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■第５５期通常総会を開催
去る５月２１日（木）午後２時００分よりＪＲ蒲

田駅西口プラザ・アペアにて第５５期通常総会が開

催されました。司会の岡村重信理事により開会を宣

言、出席者数が発表され、組合員数９５名、本人出

席４０名、委任状出席３８名、計７８名の出席によ

り総会が法的に有効数を満たしていることが確認さ

れました。式次第に従い植田理事長が挨拶されまし

た。

続いて梶初男副理事長が議長に選出され、議案の審

議に入りました。

本日はたいへんお忙しい中、総会にご出席いただ

きましてありがとうございます。

さて昨年を振り返ってみますと、前半７・８月は

燃料高騰を経験し、そして価格が下降しだしたとこ

ろに世界金融不安が広がり、荷主からの受注激減で

たいへん厳しい状況となりました。

組合においても、３月末時点で組合員数が３社減

の９５社となり、既存組合員でも減車の影響で共同

車庫の利用率が大幅に低下しました。また高速道路

事業では料金引下げ自体は利用者にメリットがある

ものの、組合の大口・多頻度割引の収入が減少し、

ました。さらに１枚あたり３万円超のハードルを超

えるためにみなさまがたには利用の少ないカード返

第１号議案

平成２０年度事業報告ならびに決算承認および

剰余金処分決定の件（監査報告）

１．当期未処分剰余金

 当期純利益金 42,873,944

 前期繰越金 1,937,729

２．剰余金処分額

 教育情報費用繰越金 2,300,000

 特別積立金 5,000,000

 建物修繕積立金 8,000,000

▲総会の模様

▲植田昌宏理事長

納のお願いをするなどご協力をいただき、現在まで

割引条件を下回る事態まで至っていません。しかし

他の協組では契約者単位割引収入を受けられなくな

るところが発生しました。この点については今後十

分に留意してゆかなければいけないと考えてていま

す。こうした中、組合では組合員の期末の資金繰り

を支援するため特別貸付を実施し１０社の組合員に

ご利用いただきました。さらにトラック運送事業者

の構造改善支援事業の円滑な申請のため説明会や申

請書作成支援を行いました。今現在第２次の申請が

行われていますのでぜひともご利用いただきたいと

思います。このように厳しい経済状況のもと、組合

の当期利益は減少しましたが、ねんとか昨年並の利

用分量配当を確保し、当初予算に近い決算とするこ

とができましたことにお礼申し上げます。今年は昨

年以上に厳しい運営を余儀なくされることとなりま

しょうが、皆様方といっしょに難局を乗り切ってゆ

きたいと思いますのでご協力のほどよろしくお願い

申し上げます。
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 出資配当金（年３％） 3,357,360

 利用分量配当金 23,879,000

 処分額合計 42,536,360

３．次期繰越金 2,275,313

第２号議案

平成２１年度事業計画、収支予算ならびに経費

の賦課金およびその徴収方法の件

①本年度の賦課金総額は 17,833,200 円とし次

の方法により徴収する。ただし、普通自動車

１両を小型自動車（標記トン数２トンまで）

２両に換算し他府県ナンバーの車両を含めた

全保有車両とする。ただし、貨物軽自動車事

業専業者に限り軽自動車は小型自動車に準ず

る（３月末日現在の車両）。

・店頭割会費 １社（店）月額

  7,500 円

・車両割会費 １両につき

  300 円

ただし、賦課金の１ヶ月限度額は 25,000 円

とする

②徴収方法

年４期に分けてその期の初めに当期３ヶ月分を

前納するものとする。

第３号議案

平成２１年度借入金残高の最高限度額決定の件

本年度の借入金残高の最高限度額は４０億円と

する。

第４号議案

１組合員に対する最高貸付（手形割引・転貸金

を含む）限度額ならびに保証限度額の件

・最高貸付限度額　6,000 万円

・補償限度額　本年度は実施しない

第５号議案

本年度の役員報酬は予算（案）記載のとおり、

理事については年間総額 1,490 万円、監事に

ついては年間総額 60 万円以内、総額 1,550

万円を限度として支給する。

第６号議案

任期満了に伴う役員改選の件

１～５号議案上程の都度議長が議場に諮ったとこ

ろ、すべての議案は満場一致で原案どおり可決決定

しました。６号議案の役員選出方法については議場

からの議長一任により議長が選考委員による指名推

薦方法を決定。１１名の選考委員が理事１２名、監

事３名を候補者指名し、議場に諮ったところ満場一

致で可決。さらに代表理事および理事の役職決定の

ため別室で理事会が開催され、代表理事以下７名の

役職が決定されました。

代表理事会長 浅井時郎 ㈱浅井

代表理事理事長 植田昌宏 南部運送㈱

副理事長 関　輝夫 ㈱大森運輸商会

　〃 梶　初男 ㈱カジロジスティックス

常務理事 三浦徳邦 大森運送㈱

　〃 浅井　隆 ㈱浅井

理事 安藤日出男 羽田運輸㈱

　〃 安藤国利 安藤運輸機工㈱

　〃 岡村重信 岡村運送㈲

　〃 吉田勝彦 甲真運輸㈱

　〃 加川一江 鈴木運送㈱

専務理事 福島敏彦 員外

監事 原島誠治 都南運送㈱

　〃 古屋正年 ㈲日栄運輸

　〃 木上敏男 ㈲木上運輸商会

組合総会終了後、東ト協大田支部が総会を開催。

来賓祝辞で東京運輸支局加藤英典次長、松原忠義大

田区長、東京都各種団体協議会浅井時郎会長、大森

警察署東園幸一署長、東ト協浅井隆副会長、労働基

準監督署宇田川雅弘次長、商工会議所大田支部田中

常雅会長、東ト協連植田昌宏会長など官公庁・関係

団体、国会・都議会議員らご来賓から祝辞が披露さ

れました。また、合同懇親会では植田昌宏大田支部

顧問が主催両団体を代表して挨拶。さらに５月１８

日の東ト協総会時の石原慎太郎都知事のビデオメッ

セージが披露され、地元大田区自民党区議団の紹介

の後、東ト協綿引正明専務理事の乾杯の発声で歓談

へ。華やかな雰囲気の中、１時間にわたり懇親会が

開催されました。
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平成２１年度　第１回 
日時 平成２１年４月９日（木） 

場所 組合会館５階会議室 

出席 １１名 

議事 

１．２１年３月軽油ガソリン仕入価格の件 

２．構造改善燃料支援事業説明会の件 

３．５月転貸申込状況の件 

４．２１年度事業計画予算の件 

平成２１年度　第２回 
日時 平成２１年４月２３日（木） 

場所 組合会館５階会議室 

出席 ９名 

議事 

１．組合員代表者逝去の件 

２．２０年度会計監査結果の件 

３．２１年４月高速道路大口多頻度割引の件 

４．共同車庫について委員会答申の件 

平成２１年度　第３回 
日時 平成２１年５月１日（金） 

場所 組合会館５階会議室 

出席 １１名

■理事会の窓
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■「浅井時郎氏米寿を祝う会」開催
浅井時郎本組合会長は、大正１０年１２月２０日

生まれで、今年めでたく満８８歳の米寿を迎えるた

め、４月２４日帝国ホテルで「浅井時郎氏米寿を祝

う会」が開催された。祝う会では、石原慎太郎東京

都知事が発起人代表を務め、政官財界をはじめ浅井

時郎会長と親交のある方々７００人が集い盛大に開

催され、来賓各氏からは浅井会長の功績とゴルフに

まるわるエピソードなどが披露され、浅井時郎会長

は「私の８８年の人生を通じてこんなに嬉しいこと

はない」と出席者に感謝を述べられました。 

議事 

１．組合員代表者逝去の件 

２．２１年４月軽油ガソリン仕入価格の件 

３．高速道路大口多頻度割引の件 

４．２０年度決算の件 

５．任期満了に伴う役員改選の件 

６．共同車庫料金の件

平成２１年度　第４回 
日時 平成２１年５月１１日（金） 

場所 組合会館５階会議室 

出席 １２名 

議事 

１．組合員代表者変更届出の件 

２．５月転貸信用評定の件 

３．通常総会進行の件 

４．評議員委嘱の件 

５．共同車庫料金見直しの件

平成２１年度　第５回 
日時 平成２１年５月２１日（木） 

場所 組合会館５階会議室 

出席 １３名 

議事 

１．総会役割分担の件 

▲発起人　左から浅井隆氏、浅井廣志氏、植田昌宏氏、
星野良三氏、中西英一郎氏、石原慎太郎都知事、石原
伸晃衆議院議員
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■組合燃料カードのご案内

■組合貸付制度のご案内
組合では、保有車両数に応じた貸付限度額の範囲内で各種貸付を行っておりますのでご案内いたします。

保有車両換算台数　※ 総貸付限度額
１０台以下 ２千万円まで
１０台を超えて２０台以下 ２千７百万円まで
２０台を超えて３０台以下 ３千４百万円まで
３０台を超えて５０台以下 ４千８百万円まで
５１台以上 ６千万円まで

※保有車両換算台数とは、車両総重量８トン未満の車両
を「普通車」、８トン以上を「大型車」とし、「普通車」
までを１台、「大型車」を２台として計算した台数です。
なお、これらは毎年３月末時点の保有車両数調査をも
とにしています。

種類 取扱時期・限度 返済 申込
出資金担保手形貸付 払込済出資金の倍額まで ６回以内 随時
組合員借入金担保貸付 組合員からの借入金の契約額まで 一括 随時
労働保険料貸付 年３回 ３回 ５・９・１２月
転貸 ５月・１２月の年２回 最長１２回 別途お知らせ
ドライブレコーダー装着費用貸付 補助金部分・東京ナンバーの車両で３００万まで 一括 随時

運転
資金

設備
資金

金利 返済回数 備考
車両購入資金 固定金利 １２・２４・３６ 返済は「手形」「口座振替」の２種類があります

固定・変動　選択 ４８・６０ 変動金利は２年ごとに金利見直しがあります

※１　「車両購入資金貸付」の４８回以上の返済は、申込金額が５００万以上で利用できます。
※２　申込には所定の借入申込書（事務局にあります）と直近の試算表が必要です。
※３　「労働保険料貸付」は、当組合の労働保険事務組合加入の組合員向けとなります。
※４　「転貸」の詳細なご案内は別途お知らせいたします。

貸付
基準

全国のＪＯＭＯで利用可

全国のＣＯＳＭＯで利用可

全国のＥＮＥＯＳで利用可宇佐美直営全ＳＳと全国5,000ヶ
所の出光ＳＳで同一価格で利用
できます

国内87店舗の鈴与直営スタンド
での利用、関東－17店舗、静岡－
14店舗、関西－10店舗

国内74店舗の太陽鉱油直営ス
タンドでの利用、関東－50店
舗、北海道－9店舗

国内123店舗の一光直営スタンド
での利用、関東－22店舗、関西
－20店舗

国内45店舗の吉田石油店直営ス
タンドでの利用、関東－10店舗、
関西－10店舗

組合では下記の燃料カードの取扱をしておりまのでご利用下さい。発行手数料は無料、指定届先へ直送いたします。

軽油価格帯：￥79.4 ～￥82.5　（21年5月末　税別）

燃料代金は手形決済ができます。詳しくは事務局まで
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４月  ３日 （金）  三役会 

 ７日 （火）  財務会 

 ９日 （木）  理事会 

 ２０日 （月）  三役会 

 ２３日 （木）  監査会 

   理事会

５月  ８日 （金）  金融貸付審査委員会 

 １１日 （水）  理事会 

   評議員会

５月  ２１日（月）  理事会 

   通常総会

６月  ５日 （金）  三役会 

 １１日 （木）  理事会 

 ２２日 （月）  三役会 

   理事会 

   評議員会

■代表者変更
２１年４日２７日 
 ㈱とみん自動車運輸 
 （新）曽我尚之 殿　（旧）治山次郎　殿

２１年５月７日
 ㈲穴守運送店 
 （新）伊東良之　殿　（旧）伊東直次　殿

■訃報
２１年４日１３日 
 加瀬鴻一　殿 　逝去　加瀬運送㈱ 社長

２１年４日２３日
 福田　勇　殿　逝去　㈱トランスクルー社長

 謹んでご冥福をお祈り申し上げます 

　三菱自動車は電気自動車を１４００台量販すると発表した。また富士

重工では年１７０台の販売を見込むと。国と東京都は電気自動車の急速

充電器の設置を補助する。そのために充電事業者の募集を始めた。今は

軽自動車だけだが、インフラの整備をしてどこまで電気自動車が普及で

きるのか。これが産業界に与える影響はどうだろうか。

■日貨協連、総会を開催
トラック運送協同組合の全国団体である日本貨物運

送協同組合連合会（日貨協連）は、５月１４日札幌

市で総会が開催され、任期満了に伴う役員改選が行

われ、杉本守巧副会長（石狩新港運送事業協組理事

長）が会長に昇格し、植田昌宏本組合理事長は日貨

協連副会長として再選されました。


