子さまで、

ことが大事ですよね。そういう意味では、地域でも特色

業界のイメージや我々やっていることを知ってもらいた

がある中で、それを敏感にとらえていただいて各支部の

いということを目的にしています。今後の活動について

青年部会で活動していってもらっているので、それぞれ

は、もう一度一からそういうのを掘り起こしながら考え

工夫しながら今後もやり続けて頂くことが大事ですよ

ていきたいと思っております。ぜひよろしくお願いいた

ね。コロナ禍なのでなかなか難しい部分もありますけど、

します。

ぜひ今後ともよろしくお願いしたいと思います。

滝口専務理事

辻会長

今色々話を伺ってね、最近はトラックドライ

ういう方向に進もうとしている所ですので、準備してい

バーもいわゆるエッセンシャルワーカーっていうことで

きたいと思います。他にも何かあれば言ってください。

世間的にも、それなりの評価を得るようになってきてい

彦野副部会長

る。他にも介護士とかね、あるいはゴミ収集とかこれは

がちだったというのもあって、実は２代目の背中を見た

もう社会生活上なくてはならない不可欠な労働者である

ことがないんです。青年部会でどんどん実働をやらせ
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わかりました。協会としてもちょうどそ

私は３代目なんですけど、2 代目が病気

てもらっていますが、その実働

休日が多くて自由な時間が欲しい。そういうのが時代の

の中でちょっとでも親の背中み

一つの風潮だろうし、別に甘やかすわけじゃないけども、

たいなものを感じながら、一緒

そういう世代を上手く使いこなしていかなければいけな

に仕事をしたいなっていうのが

いという現実も見つめる必要がある。理想的な人間ばっ

気持ちとしてあるんです。標準

かり来てくれればいいけども、そういうのをなだめすか

的な運賃とかすごい取り組みを

しながらやっていかざるを得ないっていうのが実態だ

日頃していただいていることは

ね。外国人労働者は当分は、例えば構内作業ということ

重々承知しておりますが、一緒

には使えてもドライバーとしてそのへん走りまわれとい

にゴミ拾いのような活動もして

うのは難しい。だから今申し上げたことで日本の若い人

みたいという気持ちがあります。ビューティー活動のよ

を中心に男女を問わず業界への参入をどう図っていくか

うな感じで、それで一般の方に届くかは分かりませんけ

ということだろうとは思うね。とにかく今年は、早いと

ど親の背中のような大先輩の皆様とそういった活動もし

ころコロナ問題が収束してくれないことには、色んな事

てみたいというのが希望としてあります。

の先行き展望が開けないからね。標準的な運賃の届け出

滝口専務理事

それ、ぜひやっていきましょうよ。いろ

だけは、しっかりと進めていただき、実際の荷主との交

んなことをやってみることに意義があると思うんですよ

渉についてはやっぱりタイミングが必要だからね。今の

ね。女性経営者懇話会も世代交代して新しい体制になり

時期に「標準的な運賃決まりましたからよろしく」って

ましたが、コロナの影響でまだ実施はできていないので

お願いに行っても「お前何考えてんねや。空気読めない

すが、今新しい大きな取り組みを考えて準備されていま

のか。」と言われかねないし、信頼関係に傷がつくこと

す。今までないような PR をするには色んな工夫がいり

も懸念される。

ますが、様々なことを企画していく上で、青年部会の皆

林部会長

さんともコラボしながらやっていくのも良いことだと思

辻会長

います。ですからぜひどんどん提案してください。

げするにはそれなりの理由も必要だし客観的な環境、条

林部会長

件っていうのも必要。そういう状況ができてこないと、

僕らも色んな講師の先生を呼んだり、毎年３

はい。
やっぱり荷主は荷主の事情が今あるから。値上

月に開催している実務者担当会議とかありますが、やっ

今人手不足といくら言っても実際には人出不足も緩和さ

ぱり人数が欲しいんですよね。やっぱり僕らおっさんが

れてきとるらしいやないかとか、軽油も下がっとんちゃ

考えることよりも女性の方が柔らかな考え方で素晴らし

うかとか逆襲され、下手したら値上げをお願いに行って

いアイデアも生まれるでしょうし。いつも 50 人しか来

逆に値下げされたとかいう話もあるからね。

ないところを女性の方にも助けてもらって 100 人になっ

林部会長

たら結構良い先生も呼べるんじゃないかな。そういうの

辻会長

もさせてもらったらなと思うのでお願いいたします。

れだけ確保していくか。それがまた安定にもつながって

滝口専務理事

くるわけだし。トラック貨物輸送は固定比率が高いから

了解いたしました。対談というより要望

そうですね。
お互いに長い付き合いができるような荷主をど

活動になってしまいました（笑）。会長いかがですか？

ね。どうしたって走らさんことにはっていう事業者も多

辻会長

今、全日本トラック協会でも外国人労働者が話

いのも事実。結局飛行機でもそうだけど最終的に 10 円

題になっているけども、外国人労働者をドライバーとし

でも空気運ぶよりはっていうようなこともあるのも事実

て雇うには、結婚相手が日本人とか特殊な場合を除いて

だろうし。そういった意味で皆さんも短期的な問題と中

技能実習生はプロドライバーとして認められていない

長期的な問題といろいろご苦労が多いとも思うけどね。

し、特定技能にも入っていない。これをぜひ検討してほ

やっぱり社員の士気というかモチベーションをどう高め

しいという声が全ト協にもあるんだけど、これはなかな

ていくかが大事。そのためには情報を共有してさっきも

か簡単にはいかない。免許制度の問題とか言葉の問題、

話が出てたけども、一体感というかあんまり規模が大き

特に言葉の問題はどうしても日本の複雑な道路事情だと

くなると社員との距離ができてしまうんだけども。本当

か、荷主からの微妙な指示・命令を十分理解できるかど

は家族のことまで含めて掌握できてるっていうのが一つ

うかそれが安全につながってくるし、そもそもそこまで

の強みだと思うね。うちなんかどうしたってやっぱり所

日本語ができる人物で日本に来てわざわざトラックドラ

長が交代していくからね。それぞれの現場の人間関係っ

イバーをやろうかという人が果たしておるかどうか。

ていうのをどうやっていくか。以前だったら思っていた

滝口専務理事

外国人労働者の問題はいろいろ課題も多

より仕事がうまくいったら、ちょっと一杯飲みに行こう

いので、やはりここはまず、国内の若い世代に引き続き

かってなったのが「私は車ですわ」とか。それじゃ話が

業界をアピールして人材確保につなげていく努力が大事

続かないし、そうかといって何月・何日・何時にどこそ

ですよね。

こでなんていうのは堅苦しいし。また上司風吹かせられ

辻会長

だから我々としては日本の国内でできるだけ労

ても敵わんなと。そして彼女とデートする方がいいとい

働条件や労働環境を改善することが必要。若い人の要求

うのも時代の流れだろうから。その辺はご苦労が多いと

を先ほどから聞いていると給料はそこそこで良いけど、

思いますけどね。頑張っていただきたい。
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滝口専務理事

林さんどうですか。来年に思うこと。

ないですけど、「これが好き、これが嫌い、このお茶が

ちょっとここで、プライベートなお話もお聞きできた

好き、このお茶が嫌い」というように、どちらかを選ぶ

ら皆さんの人柄も出てくると思いますので、その辺も

となったときに、最後は好き嫌いだと思っているんです。

ちょっと話してもらったらと思うので。これは書くかど

だから僕は、とにかく人に好かれたい、好きになっても

うかは精査します（笑）。言える範囲で（笑）。

らいたいなと思ってるんです。仕事してる時、寝る前、

林部会長

言える範囲で！？（笑）。そうですね。僕は

YOUTUBE を見てる時とか、どうやったら好きになっ

娘と息子がいましてもそれぞれ大学を卒業で進路も決

てもらえるんかなっていつも考えていて、いまだに答え

まって心配のいらない歳になったので、今年からは嫁さ

が出ないですけど。答えが出ていたら今頃一番モテてる

ん孝行というのをプライベートではしっかりしていか

と思うんですけど．．．。

ないといけないと思っています。僕、愛妻家なんですよ
（笑）。ここカットしないでくださいね（笑）。
滝口専務理事

滝口専務理事 （苦笑）
彦野副部会長

そこだけカットしましょうか（笑）。中

自分のやってることでどれだけ僕のこと

好きかどうか分からないですけど、相手の方に対して一

邨さんどうですか？

生懸命になったら僕の言葉の重みが出てくる、熱意が伝

中邨副部会長

プライベートではないのですが、うちは

わるのかなとか。まずはお客様を獲得する意味でお客様

長距離もやっているので、そうするとやはり家を空ける

に好きになってもらう。永遠のテーマでこれをずっと目

機会が増えてくるので家族の負担が増えてくるのかな

標にやってるんですけど、難しいですね。

と。特に奥さんですかね。お子様がまだ小さかったりす

滝口専務理事

ると自分一人で見なければいけないので負担が大きいと

辻会長

思います。そういったところをちょっとでもケアしてい

合わないは誰にでもあるよね。ただ、部下はそういうの

きたいなっていうのがありまして、手前味噌の話ではあ

をすぐ見抜くからね。この人は好き嫌いで判断している

るんですけども、従業員の奥さんの誕生日に、ちょっと

とか。よく言われているのが、上が下を理解するには３

したプレゼントをメッセージ付きで送らせてもらってい

年かかるけども、下は上を３日で見抜くって言うんだよ

ます。ちょっとでも奥さんに会社のこと理解してもらい

な。自分の好きな人間だけを集めると、いつのまにか、

たいですし、また仕事に興味を持ってもらいたいってい

そういう連中ばっかりが取り巻きになる。皆さんもずっ

うのがあります。そういったところである意味定着率に

とこれから経営者でいくわけだけども、気を付けていか

もつながりますし、より良い会社になっていくんじゃな

ないといけないのは、ちょっとうっとうしいこと言う奴

いかなと思っています。

はちょっと嫌だなとかな。そりゃ、人間だから誰しもあ

滝口専務理事

るよね。好き嫌いはその時の気分もあるしね、うっとう

それはとてもいい取り組みですね。田中

なかなか難しいですね。

確かに人間はどうしても好き嫌いや、気が合う、

さん次に話しにくいやろうけど（笑）。

しい奴やなと。しかし、やっぱり一番大事なのは、人材

田中副部会長

をどう確保して活用するか。好き嫌いは別にして、その

私も、奥さんを大切にするのは当たり前

のことだと思っているんですけど。

人間が優秀で使える人間であれば、自分の感情をある程

滝口専務理事

度抑えてでも活用していくことが必要。嫌なこと言いや

一同

笑ってるけど本当ですか？（笑）

爆笑

田中副部会長

がってということがあるかもしれんけど、そういうこと
いや、毎日苦労をかけているなとは思っ

も我慢しないとなかなか組織っていうのは強くならない

ています（笑）。今年の目標ですが、プライベートでは

し、会社も発展しないと思うな。いつの間にか心地ええ

ないかもしれないですが、青年部会でゴルフをやる機会

ことばっかり聞いてたら裸の王様になって、いつの間に

がありますが、あんまり成績が良くないので今年はゴル

か会社がおかしなってしまう。そこはやっぱり経営者と

フを頑張ろうかなと思います。
滝口専務理事

仕事だけでなく、そっちのほうも精進し

て（笑）。
田中副部会長

泉州支部のメンバーにいじめられるんで

（笑）。仕事はもちろんですけども、皆さんに負けないよ
うにちょっと気分転換に今年はゴルフにも力いれてみた
いですね。何事も本当にコロナ次第かなっていうところ
もあるので、とにかく早くコロナが落ち着いてくれたら
色んなやりたいこともできるかなと思うんですけど。
滝口専務理事

彦野さんはどうですか？

彦野副部会長

僕の永遠の目標なんですけども、、、。

滝口専務理事

さっきの？あ、さっきのは夢でしたね

（笑）。
彦野副部会長

人の判断基準で、間違っているかもしれ
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して長い人生だからね、よく注意しないといけないです

辻会長 「復は回復だとか、復興、復旧、復習、という

ね。それと私も人生７８年になるけども、振り返ってみ

ように元に戻るという意味があるように思います。早く

ると人生は人との出会いと運だなと思う。どの世界でも

コロナが収束して社会が復活して、以前のような生活に

それなりにうまく人生を乗り切った人の話聞くと「俺の

世間が戻ることを願っています。」

力だ」って言う人なんていないですね。あの時こうだっ

一同

ありがとうございます。

たらどうなってたかなっていう繰り返し。だから、一緒
に苦難を乗り越えていけるような良い縁をね、皆さん４
人揃って良い仲間だと思うし、そういう人との絆とかを
これからも大事にしていってほしいな。やっぱり出会い、
良い縁を見抜くっていうことが大事なんでね。それをぜ
ひ今まで７８年生きてきた者としてこれからの時代を担
う皆さんに伝えておきたいと思うね。
滝口専務理事

最後に会長、令和３年を漢字一文字で表

してください。
辻会長

そうだなぁ。「復」という字を選定させてもら

いました。
滝口専務理事 「復」ですか。どういう意味があるので
すか。

青年部会の概要
設

立：平成２６年６月２１日

前

身：大阪府トラック運送青年協議会連合会
昭和４７年１１月１９日発足
平成２６年

会

６月２１日解散

員：１２単協（大ト協１２支部それぞれに設置されている青年組織）

目的及び施策：次世代を担う人材育成のため、研修会等を実施し、若手経営者同士の交流を図り、
業界の更なる発展に努める。

＜部会長／大正運輸経営協議会＞
林

英司

宏栄産業株式会社

代表取締役

＜副部会長／浪速南青年協議会＞
藤井

栄二

昭和合同貨物株式会社

代表取締役

＜副部会長／東北支部青年協議会＞
中邨

一

株式会社ユタカ

代表取締役

＜副部会長／南大阪青年協議会＞
田中

宏紀

日誠商運株式会社

代表取締役

＜副部会長／泉州支部青年組織連合会＞
彦野

修二

有限会社泉州急送

代表取締役
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第310回 常 任 理 事 会
第222回 理
事
会

令和 3 年度の事業の主要課題（案）等を審議す

◇組 織・財政等特別委員会運営規約の改正ならび

る「第 310 回常任理事会」ならびに「第 222 回理

に委員の選任について

事会」が 12 月 8 日に大阪市都島区の太閤園で開催

第３条（構成）の改正ならびに委員１６名の選任

され、次の議題を審議し、いずれも原案どおり承
認された。

◇定款第 23 条第 7 項に基づく業務執行報告について
（令和 2 年 5 月 8 日～令和 2 年 12 月 7 日）

第 310 回

常任理事会

１．総務関係業務
（1）会議

< 議題 >

▽会議

▽外部会議

２．広報、税制、要望関係業務

（1）会員の入会の承認および退会について

（1）会議

（2）組 織・財政等特別委員会運営規約の改正なら

（2）協会機関紙「トラック広報」の発行

▽会議

▽外部会議

びに委員の選任について
（3）第 222 回理事会報告事項・提案事項について
（4）その他
◇会員の入・退会について
新規会員として 20 社の入会と、8 社の退会が承
認された。
挨拶をする辻会長
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（3）トラックの日行事の実施

▽環境対応車

▽ＥＭＳ機器

新型コロナウイルス感染拡大による社会情

リングストップ

勢を踏まえ、中止

リーン経営認証取得

（4）第 29 回児童絵画コンクールの実施

▽アイド

▽低燃費タイヤ

▽グ

▽グリーンエコ

プロジェクト

（5）対外的広報活動の実施

（3）労務対策関係業務

▽パンフレットによる協会活動のＰＲ

①会議・研修会

▽近畿トラック協会における効果的な広報

②助成事業

活動への参画

▽ SAS 検査

（6）税制、要望活動

▽血圧計

▽移動健康相談

（4）外部会議関係

▽令和 3 年度税制改正・予算に関する要望

①大阪府自動車交通事故防止実行会

（8/28 立憲民主党大阪府連、9/4 公明党大阪

阪府高速道路交通安全連絡会

本部、11/7 自由民主党大阪府連） ▽運輸
事業振興助成補助金（要望）（10/26 大阪府

止対策懇談会

④全ト協関係

②大

③過積載防
⑤その他

４．経営改善事業関係

知事）

（1）経営改善関係業務

（7）人材確保対策

▽会議等

▽人材、特に若年層の確保を目的に、関係

▽研修会（引越基本講習 他）▽

資料作成・配布（経営分析報告書）

機関等と連携し、次の事業を実施

（2）助成事業

①学校法人早稲田大阪学園 向陽台高等学

▽利子補給事業

校「物流に関する授業」（7/17）

進制度

②サンケイリビング新聞社「中学生新聞」

▽中小企業大学校受講促

▽自家用燃料供給施設整備支援助

成事業

への広告記事掲載（7 月発行）

（3）信用保証事業

③大 阪日日新聞「おやこ新聞」への広告

▽債務保証

記事掲載（12 月発行）

2件2台

16,100 千円

（4）外部会議関係

（8）調査関係

▽全ト協関係（委員会）

▽景況感 ▽新型コロナウイルスアンケート

５．適正化事業関係

３．交通、環境、労働関係業務

（1）会議

（1）交通対策委員会関係業務

①本部開催（適正化事業実行運営委員会 他）

①会議・研修会

②支部開催（夜間パトロール 他）

②助成事業

（2）貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマー

▽適性診断（一般）受診
基礎講習受講
全教育訓練

▽運行管理者

ク制度）の実施

▽先進▽ドライバー等安
▽ドライブレコーダ

▽申請件数

▽後

（3）安 全性優良事業所表彰（局長・支局長）受

方視野確認支援装置（バックアイカメラ）

付の実施

▽先進安全自動車（ASV） ▽アルコール

▽申請件数

インターロック装置
▽運転記録証明書

▽初任運転者教育
▽準中型免許取得

596 件

14 件

（4）初任運転者講習の開催
６．部会関係業務

③緊急輸送訓練
▽実動訓練

（1）会議等
▽会議等

▽重量部会 ▽鉄鋼部会 ▽タンクトラック部

④過積載防止街頭宣伝行動

会 ▽百貨店部会 ▽路線部会 ▽海上コンテナ

（2）環境対策関係業務

部会 ▽セメント部会 ▽建設部会 ▽取扱部会

①会議・研修会

▽引越部会 ▽ダンプカー部会 ▽青年部会

②助成事業

（2）外部会議（全ト協関係 等）
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第 222 回

理事会

◇令和 3 年度事業の主要課題（案）について
＜主要課題＞
１．交通・労災事故防止対策の推進

冒頭、滝口敬介専務理事から定足数について委
任状出席を含め、理事総数 102 名のうち 63 名の出

２．環境対策の推進

席があり、本会議が有効に成立する旨の報告に続

３．事業の適正化対策の推進

き、辻

４．社会的責務の遂行

卓史会長が開会の挨拶を述べた後、議長

を務め、次の議題について審議し、いずれも原案

５．事業の振興と経営基盤の強化

どおり承認された。

６．広報対策
７．全ト協等との連携による事業の推進

< 議題 >
〇 議題【報告事項】の（１）～（３）については、

【提案事項】

第 310 回常任理事会の記事をご参照下さい。

（1）令和 3 年度事業の主要課題（案）について
【報告事項】
（1）会員の入退会について
（2）組 織・財政等特別委員会運営規約の一部改正
と委員の選任について
（3）定 款第 23 条第 7 項に基づく業務執行報告に
ついて

令和 2 年度

第 2 回 総 務 委 員 会
中川 才助 委員長

12 月 8 日に開催される『第 222 回理事会』に先

（3）その他

立ち、12 月 2 日午後 3 時から大阪市港区のアート

・10/29 第 1 回総務委員会における質問の回答

ホテル大阪ベイタワーで ｢令和 2 年度第 2 回総務
委員会｣ が開催され、次の議題を審議した。

以上の議題について、原案どおり承認・決定され、
12 月 8 日開催の『第 222 回理事会』に上程される

（1）令和 3 年度事業の主要課題 ( 案 ) について

こととなった。

（2）定 款第 23 条第 7 項に基づく業務執行報告に
ついて
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年 頭 挨 拶

一般社団法人 大阪府トラック協会

会長

辻

卓史

新年あけましておめでとうございます。
令和３年の新春を迎えるにあたり、謹んで年頭のご挨拶を申
し上げます。
はじめに、会員事業者の皆様ならびに関係各位におかれまし
ては、平素より当協会の運営に対しまして、格別のご理解とご
協力を賜わり誠にありがとうございます。心から感謝申し上げ
ます。どうぞ、本年も変わらぬご支援を賜りますようお願い申
し上げます。
さて、昨年は予想もしなかった新型コロナウイルス感染が
世界中で蔓延し、感染者数は 1 億人に迫り、死者数も１９０万
人に迫っています。そのため各国政府は厳しい移動制限や事業
活動、並びに生活面での規制を実施しました。その影響で昨
年の世界経済はマイナス４％超となり、２００９年のリーマン
ショック時のマイナス０．１％を大幅に上回る深刻な状態に陥
りました。
また、米国においては国民を分断する大統領選挙となりました
が、民主党バイデン候補が勝利しました。その結果、女性初の副
大統領や多様性を重視する政府が誕生することになりそうです。
一方、我が国でも昨年８月に、７年８カ月という過去最長政
権となった安倍総理が突然退陣し、９月１６日、第９９代内閣
総理大臣に菅義偉氏が就任しました。このように日米とも新政
権の下、良好な両国関係がさらに強化されることを期待してお
ります。
なお、国内の景気に関しては、株価は一時期と比べ大幅に上
昇しましたが、これは米国の株高に引っ張られたことや、政府・
日銀の金融・財政支援による官製相場といった様相が強く、我々
トラック輸送業界が直接関わっている経済の実態とは違和感が
あるように思います。
因みに、全日本トラック協会が実施した昨年４月～６月期の
景況感調査によると、新型コロナウイルス対策に伴う「巣ごも
り需要」や、消費者のライフスタイルの変化に伴う「ネット通販」
の拡大により、宅配便の業績は大幅に伸びています。ところが
トラック輸送や、鉄道、内航船を柱とするＢ ｔｏ Ｂ（企業間
物流）は生産活動の低迷により大幅に悪化しており、同じ物流
業界でも業績に二極化が見られます。なお、生産活動は昨年４
～６月が底となり、７～９月の荷動きは改善が見られましたが、
依然として前年同期を下回っています。

こうした状況の中で、昨年は４月に「新型インフルエンザ等
対策特別措置法」の改正に基づき、緊急事態宣言が発令されま
した。それにより、飲食店をはじめとする店舗や、娯楽施設等
への一斉休業や、外出自粛が要請され、街から人の動きが消え、
まさに非常事態となりました。その後も第二波、第三波の感染
拡大とともに、一部業種・地域では休業・時間短縮要請が繰り
返されてきました。そのため対象となった会員事業者の皆さま
におかれましては、大変厳しい事業経営を迫られておられるこ
とと存じます。こういった事態に対応するため、当協会では現
場の実情を的確に把握した上で、全日本トラック協会とも連携
し、行政に働きかけ各種施策に結び付けることにより、皆さま
のお力になることを目指しております。
また昨年は、予定していた様々なイベントの殆どが中止・延
期となり、夏季五輪としては５６年ぶりに我が国で開催が予定
されていました「東京オリンピック・パラリンピック」も今夏
へと一年延期されました。
私たちトラック協会も、１０月に９年ぶりに近畿ブロック（大
阪）で開催予定していた「全国トラック運送事業者大会」を中
止せざるを得ませんでした。しかしながら、毎年、大会と併せ
て開催されてきました、地球温暖化対策を願った「トラックの森
植樹式」については予定通り開催し、花博記念公園鶴見緑地に
桜の一種であるジンダイアケボノ１０本を植樹いたしました。こ
れらの木が立派に成長して、数年後、綺麗な桜の花を咲かせて
くれることを願っております。そして今後とも、環境にやさしい
トラック輸送業界を目指すことの重要性を再認識した次第です。
なお、国内における新型コロナの感染者は 26 万人を超え、死
者数も 4000 人に迫る勢いで、現在も感染拡大が続きまだまだ収
まる気配はありません。そのため先行きについてもＧｏＴｏ政策
の見直し、営業の自粛・時間短縮や会合の人数制限といった措置
により、運輸・物流業界への深刻な影響が懸念されます。産業
界全体にも今後の景気動向に対する不透明感が拡がっています。
以上のような厳しい現状に対処するため、日本政府は昨年４
月、５月に合計２３０兆円に達する事業規模の経済対策を策定
しました。さらにこの度、事業規模７３兆円超の追加経済対策
を閣議決定しました。その中には新型コロナウイルス感染拡大
防止に６兆円のほか、ポストコロナの中長期の成長戦略を見据
えた対策が７割を占めています。今後とも、政府による継続的
な支援を強くお願いしてまいる所存です。
次に、我々トラック運送業界にとって交通安全・事故防止へ
の取組みは重要な使命であります。「総合安全プラン２０２０」
では、近畿地区における事業用貨物自動車が第一当事者となる
死者数を、２０２０年までに２３人以下に減らすことを目指し、
様々な対策に取り組んでまいりました。しかし残念ながら未だ
に毎年多くの交通死亡事故が発生しており、目標達成には至っ
ておりません。次期プランについては、社会情勢の変化も踏ま
え重要施策の追加・見直しを検討した上で、今年の春頃に策定
される予定となっております。交差点付近での事故、高齢者が
死亡する事故、対自転車での事故が多い傾向にありますが、今
後も交通事故統計・資料を深く分析することで事故の特徴を捉
えながら、各関係機関と連携し、啓発活動やセミナーの開催、
安全装置等の助成事業など、交通事故防止対策に全力を挙げ取
り組んでまいります。
なお、私どもトラック輸送業界は多岐にわたる課題を抱えて
いますが、中でもトラックドライバーの不足は構造的な問題で
す。目下のところ、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済・
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令和３ 年
生産活動の低迷により、物流が量的に縮小し積み込みスペース
が過剰になっています。その結果、ドライバー不足は多少緩和
しています。しかしこれは一時的な現象であり、ポストコロナ
という中・長期的な視点で見ると、間違いなく若手労働者の不
足とドライバーの高齢化が深刻化します。
この問題を解決・緩和し事業の維持・発展を目指すには、長
時間労働・低賃金等の労働条件を世間水準に改善することです。
そのためには原資となる「適正運賃」の収受が不可欠です。
行政側でもこういったトラック輸送業界の厳しい現状に鑑み、
国土交通省が昨年４月２４日、今から３１年前の平成２年の許
認可運賃以来となる、
「標準的な運賃」を告示しました。これは
原価調査の結果を基に「運送業の健全な運営を維持するに必要
な運賃」として策定されたものです。皆さまには「標準的な運賃」
の趣旨を十分ご理解いただき、今後の荷主との運賃交渉での活
用を前提に、当局への届出を含め、早急にご準備いただくよう
お願いします。そして、例年開催しております原価計算セミナー
についても、今年は「標準的な運賃」から一歩先に進み、各社
独自の運賃設計にも役立つ内容での開催を予定しております。
また今年は特殊な車両や特殊な荷物の輸送の際の運賃の検討
についても、取り組んでまいりたいと考えております。
一方、３年前の６月末に「働き方改革関連法」が成立し、トラッ
クドライバーについても時間外労働を年９６０時間以内とする
罰則付きの規制が、３年３カ月後の令和６年４月以降から適用
されます。そして「トラック輸送における取引環境・労働時間
改善協議会」が、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に
確保するため、荷主を対象に「ホワイト物流推進運動」をスター
トさせました。また、トラック輸送事業者に対しては、ドライ
バー職への理解を深め就職を促すため、「働きやすい職場認証
制度（運転者職場環境良好度認証制度）」が始まりました。
これらの施策と同時に「適正化事業」への取り組みが重要で
す。令和２年６月１０日付けで「道路交通法の一部を改正する
法律」が公布され、妨害運転（「あおり運転」
）に対する罰則が
令和２年６月３０日付けで施行されました。そしてこの法令に
基づき、令和２年１１月２７日、国土交通省より関連通達が発
出されました。この法令改正の趣旨は「妨害運転等を未然に防
止する」ことです。
これによりドライバー自身の法令遵守はもとより、事業者に
もこれまで以上に、ドライバーに対する教育が必要となります。
トラック協会としては「適正化事業実施機関」として、適正化
指導員による事業所への巡回指導や、集団指導講習会を開催す
るとともに、貨物自動車の輸送の安全をＰＲするため、引き続
き「貨物自動車運送事業安全性評価事業（Ｇマーク）」の普及
を含めた諸事業を、積極的に推進してまいります。
次に、高速道路のさらなる利便性向上について、本年も取り
組んでまいります。重要なインフラである高速道路の利用は交通
事故防止や環境改善だけでなく、ドライバーの長時間労働の改善
など働き方改革を実現する上で必要不可欠です。そのため、現
行の高速道路通行料金の大口・多頻度割引の拡充継続はもとよ
り、割引制度の恒久化に向けても引き続き要望していく所存です。
また、より多くの事業者が利用しやすくなるような制度改正
や高速道路の「料金の引き下げ」、「ミッシングリンクの解消」
や「２車線区間の４車線化」、及び「ＳＡ・ＰＡ駐車マスの拡充」
や、女性ドライバーに優しい施設整備等についても、全日本ト
ラック協会と連携して、国政並びに関係行政機関に訴えていき
たいと考えております。

次に、災害対策への取り組みについてですが、これまで私ど
もトラック運送業界は自然災害が発生した際には、ドライバー
は長時間運行や二次災害に巻き込まれる危険をも顧みず、緊急
支援物資輸送を敢行してまいりました。我が国は、自然災害が
数多く発生することから、今後とも如何なる要請にも迅速に応
えられるよう、全日本トラック協会や政府・行政機関との連携
体制を確立し、「くらしと経済を支えるライフライン」として
の社会的使命を全うする所存です。
そして運輸事業振興助成交付金については、残念ながら現在
も大阪府では法律および政・省令に基づいた金額で交付はされ
ておりません。そもそも交付金制度が創設された目的は、営業
用トラックの公共性等に配慮し、公共輸送機関としての輸送力
の確保にあります。
私どもは今後とも大阪府に対しまして、当協会が果たしてい
る重要な社会的役割への理解を求め続け、「大阪府運輸事業振
興助成補助金交付要綱」を政省令に従って改正し、それに基づ
く交付額を給付していただくよう、粘り強く要望してまいりま
す。会員の皆様にはご理解・ご支援を賜わりますようお願い申
し上げます。
なお、最近はトラックドライバーの社会的役割への理解が深
まり、エッセンシャルワーカーと称されるようになりました。
ところが新型コロナウイルス感染拡大により、トラックドライ
バーやそのご家族がいわれなき偏見や差別を受けるケースが数
多く発生しています。これは誠に残念であると同時に強い憤り
さえ感じている次第です。今後とも物流の最前線で働くトラッ
クドライバーの果たす役割への理解を深めるため、全力を挙げ
取り組んでまいります。
以上のように私どもトラック輸送業界は、数え上げればきり
がないほど多くの課題を抱えております。一方、トラック輸送
業界は国内貨物輸送の９０％以上を担い、コロナ禍においても
トラックドライバーは物流を止めることはありません。私ども
は今後ともスローガンとして「安全・改革・貢献」を掲げ、諸
問題に全力で取り組んでまいります。しかし私どもの力だけで
は限界があります。そのため今後とも荷主企業の理解と協力関
係をより一層進化させ、ドライバーの皆さまが働きやすい業界
に向け改革を推進してまいります。今後とも会員事業者の皆様
ならびに関係各位のご理解とご支援、ご協力を賜わりますよう
心からお願い申し上げます。
なお、新型コロナウイルス感染拡大は依然として先行きが不
透明です。一日でも早くワクチンが開発され効力を発揮し、感
染拡大を収束させ、平穏な日常生活が戻ることを願っておりま
す。そして、今夏に予定されている東京オリンピック・パラリン
ピックが無事開催されることを祈っております。そのほかにも、
昨年中止となったスポーツをはじめ、様々なイベントが再開され、
明るい笑い声で満ちあふれる年になることを願っております。
また、４年後には２０２５年国際博覧会が大阪・関西で開催さ
れますが、大阪府トラック協会といたしましても「社会との共生」
を図り、地域経済・社会の発展に寄与することを目指し、今後と
も関係者と連携しながら機運醸成に協力してまいる所存です。
結びにあたり、皆様方のますますのご健勝、ご多幸とともに、
本年が皆様にとって実り多き一年となりますことを祈念いたし
まして、年頭のご挨拶とさせていただきます。本年もどうぞよ
ろしくお願い申し上げます。
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（新型コロナウイルス感染者等の数字は 1 月初旬現在）

年頭挨拶
近畿運輸局長

野澤
はじめに
新年、あけましておめでとうございます。
令和３年の年頭にあたり、謹んでご挨拶を申し上げます。
昨年は新型コロナウイルス感染症との闘いの一年となりました。大阪・
関西万博のプロデューサーの方の言葉を借りれば、「“移動”が経済を回
したり新しい文化を生んだり、すごく人間社会の価値を生み出していた
と改めて感じた」一年となりました。残念ながら、新型コロナウイルス
感染症は今なお、我が国及び世界で感染の拡大を続けています。犠牲と
なられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、今なお感染症と闘っ
ておられる方々の、一日も早い回復をお祈りいたします。
また、コロナ禍の下、人の移動が止まるという戦後最大の危機に直面
し、交通、観光等の事業経営に深刻な影響をもたらしました。このよう
な中、史上初めてとなる緊急事態宣言が発出されましたが、公共交通、
物流、宿泊、自動車整備などに関しては、社会の安定を維持するために
不可欠なものとして、その業務の継続が求められました。こうした皆様
の取組みとご貢献に対し、この場をお借りしまして深く敬意を表します。
本稿をお読みの皆様の多くは、大変厳しい経営環境にあると思います
が、雇用調整助成金、無利子・無担保融資など政府による支援等を最大
限にご活用の上、今を乗り越えていただきたいと存じます。
（１）新型コロナウイルス感染症対策
これまでも、政府として、業種横断的に、雇用調整助成金、持続化給
付金、金融機関を通じた実質無利子となる資金繰り支援等を実施してき
たところです。また、国土交通省としても、補正予算を活用した GoTo
トラベル事業や、感染防止対策及び実証運行に対する補助、各種法令の
弾力的運用等を通じた支援を行って参りました。さらに、地方創生臨時
交付金が、公共交通や観光への支援に活用されるよう、運輸局からも地
方自治体に様々な場面で要請を行って参りました。
加えて、昨年 12 月に、新たな経済対策「国民の命と暮らしを守る安
心と希望のための総合経済対策」（以下、本稿において「経済対策」と
いう。）が策定され、本年度の第三次補正予算及び来年度予算を通じて
具体化されることとなります。
① 政府としての業種横断的な支援
雇用調整助成金の特例措置等は、現行措置を本年２月末まで延長のう
え、３月以降、段階的に縮減し、５～６月にリーマンショック時並みの
特例とすることを基本の想定としつつ、感染状況や雇用情勢を踏まえ柔
軟に対応することとされました。また、資金繰り支援について、民間金
融機関を通じた実質無利子・無担保融資は３月まで実施し、日本政策金
融公庫等による実質無利子・無担保融資は、感染状況や資金繰りの状況
を踏まえ、当面来年前半まで継続するとともに、中小・小規模事業者等
の経営改善や業態転換等に伴う資金繰りを支援することとされました。
② 国土交通省としての支援等
経済対策において、厳しい経営環境に置かれている地域公共交通事業
者の活性化や事業の継続性を確保するため、高性能フィルタを有する空
気清浄機の導入など新技術の活用や、観光事業者との連携などを通じた
収支の改善を図る取組み等に集中的な支援を行うこととされました。
また、地方創生臨時交付金についても拡充されました（１．５兆円）。
近畿運輸局としても、事業者団体と連携しながら、その公共交通等の支
援への活用に関する、地方自治体への要請活動を継続して参ります。
なお、１２月末とされていたタクシーに関する臨時休車の取扱につい
ては、年度末まで延長しました。

和行

③ 公共交通の安全性に関する利用者への周知
公共交通を利用した際の感染リスクを恐れ、外出を控えたり、マイ
カーを選択されている方も多いのではないかと考えております。そこ
で、近畿運輸局では、ホームページ上で事業者の感染症予防対策の取組
を紹介しています。
（https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki/saigai/kikikanri-coronavirus.html#section6）
また、昨年 10 月に、「公共交通機関のコロナ感染防止対策セミナー」
を開催し、感染症の専門家の講演や、公共交通事業者の感染症予防に対
する取組みについて発表していただきました。このような、公共交通の
安全性に関し、利用者へ直接訴えかける取組みについては継続して行っ
て参ります。
（２）安全・安心の確保や環境・バリアフリー対策の実施
① 安全・安心の確保
交通の安全を確保し、安心して交通機関を利用していただくことは、
交通行政の要諦であり、最大の使命です。
まず、自動車についてです。
自動車運送事業の輸送の安全については、関係機関や業界団体との連
携を密にした取組みを進めるとともに、監査による法令遵守の確認、街
頭監査による貸切バスの安全対策及び新型コロナ感染症予防対策の実
施状況などの確認を図り、悪質な法令違反を行う事業者に対しては厳正
に対処してまいります。
また、タクシー・バスなどの事業用自動車については、運転者の高齢
化から、脳血管・心臓疾患等の健康に起因する事故を防ぐことが喫緊の
課題となっており、
「健康管理マニュアル」や「脳血管・心臓疾患対策
ガイドライン」等の更なる周知を図り、適切な健康管理の徹底と、飲酒
運転等悪質運転違反の根絶に向け、関係者の皆様と一丸となって、事故・
違反のない安全・安心な交通社会の実現に向け取組んでまいります。
マイカー等については、安全・安心な車社会の根幹を支える自動車の
検査・登録制度のもと、事故防止に有効な「セーフティー・サポート・
カー」の普及や支援等を積極的に行ってまいります。
さらに、ユーザーの利便性向上や自動車の魅力向上のため、自動車保
有関係手続きワンストップサービスの利用促進や、図柄入りナンバープ
レートの普及に取組んでまいります。
自動運転車については、昨年 3 月に世界に先駆けて自動運転車の保安
基準を策定するなどの取組みを進め、11 月には自動運行装置を搭載した
自動運転車（レベル３）について世界で初めて型式指定が行われました。
自動運転車は、交通事故の削減、高齢者等の移動手段の確保、物流分野
における生産性向上等、我が国が抱える様々な社会課題の解決に大きな
役割を果たすことが期待されています。引き続き、自動運転の一層の実
用化、普及に向け、実証実験の支援等に積極的に取組んでまいります。
また、これら自動運転技術等の先進安全技術に対応した適切な整備の
実施を確保するため「特定整備制度」が昨年４月に施行されたところで
あり、円滑に移行が行われるよう取組むとともに、スキャンツールを活
用した電子制御装置整備技術の普及など新技術に対応する取組みを進
めてまいります。
鉄道については、ここ数年、施設や車両の不具合により安全を脅かし
かねない事案が複数発生しています。鉄道の安全・安定輸送の確保に向
けた監査や調査分析に基づく措置等、大量輸送機関である鉄道の事故防
止・安全対策を推進してまいります。
海運については、走錨対策として、荒天時における運航管理者等から
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令和３年の新春を迎えて
の適切なサポートや、飲酒対策としての、アルコール検知器を用いた検
査体制の導入、新型コロナウイルス感染予防対策の実施状況の確認な
ど、監査等の機会を捉え、事業者及び各船舶に対し指導してまいります。
また、危険物積載船には立入点検を実施し、安全設備の適正な維持・
確認を行うとともに、外国船舶に対してはポートステートコントロール
を的確に実施し、特にコロナ禍によって違法に長期間乗船が続いている
船員の交代を指導するなど、航行の安全確保と海洋汚染等の防止を図り
ます。さらに、川下り船に対するガイドラインを活用した安全指導、プ
レジャーボート等の小型船舶を対象とする船舶検査受検及び救命胴衣
着用の指導等の安全対策を行ってまいります。加えて、昨年１０月１日
に施行された「船舶油濁等損害賠償保障法」に基づく保障制度を着実に
実施してまいります。
これら運輸事業の安全・安心の確保のためには、経営トップから現場
まで事業者自らが社内一丸となった安全管理体制を構築し、積極的に取
組むことが不可欠です。安全思想の普及・強化に向けて、引き続き運輸
安全マネジメント制度を推進してまいります。
防災・危機管理対応については、近年、豪雨や大型の台風等による自
然災害が全国各地に甚大な被害をもたらしています。これら災害に対し
て迅速かつ適切に対応することが最大の課題です。関係自治体、関係事
業者等と連携をとりながら防災危機管理体制の更なる強化・向上を図っ
てまいります。
国民生活や社会経済活動の維持に大きな役割を担う運輸事業者等に
は、被害を軽減し、被害の拡大防止を図るとともに、業務活動の維持、
早期回復を図ることが求められています。昨年７月には、運輸事業者が
自然災害への対応力を向上させ、防災体制の構築及び実践に取組むに
あたってのガイダンスとなる「運輸防災マネジメント指針」
（防災指針）
が策定されました。策定後は、運輸事業者等が防災指針を踏まえた取組
みを推進することになりますが、運輸安全マネジメント評価を通じて、
これを支援してまいります。
また、本年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催され、関西
にも多くの人が集まることが予想されます。武力攻撃事態、テロ等の緊
急事態に対しましても適切に対応できるよう、警察、交通事業者、関係
機関等との連携を図り、初動体制の整備や未然防止等の対策を行ってま
いります。
② 環境対策
交通環境対策については、温室効果ガス排出量削減のために、天然ガ
ストラック、電気自動車、燃料電池車など次世代自動車の普及促進、エ
コ通勤の普及促進、運輸事業者のグリーン経営の推進等、様々な分野で
取組みを進めてまいります。また、環境の負荷が少なく狭い路地も通行
が可能で、高齢者の足の確保や観光客の周遊に資するグリーンスローモ
ビリティの地域での活用に向けて支援してまいります。
このうち海運については、昨年、海洋汚染防止条約の改正により船舶
の排ガスによる人体や環境への悪影響を防止するため、燃料油中の硫黄
分濃度の規制値が従来の３．
５％以下から０．
５％以下へと世界的に規制
が強化されました。引き続き当該規制強化に的確に対応してまいります。
（３）公共交通機関の整備・維持確保
① 公共交通機関の整備・維持確保
関西における鉄道関連プロジェクトでは、大阪都心部と関西国際空港
等とのアクセス機能の強化に資する「なにわ筋線」や、大阪モノレール
南伸などの事業が進んでいます。今後、関西３空港、新大阪、うめきた
等大阪都心部の相互アクセスの強化、ネットワークの充実を図ることが
大変重要な政策課題となります。あわせてリニア中央新幹線や北陸新幹
線の大阪までの延伸も計画されており、これらの事業が円滑に進められ
るよう関係者の取組みをフォローしながら早期開業に向けた支援を進
めてまいります。また、ホームドア設置をはじめとした安全対策や、災
害時における利用者への運行状況等のきめ細やかな情報提供など、ハー
ド・ソフト両面から鉄道の安全・安定輸送の確保に向けた取組みを推進
してまいります。
また、生活交通の維持・確保のためには、昨年改正された地域公共交
通活性化再生法に基づいて、地方公共団体が自らの地域における公共交
通のあり方を検討し、「地域公共交通計画」の策定を進めることが重要
です。当局も、同計画の策定に向けた支援を引き続き実施して参ります。
さらに、複数の交通手段の経路検索、予約、決済などをワンストップ
で行うことができる「MaaS」は、密回避という感染症対策の面でもそ
の重要性が高まっているところです。今後も、MaaS をはじめとしたス
マートシティの実現に向けて各府省と連携し、政府一丸となって取組み
を推進して参ります。
改正道路運送法が昨年 11 月 27 日に施行され、路線バスの新規参入等
の申請時に、関係する地方公共団体へ通知する制度の創設や、自家用有
償旅客運送の対象に観光客を含むことを明確化する等の整備が行われ
ました。生産性向上の取組みを推進しつつ、持続可能な運送サービスの
提供の確保を図ってまいります。

タクシーについては、旅客需要が激減する中、食料及び飲料運送に係
るニーズの増加等を踏まえ、タクシーによる食料等の運送許可制度が設
けられ、一括定額運賃・変動迎車料金という新たな運賃・料金サービス
が導入されました。
一昨年１０月、大阪で全国初の取組みとしてスタートした良質な運転
者の確保と利用者の利便向上を図るための「優良事業者等評価制度」に
ついては、今後も関係機関等と連携を図り制度の充実に取組んでまいり
ます。
② 物流の生産性向上、人材の確保等
物流分野では、本年３月、「総合物流施策大綱」計画期間最終時期を
迎えます。我が国の物流をめぐる環境は、人口減少・少子高齢化に伴う
労働力不足の深刻化、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会・経
済環境の変化、AI・IoT 等の最新技術の進化等、様々な変化が生じて
います。このため、次期総合物流施策大綱策定に向けて、物流を取り巻
く諸課題、物流分野のデジタル化やデータ連係基盤の構築、ソフト・ハー
ド両面での標準化、持続可能な物流の実現等、課題への対応の方向につ
いて、検討を行っていきます。
トラック事業においては、ドライバーの労働環境が全産業と比べて長
時間労働・低賃金の状況にあり、その担い手不足が深刻になっています。
ドライバー不足により物流が滞ってしまうことのないよう、トラックド
ライバーの賃金や労働環境の改善を図り、事業の健全な運営を確保し、
貨物流通の機能の維持向上を図るため、昨年４月に「標準的な運賃」を
告示しました。昨年秋から、まずはトラック業界が中心となり、トラッ
ク事業者を対象とした標準的な運賃の普及セミナーなどで制度の主旨
等の周知を図っていただきました。今後は荷主を対象に制度の趣旨、背
景等について、理解が得られるよう取組んでまいります。
また、働き方改革により令和６年度から時間外労働の上限規制が設定
されます。トラック運送業が将来にわたって機能を維持していくために
は、トラック輸送の生産性向上、物流の効率化、誰もが働きやすい労働
環境の整備に、トラック事業者と荷主が協力をして取組んでいく必要が
あります。そのため、
「ホワイト物流推進運動」への賛同の呼びかけや、
「取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン」の横展開を図っ
てまいります。
さらに、平成２８年に施行された「改正物流総合効率化法」に基づき、
モーダルシフトや貨客混載事業の推進、トラック予約受付システムの導
入など物流の効率化に向けた事業者の取組みを引き続き支援してまい
ります。
フェリー・内航海運については、国民生活や経済活動を支える基幹的
な公共交通機関・輸送機関であり、モーダルシフトの担い手として、ま
た平時のみならず災害時の緊急輸送手段として重要な存在となってい
るところです。管内のフェリー・内航海運事業者は、増加する輸送需要
に対応するため、リプレイスによる船舶の大型化による輸送力の強化を
図っています。この取組みをしっかりと支援し、引き続き、フェリー・
内航海運の活性化に取組んでまいります。とりわけ、内航海運について
は、内航未来創造プランに掲げられた施策の推進のほか、今夏に迫った
内航海運暫定措置事業の終了や船員の働き方改革に向けた動きなど、内
航海運を取り巻く環境変化を踏まえて、事業環境等の改善や向上に資す
る情報発信に努めてまいります。
また、関西においては、全国に先駆けて「国際物流戦略チーム」が発
足しており、産学官一体となった施策の推進により、関西国際空港、阪
神港の利活用促進に取組み、関西経済の更なる活性化を目指してまいり
ます。
コロナ禍中においてなお、人手不足問題は喫緊の課題です。バス・タ
クシー・トラックドライバー、自動車整備士、船員や造船技能者の人材
確保や女性の活躍推進について、官民連携による学校訪問、出前事業、
イベント開催時の広報活動等、コロナ後を見据え、引き続き推進してま
いります。
おわりに
以上、新しい年を迎え、所信を申し述べました。
まずは、新型コロナウイルス感染症の一日も早い収束と、大きな影響
を受けた皆様の生活や経済活動を復活させるべく、本年も全力を挙げて
各種取組みを進めて参ります。さらに、大阪・関西万博の開催に向けた
準備への支援や交通・観光行政を通じ関西の発展と、皆様の豊かで快適
な生活の実現に貢献して参りたいと考えています。
今後とも当局の行政に対し、皆様方の一層のご支援、ご協力をいただ
くよう心からお願い申し上げ、新年の挨拶とさせていただきます。
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年頭挨拶
近畿運輸局大阪運輸支局長

後藤

浩之

新年あけましておめでとうございます。

ましても、関係者と連携協力し、取り組んでま

令和３年の年頭にあたり謹んでご挨拶を申し

いります。
以下、具体的な取組について申し上げます。

上げます。

自動車運送事業全般について、人手不足問題
まず、始めに新型コロナウイルス感染拡大の

は、現下の喫緊の課題です。バス・タクシー・

中でエッセンシャルワーカーとして国民の生活

トラックドライバー、自動車整備士の人材確保

と安全を支えておられる事業用自動車の運転者、

や女性の活躍推進について、「働きやすい職場

自動車整備士の皆様を始め、自動車業界の皆様

認証制度」、官民連携による学校訪問、出前授業、

に感謝を申し上げます。

イベント開催時の広報活動等の取り組みについ

昨年を振り返ると、４月から５月にかけての

て、より一層推進してまいります。

緊急事態宣言発出以降、外出時のマスクの着用

トラック事業においては、ドライバーの労働

など生活様式が変化し、また、テレワークの拡

環境が全産業と比べて長時間労働・低賃金の状

大など一部で働き方にも変化を生じました。

況にあり、その担い手不足が深刻になっていま

当支局におきましても感染防止として遮蔽

す。ドライバー不足により物流が滞ってしまう

カーテンの設置、換気の実施、研修会での３密

ことのないよう、トラックドライバーの賃金や

回避等の対策を行うにあたり、各業界関係者の

労働環境の改善を図り、事業の健全な運営を確

皆様のご理解とご協力をいただきましたことに

保し、貨物流通の機能の維持向上を図るため、

改めて深く御礼申し上げます。

昨年４月に「標準的な運賃」を告示しました。

新型コロナウイルス感染拡大の収束が見えな

昨年秋からまずはトラック業界が中心となりト

い中で、各業界におかれましても非常に厳しい

ラック事業者を対象とした標準的な運賃の普及

状況が続きますが、大阪運輸支局においては、

セミナーなどで制度の主旨等の周知を図ってい

最も重要な使命である自動車交通の安全・安心

ただきました。今後は荷主を対象に制度の趣旨、

の確保のため、最大限の努力を行ってまいりま

背景等について、理解が得られるよう取り組ん

すとともに、地域公共交通の維持、確保につき

でまいります。
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令和３年の新春を迎えて

働き方改革により令和６年度から時間外労働

ろですが、令和元年度の発生件数は１１２件と

の上限規制が設定されます。トラック運送業が

平成１１年度からの統計上で最大の件数とな

将来にわたって機能を維持していくためには、

り、これまでにない危機的な状況にあります。

トラック輸送の生産性向上、物流の効率化、誰

国土交通省では平成元年１２月に設置した ｢大

もが働きやすい労働環境の整備に、トラック事

型車の車輪脱落事故防止対策に係る調査検討

業者と荷主が協力をして取り組んでいく必要が

ワーキンググループ｣ の検討結果を受けて、大

あります。そのため、「ホワイト物流推進運動」

型車の車輪脱落事故防止に係る令和２年度緊急

への賛同の呼びかけや昨年５月に策定された

対策の早期かつ確実な実施を図るため、令和２

「取引環境と長時間労働の改善に向けたガイド

年１１月１日から令和３年２月２８日の期間に
おきまして ｢大型車の車輪脱落事故防止キャン

ライン」の横展開を図ってまいります、
さらに、平成２８年に施行された「改正物流

ペーン｣ を実施しております。大阪運輸支局で

総合効率化法」
（物効法）に基づき、モーダル

も関係団体と連携し、事故防止対策を推進する

シフトや貨客混載事業の推進、トラック予約受

ための広報・啓発活動、事故防止対策の徹底を

付システムの導入など物流の効率化に向けた事

図るための周知・指導に、積極的に取り組んで

業者の取り組みを支援しています。

まいります。

監査業務については、令和２年１１月２７日

整備管理者の選任前、選任後研修につきまし

に処分基準を改正し、運転者が妨害運転（あお

ては、関係団体との連携を図り、コロナウイル

り運転）をしたことが確認された場合には運送

ス感染防止対策を十分に施して実施しておりま

事業者に対して処分をなすこととなりました。

す。

また、関係機関と連携を密にしつつ、スピー

以上、私の所信を述べましたが、本年も当支

ド感を持って監査に取り組み、安全対策や新型

局の業務に関し、皆様方の一層のご理解とご協

コロナウイルス感染症予防対策の実施状況の確

力を賜りますようお願い申し上げますととも

認と事故防止に向けた指導を行い、利用者の利

に、新型コロナウイルス感染の 1 日も早い収束

用促進に繋がるよう努めてまいります。

と関係の皆様方の安全とご発展を祈念いたしま

保安業務につきましては、国土交通省におい

して、新年の挨拶とさせていただきます。

て策定された「事業用自動車総合安全プラン
２０２０」に基づき、運送事業者における法令
遵守の徹底と安全対策の推進や飲酒運転等悪質
な法令違反の根絶、高齢運転者の特徴を踏まえ
た事故防止対策等に取り組んできております。
また、大型車の車輪脱落事故防止につきまし
ては、平成３０年度より事故防止のための緊急
対策を策定し積極的に取り組んできているとこ
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年頭挨拶
大阪府知事

吉村

洋文

【新型コロナウイルス感染症関連対策】

【冒頭】

新型コロナウイルスの感染拡大防止に向けて、

新年を迎え、謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。
昨年は、新型コロナウイルスの感染拡大が世界

かかりつけ医による診療・検査体制の充実や、大
阪コロナ重症センターの運用を含めた重症病床の

の社会・経済に深刻な影響を与えた１年でした。
本府では、この未曽有の危機から府民の命と暮

確保など医療提供体制のさらなる整備を図りま

らし、産業と雇用を守るため、かつてない規模の

す。さらに、高齢者施設等におけるクラスター対

緊急対策を実施し、府民・事業者の皆様のご理解、

策の強化や積極的な検査の受診勧奨に全力で取り

ご協力のもと、感染拡大の防止と経済活動の両立

組みます。
あわせて、大阪の経済を支え、雇用を守る取組

に取り組みました。
亡くなられた方々に、謹んで哀悼の意を表しま

みとして、資金繰り支援や国内の需要喚起など、

すとともに、療養中の皆様の一日も早い回復をお

打撃を受けている産業を支援するとともに、失業

祈りいたします。また、医療従事者をはじめ、私

された方に対する早期の再就職支援などを強力に

たちの暮らしを支えていただいているエッセン

進めます。
くらしを支えるセーフティネットの充実に向け

シャルワーカーの方々に心から感謝申し上げます。

て、コロナ禍で生活困窮や DV・児童虐待など、

【府市一体での副首都・大阪の推進】
未だ新型コロナウイルスは予断を許さない状況

不安な生活を送る方々の増加が懸念される中、総

です。今年もウィズコロナにおける感染拡大防止

合的な対策を講じます。また、緊急時においても

対策に万全を期すとともに、ポストコロナを見据

子どもたちが学びを通じて健やかな成長を育める

え、大阪の再生・成長に向けた取組みを強力に推

よう、オンライン学習や教育相談を実施します。

進してまいります。そのためには、大阪府市の協

【大阪・関西万博（SDGs）に向けた取組み】

調が不可欠です。昨年の住民投票の結果、大阪都

コロナ禍にあって、いのちとの向き合い方が世界

構想は否決となりましたが、府市一体化をさらに

中で問われている中、
「いのち輝く未来社会のデザ

強固なものとし、コロナ禍においても危機を乗り

イン」をテーマに開催する大阪・関西万博は、新

越え成長できる大阪の基盤を作り上げる年にした

型コロナウイルス感染症終息後の新たな未来を切

いと考えています。そして、東西二極の一極とし

り拓くシンボルです。昨年 12 月には、BIE 総会で

て日本をけん引する「副首都・大阪」をめざします。

登録申請書が承認されました。国、大阪府市、経
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令和３年の新春を迎えて
済界が一体となり、万博の成功に向けて着実に準

【国際金融都市の実現に向けた挑戦】

備を進めるとともに、世界の課題解決に貢献する

「経済の血液」と呼ばれる金融を活性化し、東

「SDGs 先進都市」をめざす取組みを加速させます。

京とは異なる個性・機能を持つエッジの効いた国

【国内外の観光需要の取り込みの強化】

際金融都市を実現するため、新たな挑戦をスター

国内はもとより、インバウンド回復後の国外か

トします。フィンテックなどの新たな金融技術へ

らの観光需要を取り込むため、関西国際空港にお

の大胆な規制緩和による「革新的な金融都市」の

ける水際対策の強化など安全・安心な受入環境の

実現や、魅力ある商品提供等による「アジアのデ

整備や万博に向けたターミナルの大規模改修、大

リバティブ市場をけん引する一大拠点」の創設に

阪の魅力発信の強化を図るとともに、世界遺産百

特化した取組みを推進し、世界中から大阪に投資

舌鳥・古市古墳群や万博記念公園等の府内各地域

を呼び込みます。

の観光資源の魅力に磨きをかけます。さらに、世

【成長を支える都市インフラ】

界最高水準の成長型 IR の実現に向けた取組みを

まちの成長のためには、それを支える都市のイ

推進するなど、内外からの人や投資を引きつける

ンフラの充実が不可欠です。淀川左岸線延伸部や

まちづくりを進めます。

なにわ筋線をはじめとする道路・鉄道ネットワー

【スーパーシティ・スマートシティの推進】

クの整備や、うめきた２期、大阪城東部地区、新

成長の起爆剤となる万博をインパクトに、まち

大阪駅周辺地域といった都心エリアのまちづくり

づくりの分野においても AI・ＩｏＴ等の最先端技

を推進していきます。また、大阪港湾局が中心と

術を駆使し、未来の暮らしを先取りする「スーパー

なり、府市一体の港湾戦略を実行するとともに、

シティ」の実現をめざします。うめきた 2 期や夢

ベイエリアの活性化に取り組みます。（1 ７０字）

洲での具体化に向けて、今年春に予定されている

【安全・安心の確保】

国による区域指定をめざします。あわせて、市町

近年、自然災害が激甚化・頻発化しており、昨

村や企業等と連携し、行政の DX（デジタルトラ

年も 7 月豪雨により、九州地方をはじめ各地で被

ンスフォーメーション）をはじめ、府域全体のス

害が発生しました。国際都市として世界から信頼

マートシティ化を積極的に進めます。

を得るためには、災害リスクを低減することが必

【スタートアップ・健康・医療関連産業の拠点形成】
スタートアップは、イノベーションの担い手で
あり、ポストコロナにおける大阪の成長エンジン
です。昨年、京阪神が連携して、スタートアップ・

要です。南海トラフ地震対策をはじめ、ハード・
ソフトの両面から対策を行い、災害対応力を高め、
安全・安心を確保していきます。

【終わりに】

エコシステムのグローバル拠点都市に選ばれまし

皆様の府政への一層のご理解・ご協力をお願い

た。拠点都市のメリットやライフサイエンス分野の

いたします。本年が皆様にとって実りある素晴ら

集積などの大阪の強みを最大限に活かし、産学官

しい年となりますようお祈りいたします。

のオール大阪の支援体制のもと、スタートアップ
が生まれ、活躍しやすい環境整備に取り組みます。
また、健康・医療関連産業の世界的なクラスター
形成をめざし、彩都に続き、健都、中之島におけ
る未来医療国際拠点において、それぞれ特色ある
拠点形成を進めます。
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令和３年の新春を迎えて

年頭挨拶
大阪府警察本部交通部長

大原

克則

明けましておめでとうございます。

民の理解と協力を得ながら、自治体、関係機関・団体、

皆様におかれましては健やかに新春を迎えられた

事業者等と緊密に連携して強力に推進してまいります。

こととお慶び申し上げます。

現 在、 当 府 警 察 で は、 交 通 死 亡 事 故 発 生 の 特 徴 的

平 素 は、 交 通 警 察 は も と よ り、 警 察 行 政 の 各 般 に

傾向にある「夜間」「幹線道路」「交差点」の３要素を

わたり格別のご高配を賜っておりますことに、厚くお

重点とする対策を強化するほか、運転者の歩行者優先

礼を申し上げます。

と歩行者の正しい横断を徹底する「横断歩道ハンドサ

さて昨年は、新型コロナウイルス感染症の拡大を

イン運動」を推進しております。この運動は、運転者

受けて、市民生活はあらゆる場面において自粛や制約

に信号機が設置されていない横断歩道を渡ろうとする

が求められましたが、今もなおその影響は続いており

歩行者がいる場合には必ず一時停止することを周知徹

ます。

底するとともに、歩行者には横断する意思を明確に示

大阪府警察におきましても、感染拡大防止のため、

す手の合図を、運転者には「お先にどうぞ」と手で横

様 々 な 交 通 安 全 行 事 等 の 中 止 を 余 儀 な く さ れ ま した

断を促すといった一連の行動を推進するものです。大

が、新しい生活様式を取り入れた、対面によらないリ

阪府における信号機のない横断歩道での車の一時停止

モート形式による交通安全教育、プラカード等を活用

率は、ＪＡＦの全国調査において、全国平均を下回っ

した通学路指導、警笛に代わるホイッスルバトンを使

ている状況にあります。今後も府民運動として強力に

用した交差点活動、また、一時停止した運転免許更新

呼びかけ、歩行者事故を抑止してまいります。

手続業務等につきましても、オンラインによる予約シ

また、近年、社会問題化していた「あおり運転」に

ステムを導入して業務を再開するなど、交通警察活動

ついては、昨年、道路交通法の改正により「妨害運転」

が停滞しないよう工夫を凝らした諸対策を講じてまい

として罰則が創設されました。府民に広く周知すると

りました。

ともに、悪質・危険な運転の根絶に向けた指導取締り

こうした情勢下において、昨年中の府下の交通事

を強化してまいります。

故発生状況は、前年と比較して、発生件数、負傷者数

本 年 も、 交 通 事 故 の な い、 府 民 が 安 心 し て 暮 ら せ

は大幅に減少いたしました。しかしながら死者数は、

る「安全なまち大阪」の確立に向けて、交通事故の発

経 年 推 移 で は 減 少 傾 向 に は あ る も の の、 未 だ 年 間 に

生実態に即したタイムリーな交通安全対策を講じてま

１００人を大きく越え、子どもから高齢者に至る多く

いります。

の尊い命が失われており、大変痛ましく、厳しい現状
にあります。

皆 様 に お か れ ま し て も、 交 通 ル ー ル の 遵 守、 交 通
マナーの向上に引き続きご支援とご協力を賜りますよ

本年は、第１１次大阪府交通安全計画の初年にあた

うお願い申し上げます。

ります。本計画は、交通安全対策の総合的かつ長期的

結びに、一日でも早いコロナ禍の終息を願うとと

な施策として、今後５年間に大阪府において講ずべき

もに、一般社団法人大阪府トラック協会の益々の御発

施策の大綱であります。当府警察においては、府下に

展と、皆様の御健勝、御多幸を心から祈念いたしまし

おける交通事故情勢や地域の実態に応じた諸施策を府

て新年の御挨拶といたします。
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令和３年の新春を迎えて

年頭挨拶
公益社団法人
全日本トラック協会 会長

坂本

令和３年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶
を申し上げます。

克已

や「規制の適正化」といった取り組みを着実に進めて
いき、ドライバーの労働環境改善の原資となる運賃・

昨年は、まさにコロナ禍に翻弄された１年でありま

料金を適正に収受していくことなどを通じて、当業界

した。人の命は尊いものであり、私どもとしても、こ

を取り巻く様々な課題を解消させていかなければなり

の現実は厳粛に受け止めなければならないと思います。

ません。

この状況の中で、わがトラック産業も大きな影響を
受けました。経済の停滞・縮小の流れの中で、どのよ

また、運送事業者の高速道路利用を推進していく
ことが必要です。

うに事業を継続していくか、それぞれの事業者の方々

このことは、安全・安心な交通環境の実現に繋がり、

が知恵を絞り、工夫を凝らし、努力してきた日々では

また、周辺地域の環境に優しい輸送が実現できるとと

なかったかと思います。

もに、ドライバーの拘束時間短縮など働き方改革の実

ただ、そのようなコロナ禍という厳しい状況下に

現にも貢献できます。

あっても、社会からの期待に応え、国民生活のため、

そ し て、 こ れ を 実 現 さ せ る た め に は、 運 送 事 業 者

経済のために物流を止めないという強い思いを持ち、

にとって利用しやすい道路ネットワークの推進が必要

そしてトラック事業への誇りと自負を持ってがんばっ

不可欠です。

てこられた各事業者の皆様方に敬意を、そして現場で

全ト協では、「道路こそ運送事業者の生命線」と捉

努力しておられるドライバーの皆様方に感謝を表した

え、「重要物流道路」をはじめとする高速道路等の整

いと思います。

備推進や、ミッシングリンクの解消、ＳＡ・ＰＡおよ

引き続き、厳しい苦境に直面しておられる事業者

び休憩・休息施設や中継物流拠点の整備など、運送事

の皆様が、様々な支援措置を活用しながら経営を持続

業者の皆様にとって利用しやすい高速道路料金のあり

できるよう、国交省をはじめとした関係省庁の皆様の

方の実現に向けて尽力してまいりたいと考えておりま

お力を頂戴しながら努力してまいります。

す。

我が国の物流を守り続けていくためには、「悪貨が

また、運送事業者にとって使いやすい道路にして

良貨を駆逐する」ようなことのないよう、悪質な事業

いくためには、高速道路料金のあり方等についてリー

者を排除するとともに、悪質な荷主が適切に指導され、

ズナブルコストの構築を考えることが必要だと思いま

真面目な事業者が社会において正当な評価を受けて、

す。今後とも、国土交通省などに対し引き続き強力に

事業継続できるようにしていかなければなりません。

働きかけを続けてまいります。

そのためには、先般、関係者の皆様のご支援のおかげ

令和３年を迎え、気持ちを新たに業界のさらなる健

で成立をみた改正貨物自動車運送事業法への取り組み

全化に果敢に取り組んでまいりますことをお誓い申し

を今こそ促進していく必要があります。

上げまして、新年のご挨拶とさせていただきます。

「 標 準 的 な 運 賃 」 を は じ め、「 荷 主 対 策 の 深 度 化 」
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令和
３年度

トラック関係予算・税制等について

トラック運送業界は、コロナ禍で大変厳しい状況が続いていますが、全日本トラック協会を中心に与党国会議
員らに対して要望活動を行なった結果、12 月 10 日に令和 3 年度税制改正大綱が決定。また、12 月 15 日には
令和 2 年度第 3 次補正予算案と 12 月 21 日には令和 3 年度予算及び令和 3 年度税制改正大綱がそれぞれ閣議
決定した。
高速道路料金の大口・多頻度割引の拡充措置の延長について、ＥＴＣ 2.0 搭載車を対象に、令和 4 年 3 月末
まで継続するための予算として 78 億円が、荷役作業の効率化、トラック運送業における女性活躍の生産性向上
を実現するため、テールゲートリフター導入の補助事業予算として 1.4 億円が措置された。
令和 3 年度の与党税制改正大綱では、中小企業投資促進税制について適用期限が２年間延長された。車体課
税の見直しでは、エコカー減税等については営業用トラックを税率で優遇する「営自格差」を堅持した上で現行
の減免対象割合を維持する見直しを行ない 2 年間延長された。
※令和 3 年度税制改正に関する要望と与党税制改正大綱の内容は次の通り（速報版）
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※ トラック関係予算案の主な内容は次のとおり

令和３年度予算に関する要望と令和２年度第３次補正予算案・令和３年度予算案の主な内容
要 望 事 項

令和２年度第３次補正予算案・令和３年度予算案の主な内容
１．令和２年度第３次補正予算案
令和２年度第３次補正予算案については、令和２年１２月１５日に閣議決定された。
（１）令和２年度末で期限を迎える、自動車運送事業者のＥＴＣ2.0搭載車を対象とした高速道路料金の大口・多頻度割引
50％枠について、令和３年度末（令和４年３月末）まで継続するための予算として、７７．６２億円が措置された。
（２）トラック運送業における労働生産性の向上や持続的な経営の確保を図るため、荷役作業の効率化に資する機器
（テールゲートリフター、ユニック車、フォールドデッキ）の導入支援のための予算として、１．４億円が措置された。
（３）ポストコロナ時代に対応した非接触・非対面型のＢtoＣ配送モデルについて実証事業の予算として、０．６億円が措
置された。
（４）災害に強い国土幹線道路ネットワークの機能を確保するため、高規格道路のミッシングリンクの解消、高規格道路と
代替機能を発揮する直轄国道とのダブルネットワークの強化等を実施。（補正予算２，０５８．１６億円）
※財政投融資を活用した暫定２車線区間の４車線化については、後述道路関係①に掲載。

（５）道路インフラの局所的な防災・減災対策を実施。（補正予算７７４．５４億円）

２．令和３年度予算案
令和３年度予算案については、令和２年１２月２１日に閣議決定された。

（○トラック運送事業関係）
①危機時等に備えた体制強化及び新たなサービスの構築（トラック運送業の強靭性確保等）（0.6億円）
②働き方改革の推進（トラック運送業の実態把握、ホワイト物流推進運動の推進等）（0.85億円）
③事故防止対策（先進安全自動車、デジタル式運行記録計等の導入等）支援推進事業 （8.53億円の内数）
④健康起因事故防止対策の促進（スクリーニング検査普及に向けたモデル事業等）（0.55億円）
⑤次世代自動車（CNGトラック、ハイブリッドトラック）普及促進 （4.74億円の内数）
⑥自動配送ロボット制度の整備（0.2億円）
⑦物流生産性の向上（モーダルシフト支援事業、非接触・非対面輸送配送モデル実証事業）（0.74億円）
⑧最先端の低炭素型ディーゼルトラック導入補助、電気トラック導入補助（39.65億円）＜環境省連携事業＞
⑨車両動態管理システム、予約受付システム等導入支援（41.5億円） ＜経済産業省連携事業＞

（○道路関係）
①財政投融資を活用した暫定２車線区間の４車線化 （財政投融資金 計1.0兆円）
※令和２年度第３次補正5,000億円、令和３年度当初予算5,000億円

②災害時における人流・物流の確保（7,259億円の内数） ※うち令和２年度第３次補正予算2,944 億円
・ミッシングリンク解消や４車線化等の推進、道路等の防災・減災対策の推進 等
③交通安全対策の推進（1,930億円の内数）
・高速道路の暫定２車線区間の４車線化等の推進、SA・PA駐車マス不足解消 等
④効率的な物流ネットワークの強化（4,442億円の内数） ※うち令和２年度第３次補正予算252 億円
・三大都市圏環状道路等の整備推進、安全・円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進、
特車通行許可の効率化、ＩＣや空港、港湾等へのアクセス道路の整備 等
⑤地域・拠点の連携を促す道路ネットワークの整備等（4,858億円の内数） ※うち令和２年度第３次補正予算2,058 億円
・地域・拠点をつなぐ高速道路ネットワークの構築、スマートICの活用 等

（○厚生労働省関係）
①働き方改革推進支援助成金（65.4億円）
②人材開発支援助成金（訓練関係）（322億円の内数）
③短期間で取得でき安定就労に有効な資格等の習得支援（27.5億円の内数）
④両立支援等助成金（育児休業等支援コース、女性活躍加速化コース）（42.2億円）
⑤自動車運転者の取引環境改善などの環境整備（1.5億円）
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適正化事業のページ
2020年度（令和２年度）貨物自動車運送事業安全性評価事業
― 577事 業 所 認 定 さ れ る ―
市区郡名
事業所名
茨木市
丸協運輸開発株式会社 茨木営業所
中央運輸株式会社 大阪営業所
セイノースーパーエクスプレス株式会社 茨木営業所
石下運輸株式会社 大阪支店営業所
日本通運株式会社 大阪北支店
和光運輸株式会社 茨木営業所
株式会社ヒガシトゥエンティワン 関電ロジネット事業部
新運輸株式会社 彩都営業所
株式会社しん運送 本社営業所
株式会社岡本運輸 本社営業所
協陽高速運輸株式会社 茨木営業所
株式会社ウサ美物流 本社営業所
株式会社ヤマタネロジスティクス 大阪営業所
飛騨運輸株式会社 茨木支店
九州西濃運輸株式会社 北大阪支店
三豊運送株式会社 北大阪営業所
トナミ運輸株式会社 北大阪支店
伊予商運株式会社 茨木営業所
松岡満運輸株式会社 北大阪支店
中倉陸運株式会社 大阪営業所
日通トランスポート株式会社 大阪支店
西濃運輸株式会社 北大阪支店
名鉄運輸株式会社 北大阪支店
ヤマト運輸株式会社 茨木西支店
岡山県貨物運送株式会社 北大阪支店
日ノ丸西濃運輸株式会社 北大阪営業所
株式会社流通サービス 茨木営業所
アートバンライン株式会社 本社営業所
西濃エキスプレス株式会社 大阪営業所
株式会社クーバルＣ３ 茨木第五営業所
星和ロジテム株式会社 本社
ＳＢＳゼンツウ株式会社 大阪茨木営業所
安田運輸株式会社 茨木営業所
榎本運送株式会社 本社営業所
片岡運輸株式会社 北摂物流センター
日本郵便株式会社 茨木郵便局
羽曳野市 株式会社ヤマザキ物流 阪南営業所
ヤマト運輸株式会社 羽曳野西浦支店
有限会社サクセスコーポレーション 本社営業所
大阪丸進運輸株式会社 南大阪営業所
株式会社ハート引越センター 南大阪営業所
株式会社かんさいウイング 大阪営業所
河内長野市 高砂物流株式会社 河内長野営業所
貝塚市
スイキュウ大阪株式会社 貝塚営業所
明幸運輸株式会社 貝塚営業所
岸和田市 諸星運輸株式会社 岸和田
株式会社ゴトー物流 本社営業所
光照運輸株式会社 本社
丸正株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 堺事業所
横山運輸有限会社 岸和田営業所
石田運送株式会社 本社営業所
株式会社やませ運輸 岸和田営業所
内畑運送株式会社 岸和田営業所
株式会社流通サービス 岸和田営業所
株式会社関西通商 本社
丸山商事株式会社 本社
有限会社ワンプラスワン 岸和田営業所
アートコーポレーション株式会社 南大阪支店
日本郵便株式会社 岸和田郵便局

住
所
大阪府茨木市宇野辺１丁目１番４７号
大阪府茨木市藤の里２－１５－８
大阪府茨木市藤の里１丁目４番８号
大阪府茨木市宿川原町４番１１号
大阪府茨木市上郡１－５－１７
大阪府茨木市西福井３－２５－４０
大阪府茨木市郡４－１７－４７
大阪府茨木市彩都あかね３番１号
大阪府茨木市五十鈴町１４－３１
大阪府茨木市平田一丁目６番７号
大阪府茨木市真砂３－１７－８
大阪府茨木市小柳町１３番２７号
大阪府茨木市宮島２－３－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１ 北大阪トラックターミナル６号棟
大阪府茨木市宮島２丁目５番１号
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２丁目３－１
大阪府茨木市宮島２丁目５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１（北大阪トラックターミナル１１号）
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市宮島２－５－１
大阪府茨木市島４丁目２４番１０号
大阪府茨木市島３丁目５番４８号
大阪府茨木市島４－２４－１７
大阪府茨木市横江２丁目６－２３
大阪府茨木市横江２丁目４番６３号
大阪府茨木市横江２丁目６－２３
大阪府茨木市丑寅１－１０－４３
大阪府茨木市蔵垣内３－１９－２８
大阪府茨木市東宇野辺町３－９
大阪府茨木市中穂積１丁目１－４０
大阪府羽曳野市広瀬１６１
大阪府羽曳野市西浦１１６６－１，
１１６７－１，
１１７０－１
大阪府羽曳野市尺度１６５番地２
大阪府羽曳野市はびきの４丁目１３７－５
大阪府羽曳野市野６４０－４９
大阪府羽曳野市野１７番地
大阪府河内長野市木戸西町３丁目１０番２号
大阪府貝塚市堤４０６－１－１０１
大阪府貝塚市二色南町１６番
大阪府岸和田市木材町４－１
大阪府岸和田市新港町７－４
大阪府岸和田市臨海町１８番地
大阪府岸和田市地蔵浜町７番地１０
大阪府岸和田市地蔵浜町７－６
大阪府岸和田市戒町１１３２－１
大阪府岸和田市戒町９－５１
大阪府岸和田市下野町２丁目１２番１号
大阪府岸和田市加守町２丁目１１－３
大阪府岸和田市包近町字東山３７８番地４号
大阪府岸和田市三田町１３５８番地の１
大阪府岸和田市池尻町７００番地２８
大阪府岸和田市土生町２丁目９－１０
大阪府岸和田市土生町２丁目９番２８号
大阪府岸和田市沼町３３－３３
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市区郡名
事業所名
交野市
有限会社トーキ 交野営業所
西光運輸株式会社 交野営業所
株式会社引越社 阪奈
高石市
株式会社ＯｓａｋａＲｅｅｆｅｒＳｙｓｔｅｍ 本社営業所
株式会社とうざい 本社営業所
菱華運輸株式会社 大阪支店
栄トランスポート有限会社 本社営業所
栄運輸工業株式会社 泉北支店
協栄株式会社 本社営業所
佐竹運送株式会社 本社営業所
日陸物流株式会社 大阪営業所
大阪石油工運株式会社 本社営業所
株式会社トーショー 大阪営業所
株式会社ヒューテックノオリン 関西支店
株式会社エル・エヌ・ジー輸送 泉北営業所
播松運輸株式会社 高石営業所
中谷運送株式会社 堺営業所
高槻市
西村梱包倉庫株式会社 本社営業所
大和通商株式会社 高槻営業所
株式会社武山回漕店 高槻
株式会社ロジパルエクスプレス 高槻営業所
株式会社ヤマガタ 大阪営業所
アートコーポレーション株式会社 高槻
株式会社合通 北大阪流通センター
大翔トランスポート株式会社 大阪支店
大阪センコー運輸株式会社 高槻営業所
名糖運輸株式会社 関西物流センター
株式会社ブルーム 高槻
株式会社イシダカーゴ 本社営業所
株式会社リクサスカーゴ 北大阪営業所
株式会社合通 北大阪支店
神奈川運送株式会社 大阪営業所
イーエフ物流株式会社 大阪営業所
シモハナ物流株式会社 大阪営業所
谷口興業株式会社 本社営業所
株式会社関西まるだい物流 本社営業所
ケイヒン陸運株式会社 高槻営業所
関西急送株式会社 大阪支店
阪南市
ミズモト運送株式会社 本社営業所
有限会社ミナミ 本社
堺市
株式会社丸運ロジスティクス西日本 大阪営業所
東和配送サービス株式会社 本社
東和運輸株式会社 本店営業所
株式会社小柳運送 本社営業所
株式会社イトー急行 堺営業所
ロジスティックスセイワ株式会社 大阪
株式会社ディーエム企画 本社
京阪久宝株式会社 関西ＧＬＣ営業所
株式会社新陸運輸 堺
関東エアーカーゴ株式会社 大阪営業所
株式会社タカエキスプレス 本社営業所
寺口運送株式会社 本社営業所
株式会社ロジックナンカイ 本社
株式会社ＮＳロジ関西 堺営業所
日通トランスポート株式会社 南大阪営業所
株式会社杉孝 堺営業所
大阪三興物流株式会社 堺築港営業所
トナミ運輸株式会社 南大阪支店
株式会社さくらコーポレーション 堺支店
株式会社公益社 堺
株式会社寿運送 堺営業所
アオキ物流株式会社 本社営業所
サザントランスポートサービス株式会社 堺営業所
株式会社大木組 本社
ノボパン運輸株式会社 本社営業所

住
所
大阪府交野市星田５丁目８－１４－１０５
大阪府交野市星田５丁目８－９－１１１
大阪府交野市星田北１丁目３６２番地の１
大阪府高石市高砂２丁目９番６号
大阪府高石市高砂２丁目９番６号
大阪府高石市高砂１－１
大阪府高石市高砂２－３－７
大阪府高石市高砂２丁目３番７号
大阪府高石市高砂２丁目３番７号
大阪府高石市高砂２丁目１３番地
大阪府高石市高砂２－９－８
大阪府高石市高砂２丁目１番地
大阪府高石市高砂３丁目３０
大阪府高石市高砂３－７－２
大阪府高石市高砂３丁目４番地
大阪府高石市西取石７－７－２３
大阪府高石市取石６丁目４番３号
大阪府高槻市上牧南駅前町９－２
大阪府高槻市日向町２４番１号
大阪府高槻市藤の里町１８－１８－２０１
大阪府高槻市辻子３－２１－１
大阪府高槻市南大樋町３３－２
大阪府高槻市西冠３丁目４１－１
大阪府高槻市桜町１番５号
大阪府高槻市芝生町１丁目５２番２号
大阪府高槻市芝生町１丁目５１番２号
大阪府高槻市三島江１丁目２５－１
大阪府高槻市三島江３丁目２－８
大阪府高槻市三島江１－１１－２７
大阪府高槻市三島江１－７－１５
大阪府高槻市三島江２丁目５番１３号
大阪府高槻市唐崎西２丁目２２番２３号
大阪府高槻市西面北２－２－３
大阪府高槻市西面北１丁目７－１
大阪府高槻市西面中１－４－２３
大阪府高槻市柱本３－１２－１０
大阪府高槻市柱本５－１１２－１－２
大阪府高槻市大字原８９１－４
大阪府阪南市自然田１４７５－２
大阪府阪南市石田２８２番地の５，
６
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１７５
大阪府堺市美原区黒山１０８番地の１
大阪府堺市美原区黒山３８５－５，
３８５－１
大阪府堺市美原区多治井１３５番地１
大阪府堺市美原区小平尾１１７３－２、１１７３－５、１１７３－６
大阪府堺市美原区木材通２－１－１８
大阪府堺市美原区木材通４丁１２０４－１５
大阪府堺市美原区木材通２－１－１８
大阪府堺市美原区今井３４２番地
大阪府堺市美原区小寺７６１－１
大阪府堺市中区土師町４丁５－２５
大阪府堺市南区豊田５８０番地
大阪府堺市南区高尾１丁３５９－１
大阪府堺市堺区出島西町２番地
大阪府堺市堺区出島海岸通４－２７５
大阪府堺市堺区築港八幡町１－１１２
大阪府堺市堺区築港八幡町１番１７１
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
大阪府堺市堺区築港八幡町１番地
大阪府堺市堺区宿屋町西１丁１－２５
大阪府堺市堺区大浜西町４番地
大阪府堺市堺区海山町５丁１９７番
大阪府堺市堺区神南辺町１丁４５番地１
大阪府堺市堺区北波止町４２－４６
大阪府堺市堺区築港南町４－３０
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市区郡名
事業所名
堺市
日本郵便株式会社 堺郵便局
富士通運輸興業株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 堺支店
日通関西物流株式会社 堺鉄鋼事業所
花王ロジスティクス株式会社 堺営業所
株式会社エイコー商事 堺営業所
近畿石油輸送株式会社 営業部大阪支店
サントリーロジスティクス株式会社 南大阪支店
日鉄物流大阪株式会社 阪神事業所
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 堺共配センター
株式会社泉谷商事 本社
中日本マルエス株式会社 堺
エーエルプラス株式会社 堺営業所
株式会社関西トランスポート 本社営業所
株式会社ベストランス 堺センター
大阪サンヱー物流株式会社 堺営業所
山忠運輸株式会社 堺営業所
近畿電電輸送株式会社 堺輸送センタ
株式会社泉州物流サービス 本社営業所
大阪トランスポート株式会社 本社営業所
株式会社朋友 本社
株式会社アスト中本 本社営業所
南大阪センコー運輸整備株式会社 堺中央営業所
日本郵便株式会社 堺中郵便局
四條畷市 株式会社青山本店関西 本社営業所
都南物流株式会社 本社営業所
豊田通商 株式会社 本社
守口市
株式会社引越社 大阪中央営業所
株式会社山三 大阪営業所
株式会社松川運輸倉庫 本社営業所
守口実業株式会社 本社営業所
ノーヒ・ロジテック関西株式会社 本社営業所
松原市
名鉄運輸株式会社 松原支店
株式会社豊興 大阪営業所
大栄運輸産業株式会社 本社営業所
株式会社サカイ引越センター 松原支社
株式会社引越社 松原営業所
トナミ近畿物流株式会社 本社営業所
イズミ物流株式会社 大阪営業所
福山通運株式会社 松原支店
寝屋川市 ダイシン物流株式会社 寝屋川営業所
株式会社ホンダ 本社営業所
大阪トヨタＬＯＧＩ＆Ｂ－ＴＥＣ株式会社 本社営業所
株式会社神戸屋ロジスティクス 寝屋川営業所
有限会社益田運送店 本店
株式会社ＨＩ－ＬＩＮＥ 大阪主管センター
平田運輸株式会社 寝屋川
株式会社ＯＤＡ 本社
ヤマトマルチチャーター株式会社 阪神営業所
日本郵便株式会社 寝屋川郵便局
吹田市
株式会社アオキ 本社
川本運送株式会社 吹田営業所
城南産業株式会社 本社営業所
日本フレートライナー株式会社 関西支店
日本通運株式会社 吹田貨物コンテナ課
日本通運株式会社 吹田・茨木引越センター
ヤマト運輸株式会社 吹田南支店
三誓物流株式会社 本社営業所
木下倉庫運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 吹田郵便局
株式会社引越社 吹田営業所
摂津市
株式会社ビーシーロジスティクス 本社
株式会社キノシタ 摂津営業所
株式会社合通 北大阪配送センター
旭興産運輸株式会社 北大阪営業所

住
所
大阪府堺市堺区南瓦町２－１６
大阪府堺市北区中村町１９１－３
大阪府堺市北区長曽根町１２０６－１
大阪府堺市西区築港新町３丁３０
大阪府堺市西区築港新町１丁５番６
大阪府堺市西区築港新町１丁５番４０号
大阪府堺市西区築港新町３丁１４
大阪府堺市西区石津西町７番８
大阪府堺市西区石津西町５
大阪府堺市西区浜寺石津町西４丁１４－２
大阪府堺市西区浜寺石津町東４丁９番２１－５号
大阪府堺市西区築港浜寺西町８番地２３
大阪府堺市西区平岡町５－１
大阪府堺市西区草部４３０－１
大阪府堺市西区山田三丁９００番地
大阪府堺市西区山田２－１９０－１８
大阪府堺市西区鳳北町９－４９５－１
大阪府堺市中区土塔町１０３－１
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市中区東山１１０８番地
大阪府堺市中区平井８３４番
大阪府堺市中区小阪西町１－１
大阪府堺市中区深井清水町１７９２－１
大阪府堺市中区深井沢町２４７０－２１
大阪府四條畷市米崎町２０番３０号
大阪府四條畷市蔀屋新町７番１２号
大阪府四條畷市蔀屋本町１３－３２
大阪府守口市八雲西町三丁目６６－１（２Ｆ）
大阪府守口市金田町２－２８－２０
大阪府守口市東郷通３丁目１３番２５号
大阪府守口市南寺方北通１丁目４番８号
大阪府守口市寺方本通４丁目２番２号
大阪府松原市別所１丁目１０番１６号
大阪府松原市大堀１－６－５
大阪府松原市丹南１－４８２－６
大阪府松原市上田６丁目５－９
大阪府松原市天美我堂６－９４－３
大阪府松原市天美北４－１－８
大阪府松原市阿保５－１４－５
大阪府松原市三宅西２－４６６－７
大阪府寝屋川市豊里町１７番２４号（２２６－１）
大阪府寝屋川市葛原２丁目１４番１６号
大阪府寝屋川市仁和寺本町３－２－３８
大阪府寝屋川市点野２丁目５番２号
大阪府寝屋川市点野３－１３－９
大阪府寝屋川市点野３丁目１７－７
大阪府寝屋川市木屋町１４－２
大阪府寝屋川市河北中町３７番２号
大阪府寝屋川市高宮栄町５番１号
大阪府寝屋川市初町４－５
大阪府吹田市吹東町６６－１
大阪府吹田市幸町２３－１
大阪府吹田市幸町２３－１
大阪府吹田市芝田町１番２２号
大阪府吹田市芝田町１番２２
大阪府吹田市寿町２－３－５
大阪府吹田市川岸町１４－１５
大阪府吹田市南吹田１丁目１５番１７号
大阪府吹田市南吹田３－３－５０
大阪府吹田市穂波町４－１
大阪府吹田市青葉丘南６番２３号
大阪府摂津市千里丘３丁目１４番４０号
大阪府摂津市学園町１丁目２番２０号
大阪府摂津市鶴野４丁目２４番６号
大阪府摂津市鶴野３－４－８
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市区郡名
事業所名
摂津市
オーエスカーゴ株式会社 摂津営業所
株式会社安治川クレーン 本社営業所
カトーレック株式会社 摂津営業所
大阪商運株式会社 本社営業所
株式会社ゴトー物流 北大阪営業所
日通関西物流株式会社 大阪貨物ターミナル営業所
センコー株式会社 大タコンテナセンター
株式会社ハート引越センター 大阪営業所
株式会社エコパック 本社
株式会社オー・エス・エス 大阪直配センター
株式会社Ｍ・Ｊトランスポート 本社営業所
明雪運輸株式会社 摂津営業所
出水運輸センター株式会社 大阪営業所
株式会社崎畑 本社営業所
株式会社大阪西物流 本社営業所
株式会社合通 摂津支店
梅田運輸倉庫株式会社 ローリー営業所
株式会社三紀ライン 本社営業所
朝日町運輸倉庫株式会社 摂津営業所
Ｌ物流株式会社 大阪営業所
田中運送株式会社 本社
株式会社イージーエスライン 本社営業所
山本通商株式会社 本社営業所
株式会社ケイエスシー物流 摂津営業所
森吉通運株式会社 大阪営業所
ＦＫ物流株式会社 本社
ネクスト株式会社 本社
クリスタル物流株式会社 本社営業所
イーアイプラス株式会社 本社
中国陸運株式会社 大阪営業所摂津センター
大阪北陸急配株式会社 本社営業所
株式会社桑原サービス 摂津営業所
株式会社日立物流西日本 東大阪営業所
株式会社ＹＳＫサービス 本社営業所
阪神ロジテム株式会社 摂津営業所
株式会社北大阪運輸 本社
名鉄運輸株式会社 大阪引越支店
泉佐野市 関空運輸株式会社 りんくう営業所
有限会社さがん商運 本社営業所
ヤマトボックスチャーター株式会社 関空支店
株式会社大輝産業 泉佐野
株式会社アイエキスプレス 本社
若松運輸株式会社 大阪営業所
福山通運株式会社 泉佐野支店
富士運輸株式会社 関西空港支店
平野カーゴ株式会社 関西支店
サザントランスポートサービス株式会社 りんくう営業所
トナミ運輸株式会社 泉佐野支店
和光運輸株式会社 泉佐野営業所
泉大津市 ＴＳネットワーク株式会社 泉大津流通センター
ウエストロジ・コーポレーション株式会社 南大阪営業所
株式会社トラスト 本社営業所
株式会社大伸 本社営業所
間口陸運株式会社 泉大津営業所
鶴丸運輸株式会社 本社
新栄陸運株式会社 大阪営業所
株式会社合通 堺泉北支店
愛知車輌興業株式会社 泉大津営業所
シーウェイエクスプレス株式会社 泉大津支店
株式会社ホンダ 泉北営業所
株式会社ＮＳロジ関西 泉大津営業所
名鉄運輸株式会社 泉大津支店
泉南市
福泉運送有限会社 本社
有限会社泉州急送 本社営業所
丸大通商株式会社 本社営業所

住
所
大阪府摂津市東別府３丁目１番２２号
大阪府摂津市東別府３－１－７
大阪府摂津市東別府１－５－３４
大阪府摂津市東別府３丁目１番２２号
大阪府摂津市一津屋１丁目２８番１号２０１号
大阪府摂津市安威川南町４２６番地３の２
大阪府摂津市安威川南町２－９
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１番１９号
大阪府摂津市鳥飼本町１丁目１２番１１号
大阪府摂津市鳥飼本町３－１－３５－１０６
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目３番２９号
大阪府摂津市鳥飼中３－１－３２
大阪府摂津市鳥飼本町２－４－９
大阪府摂津市鳥飼本町５丁目１２番２９号
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目６番１６号
大阪府摂津市鳥飼本町２丁目９番４８号
大阪府摂津市鳥飼本町５－７－２１
大阪府摂津市鳥飼八防２丁目１１番２７号
大阪府摂津市都市計画事業鳥飼東部土地区画整理地区１２街３－１
大阪府摂津市鳥飼上４丁目４番３６号
大阪府摂津市鳥飼上５丁目６－３０
大阪府摂津市鳥飼上４丁目１１番７号
大阪府摂津市鳥飼上４－３－４４
大阪府摂津市鳥飼上４－８－１１
大阪府摂津市鳥飼上２－３－２３
大阪府摂津市鳥飼銘木町２０番５７号
大阪府摂津市鳥飼中１丁目３１番２号
大阪府摂津市鳥飼中３丁目１番９号
大阪府摂津市鳥飼中２丁目９番７号
大阪府摂津市鳥飼中３丁目７番１６号
大阪府摂津市鳥飼中２丁目５番２１号
大阪府摂津市鳥飼中３丁目２－４０
大阪府摂津市鳥飼中３－５－４０
大阪府摂津市鳥飼下２丁目２４番２４号
大阪府摂津市鳥飼下３丁目３３－５
大阪府摂津市東一津屋１０番１５号
大阪府摂津市東一津屋１番４５号
大阪府泉佐野市中庄１０２－１
大阪府泉佐野市上之郷１６３０番地の１
大阪府泉佐野市新安松２丁目５－２
大阪府泉佐野市羽倉崎１－１－７５ ２Ｆ
大阪府泉佐野市上之郷２７８１
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－２１りんくう国際物流センター６０１号
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－４７
大阪府泉佐野市りんくう往来北２－１７
大阪府泉佐野市りんくう往来北２番地の２１
大阪府泉佐野市りんくう往来北５－１
大阪府泉佐野市下瓦屋２丁目８６８－１７
大阪府泉佐野市鶴原３丁目１２番２８号
大阪府泉大津市宮町１１－２０
大阪府泉大津市板原町４丁目２１番２２号
大阪府泉大津市汐見町１０８番地泉北２１号上屋付属事務所２階３号室
大阪府泉大津市汐見町１１１
大阪府泉大津市汐見町１０７－２
大阪府泉大津市新港町１５
大阪府泉大津市新港町１
大阪府泉大津市新港町１番，１０番地
大阪府泉大津市小津島町４番８
大阪府泉大津市小津島町１－３
大阪府泉大津市臨海町１－３３
大阪府泉大津市臨海町３－２－２
大阪府泉大津市臨海町１－３１
大阪府泉南市樽井７－２３－１４
大阪府泉南市樽井３－３３－５
大阪府泉南市馬場２丁目２９番１１号
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市区郡名
事業所名
大阪市
ヤマト運輸株式会社 大阪天神橋支店
株式会社公益社 天神橋
日本郵便株式会社 大阪北郵便局
エーエルプラス株式会社 大阪中央営業所
岸本運送株式会社 本社営業所
宮坂産業株式会社 本店
株式会社大松土建 本社
株式会社タイムス物流 本社
日本郵便輸送株式会社 中津営業所
ヤマト運輸株式会社 大阪大淀支店
ヤマト運輸株式会社 大阪福島北支店
国際空輸株式会社 大阪中央営業所
共同運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 淀川郵便局
中越テック株式会社 大阪営業所
株式会社エスポワールタカノ 豊里営業所
株式会社ジェイアール西日本マルニックス 大阪現金輸送センター
アートコーポレーション株式会社 大阪中央
富島物流株式会社 本社営業所
阪急阪神エステート・サービス株式会社 城東営業所
株式会社山中運輸 本社営業所
綜合警備保障株式会社 警送近畿支社
株式会社城東組 本社営業所
川西運送株式会社 本社営業所
岡本運輸倉庫株式会社 本社営業所
日本鉄鋼物流株式会社 大阪支店
トナミ運輸株式会社 大阪中央支店
株式会社ショーナン・ロジテック 本社営業所
佐川急便株式会社 大阪鶴見営業所
飛騨運輸株式会社 城東支店
株式会社カイウン 大阪営業所
クレベ運送株式会社 本社営業所
クレベ運送株式会社 大阪営業所
日本郵便株式会社 新大阪郵便局
株式会社フレックス 本社営業所
冨澤美代子 本店営業所
株式会社桂通商 大阪営業所
大阪貨物株式会社 南大阪支社
ヤマト運輸株式会社 東住吉矢田センター
日本郵便株式会社 東住吉郵便局
株式会社プロトランス 本社
株式会社大阪トラック 本社営業所
浅野運送株式会社 本社営業所
アーチ株式会社 本社
有限会社大梶企画 本社営業所
新運輸株式会社 大阪本社営業所
京町堀運輸倉庫株式会社 本社
和光運輸株式会社 本社営業所
株式会社共立陸運 本社
日本郵便株式会社 大阪東郵便局本田郵便作業分室
木村運輸株式会社 本社営業所
九條運送株式会社 本社営業所
東京運送株式会社 本社営業所
株式会社丸麦運輸 本社営業所
中村運送株式会社 本社営業所
兼成運輸工業株式会社 本社
株式会社トッキュウ 大阪
藤鋼運株式会社 本社営業所
坂本梱包有限会社 本社営業所
東海商運株式会社 大阪中央営業所
丸金運送株式会社 本社営業所
インターナショナルエクスプレス株式会社 大正物流センター
関西運輸倉庫株式会社 本社営業所
東海運輸株式会社 本社営業所
丸西運輸商事株式会社 本店

住
所
大阪府大阪市北区錦町１－２
大阪府大阪市北区天神橋４丁目６－３９
大阪府大阪市北区大淀中１丁目１－１９
大阪府大阪市北区長柄東２丁目９－４６
大阪府大阪市北区中津４－１－１６
大阪府大阪市北区豊崎１丁目１１番２５号
大阪府大阪市北区本庄東２－１０－１５
大阪府大阪市北区大淀中４丁目１５番２５号
大阪府大阪市北区大淀中５－１２－１
大阪府大阪市北区大淀北１－６－５
大阪府大阪市北区大淀北１－７－１
大阪府大阪市淀川区十八条３－１５－３
大阪府大阪市淀川区三津屋南３－２０－４２
大阪府大阪市淀川区十三元今里２丁目２－３６
大阪府大阪市東淀川区大桐４－１－７７
大阪府大阪市東淀川区豊里７－２７－１１
大阪府大阪市東淀川区西淡路２丁目５－１７
大阪府大阪市都島区網島町８番１６号
大阪府大阪市旭区太子橋１－５０－２０
大阪府大阪市城東区鴫野西２－１３－２３
大阪府大阪市城東区永田２－８－２
大阪府大阪市東成区深江北３－８－２３
大阪府大阪市東成区深江南２－１－２９
大阪府大阪市東成区大今里１－１１－１３
大阪府大阪市鶴見区茨田大宮２－２－４３
大阪府大阪市鶴見区安田２丁目６番９号
大阪府大阪市鶴見区焼野３－１５１
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目２－３６
大阪府大阪市鶴見区焼野３丁目３－３８
大阪府大阪市鶴見区今津北２－５－２０
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号
大阪府大阪市鶴見区今津南３丁目２番３７号
大阪府大阪市此花区島屋４丁目１－１８
大阪府大阪市生野区中川東２－４－４Ｔ０１号室
大阪府大阪市生野区生野西３－７－２８
大阪府大阪市東住吉区今林１丁目２番６８号
大阪府大阪市東住吉区杭全５－１０－２４
大阪府大阪市東住吉区住道矢田６丁目１０－２４
大阪府大阪市東住吉区今川８丁目８－２５
大阪府大阪市平野区加美南四丁目１番９号
大阪府大阪市平野区加美南２－３－１８
大阪府大阪市平野区瓜破南１丁目４番７０号
大阪府大阪市平野区喜連１－１－１０
大阪府大阪市平野区平野馬場１丁目１３番２５号
大阪府大阪市平野区平野馬場１－１３－１
大阪府大阪市西区京町堀１－１３－２３
大阪府大阪市西区南堀江４－２３－５
大阪府大阪市西区川口２－７－３３
大阪府大阪市西区本田４丁目１－７
大阪府大阪市西区境川２－２－３２
大阪府大阪市西区九条南２丁目２０－１２
大阪府大阪市西区九条南４－２１－９
大阪府大阪市大正区三軒家東５－３－１７
大阪府大阪市大正区千島３－１０－９
大阪府大阪市大正区小林東２－７－１３
大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目３番２０号
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目８番７４番
大阪府大阪市大正区南恩加島４丁目１番２７号
大阪府大阪市大正区南恩加島５丁目７番３、５
大阪府大阪市大正区南恩加島５－１１－４１
大阪府大阪市大正区鶴町２－２０－５８
大阪府大阪市大正区鶴町１丁目１番３１号
大阪府大阪市大正区泉尾７－２－３１
大阪府大阪市大正区北恩加島１－１３－１
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市区郡名
事業所名
大阪市
東江物流株式会社 本社営業所
尼崎南運輸株式会社 大阪営業所
中央運輸興業株式会社 大阪営業所
株式会社新栄工運 本社営業所
有限会社領家運送 本社営業所
株式会社マウス 本社
株式会社ハナワトランスポート 大阪営業所
丸正運送株式会社 本社営業所
日大運送株式会社 港営業所
アートコーポレーション株式会社 西大阪支店
トランコムＤＳ株式会社 鶴見センター
西濃運輸株式会社 大阪西支店
下川運送株式会社 港
三興運送株式会社 本社営業所
有限会社共進組運送 本社営業所
日本通運株式会社 福島航空貨物センター
三協梱包商運株式会社 本社営業所
ダイシン物流株式会社 本社営業所
浪速通運株式会社 本社営業所
日本通運株式会社 安治川コンテナ課
株式会社合通 安治川営業所
成山運輸株式会社 大阪営業所
日鉄物流大阪株式会社 阪神事業所大阪営業所
菱倉運輸株式会社 大阪支店
中四国ロジスティクス株式会社 阪神センター
中部興運株式会社 大阪営業所
阪神石油運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 大阪舞洲支店
株式会社橋本商事冷凍輸送 大阪営業所
アートバンライン株式会社 此花
富士物流株式会社 大阪営業所
大生食品輸送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 西淀川支店
誠幸運輸倉庫株式会社 本社営業所
レンゴーロジスティクス株式会社 西部引越センター
丸全昭和運輸株式会社 特殊輸送関西物流センター
備後通運株式会社 大阪支店
レンゴーロジスティクス株式会社 大阪営業所
名鉄ゴールデン航空株式会社 大阪支店
株式会社エスラインギフ 西淀川営業所
株式会社松元 本社営業所
株式会社茂木運送 福町営業所
株式会社リサイクル松栄 本社
関西郵便逓送株式会社 大阪営業所
ニッポンロジ株式会社 大阪営業所
リョウワ運輸株式会社 本社営業所
株式会社ベストランス 西淀川営業所
パナシアロジ株式会社 大阪
ユートランスシステム株式会社 本店
株式会社北急物流サービス 本社
中野運送株式会社 西大阪営業所
トヨダ運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 汐見橋支店
ヤマトグローバルエキスプレス株式会社 大阪西営業所
新開運輸倉庫株式会社 本社営業所
株式会社阪和運送店 本社営業所
株式会社ウェーブライン 本社
吉川運輸株式会社 本社営業所
株式会社ワールドサプライ 大阪営業所
丸二倉庫株式会社 運送部ＳＢＬ
セイコー運輸株式会社 本社営業所
株式会社フジタカ 南大阪
株式会社ランドネット 本社営業所
株式会社アイエヌライン 大阪営業所
井住運送株式会社 南港

住
所
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目５番４１号
大阪府大阪市大正区北恩加島２－２－４０
大阪府大阪市大正区北恩加島２丁目３番２号
大阪府大阪市大正区北恩加島１丁目２番２０号
大阪府大阪市港区波除６－２－２２
大阪府大阪市港区波除６丁目５番５号
大阪府大阪市港区波除６－３－２
大阪府大阪市港区市岡元町３－３－１３
大阪府大阪市港区石田１丁目４番１号
大阪府大阪市港区福崎２丁目１番２２
大阪府大阪市鶴見区今津北５－３－１８
大阪府大阪市港区福崎２丁目１－１
大阪府大阪市港区築港３丁目７番１５－２０７号
大阪府大阪市港区港晴５丁目１番１号大阪港埠頭ターミナル内
大阪府大阪市福島区海老江８丁目１４－４
大阪府大阪市福島区海老江１丁目１３番２１号
大阪府大阪市福島区福島７－１６－８
大阪府大阪市福島区福島８－１９－９
大阪府大阪市福島区大開４－３－４５
大阪府大阪市此花区島屋６丁目１－１３
大阪府大阪市此花区島屋６丁目４０２番
大阪府大阪市此花区島屋５－１－１０９
大阪府大阪市此花区桜島３－１０－４４
大阪府大阪市此花区桜島３－８－２４
大阪府大阪市此花区桜島３丁目４番８５号
大阪府大阪市此花区北港２丁目１番６７号
大阪府大阪市此花区北港２丁目３番２２号
大阪府大阪市此花区北港１－８０（仮換地２ブロック３符合地）
大阪府大阪市此花区北港白津１丁目７－８１東洋水産株式会社舞洲冷蔵庫内
大阪府大阪市此花区北港白津２丁目５－３３
大阪府大阪市此花区酉島５丁目８－１０
大阪府大阪市此花区常吉二丁目５番１１号
大阪府大阪市西淀川区佃３－１５５－２２，
２３，
４２
大阪府大阪市西淀川区佃３－１９－６８
大阪府大阪市西淀川区佃７丁目１番２４号
大阪府大阪市西淀川区佃６５番１、６８番、６９番、７０番、７１番、７２番
大阪府大阪市西淀川区佃６－１１－１３
大阪府大阪市西淀川区佃７－１－２４
大阪府大阪市港区弁天４丁目１５－１４
大阪府大阪市西淀川区御幣島５丁目８－３
大阪府大阪市西淀川区千舟３丁目９番２２号
大阪府大阪市西淀川区福町２丁目５番５２号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目１２番６３号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目６－１
大阪府大阪市西淀川区中島二丁目９番１３３号
大阪府大阪市西淀川区中島２丁目４番１２３号
大阪府大阪市西淀川区中島２－４－４１
大阪府大阪市西淀川区西島１丁目４８－４
大阪府大阪市西淀川区西島１－１－６２
大阪府大阪市西淀川区大野１丁目７番２２号
大阪府大阪市西淀川区百島２丁目１番１８７
大阪府大阪市浪速区木津川１丁目４番１４号
大阪府大阪市浪速区桜川２－２－１１
大阪府大阪市浪速区木津川２丁目２－４０
大阪府大阪市浪速区木津川２－２－６
大阪府大阪市西成区津守３丁目８番５７号
大阪府大阪市住之江区御崎八丁目３番２６
大阪府大阪市住之江区御崎６－３－１
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号
大阪府大阪市住之江区柴谷２丁目８番７６号
大阪府大阪市住之江区泉１－３－１８
大阪府大阪市住之江区新北島７丁目４－５３
大阪府大阪市住之江区新北島８丁目１番７１号
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目１番１２号
大阪府大阪市住之江区平林南２丁目１０－５５
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市区郡名
事業所名
大阪市
株式会社ナカノ商会 関西支店大阪南ソートセンター
株式会社コウヘイ運輸 本社
福岡トランス株式会社 大阪営業所
有限会社エム・カンパニー 本社
株式会社エビス物流 南港営業所
株式会社ランドエキスプレス 大阪
飛騨運輸株式会社 南港支店
株式会社桜ノ宮興起 大阪営業所
株式会社大成運輸 南港営業所
株式会社日本トランスネット 南港営業所
コーナン物流株式会社 本社営業所
梶原運輸株式会社 本社営業所
日通トランスポート株式会社 大阪南港支店
三信運輸株式会社 本社
内畑運送株式会社 南港営業所
日本運送株式会社 南港営業所
株式会社ランテック 大阪支店
東和海陸運輸株式会社 本社営業所
四国名鉄運輸株式会社 大阪支店
丸一運輸株式会社 南港営業所
日本通運株式会社 南港航空貨物センター
新潟運輸株式会社 大阪南港支店
丸和運送株式会社 大阪支店
フェリックス物流株式会社 大阪営業所
アチハ株式会社 本社
日本通運株式会社 大阪コンテナ輸送課
大阪尼高運輸株式会社 南港営業所
株式会社マキタ運輸 大阪営業所
株式会社泉北商運 本社営業所
日正運輸株式会社 大阪営業所
日本郵便株式会社 住之江郵便局
大東市
株式会社近貨 中央営業所
摂津倉庫株式会社 本社営業所
アートコーポレーション株式会社 東大阪支店
株式会社ソニア物流 大阪
株式会社東海ロジテム 大阪物流センター
ヤマト運輸株式会社 大東支店
株式会社オーティーロジサービス 本社
株式会社桜コーポレーション 本社営業所
株式会社大東運送 大阪営業所
三倉運輸株式会社 大阪
大信相互運輸株式会社 本社
奄美コーポレーション株式会社 本社
池田市
大阪航空燃料輸送株式会社 大阪営業所
豊能運送株式会社 池田営業所
東大阪市 飛騨運輸株式会社 東大阪支店
株式会社北浜システム運輸 東大阪営業所
クレハ運輸トラック株式会社 大阪センター
浪速運送株式会社 大阪営業所
布施運輸株式会社 本社
株式会社片岡急配 本社
村野運送株式会社 本店
エイブル引越サービス株式会社 本社
梅田運輸倉庫株式会社 東大阪営業所
株式会社優輪商事 本社営業所
株式会社アサヒセキュリティ 大阪警送
有限会社光本運送 本社営業所
日本郵便株式会社 布施郵便局
旭新運輸開発株式会社 加納営業所
株式会社ＹＴＲ 本社営業所
大阪トラック運送株式会社 大阪営業所
株式会社ＴＩＳＥ 本社
阪神山中運送株式会社 本社営業所
西濃運輸株式会社 河内支店
株式会社パワーウェイブ 本社

住
所
大阪府大阪市住之江区平林南１丁目５番３２号
大阪府大阪市住之江区平林南２丁目４番１４号
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目６－４５
大阪府大阪市住之江区平林北２丁目７番１２８号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０番２７号
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目２－９１
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東５－２－３８
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目１０－４７ ６０１号
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６－９
大阪府大阪市住之江区南港東４丁目６番９号
大阪府大阪市住之江区南港東９丁目２－３１
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０
大阪府大阪市住之江区南港東４－６－９
大阪府大阪市住之江区南港東７－２－９２
大阪府大阪市住之江区南港東７丁目１番８８号
大阪府大阪市住之江区南港東８丁目３番２２号
大阪府大阪市住之江区南港東７－１－４８
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８
大阪府大阪市住之江区南港東９丁目４番３６号
大阪府大阪市住之江区南港東４－１１－１１５
大阪府大阪市住之江区南港東４－１０－１０８（大阪南港トラックターミナル第３棟西）
大阪府大阪市住之江区南港南１丁目２番１６０号
大阪府大阪市住之江区南港南２丁目２番
大阪府大阪市住之江区南港中１丁目１番６７号
大阪府大阪市住之江区南港中８丁目７－２１
大阪府大阪市住之江区南港中６丁目４番５８号
大阪府大阪市住之江区南港北３丁目２－８０
大阪府大阪市住之江区南港北３丁目２－８０号
大阪府大阪市住之江区南港北２－１－１０ＡＴＣビルＩＴＭ棟５Ｆ
大阪府大阪市住之江区新北島５丁目２－１８
大阪府大東市中垣内５丁目４番１号
大阪府大東市南新田１丁目３番１３号
大阪府大東市泉町２－１４－１１
大阪府大東市御供田５丁目７－１１
大阪府大東市諸福７－４－４７
大阪府大東市太子田３－２６
大阪府大東市新田北町４番５０号
大阪府大東市新田中町３－１
大阪府大東市新田西町８９番１
大阪府大東市氷野３－１３－１５
大阪府大東市御領３－１４－２２
大阪府大東市三箇６－１－８
大阪府池田市豊島南２－２２２－１
大阪府池田市豊島北１－５５８－１
大阪府東大阪市楠根３－６５
大阪府東大阪市楠根１丁目４－１３
大阪府東大阪市楠根１－６－３
大阪府東大阪市長田西６丁目４番２０号
大阪府東大阪市御厨中２－１－３２
大阪府東大阪市高井田元町２－２９－１６
大阪府東大阪市高井田元町１－１４－２２
大阪府東大阪市川俣１－３－８
大阪府東大阪市高井田中１－２－２２
大阪府東大阪市高井田西４丁目５番１８号
大阪府東大阪市高井田西３丁目７－５
大阪府東大阪市大蓮東３丁目１３番１４号
大阪府東大阪市永和２丁目３－５
大阪府東大阪市加納５丁目４番４１号
大阪府東大阪市加納５丁目５－３４
大阪府東大阪市加納５－１－２１
大阪府東大阪市加納６丁目１番３９号
大阪府東大阪市加納５丁目１５番２５号
大阪府東大阪市加納１－１－８
大阪府東大阪市川中６－３０
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市区郡名
事業所名
東大阪市 埼玉プロイコム株式会社 大阪営業所
弘豊運輸有限会社 本社営業所
株式会社ワンビシアーカイブズ 東大阪営業所
近藤倉庫運輸株式会社 本店
中嶋物流有限会社 本社
ヨーコーサービス有限会社 本社
株式会社春名産業 本社営業所
株式会社千代田輸送 本社営業所
シナノライン株式会社 大阪
山田運送株式会社 本社営業所
引越革命株式会社 本社
株式会社ヤマザキ物流 東大阪営業所
ヤマト運輸株式会社 東大阪花園支店
信和運輸倉庫株式会社 本社
近物レックス株式会社 東大阪支店
日通トランスポート株式会社 東大阪支店
名鉄運輸株式会社 東大阪支店
濃飛倉庫運輸株式会社 東大阪輸送センター営業所
トナミ運輸株式会社 東大阪支店
株式会社エスラインギフ 大阪営業所
松岡満運輸株式会社 大阪支店
株式会社サンコー運輸 本社
ＳＡＮＷＡ・ＴＲＡＮＳ・ＮＥＴ株式会社 東大阪
有限会社トラストライン 東大阪営業所
和興運送株式会社 本社営業所
福山通運株式会社 東大阪支店
柴又運輸株式会社 大阪営業所
株式会社エイチアンドエム 本社営業所
株式会社グリーンライズ 本社営業所
大阪サンヱー物流株式会社 東大阪営業所
叶運輸株式会社 本社営業所
佐川急便株式会社 東大阪営業所
株式会社ヤマヒロ運輸 本店営業所
築山運送株式会社 本店営業所
西田運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 東大阪宝町支店
川口運送株式会社 本社営業所
一宮運輸株式会社 大阪営業所
藤井寺市 岡山県貨物運送株式会社 阪南営業所
柏原市
日本物流倉庫株式会社 大阪営業所
長崎吉田海運株式会社 大阪営業所
八尾市
中馬運輸株式会社 本社営業所
株式会社常陸 大阪
日本商運株式会社 本社
植村運送株式会社 本社
河内商事株式会社 本社営業所
株式会社大通 八尾
親和運輸株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 八尾郵便局
近畿配送サービス株式会社 八尾センター営業所
枚方運輸株式会社 本社営業所
大阪センコー運輸株式会社 八尾営業所
ダイセーエブリー二十四株式会社 南大阪センター
八尾物流サービス株式会社 本社営業所
福塚運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 八尾支店
ヤマト運輸株式会社 八尾東支店
辻運輸株式会社 本社営業所
Ｆ－ＬＩＮＥ株式会社 八尾物流センター
富田林市 株式会社アクティブ 大阪営業所
東信梱包株式会社 大阪
福山通運株式会社 富田林営業所
豊中市
ＴＳネットワーク株式会社 大阪支店
アートコーポレーション株式会社 北大阪支店
株式会社リクサスカーゴ 大阪営業所

住
所
大阪府東大阪市今米２－５－２８
大阪府東大阪市吉原２－７－７
大阪府東大阪市吉原２丁目７番１９号
大阪府東大阪市角田一丁目８番１１号
大阪府東大阪市角田３丁目１０番８号
大阪府東大阪市箕輪２丁目２番２９号
大阪府東大阪市箕輪２丁目５番１９号
大阪府東大阪市箕輪２－４－１３
大阪府東大阪市水走３－９－１６
大阪府東大阪市水走１丁目１８番３６号
大阪府東大阪市水走３－１０－３３
大阪府東大阪市水走５－９－４０
大阪府東大阪市玉串町東１丁目５９２番５
大阪府東大阪市新庄東４番３１号
大阪府東大阪市本庄東１番４３号
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄東１－４３
大阪府東大阪市本庄１丁目１５番３５号
大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号
大阪府東大阪市本庄中１丁目４番９０号
大阪府東大阪市本庄中１－４－９０東大阪第１トラックターミナル
大阪府東大阪市新庄４丁目１２番２４号
大阪府東大阪市新庄４丁目１２－２４
大阪府東大阪市新庄４－４－２５
大阪府東大阪市新庄１丁目１３番１５号
大阪府東大阪市新庄４丁目１番５号
大阪府東大阪市本庄西３－９－５
大阪府東大阪市三島１丁目６番６号
大阪府東大阪市東鴻池町５丁目６番５６号
大阪府東大阪市東鴻池町３－２
大阪府東大阪市吉田本町１－７－３６
大阪府東大阪市菱江３－１５－６０
大阪府東大阪市菱江３丁目６番２号
大阪府東大阪市中石切町６－４－２３
大阪府東大阪市宝町３番１１号
大阪府東大阪市宝町２３番５３号
大阪府東大阪市横小路町５－７－３５
大阪府東大阪市池島町８－１－４５
大阪府藤井寺市惣社１－１２－３
大阪府柏原市国分東条町４３１３
大阪府柏原市玉手町２３番５号ドリーム松村４０６号
大阪府八尾市高美町１－４－３７
大阪府八尾市若林町３丁目１１６八尾南ピュアハイツ２０１
大阪府八尾市青山町１丁目６番５号
大阪府八尾市安中町６丁目１番１１号
大阪府八尾市東老原１丁目１２番地
大阪府八尾市西弓削２丁目２０３番地
大阪府八尾市新家町６丁目１５番１号
大阪府八尾市陽光園１丁目５－５
大阪府八尾市南亀井町５－２－２８
大阪府八尾市弓削町南２丁目１１番
大阪府八尾市泉町２丁目５８
大阪府八尾市太田新町３丁目１７４－１
大阪府八尾市老原９－２５
大阪府八尾市志紀町南１－１３２
大阪府八尾市太子堂１－１－３
大阪府八尾市神宮寺４－４９
大阪府八尾市楠根町５丁目２５
大阪府八尾市神武町２－２４
大阪府富田林市喜志町５丁目８－１４－４０１
大阪府富田林市若松町東２丁目８－１
大阪府富田林市若松町東一丁目３－１５
大阪府豊中市箕輪３－７－１０
大阪府豊中市箕輪３－７－１
大阪府豊中市箕輪３丁目７－１５
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市区郡名
事業所名
豊中市
株式会社クーバルＣ３ 豊中第三営業所
明石運送株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 豊中東支店
大東陸運株式会社 本社営業所
愛知ミタカ運輸株式会社 大阪営業所
株式会社テイソウ物流サービス 大阪営業所
日通関西物流株式会社 豊中物流センター
日本通運株式会社 大阪空港貨物センター
日本通運株式会社 豊中事業所
日本郵便株式会社 豊中南郵便局
ヤマト運輸株式会社 豊中南支店
枚方市
渥美運輸株式会社 大阪営業所
近畿商運株式会社 枚方営業所
浅田運輸有限会社 本社営業所
株式会社公益社 枚方営業所
興亜運送株式会社 本社営業所
篠崎運輸株式会社 大阪営業所
日祥運輸倉庫株式会社 大阪営業所
大阪サンヱー物流株式会社 本社営業所
岡山県貨物運送株式会社 枚方支店
株式会社宮田運輸 枚方営業所
株式会社宮田運輸 共配事業所
北攝陸運株式会社 本社
株式会社流通サービス 枚方営業所
大興運輸株式会社 大阪支店
栄運輸工業株式会社 枚方支店
箕面市
掛谷運輸倉庫株式会社 本社営業所
稲野運輸株式会社 本社
ヤマト運輸株式会社 箕面船場支店
株式会社エリモロジスティクス 株式会社エリモロジスティクス
門真市
株式会社ユーエムロジ 門真営業所
門真陸運株式会社 本社
名鉄運輸株式会社 門真支店
互幸運輸株式会社 本社営業所
株式会社エー・アイ・コーポレーション 本社営業所
京橋運輸株式会社 本社営業所
株式会社丸三運輸 本社
大阪近交運輸倉庫株式会社 本社
滋賀近交運輸倉庫株式会社 大阪支店
株式会社シンコーエキスプレス 本社
大阪センコー運輸株式会社 寝屋川
ＪａｐａｎＡｉｎａＥｘｐｒｅｓｓ有限会社 本社営業所
ヤマト運輸株式会社 寝屋川南支店
東來運輸株式会社 本社営業所
日新冷凍運輸株式会社 大阪営業所
大和物流株式会社 門真支店
西光運輸株式会社 本社営業所
豊龍運輸有限会社 本社営業所
和泉市
株式会社太伸エキスプレス 本社営業所
佐川急便株式会社 南大阪営業所
三林運送株式会社 本社
株式会社サザン 南大阪営業所
石下運輸株式会社 大阪南支店営業所
有限会社新生物流サービス 本社営業所
山陽自動車運送株式会社 大阪南
新興物流株式会社 本社営業所
松岡満運輸株式会社 南大阪支店
泉北郡
小山運送株式会社 本社営業所
ジャパンパレック株式会社 忠岡営業所
関西名鉄運輸株式会社 大阪支店
南河内郡 有限会社サクセス 本社
八光海運株式会社 本社営業所

住
所
大阪府豊中市原田南２－２－１３
大阪府豊中市浜３－２１－３
大阪府豊中市浜２－５６３－１，
５６４－４
大阪府豊中市庄内幸町５丁目１９番２２号
大阪府豊中市庄内宝町３－１１－２２
大阪府豊中市稲津町２丁目１－２３エル・アイ・エス豊中稲津ビル０２号室
大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号
大阪府豊中市服部西町５丁目１８番１号
大阪府豊中市服部西町５－１８－１
大阪府豊中市穂積２丁目２番８号
大阪府豊中市利倉３丁目８１番２
大阪府枚方市春日西町１－２７－１
大阪府枚方市中宮大池２－２４０１
大阪府枚方市堂山２－８－１
大阪府枚方市山之上東町１－１
大阪府枚方市南中振１－１０－２３
大阪府枚方市長尾家具町１丁目８－４
大阪府枚方市長尾家具町２－１１－２
大阪府枚方市長尾家具町２－１－１
大阪府枚方市尊延寺９４４－１
大阪府枚方市春日野１丁目１１番１０号
大阪府枚方市春日西町１丁目１０番１号
大阪府枚方市長尾元町１－１－１０
大阪府枚方市招提田近３－１１
大阪府枚方市招提田近３－２３
大阪府枚方市上野３丁目１番１号
大阪府箕面市小野原東１－４－３４
大阪府箕面市小野原西１－１－２
大阪府箕面市船場東２－８－２１
大阪府箕面市船場西２丁目２番１号
大阪府門真市岸和田１丁目６番１６号
大阪府門真市北岸和田２丁目３－１４
大阪府門真市北岸和田２－１０－２０
大阪府門真市江端町７－１０
大阪府門真市江端町７番１０号
大阪府門真市三ツ島２丁目２３－１１
大阪府門真市三ツ島５丁目２０－９
大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号
大阪府門真市三ツ島５丁目３６番１号
大阪府門真市大字打越４９５－１
大阪府門真市島頭３丁目２３－３４
大阪府門真市四宮２丁目１０番１５号
大阪府門真市四宮２丁目２番２４号
大阪府門真市四宮５丁目３番３３号
大阪府門真市北島東町１－７
大阪府門真市大字桑才町１番３９号
大阪府門真市殿島町２０－１０
大阪府門真市下島町２１－９
大阪府和泉市伯太町１丁目６番７号
大阪府和泉市伏屋町５丁目６－９
大阪府和泉市池田下町２９１２番地１
大阪府和泉市寺門町１－１－６
大阪府和泉市浦田町２３４－１
大阪府和泉市三林町１０６１－１
大阪府和泉市国分町１５９８番３９
大阪府和泉市春木川町３４番地の２
大阪府和泉市テクノステージ３丁目５－１０
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３丁目１０番３１号
大阪府泉北郡忠岡町忠岡中３－１５５１－１
大阪府泉北郡忠岡町新浜２丁目６番４号
大阪府南河内郡太子町大字春日１６－４
大阪府南河内郡河南町大字一須賀４５３－１
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“トラックドライバーの仕事“について
「中学生新聞」に記事掲載

大阪府トラック協会は、サンケイリビング新聞社

機材、引っ越しの荷物の他、鉄道車両まで、身の回

が発行する中学生新聞（１月発刊・冬号）に記事掲

りにある我々の生活に欠かせないあらゆるものが

載をした。

運ばれていることについて紹介し、㈱ジェイネクス

現在トラック運送業界は深刻な人材不足が課題

トロジスティクスに取材協力頂き、活躍されている

となっているが、将来就く職業について漠然と考え

入社３年目の若手ドライバーの方に日常業務や仕

はじめる中学生の間にトラックドライバーの仕事に

事のやりがいや達成感、将来の目標等についての

ついて理解や興味を持ってもらい、高校や大学を

インタビュー記事が掲載された。

卒業して就職する際にトラックドライバーを職業選
択の一つとして考えてもらうことを目的としたもの。
この 中 学 生 新 聞 は 、大 阪 府 下 の 公 立 中 学 校
５００校のすべての生徒やその家族が読者となっ
ている。
記事では、
トラック輸送は、宅配便の荷物、コン
ビニエンスストアの商品、コンサートの音響・照明
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厚生労働省委託事業

就職氷河期世代の方向けの短期資格等習得コース事業
～トラックドライバーになるための運転免許取得支援プログラム～ 説明会を開催
大阪府トラック協会は 12 月 11 日、大阪市中央

材確保の一助となる機会となっている。

区のエル・おおさか（大阪府立労働センター）に

説明会では、本事業の業務協力事業者であるア

おいて、厚生労働省委託事業の「就職氷河期世代

デコ株式会社の担当者により、就職氷河期世代に

の方向けの短期資格等習得コース事業～トラック

ついての説明をはじめ、本事業の概要、本事業の

ドライバーになるための運転免許取得支援プログ

流れ（求人票登録、職場見学・職場体験の受け入れ、

ラム～」の説明会を開催した。説明会は求職者向

ミニ説明会への参加、採用活動等）について説明

けの第一部と、事業者向けの第二部に分けて行な

が行なわれた。

われ、第一部は求職者 22 名が、第二部は会員事業
者から 16 名が参加した。
この事業は、全日本トラック協会が厚生労働省
から委託を受け、今年度から令和４年度まで実施

（事業の詳細については、大ト協ホームページトップページか
らバナーによりリンクしております特設サイト、もしくはトラ
ック広報 10 月号 P.18「トラ坊のご存知ですか？」コーナーを
ご覧下さい）

することとなっているもので、就職氷河期世代
（３５歳～５４歳）の求職者に対し、準中型、中型、
大型のいずれかの運転免許取得とトラック運送業
に関する基礎知識の講習等を無料で提供し、さら
に求人のあるトラック運送会社とのマッチングに
より、正社員としての就職を支援するもので、会
員事業者にとっても、免許取得者を採用できる人

令和 2 年度

居眠り運転事故防止セミナー開催
大阪府トラック協会は 11 月 25 日、大阪府トラッ
ク総合会館・研修センター、12 月 9 日、東京海上日
動 西日本研修センターにおいて「居眠り運転事故
防止セミナー」を開催、会員事業者等から合計 53
名が参加した。
このセミナーは、長距離を運転するトラックドラ
イバーは眠気が起きやすい環境にあり、およそ３人
に２人が運転中が運転中に眠気によって危険を感じ
たことがあり、トラックの追突による死亡事故は居
眠り／居眠りに近い運転（推定）により多く発生し
ていることから、人はなぜ眠くなるのか、居眠り運
転をどう防ぐのか、という観点から安全指導面での
対策を考えることを目的に開催された。
セミナーでは、東京海上日動リスクコンサルティ
ング株式会社の担当者により、
「居眠り運転の危険

性」
、
「人はなぜ眠くなるのか」
「居眠り運転を防ぐ
シフト３箇条」
、
「居眠り運転を防ぐ指導のポイント」
などの講義が行なわれ、事故防止支援に関する情報
提供などのアンケートが行なわれた。
講義では、疲れてくると目の錯覚が起きやすいと
の事例を紹介し、居眠り運転危険度合を会社全体と
個人の両面から分析し、事故防止のために疲労・眠
気の可視化の重要性を認識する講義となった。
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令和 2 年度

整 備 管 理 者 選 任 後 研 修

近畿運輸局大阪運輸支局主催による令和 2 年度整備管
理者選任後研修が 12 月 17 日、大阪府トラック総合会館・
研修センターにおいて午前の部、
午後の部の 2 回開催され、
会員事業者の整備管理者ら 183 名が参加した。
道路運送車両法第 50 条の規定に基づき選任された『整
備管理者』は、貨物自動車運送事業輸送安全規則第 15 条
で運輸局長の行なう「研修」の受講が義務付けられてい
る。また、当研修は 2 年毎の受講となり、
「平成 31 年度・
令和元年度（2019 年度）整備管理者未受講者」または「令
和２年度（2020 年度）に新たに選任された整備管理者」
が今回受講の対象となる。
研修会では、はじめに主催者を代表して近畿運輸局大
阪運輸支局 検査・整備・保安部門 廣瀬 史子陸運技術専

門官が挨拶を行なった後、
「整備管理の現況について」の
講義が行なわれた。続いて、大阪日野自動車株式会社の
担当者により「事故防止のための点検整備の重要性につ
いて」の講義を行なった。そのあと、廣瀬 史子陸運技術
専門官による「整備管理の現況について」の講義が行な
われ、受講者は車両整備の重要性をあらためて認識した。

グリーン・エコプロジェクトセミナーを開催
大阪府トラック協会は大阪府トラック総合会館・研
修センターにおいて 12 月 17 日と 21 日、グリーン・エ
コプロジェクトステップアップセミナーを開催し、また
12 月 22 日に同プロジェクトの継続セミナーを開催した。
今回は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、オン
ラインで開催された。
当協会では各企業のエコドライブ等の活動を継続的に
実践する仕組みを提供し、燃料価格の上昇、安全対策、
環境対策、コンプライアンスの確保などの課題へ能動的
に取り組めるよう支援することを目的としたグリーン・

エコプロジェクト事業を平成 25 年度より実施している。
継続セミナーではプロジェクト事業の参加 2 年目以降
の受講者を対象に、更
なる継続的なサポート
を目的として開催して
おり、ステップアップ
セミナーでは管理者育
成と社内教育体制の構
築支援を目的として開
催している。

口から始めるストレス対策セミナーを開催
陸上貨物運送事業労働災害防止協会大阪府支部は大阪
府トラック協会、独立行政法人 労働者健康安全機構 大
阪産業保健総合支援センターとの共催により 12 月 2 日、
大阪府トラック総合会館・研修センターにおいて口から
始めるストレス対策セミナーを開催、会員事業者から 17
名が参加した。
過度のストレスは体の健康保持の機能に障害を与える
ことがあり、消化管の最初の部分である口は、普段から
様々なストレスにさらされており、胃腸と同様に様々な
ストレスの影響も受けることから、ストレスに負けない
健康作りのため、口腔機能障害に焦点をあてた内容のセ
ミナーを開催した。
セミナーでは、歯科医師、歯学博士、労働衛生コンサ
ルタント 中道 哲氏より「口から始めるストレス対策」
～口こそ健康の要～について、講義が行なわれた。スト

レスには、メンタルストレスだけでなく、フィジカルス
トレス、ケミカルストレスなど多様に存在し、口腔面か
らの疾病予防の重要性を解説した。
その後、陸上貨物運送事業労働災害防止協会 安全・衛
生管理士 島田弘和氏より「陸運事業者のためのメンタル
ヘルス対策について」～業務による精神関連疾患とストレ
スケア～について、講義が行なわれた。令和２年６月より、
職場におけるハラスメント防止対策が強化され、ハラスメ
ントに関する背景やストレス評価表について解説した。
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関西交通経済研究セミナーからのお知らせ
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近畿運輸局からのお知らせ
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大阪府不正軽油防止対策協議会からのお知らせ

税

！
やめて
脱

不正競

争

油
軽
正
不
不 正 軽油 犯罪です！

環境
汚染

は

不正軽油は悪質な脱税行為です。
公正な市場競争を阻害し、環境汚染の原因にもなります。

軽油引取税全国連絡会 ・ 大 阪 府 不 正 軽 油 防 止 対 策 協 議 会
【問 題】
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【ヒント】
詰 碁は初手の切り口が大事です。あざやか
に生きてください。10 分で初段です。

【ヒント】
捨て駒の連続。五分で初段。
九手詰。
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★ 持駒 銀二

6

一

十二

★黒先

十一

7

桂

【問 題】

NPO法人 ヘルスケアネットワーク（OCHIS）からのお知らせ
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近 畿共 済 の ペ ー ジ
貨物運送事業者のパートナーとして

これまでも、これからも…
近畿共済は５０年を迎えました
近畿交通共済協同組合は、昨年８月に創立 50 周年を迎えました。
当組合は、自動車事故による損害賠償リスクなど、貨物運送事業者を取り巻く様々な
リスクからの保護、社会的責務としての交通事故被害者の救済のために、事業者自らが
設立した事業者のための協同組合です。
創立以来、常に「組合員第一」の姿勢に徹し、組合員の皆さまの切実な要望や実態に
対応して共済商品を開発し、共済加入をおすすめしてきました。
これからも、相互扶助という協同組合の原点を踏まえて組合員の皆さまの経営の一助
となるべく運営してまいりますので、引き続きのご支援、ご協力をお願いいたします。

確かな補償 ― 新たな商品やサービスを提供
契約者の皆さまが必要な共済を任意に選んでいただけます。
相手方への賠償
対人共済、対物共済
お車の補償
車両共済、搬送引取費用特約
運転者(ドライバー)・搭乗者の補償
自損事故共済、搭乗者共済、無保険車傷害共済

24 時間 365 日事故受付と迅速な初期対応
夜間・休日に起きた事故も「夜間・休日事故受付センター」で事故受付を行います。
また、状況に応じて必要な初期対応を行います。

専門スタッフによる安心の事故解決
万一の事故解決にあたっては専門のスタッフが組合員の皆さまと連絡をとりながら
すすめます。重大事故や特殊物件の調査では外部の鑑定人や提携する損害調査機関を活
用し、法律上の問題については顧問弁護士、医療上の問題は審査医に相談しながら、適
正な賠償につとめます。

多面的な事故防止サービス
個別事業所訪問や講習会のほか、運転適性診断車巡回やアクセスチェッカーミニ貸出
のサービスを提供するなど、組合員の皆さまと一体となった事故防止活動を推進してい
ます。

近畿共済は、組合員のみなさまと一体となって事故防止に努力しています

近 畿 共 済 の自 動 車 共 済 ･ 自 賠 責 共 済 を ご 利 用 く だ さ い
ご契約のお問い合わせ・お申し込みは、契約サービス課０６－６９６５－２８２４まで
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大 貨健 保 の ペ ー ジ

新年のごあいさつ
そのものの継続が危ぶまれております。
こうした状況を受け政府は、全世代型社会保障
検討会議にて「一定所得以上の後期高齢者の医療
費窓口負担を２割へ引き上げる」など、現役世代
の負担軽減となる内容を示しました。一方で、感
染拡大による経済の混乱から、税収が大きく落ち
込むとともに保険料の減収が避けられない状況で
す。健康保険組合の全国的な連合組織である健康

大阪府貨物運送健康保険組合
理事長

保険組合連合会では、真に現役世代の負担軽減に

田中 秀和

つながる制度設計と、財政が逼迫した健保組合の
財政支援を政府に対して求めております。
このような中、加入員のみなさまに安心してす

新年あけましておめでとうございます。
被保険者ならびにご家族のみなさまにおかれま

こやかにお過ごしいただくために、当健康保険組

しては、すこやかに新年を迎えられたこととお慶

合はこれからもメリットのある健康づくり事業の

び申し上げます。また、当健康保険組合の事業運

構築に取り組んでまいります。
みなさまにおかれましても、ご自身やご家族の

営に対し、格別のご理解とご協力を賜り、厚く御

健康にご留意のうえ、引き続き健診の受診や、ジ

礼申し上げます。
本来であれば、２０２０年は東京オリンピック・
パラリンピックが開催されるはずでしたが、新型

ェネリック医薬品の使用等により医療費節減にご
協力いただきますようお願い申し上げます。

コロナウイルスの感染拡大によって生活が一変い

結びに、一日も早く平穏な日常に戻られること

たしました。コロナ禍の日常において、改めて健

を心よりご祈念申し上げ、新年のご挨拶とさせて

康であることの重要さが、いっそう強く認識され

いただきます。

たことと存じます。
健康で安心できる暮らしを保障する国民皆保険
制度は、わずかな負担で必要な医療が受けられる
重要な制度です。しかし、この制度の支え手の中
核を担う健保組合の財政状況は、加速する高齢化
に伴う医療費の増加によって切迫しており、制度
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大貨 特退 共 の ペ ー ジ
【特定退職金共済制度について】
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口数
月額
掛金
加入年数

２口

４口

６口

８口

10口

20口

30口

40口

60口

1,000円

2,000円

3,000円

4,000円

5,000円

10,000円

15,000円

20,000円

30,000円

１年

4,100

8,200

12,300

16,400

20,500

41,000

61,500

82,000

２

23,600

47,200

70,800

94,400

118,000

236,000

354,000

472,000

708,000

３

35,300

70,600

105,900

141,200

176,500

353,000

529,500

706,000

1,059,000

４

48,000

96,000

144,000

192,000

240,000

480,000

720,000

960,000

1,440,000

123,000

５

60,100

120,200

180,300

240,400

300,500

601,000

901,500

1,202,000

1,803,000

10

121,100

242,200

363,300

484,400

605,500

1,211,000

1,816,500

2,422,000

3,633,000

20

253,200

506,400

759,600

1,012,800

1,266,000

2,532,000

3,798,000

5,064,000

7,596,000

30

391,600

783,200

1,174,800

1,566,400

1,958,000

3,916,000

5,874,000

7,832,000 11,748,000

ࠖ㈠⏐ࡡ㐘⏕ࠗ
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㞹ヨ␊ྒ

ճࠈㄕ᪺ࢅ⪲ࡀࡒ࠷

ࡇᢰᙔ⩽

մࠈຊථࡊࡒ࠷
〒536−0014 大阪市城東区鴫野西２丁目11番２号
ୌ⯙♣ᅆἪெኬ㜨ᗋ㈄∸㐘㏞≁ᏽ㏝⫃㔘භῥఌ

電 話 ０６−６９６５−２２３０
ＦＡＸ ０６−６９６５−２２３１
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住友生命保険相互会社(64.3％）[事務幹事]
日本生命保険相互会社(31.2％）
明治安田生命保険相互会社(4.5％）
委託保険会社は、各ご加入者の加入金額のうち、それぞれの
委託割合（平成14年７月４日現在）による保険契約上の責任
を負います。(委託会社および委託割合は変更されることがあります｡）

ࡆࡡ㡣ࢅࢤࣅ࣭ࡊ࡙ࡐࡡࡱࡱ㸻㸶㹍ୖࡈ࠷
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今月 の

「 Let's Try
Cooking

1. 2. 3 」

学校法人行吉学園 発行
神戸女子大学・神戸女子短期大学食物研究会 編集
「食物と健康」No.158 より掲載

http://www.yg.kobe-wu.ac.jp

♪

詰め囲碁【解答】

この形はすでに一眼をもっている黒ですが、単に黒３と抜いたの

【解答】 黒先白死

では生きることができません。まず白の弱点を発見することが肝心

黒１には白２とカカえます。黒３とアテて、白４と抜かれたあと

で、黒１の切りに気が付けば正解への道はおのずと開けます。

三

五

六

七

白１で黒死です。

二

四

黒２はヨミが足りません。

テて生還し ま す 。初 手 を

黒１に 白ａは黒２とア

相場です。

７、黒 ６の眼 も ち となる

成 立し ま す から、白６は

で、白６は黒７のアタリが

が、本題の眼目です。白のダメヅマリを見た黒５のサガリが決め手

【正解手順】

１三銀 同桂
１一角成 同玉
１二銀 同玉
３二飛成 同銀
２二金

【解説】

歩歩歩
桂
銀
玉

初手の銀捨て
が玉の逃げ道を
ふさぐ好手であ
る。

一

詰め将棋【解答】

十一 十二 十三 十四 十五 十六 十七 十八 十九

10

9

金
歩
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3

8

7

6

4

5

3

2

1

a

2 1
5 7 4

6

1

〈詰め上がり図〉
5
4
3
2

6

7

＊
＊
＊

近畿地区軽油価格調査集計表（2020年11月分）
全ト協調べ
※消費税抜き価格です

■単純集計表
スタンド平均
88.84

ローリー平均
77.90

カード平均
87.35

スタンド平均
83.97
81.50
102.90

ローリー平均
77.14
77.57
76.85

カード平均
90.37
83.53

■元売別集計表
元売別
Ｊ X TG エ ネ ル ギ ー
出
光
昭 和 シ ェ ル
エクソンモービル
キ
グ
ナ
ス
コ
ス
モ
そ
の
他

79.50
77.87
78.54

82.75
89.88

■月間購入量別集計表
月間購入量別
3 0 キ ロリットル 未 満
3 0～5 0キロリットル未満
50～100キロリットル未満
1 0 0 キロリットル以 上

89.33
85.40

スタンド平均
89.53
82.30

ローリー平均
78.09
76.97
77.89
75.50

カード平均
88.28
80.15
86.00

スタンド平均
90.98
88.70
80.30

ローリー平均
77.79
77.37
83.77

カード平均
91.80
85.83
89.15

スタンド平均
87.85
89.88
91.77
88.65
88.84

ローリー平均
77.05
80.04
81.18
79.02
77.90

カード平均
87.33
89.29
89.82
88.56
87.35

■支払期限別集計表
支払期限
30日未満
30～60日未満
60日以上
■軽油価格推移表
2020年７月
2020年８月
2020年９月
2020年10月
2020年11月

軽油「元売別」購入価格表
（1ℓ当たり）

大ト協調べ

（2020年11月度）

項目
オ

出
昭
モ

和

そ

シ

ー

エ
ゼ
キ
コ

ス

タ

ン

ド

買

平均
（円）

元売別
エ
ネ

ェ
ビ

ッ
ネ
グ

い

※消費税抜き価格です

ロ

最低
（円）

ー

79. 0

80. 3

75. 0

87. 6

83. 0

76. 7

75. 0

ル

88. 2

81. 2

77. 5

76. 0

ル

93. 0

93. 0
77. 8

75. 9

77. 0

90.

5

81. 0

79. 4

の

他

87.

2

79. 0

78. 6

社

（加重平均値）88. 9

（最低価格）79. 0

75. 6

（加重平均値）78. 7

（最低価格）75. 0

府下営業用トラック増・減車状況
事
増･減車区分

一
特
合
※（

般
定
計

い

最低
（円）

89. 4

ス

特別積合せ

買

光

ル
ス
モ

全

リ

ス

ソ
ラ
ナ

ー

平均
（円）

件

前

届

数

（最近３カ月）
出
台

数

９月

10月

11月

９月

10月

11月
148

増

車

32

38

38

64

112

減

車

21

29

36

36

87

増

車

減

車

541

537

390

969

873

562

増

車

0

0

0

0

0

0

減

車

0

0

0

0

0

0

増

車

減

車

（10）
598

（10）
630

（9）
508

（9）
546

562

（10）
504

（10）
542

566

） 新規許可内数
（大阪運輸支局調べ）

426
※
（
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（42）
1,057

（46）
900

106
（50）
905

（42）
1,121 （46）
1,012 （50）
1,053
1,005
）
新規許可

960

688

タクデリ：2 件
（58 台）

◎運行管理者等指導講習業務

ＮＡＳＶＡだより

区
年

（2020年11月末現在）

一

分
開催回数

月

般

講

習

基礎講習

受講者数と区分
運行管理者 補助者等

特別講習

開催回数 受講者数 開催回数 受講者数

計

2020 年 11 月

4

306

57

363

1

68

0

0

2020 年 度 累 計

22

1,126

248

1,374

5

287

1

12

◎適性診断業務
区
年

（2020年11月末現在）

受

分

任

月

診

意

一般

者

義

特別

初任

数
務

適齢

特定Ⅰ

特定Ⅱ

合

計

2020 年 11 月

610

1

358

57

6

0

1,032

2020 年 度 累 計

6,135

7

3,136

376

47

0

9,701

お 悔やみ申し上げます
㈲相生運送店（大阪市都島区片町１ノ２ノ４＝東北
支部）社長 北村義行殿、11月30日死去、80歳。葬
儀は近親者のみにて執り行われた。

至 尼崎

屋

線
環状
大阪

橋
町
片

寝

川

第二

寝屋

川

ホテル
ニューオータニ
大阪

◦大阪メトロ長堀鶴見緑地線・・・
「大阪ビジネスパーク」徒歩約１０分・
「京橋」徒歩約２０分
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至 緑橋

至 奈良

至 天王寺

◦ＪＲ東西線・・・・・・・・・・
「京橋」南出口徒歩約１０分・
「鴫野」徒歩約１５分

◦京阪本線・・・・・・「京橋」徒歩約１５分

大阪府トラック
総合会館

至 松井山手

宮
の
森

大阪城公園

至

大
ホ 阪城
ー
ル

読売
テレビ

「京橋」南出口徒歩約１０分・
「大阪城公園」徒歩約１０分

「鴫野」徒歩約１５分

階段

ＩＭＰ

玉造筋

大阪ビジネス
パーク駅

◦ＪＲ大阪環状線・・・・・・

◦ＪＲおおさか東線・・・・・・・

城見通り

鴫 野

クリスタル
タワー

大阪ビジネス
パーク

鴫 野

ツイン
21

大阪メトロ今里筋線

おおさか東線

鴫野橋

線
東西

京 橋

口
南出

JR

京 橋

本 線
京 阪

用
者専
歩行

屋橋

至淀

至

京都
朝日橋

堀鶴

ロ長

メト

大阪

至 新大阪

見
至鶴

線 京 橋

地
見緑

至 蒲生四

緑地

阪
至大

◦大阪メトロ今里筋線・・・・・
「鴫野」徒歩約１５分

１月の安全運転実践目標
大阪府自動車交通事故防止実行会
大 阪 府 警 察 本 部 交 通 部

カチッとね

ベルトが守る

その笑顔

みなさんのご協力をお願いします

事業用貨物自動車の交通事故発生状況

● 各年の 12 月末までの確定値
年

平成 27 年

平成 28 年

平成 29 年

平成 30 年

令和元年

数

2,342

2,164

2,144

2,000

1,892

数

29

19

21

21

20

負 傷 者 数

2,901

2,666

2,684

2,514

2,321

平成 30 年

令和元年

令和２年

区 分
件
死

者

● 各年の 11 月末までの確定値
年

区 分
件

平成 28 年

平成 29 年

数

1,969

1,939

1,810

1,734

1,511

数

17

19

18

18

15

負 傷 者 数

2,416

2,441

2,284

2,137

1,769

死

者

● 各年の 11 月中の確定値
年

区 分
件

平成 28 年

平成 29 年

平成 30 年

令和元年

令和２年

数

193

188

188

160

143

数

2

5

4

2

1

負 傷 者 数

228

236

232

210

166

死

者

注：件数は事業用貨物自動車が１当となった事故件数、死傷者数はその事故により生じた
全死傷者数を計上。

大 ト 協 第２５８号
令 和 ２ 年 １２ 月

通 報
各

位
一般社団法人 大阪府トラック協会
会 長

辻

卓

史





令和２年度「原価計算活用セミナー 」
〜標準的な運賃を踏まえた荷主との取引条件見直しへの対応〜
の開催について
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ࡉ࡚ࠊᙜ༠࡛ࡣဨᴗ⪅ࡢⓙࡉࡲ⮬♫ࡢཎ౯Ỉ‽ࢆ㐺ษᢕᥱ࠸ࡓࡔࡃࡇࢆ┠ⓗࠊ

බ┈♫ᅋἲே᪥ᮏࢺࣛࢵࢡ༠ࡢ༠ຊࡢࡶࠊẖᖺࠕཎ౯ィ⟬ά⏝ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㛤ദࡋ࡚ࡲ࠸
ࡾࡲࡋࡓࡀࠊᮏᖺᗘࡣ  ᭶࿌♧ࡉࢀࡓࠕᶆ‽ⓗ࡞㐠㈤ࠖࡢ⪃࠼᪉ࡸࡑࡢ㐺⏝᪉ἲ࡞ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ
ཎ౯ィ⟬ᇶ࡙ࡃⲴ➼ࡢྲྀᘬ᮲௳ぢ┤ࡋྥࡅࡓᑐᛂ➼↔Ⅼࢆᙜ࡚ࠊୗグࡼࡾ㛤ദ࠸ࡓ
ࡋࡓ࠸⪃࠼࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᴗົఱࡈከ⏝ࡣᏑࡌࡲࡍࡀࠊ㠀ࡈཧຍࢆ㈷ࢃࡾࡲࡍࡼ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪
࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊᮏᖺᗘࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊᖺࡼࡾࡶேᩘࢆไ㝈ࡋ࡚ࡢ㛤ദ
࡞ࡾࡲࡍࡢ࡛ࠊ࠾⏦㎸ࡳࡣ  ♫ࡘࡁ  ྡࡲ࡛ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

グ


㸯㸬㛤 ദ ᪥
   ௧㸱ᖺ㸰᭶㸯㸳᪥ ᭶  㸯㸱㸸㸱㸮㹼㸯㸴㸸㸱㸮㸦ணᐃ㸧

㸰㸬㛤ദሙᡤ   ࣮ࢺ࣍ࢸࣝ㜰࣋ࢱ࣮࣡ 㸲) ࣮ࢺࢢࣛࣥࢻ࣮࣮࣒࣎ࣝࣝ㸦␎ᅗཧ↷㸧

㜰ᕷ ༊ᘚኳ㸯㸫㸰㸫㸯  σ㸮㸴㸫㸴㸳㸵㸱㸫㸱㸯㸱㸯

㸱㸬ࢭ࣑ࢼ࣮   ㅮᖌ㸸᪥ᮏ㹎㹋㹇ࢥࣥࢧࣝࢸࣥࢢᰴᘧ♫
⛯⌮ኈ࣭ᖍࢥࣥࢧࣝࢱࣥࢺ ᑠᆏ ┿ᘯ Ặ
㸦㸯㸧ཎ౯ィ⟬ࡢᇶ♏㸦ᇶ♏⦅㸧
࣭ཎ౯ィ⟬ࡢᇶᮏ₇⩦
࣭ཎ౯ィ⟬ࢩ࣮ࢺࡢ⏝᪉ἲ
㸦㸰㸧ཎ౯ィ⟬ࡢᐇ㊶㸦ᐇ㊶⦅㸧
࣭㐠⾜࣮ࣝࢺ༢ࠊྲྀᘬඛ༢ࡢཎ౯ィ⟬
࣭ᨵṇᶆ‽㐠㏦⣙Ḱࡢᑐᛂ㸦ཎ౯⟬ฟࠊ༢౯⾲ࡢタᐃ࡞㸧
㸦㸱㸧ᶆ‽ⓗ㐠㈤ࡢ⪃࠼᪉ࢆ⏝࠸ࡓཎ౯ィ⟬⤖ᯝࡢά⏝㸦ά⏝⦅㸧
࣭ᨵṇᶆ‽㐠㏦⣙Ḱࢆ㋃ࡲ࠼ࡓዎ⣙ࡢぢ┤ࡋ
࣭ྲྀᘬ᮲௳ぢ┤ࡋ΅ࡢᡂຌ
࣭㐠㈤΅ࡢ࣏ࣥࢺ

（258 − 1）

㸲㸬ཧ ຍ ㈝     ↓ ᩱ

↓ ᩱ
ࡁࡓࡿ௧㸱ᖺ㸰᭶㸳᪥㸦㔠㸧

㸳⏦㎸せ㡿     ู⣬ࠕ⏦㎸᭩ࠖᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊࡁ
ࡲ࡛㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸱㸷㸧࡛࠾⏦㎸ࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࡁࡓࡿ௧㸱ᖺ㸰᭶㸳᪥㸦㔠㸧
㸴ᐃ  ဨ     㸱㸴㸮ྡ㸦ᐃဨ࡞ࡾࡋࡔ࠸⥾ࡵษࡾࡲࡍ㸧
ࡲ࡛㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸱㸷㸧࡛࠾⏦㎸ࡃࡔࡉ࠸

㸵࠾ၥྜࡏ     ࠛ 㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す㸰㸫㸯㸯㸫㸰
㸱㸴㸮ྡ㸦ᐃဨ࡞ࡾࡋࡔ࠸⥾ࡵษࡾࡲࡍ㸧
           ୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠ࠕᴗ⯆㒊ࠖ
            㹒㹃㹊㸦㸮㸴㸧㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸱㸴
            㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸧㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸱㸷
୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠ࠕᴗ⯆㒊ࠖ

࣮ࢺ࣍ࢸࣝ㜰࣋ࢱ࣮࣡  ࠛ 㜰ᕷ ༊ᘚኳ 㸦25& ෆ㸧
7(/ 

ͤᅇࡣ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࠊᖺࡼࡾேᩘࢆไ㝈ࡋ࡚㛤ദ࠸ࡓࡋ
ࡲࡍࡢ࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢⓙᵝࡈぴ࠸ࡓࡔࡃࡓࡵࠊᮏࢭ࣑ࢼ࣮ࡢㅮ₇ෆᐜࢆື⏬

ᙳࡋࠊᚋ᪥ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ㓄ಙࡍࡿணᐃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࡇࢆࡈᢎࡃࡔࡉ
࠸ࠋ࡞࠾ࠊㅮᖌࣉࣟࢪ࢙ࢡࢱ࣮ࡢࡳࢆᙳ࠸ࡓࡋࡲࡍࡢ࡛ࠊᙜ᪥ࡈ᮶ሙࡢ᪉ࢆಶู
ᙳࡍࡿࡇࡣࡈࡊ࠸ࡲࡏࢇࠋ
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௧  ᖺ  ᭶  ᪥


ᴗ⯆㒊  ⾜



௧㸰ᖺᗘࠕཎ౯ィ⟬ά⏝ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖ

㹼ᶆ‽ⓗ࡞㐠㈤ࢆ㋃ࡲ࠼ࡓⲴࡢྲྀᘬ᮲௳ぢ┤ࡋࡢᑐᛂ㹼

ཧ ຍ ⏦ ㎸ ᭩ 


㛤 ദ ᪥

ෆ   ᐜ

㸰᭶㸯㸳᪥㸦᭶㸧

ཎ౯ィ⟬ά⏝ࢭ࣑ࢼ࣮

ฟᖍேᩘ

㸯 ྡ   

                ͤ࠾⏦㎸ࡳࡣ  ♫ࡘࡁ  ྡࡲ࡛࡛࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ


࠙␃ព㡯ࠚ 㸯㸬ཧຍ⪅ࡣࠕ㟁༟ࠖࢆࡈᣢཧࡃࡔࡉ࠸ࠋ
       㸰㸬ඛ╔㡰ࡢཷࡅࡅࡋࠊᐃဨ࡞ࡾࡋࡔ࠸⥾ࡵษࡾࡲࡍࠋ
       㸱㸬ࢭ࣑ࢼ࣮ࡢ㛤ദ㛫ࡣணᐃ࡛ࡍࠋᙜ᪥ࡢ≧ἣࡼࡾከᑡ๓ᚋࡍࡿ
ྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࢆࡈᢎ▱࠾ࡁࡃࡔࡉ࠸ࠋ



ᴗ⪅ྡ                   ࠾ྡ๓          

ᡤᒓᨭ㒊             


    㐃⤡ඛ 㹒㹃㹊㸦     㸧㸫㸦     㸧㸫㸦     㸧
㹄㸿㹖㸦     㸧㸫㸦     㸧㸫㸦     㸧


㹄㸿㹖 㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸱㸷
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大 ト 協 第２８７号
令 和３年１月

通 報
各

位
一般社団法人 大阪府トラック協会
会 長



辻

卓

史

高校生採用に関するセミナーの開催について
（ご案内）


ୗࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ᖹ⣲ࡣࠊᙜ༠ࡢ㐠Ⴀ᱁ูࡢࡈ⌮ゎࡈ༠ຊࢆ㈷ࢃࡾㄔ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗ⏺࡛ࡣேᮦ㊊ࠊࡾࢃࡅⱝᡭேᮦࡢ㊊ࡀ㢧ⴭ࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ
ࡀࠊ⏘ᴗ࡛ࡶேᮦࡀ㊊ࡍࡿ≧ἣࡢ୰࡛ⱝᡭࡢேᮦࢆ☜ಖࡍࡿࡓࡵࡣࠊ᪂ࡓ࡞ྲྀ⤌ࡳࡀ
ᚲせ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡇ࡛ࠊ㧗ᰯ⏕ࡢ᪂༞᥇⏝ࢆ᳨ウࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗ⪅➼ࢆᑐ㇟ࠊᶆグࢭ࣑ࢼ࣮ࢆୗグࡼ
ࡾ㛤ദࡍࡿࡇ࠸ࡓࡋࡲࡋࡓࠋ
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊ㠀ࡇࡢᶵࡈཧຍ࠸ࡓࡔࡁࠊⱝᡭேᮦ☜ಖࡢ୍ຓࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍ
ࡼ࠺࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
グ
㸯㸬㛤ദ᪥   ௧㸱ᖺ㸰᭶㸰㸴᪥㸦㔠㸧༗ᚋ㸰㹼㸲
㸰㸬㛤ദሙᡤ   ࣮ࢺ࣍ࢸࣝ㜰࣋ࢱ࣮࣭࣡㸱㝵
         ࠛ 㜰ᗓ㜰ᕷ

༊ᘚኳ㸯㸫㸰㸫㸯

㸱㸬ෆ  ᐜ   㧗ᰯ⏕ࡢ᪂༞᥇⏝ࢆ⾜ࡗࡓࡇࡀ࡞࠸ᴗ⪅➼ࢆᑐ㇟᥇⏝άືࢆ⾜
࠺ୖ࡛ࡢᇶ♏ⓗ࡞ὶࢀࠊ㧗ᰯ᪂༞⪅ࡢ᥇⏝ࢆᐇࡋ࡚࠸ࡿᴗࡢᐇ
ࡘ࠸࡚ㅮ⩏ࢆ⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ
㸲㸬ㅮ₇ࢸ࣮࣐ ࠗ͆㉸ࡾᡭᕷሙ͇ 㧗ᰯ⏕᥇⏝ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࢆὙ࠸ฟࡏ㸟࠘
         㹼⾜ᨻ࣭㧗ᰯ⌧ሙ࣭ᴗᢸᙜ⪅ࠊࡑࢀࡒࢀࡢゅᗘࡽ⪃࠼ࡿ㹼
ㅮ₇ձࠕ㧗ᰯ⏕᥇⏝ࡢᇶᮏ㸦௬㸧
ࠖ       㜰ປാᒁࡈᢸᙜᐁ
         ㅮ₇ղࠕ㧗ᰯ⏕ࢆ᥇⏝ࡍࡿ࠶ࡓࡾࠖ  㧗➼Ꮫᰯ ࡈᢸᙜ⪅
ㅮ₇ճࠕࢺࣛࢵࢡࢻࣛࣂ࣮࠸࠺ࡢ㨩ຊⓎಙ㸦௬㸧ࠖ
ᰴᘧ♫ࢵࢸ࣑࣮ ࡈᢸᙜ⪅

㸳㸬ᐃ  ဨ   㸯㸮㸮ྡ㸦ඛ╔㡰ࡋࡲࡍ㸧

 㸴⏦㎸ࡳ   ௧㸰ᖺ㸰᭶㸯㸶᪥㸦ᮌ㸧ࡲู࡛⣬ᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊ㹄㸿
㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳୗࡉ࠸ࠋ
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㸵㸬ඹ   ദ   㹍㹑㸿㹉㸿ࡋࡈࣇ࣮ࣝࢻ୰ᑠᴗேᮦᨭࢭࣥࢱ࣮

㸶㸬᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑ㜵Ṇࡢࡓࡵࡢᑐᛂࡘ࠸࡚
࣭ཷࣝࢥ࣮ࣝᾘẘయ

ࡢ᳨

ࡈ༠ຊ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ

࣭ㅮ⩦୰ࡣࠊሙࡢẼࡢࡓࡵࠊ❆ࢆ㛤ࡅࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡃሙྜࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
࣭ᡭὙ࠸ࡸတ࢚ࢳࢣࢵࢺࡢບ⾜࡞୍⯡ⓗ࡞ឤᰁᑐ⟇ࡢᚭᗏࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
࣭Ⓨ⇕➼ࡢ㢼㑧≧ࡀぢࡽࢀࡿሙྜࡸࠊ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫ⨯ᝈࡋ⒵ࡋ࡚࠸࡞࠸ሙྜ
ࡣཷㅮࢆ࠾᥍࠼ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
࣭ཷㅮࡢ㝿ࡣࠊ࣐ࢫࢡࢆ╔⏝ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤᚋࡢឤᰁᣑ≧ἣࡼࡗ࡚ࡣࠊᛴ࡞୰Ṇ࡞ࡿྍ⬟ᛶࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

㸷㸬࠾ၥྜࡏ   ୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠ ⏬ᐊ σ 

࠙ሙࢡࢭࢫࠚ


㏻ࡢࡈෆ
-5 㜰⎔≧⥺࣭㜰࣓ࢺࣟ୰ኸ⥺ ᘚኳ⏫㥐ୗ㌴ࡍࡄ
ͤᙜ᪥ࡣࠊ㥔㌴ሙ㝈ࡾࡀࡈࡊ࠸ࡲࡍࡢ࡛බඹ㏻ᶵ㛵ࢆࡈ⏝࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡼ࠺ࠊ
࠾㢪࠸࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
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௧  ᖺ  ᭶  ᪥

୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠
 ⏬ ᐊ  ⾜


㧗ᰯ⏕᥇⏝㛵ࡍࡿࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⏦㎸᭩

   

௧㸱ᖺ㸰᭶㸰㸴᪥㸦㔠㸧㛤ദࡢᶆグࢭ࣑ࢼ࣮
ୗグࡢ࠾ࡾ⏦ࡋ㎸ࡳࡲࡍࠋ


   ᴗ⪅ྡ                     
   ཷㅮ⪅Ặྡ                     
   ᡤ ᒓ ᨭ 㒊     ᨭ㒊
    ♫ ఫ ᡤ                     
   㐃 ⤡ ඛ                     
   㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
ͤඛ╔㡰ࠊᐃဨ㸯㸮㸮ྡ㐩ࡋḟ➨⥾ࡵษࡾࡲࡍࠋ
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大 ト 協 第２８８号
令 和３年１月

通 報
各

位
一般社団法人 大阪府トラック協会
会 長

辻

卓

史

「人材確保に必須！ホームページ活用の“キモ”」セミナーの開催について
ୗࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ᖹ⣲ࡣࠊᙜ༠ࡢ㐠Ⴀ᱁ูࡢࡈ⌮ゎࡈ༠ຊࢆ㈷ࢃࡾㄔ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊᆺⓗ࡞ປാ㞟⣙ᆺ⏘ᴗ࡛࠶ࡿ⚾ࡶࢺࣛࢵࢡ㐠㏦ᴗ⏺ࡾࡲࡋ࡚ࠊࡢປാ
ຊ㊊ࡣࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ
ࡇࡢၥ㢟ゎᾘࡢࡓࡵࡣࠊᚑ᮶ࡢࡼ࠺⤒㦂⪅ࡸ㌿⫋⪅ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊዪᛶࡸⱝᖺᒙ࡞
ᖜᗈ࠸ᒙࢆᑐ㇟ồேάືࢆ⾜࡞ࡗ࡚࠸ࡃࡇࡀ㔜せ࡞ࡾࡲࡍࠋ
ࡑࡢࡓࡵࡢ୍ຓࡋ࡚ࠊᅇࡣᖜᗈ࠸ᒙࡢேᮦാࡁࡅࡿࡓࡵࡢ㔜せ࡞ࢶ࣮ࣝ࡞ࡿ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪࡢά⏝ࡘ࠸࡚ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ࢆᖺᘬࡁ⥆ࡁୗグࡼࡾ㛤ദ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
ࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊⓙࡉࡲࡣ㠀ࡈཧຍࢆ㈷ࢃࡾࡲࡍࡼ࠺ࡼࢁࡋࡃ࠾㢪࠸⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
࡞࠾ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ෆᐜࡘࡁࡲࡋ࡚ࡣࠊᇶᮏⓗࡣᖺྠෆᐜ࡞ࡿࡇࢆ⏦ࡋῧ࠼ࡲࡍࠋ
ͤ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫឤᰁᣑࡢᅜෆໃࡼࡗ࡚ࡣ࡛࢜ࣥࣛࣥ㛤ദࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ

グ
㸯㸬㛤ദ᪥   ௧㸱ᖺ㸱᭶㸯㸷᪥㸦㔠㸧༗ᚋ㸱㹼㸳㸦ணᐃ㸧
㸰㸬㛤ദሙᡤ   㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ⥲ྜ㤋 ◊ಟࢭࣥࢱ࣮࣭㸴㸮㸯ྕᐊ
          ࠛ 㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す㸰㸫㸯㸯㸫㸰
㸱㸬ෆ  ᐜ   ேᮦ☜ಖຠᯝⓗ࡞࣮࣒࣮࣍࣌ࢪά⏝ࡢ㔜せᛶࡸࡑࡢ୰㌟ࡘ࠸࡚ࠊ
ㅮ⩏࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ㸦㸲ே࣭㸳ࢢ࣮ࣝࣉ㸧࡛⾜࡞࠸ࡲࡍࠋ
㸲㸬ᑐ  ㇟   ேᮦ☜ಖࢆ┠ᣦࡍᴗ⪅࡛ࠊࡇࢀࡽ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢά⏝ࢆணᐃ
ࡉࢀ࡚࠸ࡿᴗ⪅㸦⤒Ⴀ⪅࠾ࡼࡧேᢸᙜ⪅➼㸧
㸳㸬ㅮ  ᖌ   㜰ᗓࡼࢁࡎᨭᣐⅬ ࢥ࣮ࢹࢿ࣮ࢱ࣮ ୰㎷ ୍ᾈ Ặ
㸴㸬ᐃ  ဨ   㸰㸮ྡ㸦ඛ╔㡰ࡋࠊᐃဨ࡞ࡾḟ➨⥾ࡵษࡾࡲࡍ㸧
 㸵㸬┦ㄯ   ࢭ࣑ࢼ࣮⤊ᚋࠊಶู┦ㄯࢆ㛤ദࡋࡲࡍࠋ┦ㄯࡣண⣙ไࡉࡏ࡚
࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࡢ࡛ࠊู⣬ࡼࡾண⣙ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡲࡍࠋ
㸶㸬⏦㎸ࡳ   ࢺ༠࣮࣒࣮࣍࣌ࢪ㸦KWWSVZZZWUXFNRUMS㸧ࡢࢭ࣑ࢼ࣮ㅮ⩦➼
        

ࡢ࣮࣌ࢪ࠶ࡿ⏦㎸ࣇ࢛࣮࣒ࡽ㸦ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ➼ู࡛⣬ࡢ㹏㹐ࢥ࣮

        

ࢻ࡛ㄞࡳྲྀࡗ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࡽ⏦㎸ࣇ࢛࣮࣒ࡀ㛤ࡁࡲࡍ㸧ࠊู⣬ᚲせ

        

㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊ㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳ
ࡃࡔࡉ࠸ࠋ 

 㸷㸬࠾ၥྜࡏ   ୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠ ⏬ᐊ
㹒㹃㹊 㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸮㸯
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௧㸱ᖺ  ᭶  ᪥

୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠
 ⏬ ᐊ  ⾜


ࠕேᮦ☜ಖᚲ㡲㸟࣮࣒࣮࣍࣌ࢪά⏝ࡢ͇͆࢟ࣔ
ࠖࢭ࣑ࢼ࣮⏦㎸᭩


௧㸱ᖺ㸱᭶㸯㸷᪥㸦㔠㸧㛤ദࡢᶆグࢭ࣑ࢼ࣮
ୗグࡢ࠾ࡾ⏦ࡋ㎸ࡳࡲࡍࠋ

    ♫ ྡ           ᡤᒓᨭ㒊    ᨭ㒊
   

   ཷㅮ⪅Ặྡ                     
    ♫ ఫ ᡤ                     
   㐃 ⤡ ඛ                     
   ࣓࣮ࣝࢻࣞࢫ                     
   ಶ ู ┦ ㄯ    ᕼᮃࡍࡿ ࣭ ᕼᮃࡋ࡞࠸     


















♫࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᭷↓    ࠶ࡾ   ࣭ ࡞ࡋ                
࢜ࣥࣛࣥ㛤ദኚ᭦ࡢሙྜ
        ཧຍࡍࡿ  ࣭ ཧຍࡋ࡞࠸      
ͤࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ⎔ቃ࣓࢝ࣛࡁࡢࣃࢯࢥࣥࡀᚲせ

 
ͤᐃဨ㸰㸮ྡ㐩ࡋḟ➨⥾ࡵษࡾࡲࡍࠋ
   ࡛ͤ࢜ࣥࣛࣥ㛤ദ࡞ࡗࡓሙྜࡣୖグ࠾㟁ヰ␒ྕ࠶࡚ಶู࡛
ࡈ㐃⤡࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ ᐇ᪉ἲࡣู㏵ࡈෆ࠸ࡓࡋࡲࡍ 

㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ࢫ࣐࣮ࢺࣇ࢛ࣥ➼࡛ࡇࡕࡽࡢ㹏㹐ࢥ࣮ࢻࢆㄞࡳྲྀࡗ࡚㡬ࡁࡲࡋࡓࡽ࣍
࣮࣒࣮࣌ࢪࡢ⏦ࡋ㎸ࡳࣇ࢛࣮࣒ࡀ㛤ࡁࡲࡍࡢ࡛ࡑࡕࡽࡽ࡛ࡶ࠾⏦㎸ࡳ
㡬ࡅࡲࡍࠋ
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大 ト 協 第２８９号
令 和３年１月

通 報
各

位
一般社団法人 大阪府トラック協会
会 長



辻

卓

史

働き方改革セミナーの開催について（ご案内）


ୗࠊࡲࡍࡲࡍࡈΎ⚈ࡢࡇ࠾႐ࡧ⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ
ᖹ⣲ࡣࠊᙜ༠ࡢ㐠Ⴀ᱁ูࡢࡈ⌮ゎࡈ༠ຊࢆ㈷ࢃࡾㄔ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ
ࡉ࡚ࠊാࡁ᪉ᨵ㠉㛵㐃ἲࡢ࠺ࡕྠ୍ປാ࣭ྠ୍㈤㔠ࡿุ᩿ࡢ┠Ᏻ࡞ࡿ㔜せุ
ࡘ࠸࡚ࡣࠊᖹᡂ  ᖺ  ᭶ࣁ࣐࢟ࣙ࢘ࣞࢵࢡࢫ௳ࠊ㛗⃝㐠㍺௳ࡢ୧᭱㧗ุࡀ♧ࡉࢀ
࡚௨㝆ࠊ࠸ࢃࡺࡿᪧປാዎ⣙ἲ  ᮲ࢆࡵࡄࡿ㔜せ࡞ປാุࡀḟࠎ♧ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊ
ࡇࢀࡽุࡢ࣏ࣥࢺࢆศࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋࠊྛᴗᡤ࠾࠸࡚㐺ษ࡞ປົ⟶⌮ࢆ㐍ࡵ࡚࠸
ࡃࡇࢆ┠ⓗࡋ࡚ࠕാࡁ᪉ᨵ㠉ࢭ࣑ࢼ࣮ࠖࢆ㜰ேᮦ☜ಖ᥎㐍㆟㸦㐠㍺ศ⛉㸧ᵓᡂᅋ
య㐃ᦠࡋ࡚ᐇ࠸ࡓࡋࡲࡍࠋ
࠶ࢃࡏ࡚ࠊ⮬ື㌴㐠㏦ᴗᦠࢃࡿ㐠㌿⪅ࡢປാ᮲௳ࡸປാ⎔ቃࢆ➨୕⪅ᶵ㛵ࡀホ౯࣭ㄆ
ドࡍࡿࠕാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙㄆドไᗘࠖࡢ⤂ࠊࢭ࣑ࢼ࣮ᚋປാ┦ㄯࢆタࡅࡿࡇ࡛ࠊཧ
ຍᴗࡢປാ⎔ቃࡢྥୖປࢺࣛࣈࣝゎỴࡢᨭࡶ⾜࠺ࠋ

グ
㸯㸬㛤ദ᪥   ௧㸱ᖺ㸱᭶㸯㸴᪥㸦ⅆ㸧༗ᚋ㸰㹼㸲  ศ
㸰㸬㛤ദሙᡤ   㸦୍♫㸧㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠㸴㝵 ㆟ᐊ
         㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す  㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ⥲ྜ㤋ෆ
㸱㸬ෆ  ᐜ  
ࠕیാࡁ᪉ᨵ㠉ࢭ࣑ࢼ࣮ 㹼ྠ୍ປാྠ୍㈤㔠㹼ࠖ㸸 㹼㸸㸦 ศ㸧
   ͤ㉁ᛂ⟅  ศྵࡴ
᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑࡼࡿᴗᴗ⦼ࡢᝏక࠸ࠊᚋቑຍࡍࡿᛮࢃࢀ
ࡿṇつ㞠⏝௨እࡢ㞠⏝ᙧែࡢປാዎ⣙⪅ࠊࡑࢀక࠸㢧ᅾࡍࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠕྠ
୍ປാྠ୍㈤㔠ࠖࡢၥ㢟ࡘ࠸࡚ᚲせ࡞▱㆑ࢆゎㄝࡋࡲࡍࠋ
ۑㅮᖌ 㜰ാࡁ᪉ᨵ㠉᥎㐍ᨭ࣭㈤㔠┦ㄯࢭࣥࢱ࣮ᡤᒓࡢ♫ಖ㝤ປົኈ

ࠕیാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙㄆドไᗘࠖࡈෆ㸸㹼㸸㸦 ศ㸧
ാࡁ᪉ᨵ㠉✚ᴟⓗྲྀࡾ⤌ࡴᴗࢆᛂࡍࡿไᗘࡋ࡚௧㸰᭶㸷᭶㸯㸴᪥ࡽㄆ
ド⏦ㄳࡢཷࢆࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠕാࡁࡸࡍ࠸⫋ሙㄆドไᗘࠖࡢ┠ⓗࠊㄆドྲྀᚓࡢ࣓ࣜࢵ
ࢺ࡞ࢆศࡾࡸࡍࡃゎㄝࡋࡲࡍࠋ
ۑㅮᖌ $,* ᦆᐖಖ㝤ᰴᘧ♫ യᐖ࣭་⒪ಖ㝤㒊㛵すᆅᇦᴗᮏ㒊㥔ᅾ
$㸤+ ᢸᙜ㒊㛗┾㘠ㄋᚿẶ
̿  ศఇ᠁ 㹼ᶍᵝ᭰࠼㹼 ̿
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ࠕیປാ┦ㄯࠖ㸸 㹼㸸㸦 ศ㸧
ࢭ࣑ࢼ࣮⤊ᚋࠊཧຍ⪅ࡽᐤࡏࡽࢀࡿປാ┦ㄯᑐᛂࡍࡿࡓࡵປാ┦ㄯࢆేタࡍࡿࠋ

┦ۑㄯဨ ࢭ࣑ࢼ࣮ㅮᖌࠊ㜰ᗓປാ┦ㄯࢭࣥࢱ࣮⫋ဨ㸦㸰ྡ㸧
       ྛ  ศ ࣐ࢥ ݳປാ┦ㄯ  ேᑐᛂྍ


㸲㸬ᐃဨ㸴㸮ྡ㸦ඛ╔㡰ࡋࡲࡍ㸧
㸳 ⏦㎸ࡳ   ู⣬ᚲせ㡯ࢆࡈグධࡢୖࠊ㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧
࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳୗࡉ࠸ࠋ
㸴㸬࠾ၥྜࡏ   ୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠ ⏬ᐊ σ 
          㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す   㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ⥲ྜ㤋ෆ
     

         

 ദ㸸
㸸㸦୍♫㸧㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠
ඹ ദ㸸
㸸㜰ᗓࠊ㜰ാࡁ᪉ᨵ㠉᥎㐍ᨭ࣭㈤㔠┦ㄯࢭࣥࢱ࣮
༠ ຊ㸸
㸸㜰ேᮦ☜ಖ᥎㐍㆟ࠊ㜰ᕷᇦປാࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥎㐍㆟
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௧  ᖺ  ᭶  ᪥


୍⯡♫ᅋἲே㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ༠
 ⏬ ᐊ  ⾜


ാࡁ᪉ᨵ㠉ࢭ࣑ࢼ࣮ཧຍ⏦㎸᭩

   

௧㸱ᖺ㸱᭶㸯㸴᪥㸦ⅆ㸧㛤ദࡢᶆグࢭ࣑ࢼ࣮
ୗグࡢ࠾ࡾ⏦ࡋ㎸ࡳࡲࡍࠋ


   ཷㅮ⪅Ặྡ                     
    ♫ ྡ                     
   ᡤ ᒓ ᨭ 㒊     ᨭ㒊
    ♫ ఫ ᡤ                     
   㐃 ⤡ ඛ                     
ປാ┦ㄯཧຍ   ᕼᮃࡍࡿ ࣭ ᕼᮃࡋ࡞࠸    

   㹄㸿㹖㸦㸮㸴㸫㸴㸷㸴㸳㸫㸲㸮㸯㸷㸧࡛࠾⏦ࡋ㎸ࡳࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ͤඛ╔㡰ࠊᐃဨ㸴㸮ྡ㐩ࡋḟ➨⥾ࡵษࡾࡲࡍࠋ


ͤ᪂ᆺࢥࣟࢼ࢘ࣝࢫࡢឤᰁᣑ㜵ṆࡢほⅬࡽࠊࢯ࣮ࢩࣕࣝࢹࢫࢱ
ࣥࢫ࡛ࡢᑐᛂࢆᐇࡋ࡚࠾ࡾࡲࡍࠋ࣐ࢫࢡ╔⏝᳨࣭ ჾࡢࡈ༠ຊࡢ᪉ࠊ
ᐅࡋࡃ࠾㢪࠸⮴ࡋࡲࡍࠋ
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㝣⅏㜵㏻ሗ
          
陸災防通報

各

         

陸 災 防 大 第４４号

令 和 ２ 年 １２ 月

位
大阪労働局長・登録講習機関第10号
登録満了日：令 和６年１２月２４日
陸上貨物運送事業労働災害防止協会
大阪府支部長 中 原
毅

「安全衛生推進者養成講習」 開催のご案内

ປാᏳ⾨⏕ἲ ➨  ᮲ࡢ  ࡛ࡣࠊᖖ  ே௨ୖ  ேᮍ‶ࡢປാ⪅ࢆ⏝ࡍࡿᴗሙ
࠾࠸࡚ࡣࠊᏳ⾨⏕ᴗົࢆᢸᙜࡍࡿᏳ⾨⏕᥎㐍⪅ࡢ㑅௵ࡀ⩏ົࡅࡽࢀ࡚࠸ࡲࡍࠋ
ᮏㅮ⩦ࡣࠊྠἲ࡛ᐃࡵࡿ㒔㐨ᗓ┴ປാᒁ㛗ࡢⓏ㘓ࢆཷࡅࡓ⪅ࡀ⾜࠺ㅮ⩦࡛࠶ࡾࠊࡇࡢᶵ
ࡐࡦᚑᴗဨ㈨᱁ྲྀᚓࢆࡉࢀࡲࡍࡼ࠺ࡈෆ⏦ࡋ࠶ࡆࡲࡍࠋ

㸯㸬ㅮ⩦᪥⛬ 


᭶   ᪥

   㛫

 ᪥┠

௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦᭶㸧

 
  㹼  
 

 ᪥┠

௧  ᖺ  ᭶  ᪥㸦ⅆ㸧


  㹼  


Ꮫ ⛉

㸰㸬ሙ  ᡤ
㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す 㸫㸫 㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ⥲ྜ㤋

㸱㸬ཷㅮᩱ
   㝣⅏㜵ဨ    㸦ࢸ࢟ࢫࢺ௦➼ࡣࠊᙜᨭ㒊ࡀ㈇ᢸ㸧
㠀  ဨ    㸦ࢸ࢟ࢫࢺ௦࣭⾲♧ࣉ࣮ࣞࢺ௦ࡢ   ࢆྵࡴࠋ
㸧

㸲㸬⏦㎸ࡳせ㡿
㸦㸧⥾
⥾ษࡾ᪥ࡲ࡛ࠊᚲせ᭩㢮୍ᘧ㸦⏦㎸᭩ࠊ┿  ᯛ㹙⣬࣮࢝ࣛࢥࣆ࣮ྍ㹛ࠊཷ
ㅮᩱࢆῧ࠼࡚ࡈᥦฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ



⏦㎸᭩ᥦฟ⥾ษ᪥

᭶᪥ ⅆ 


⥾ษ᪥ࡲ࡛ᚲせ᭩㢮ࡢᥦฟࡀ࡞࠸ሙྜࡣࠊ⏦㎸ࡳࢆྲྀࡾᾘࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡍࠋ
᪤⣡ࡢཷㅮᩱ➼ࡣࠊḞᖍࡢሙྜࢆྵࡵࠊྲྀࡾᾘࡋࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ㏉㔠࠸ࡓࡋࡲࡏࢇࠋ
㸦㸧⏦㎸ࡳඛ
ᙜᨭ㒊ࡲ࡛┤᥋ࡈᥦฟ࠸ࡓࡔࡃࠊⱝࡋࡃࡣ㒑౽ ⌧㔠᭩␃ ࡼࡾࡈᥦฟࡃࡔࡉ࠸ࠋ

ࠛ 㜰ᕷᇛᮾ༊㬠㔝す 㸫㸫 㜰ᗓࢺࣛࢵࢡ⥲ྜ㤋ෆ
㝣ୖ㈌≀㐠㏦ᴗປാ⅏ᐖ㜵Ṇ༠ 㜰ᗓᨭ㒊
㟁ヰ 㸫㸫

㸦㸧⏦㎸⏝⣬
   ᙜෆࡢᮎᑿ࣮࣌ࢪῧࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢཪࡣ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪᥖ㍕ࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢ
ࢆࡈά⏝ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦$ ࢧࢬ⏝⣬㸧K
KWWSVZZZWUXFNRUMSSXEOLFVLQGH[
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   陸災防大第４
      ９号
   

陸災防通報
㝣⅏㜵㏻ሗ
各

令 和３年１月

位

陸上貨物運送事業労働災害防止協会

中

大阪府支部長

原

毅

「 安全管理者選任時研修 」 開催のご案内
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