
 
広報とらっく 11月 1日号の主な項目 

 
○１面 
 ・自民党トラック議連総会で最重点要望事項を説明 
  「高速道路積極活用への諸施策実現」など４項目 
   公明党トラック問題議員懇話会 にも要望事項説明 
・第 48 回 全国トラックドライバー・コンテスト 

   プロトラック ドライバー 日本一 井上 誠さん（４トン 神奈川） 
   石井啓一国交大臣が初視察 
 
○２面 
【ニュースターミナル】 
（全ト協） 
 ・「事業分野別経営力向上推進機関」に認定  

運送事業者の生産性向上へ 総合的支援体制を整備 
 ・「危険物荷卸し時相互立会い推進全国一斉キャンペーン」を展開 

タンクトラック・ 高圧ガス部会  
（都道府県ト協） 
 ・滋賀特産品ＰＲイベン トに輸送で協力 滋賀県トラック協会 
（トラックステーション） 
 ・浴室を一時休業 東神トラックステーション 
（中企庁） 
 ・資金繰り支援を強化 即日運用開始 
 ・鳥取地震で中小対策 災害復旧貸付など実施 
 ・熊本地震の中小支援 １年間適用を延長 
（1 面関連） 
 ・自民党トラック議連総会出席者一覧 
【連載(1)】 
 ・危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編 
   〔第 81 回〕「スーパーのある道路の走行」 
 ・法令○×クイズ～数字編～ 
 
○３面 
【ニュースターミナル】 
（国交省） 

http://www.jta.or.jp/kikaku/truck_giren/truck_giren20161018.html
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/drcon/drcon16/driver_contest_48th_.html
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/2016/161012kyoka.htm
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/yusoundo/kikenbutsu_tanaoroshi_campaign2016.html
http://www.shiga-ta.or.jp/
http://www.jta.or.jp/truckstation/station/pdf/toshin_ts20161025.pdf
http://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/2016/161020kinyu.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2016/161024saigai.htm
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/antei/2016/161025saigai.htm


 ・ダブル連結トラック実験参加者公募 中継輸送の実験も想定 
 ・改正物効法で認定第１号 藤沢でヤマトが一括宅配 
 ・生産性向上方策に関するガイドライン策定へ 第 1 回ＷＧを開催 
 ・平成 28 年国土交通大臣表彰 トラック関係 68 人が受賞 
（警察庁） 
 ・事業用トラック死亡事故件数 26 件減少 平成 28 年９月末 
（日貨協連） 
 ・『事業用トラックドライバー研修テキスト』 

 11 月 1 日から会員向け特別割引先行受付開始 
（ＮＡＳＶＡ） 
 ・「安全マネジメントセミナー」を開催 ＮＡＳＶＡ 
（ＬＥＶＯ） 
 ・環境対応型ディーゼルトラック補助事業  申請要件を緩和 ＬＥＶＯ 
【連載(2)】 
  ・トラック運送事業者のための経営のヒント 
   第 173 回 「得意分野を生かすサービスの創造」 
                   物流ジャーナリスト 森田 富士夫氏 
 ・労務Ｑ＆Ａ 
   第 124 回 「トラック運送業などに対する労基署の監督指導結果の内容は」 
 
○４面 
【第 48 回 全国トラックドライバー・コンテスト特集】 
 ・内閣総理大臣賞 受賞記念インタビュー 
  プロトラックドライバー日本一  
 『憧れのトラックドライバー  転職し「夢」かなえる』 
             4 トン部門優勝 井上 誠（いのうえ・まこと）さん 

 ㈱日立物流南関東 神奈川輸送営業所 
  ・各部門入賞者一覧 
・各部門優勝者インタビュー 

  『「やさしい運転」が無事故に繋がる』 
             11 トン部門優勝 平岡 誠次（ひらおか・せいじ）さん 

 日本通運㈱ 倉敷支店 東鐡事業所 
  『安全運転の秘訣は十分な睡眠による健康管理』 
             トレーラ部門優勝 石神 孝信（いしがみ・たかのぶ）さん 

 日本通運㈱ 中京コンテナ支店 
 名古屋コンテナセンター 

http://www.mlit.go.jp/report/press/road01_hh_000759.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/tokatsu01_hh_000279.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000109.html
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo03_hh_000179.html
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/jiko/jyudaijiko_shukei201609.pdf#search='%E8%AD%A6%E5%AF%9F%E5%BA%81+%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E4%BA%8B%E6%95%85%E4%BB%B6%E6%95%B0+%E5%B9%B3%E6%88%90+28+%E5%B9%B4%EF%BC%99%E6%9C%88%E6%9C%AB'
https://www.nikka-net.or.jp/information/?id=219
http://www.nasva.go.jp/
http://www.levo.or.jp/fukyu/hojokin/h28_index.html
http://www.jta.or.jp/kotsuanzen/drcon/drcon16/result.pdf


『「諦めなければ 必ず道は拓ける」と知った』 
女性部門優勝 松本 恭子（まつもと・やすこ）さん 

 中央エース物流㈱ 厚木営業所 
 
 ・特別賞  国土交通大臣賞  

11 ㌧部門・松井 謙顕さん（カリツー㈱ 刈谷 北営業所） 
全日本トラック協会長特別賞 
４㌧部門・小椋 英治さん（㈱日立物流西日本 兵庫営業所） 

 ・写真で振り返る 『第 48 回全国トラックドライバー・コンテスト』 ダイジェスト 
 
○５面 

・シリーズ 物流経営士に聞く 第８回 
 『資格取得を通じて芽生えた『業界全体の発展』への思い」 
     ―学んだこと、仲間・先輩との出会いは大きな財産― 
小倉 正也（おぐら・まさや）氏（茨城流通サービス㈱ 取締役管理部長）  
東京都トラック協会第 16 期物流経営士課程修了 物流経営士認定番号「１６１４」 

 
 【街で見かけたおもしろとらっく】64 
「秋田県湯沢市ＰＲトラック」 （秋田県湯沢市 川連運送㈱） 

  
【連載(3)】 
 ・タイヤケアホントの話 
   第 66 回 「期待が高まる『冬用タイヤ自動判定装置』」 
                      タイヤジャーナリスト 渡辺 剛満氏 
 
○６面 
・物流あちこち 第 34 回 

離職を阻止する決め手は「福利厚生の充実化」  
従業員満足度をアップさせて優秀な人材を確保             

   ジョブ・ローテーションにより会社の底力を強化 
青森県 ㈱みどり  

＜物流彼方此方 特別編＞ 
【女性社員座談会】 

女性の視点から見る「働きやすい運送業界」とは  
女性活躍のキーワードは「理解の深さ」 

 

http://www.irs-eco.net/index.html
http://www.city-yuzawa.jp/
http://www.kawatsuraya.jp/coltd/
http://www.kkmidori.co.jp/


○７面 
 【連載(4)】 
 ・危険予知訓練（KYT）シート：交通事故防止編 
   〔第 81 回〕「スーパーのある道路の走行」の解説 
 ・食の新旧街道を行く－俯瞰食文化学の視点から－ 
   第 94 回 「卵かけご飯の道」 うま、早、安の元祖ＴＫＧ 
              フードジャーナリスト、食文化研究家 向笠 千恵子氏 
 ・「しんちゃん」 第 14 回 前川 しんすけ氏 
 ・法令○×クイズ～数字編～の解答 
 
○８面 
 ・10 月９日はトラックの日 
  全国各地で多彩なイベント開催 

〜トラックは生活（くらし）と経済のライフライン〜                    
   北海道 十勝地区 子ども向け絵本読み聞かせイベントを実施 

山 形 「トラックの森」植樹祭開催、12 年間で 7,000 本植樹 
神奈川 さまざまなショーで交通安全楽しく学ぶ 
石 川 清掃活動「クリーン作戦 2016」で社会貢献 
岐 阜 子どもたちに「トラックとふれあう場」を提供 
兵 庫 クイズやスタンプラリー通じトラック輸送を PR 
島 根 イベントでの業界 PR と環境保全活動を実施 
香 川 体験型イベントを展開 家族連れでにぎわう 
熊 本 復興誓いロアッソ熊本サンクスマッチを開催 
沖 縄 トラックの荷台をステージにラジオの公開生放送 

 
 ・『全日本トラック協会 presents ドライバーズ・リクエスト』 
  11 月 18 日 「物流経営士特集」 

 物流経営士・富士陸送㈱（東京都大田区）山本 由起子代表取締役 
 

【連載(5)】 
 ・こちら広報室『四季折々』102 
 

http://www.hta.or.jp/
http://www.yta.or.jp/
http://www.kta.or.jp/pub/index.html
http://www.ishitokyo.or.jp/
http://www.gitokyo.or.jp/
http://www.hyotokyo.or.jp/
http://www.shimane-torakyo.com/
http://www.kagawa-truck.jp/
http://www.kuma-ta.com/
http://okitora.or.jp/
http://www.jta.or.jp/coho/radio/radio.html

