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去る１月 24 日（水）午後５時１５分より、恒例

の東ト協大田支部・組合合同による新春賀詞交

歓会がＪＲ蒲田駅西口プラザ アペアにて開催さ

れ、来賓・会員あわせて１４３名のみなさんが

出席。両団体を代表し松原支部長が挨拶をされ

ました。

■新春合同賀詞交歓会開催

（一社）東京都トラック協会大田支部
松原 伸行 支部長

明けましておめでとうござ

います。新年を迎え、業界の

今年の課題を考えますとや

はり人手不足が一番問題で

す。また、AI などによる安

全装置、運転自動化省力化のこと、そして働き

方改革を今後勉強してゆかなければならないと

思います。昨年の標準貨物自動車運送約款改正

により運賃及び運送以外の役務等料金の適正収

受環境が整備されました。今年は運賃改定の絶

好の機会であり、事業者一人ひとりが自信をもっ

て交渉に取り組み成果を得て、多くの新しい人

材が喜んで就業してもらえる業界へしてゆきた

いと考えています。

関東運輸局東京運輸支局  
秋山 泰隆  次長

新年明けましておめでとう

ございます。国土交通省では

昨年、総合物流施策大綱を策

定し、労働力不足への対応と

通販事業の拡大、社会状況の

変化と今後のニーズを踏まえ、途切れることの

ない物流構築と生産性向上に取り組んできまし

た。今年は IoT、AI、自動運転技術、ロボット機

器の導入などを通じて物流分野の新しいビジネ

スの創出に取り組むこととしています。最近、

省広報や内部の情報共有の場でトラック輸送と

物流関係の話題が多くなってきており、今後、

物流の実態や課題展望について幅広い世代から

注目を集めるものと思います。そこでパイロッ

ト事業を通じて長時間労働の是正、標準貨物運

送約款改正主旨を荷主企業に周知していただき

取引環境改善に努めます。我が国の経済成長と

国民生活を支える強い物流を作るためご理解と

ご協力をお願いいたします。

松原 忠義 大田区長

明けましておめでとうござ

います。

みなさまには、防災協定の

締結、大田フェスタでの子供

絵画展覧会やスケアードスト

レート実演を通してトラック

普及と交通事故防止の重要性を訴えていただいて

おり感謝いたします。さて、区では羽田空港跡地

に内外の商取引を行うための新産業創造発信拠点

をつくる計画を進めており、向こう５・６年のう

ちに状況が大きく変わることと思います。一方、

先日の大雪で交通がマヒしましたが、２年後のオ

リンピックを控え交通アクセスはとても大事なこ

とと思います。国や都に働きかけて交通網の整備
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（一社）東京都トラック協会
千原武美 会長
（竹ノ内 實 副会長代理出席）

本日は千原会長の代役で参

りました。ご挨拶の前に品川

トラックセンター協同組合

についてお話しさせていた

だきますと、今から４５年前

の城南協組が関理事長の時代、五反田の永井元

次郎さんと私の父が力を併せて協同組合を作り

ました。そのときに城南協組のみなさまにたい

へんお世話になりました。

それでは、会長から年頭のご挨拶を預かってお

りますのでご紹介させていただきます。

「明けましておめでとうございます。大田支部

のみなさま、佐藤副会長、松原支部長には委員

会活動等で協会をバックアップしていただいて

おり、お礼を申し上げます。昨年、協会では公

共の福祉に寄与、貨物自動車運送の社会的地位

の向上を基本理念とし、協会改革のため１０の

施策を掲げ事業を推進してきました。その中で

９月に開催した関東トラック協会事業者大会で

災害時の相互応援の協定を結びました。これは

首都圏約４５００万人の生命を守るという公共

的な使命を社会に発信したものです。これを受

け各支部と区との防災協定を精査して災害時の

緊急物資の円滑な輸送確保の検討を進めてゆき

ます。また、今回の運送約款の改定は、業界の

求める運賃定義の明確化で、取引環境の適正化

が図られ、貨物自動車運送の社会的地位の向上

につながると云えます。さらに正副会長会・委

員会等の議事録をホームページに掲載し各事業

決定経過の透明化、職員の人事賃金制度の見直

しで組織の活性化と成果評価のしくみづくり行

い、会員サービスの充実に努めてきました。本

年もさらに協会改革を推進してゆきますので引

き続きご理解とご協力をお願い申し上げます。」

警視庁田園調布警察署

畔上 正臣 交通課長

明けましておめでとうござ

います。さて、今日は最近の

交通事故の情勢についてお

話しいたします。昨年の都内

の交通事故死者数は１６４

名で前年比５名の増、事故の発生件数も前年を

上回る結果でした。一方大田区では交通事故死

者数は３名、前年比８名の減少でした。これは

トラックを含めた区内を走るドライバーの交通

安全への高い意識の表れと思います。しかし区

内事故発生件数は若干増加していますので引き

続き事故防止のための安全運転をよろしくお願

いいたします。警視庁では「世界一の交通安全

都市東京を目指して」のスローガンを掲げてい

ます。今後ともご協力をお願いいたします。

大田労働基準監督署
 藤川 康雄 署長  

明けましておめでとうござ

います。さて、景気が順調

で、有効求人倍率は全国平

均で 1.4 倍、東京都内では４

年連続で 2 倍を超えていま

す。みなさま実感されているとおり人手不足が

深刻になってきています。一方、国会で議論さ

れている働き方改革は長時間労働の抑制が中心

課題です。一般業種において残業時間は単月で

１００時間未満・２～６か月平均８０時間、年

間７２０時間以下、月４５時間を超える残業は

年間６回までで、制限を超えると罰則という規

制がかかります。この改正施行が来年の４月１

日といわれており、自動車運転者の場合は年間

９６０時間とされ、５年間の猶予措置が設けら

れています。労働時間の短縮は一朝一夕ででき

るものではないため、この猶予期間内に運送業

界、荷主、関係団体の方々で協議会を作り時短

の雰囲気づくりと環境整備をしてゆくことが求

められます。大田支部のみなさまにも積極的な

対応をお願いしたいと思います。

労働災害について、東京労働局では平成２５年

に取り組んでまいりたいと思っています。
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補正予算に１０７億が計上され、４月１日から来

年３月３１日まで５０％割引拡充されることが

閣議決定されたことをご報告いたします。これが

引き続き継続されるよう努力してゆく所存です。

それと先ほどからお話しに出ている運送約款改

正の件ですが、関東運輸局管内では運賃改定の届

け出は３２％の業者しか行っていません。運賃

交渉の前には届け出が必要ですので、大田支部・

城南協組におかれましては事業者へ届け出の啓

蒙をお願いいたします。

東京都トラック運送事業協同組合連合会
石川 和夫 会長

みなさま明けましておめで

とうございます。

東ト協連を構成する協同組

合では高速道路大口多頻度割

引にかかる事業を実施してい

ますが、昨年１２月２１日、

上げます。加えまして昨年不正問題で多大なご迷

惑をおかけしました事、深くお詫び申し上げま

す。この問題では有識者会議が設けられ、１月に

とりまとめの提言を頂戴したところです。報道に

もありますように４年後に完全民営化をすべき

なのかどうかの判断をし、それまでの間にビジネ

スモデルの改革変革とガバナンス強化にしっか

り取り組みなさいということです。ビジネスモデ

ルの改革ですが、これまで以上にみなさまの強

い味方である金融機関となるよう役職員一丸と

なって取り組みを進めてゆく所存です。

さて、１年前はまだ好景気との声がなかなか聴

かれなかったわけですが、その後 AI、IoT による

自動化・ロボット化が進展し、年明けから経営

者の方々とのお話しの中でそれが確信に変わっ

てきたと感じております。好景気の腰折れをさ

㈱商工中金大森支店
 今西 隆夫 支店長  

みなさま明けましておめで

とうございます。平素より大

森支店ならびに京浜島出張所

がたいへんお世話になってお

ります。改めまして御礼申し

から数値目標を立てて災害防止に取り組んでき

ました。東京全体で死亡災害５３人以下、休業

４日以上の災害を８千件以下に抑えるというも

ので、最終の２９年は残念ながら死亡災害５４

人、休業４日以上の災害は８千５百件を超えて

しまいました。東京の運送業では５人の死亡、

休業４日以上の災害は８１５件でした。死亡５

人のうち、３人は交通事故、１人は荷台からの

墜落災害、１人は荷物の飛来落下によるもので

す。休業４日以上の災害は荷役作業中のものが

全体の６～７割で、その中でも荷台からまたは

プラットホームからの墜落が２百件を超えます。

みなさまには荷役作業中の安全教育推進をお願

いいたします。

日正面に座っておられる鈴木さんの部下で走り

回っておりました。こうしてお会いできて感激

日本貨物運送協同組合連合会
 村田 省蔵 専務理事  

みなさま明けましておめで

とうございます。

実は３０年前に前の職場の

全日本トラック協会の燃料

対策委員会におきまして、今

いたしております。

さて、高速道路の大口多頻度割引は、先ほど

東ト協連石川会長よりお話しのあったとおり補

正予算化の閣議決定がなされました。今の料金

制度は平成２６年からスタートし、向こう１０

年間は道路会社の負担により４０％割引を続け

るということでしたが、トラック業界の要望で

１０％の国費が投じられ５０％割引となってい

ます。今年は大きな変化があり、青ナンバーは

従来通りですが、一般の白ナンバーは案ではあ

りますが、一定期間後１０％の国費は投じられ

なくなるということです。

もう一つ、車両制限令違反摘発で自動軸重計

測はその誤差を考慮し、少しづつその方法が改

善されつつあります。そして特車ゴールド申請

を今一度見直し勉強していただいて、許可証不

携帯などの違反をなくしていければと思いま

す。高速道路問題解決についてみなさまのご協

力を得ながら一緒に進めたいと考えています。
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とができました。引き続き経済成長戦略の立案を

担当しています。わが党は生産性革命ということ

を主張しており、その加速推進パッケージを昨年

まとめました。ただ AI や自動化による人手不足

対応は簡単な話ではなく限界があり、目の前の現

場を支える人手不足は待ったなしだと思います。

そこでお知恵を頂戴し、また相談させていただき

ながら、みなさまの業界が人手不足で取り残され

ることのないようにしたいと思います。

自由民主党
平　将明衆議院議員  

みなさま明けましておめで

とうございます。昨年は急な

解散総選挙となりお世話にな

りました。おかげさまで５期

目の当選をさせていただくこ

会長として活動しています。私は準中型免許実

現のときにトラック業界のみなさまと汗を流し

たことが思い出深く、これが多くの雇用を獲得

する手立てになっていると承知しています。今、

国土交通省は人手不足の対応として、さまざま

な荷物を一括して集めて運ぶことを計画してい

ますが、これは AI やコンピュータを使って実現

する分野であると考えています。これらを活用

しつつ、それでも無理なところをヒトの力で補っ

てゆくのだろうと思います。生産性革命が最も

求められ、マッチングするのがみなさんの業界

であると思います。

希望の党
松原　仁衆議院議員  

昨年の衆議院総選挙ではみ

なさまのお力で７期目の当

選をさせていただくことが

できました。現在希望の党で

代議士会会長と両院議員総

関東運輸局長功労者表彰
片倉 義智 氏 ドライブネット株式会社  （大田支部）

続いて、平成２９年度陸運関係功労者受賞者へ

の記念品贈呈式と合同懇親会が行われました（表

彰状受領は、代理の菊池大森分会長）。

がありましたが、みなさんの事業も忙しいこと

と思います。年明け、荷主さんを交えた賀詞交

歓会の席では、「今年はたくさんの仕事がある

のでよろしく」と言われるほどでした。労働生

産性を上げて、時短に臨むことは一口では難し

いことですが、実現のため各社の工夫が求めら

れます。また、運送約款改定でお客さんのとこ

ろへお願いしにいきますと、いまのところ反応

は今一つですが、今後改正約款の運賃体系を標

準化しなければいけません。そうでなければ働

き方改革、生産性向上に結び付きません。そし

て我々事業者が動かなければ前に進みませんの

で一緒に頑張ってゆきたいと思います。そして

城南協組について一言、ハードルを低く、門戸

は大きく開かれています。ぜひともお知り合い

をご紹介いただきたいと思います。

城南運送事業協同組合
浅井　隆理事長  

みなさま明けましておめで

とうございます。本年もよろ

しくお願いいたします。

先ほどの賀詞交歓会で景気

に関するさまざまなお話し

賀詞交歓会から懇親会の模様は、
組合ウエブサイトにて動画でご覧になれます。
http://www.jntrans.or.jp （”城南運送”で検索）
password:   0401j0010

せないためには、技術革新の動きに敏感になっ

て積極的な投資を行う、そして得意先に自社の

強みを訴求しサービス対価を上げてゆくことが

必要と思います。いずれにしましてもモノを動

かす物流は重要なことです。みなさまの課題解

決にしっかり取り組んでまいります。

合同懇親会の

乾杯の発声は、

（一社）東京都

トラック協会　

西澤 康雄常務理

事
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第 7 回

 日時 29 年 7 月 25 日（火）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．６月度財務諸表の件

 ２．金融貸付審査、車両貸付審査の件

 ３．川崎浅田車庫解約と城南島倉庫脇緑地

整備の件

第８回

 日時 29 年８月 22 日（火）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．７月財務諸表の件

 ２．金融貸付審査、車両貸付審査の件

 ３．銀行借入と高速道路料金支払保証追加

依頼の件

 ４．７月軽油ガソリン価格の件

 ５．総務委員会答申の件

第９回

 日時 29 年 9 月 14 日（木）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．組合員脱退届出の件

 ２．１１月転貸取扱の件

 ３．８月財務諸表の件

第 10 回

 日時 29 年 9 月 28 日（木）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．保険代理店委員会答申の件

 ２．城南島危険物倉庫普通倉庫化の件

 ３．組合債発行の件

第 11 回

 日時 29 年 10 月 11 日（水）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．１１月転貸信用評定の件

 ２．車両貸付取扱要項改定の件

 ３．９月軽油ガソリン価格の件

■理事会の窓
第 12 回

 日時 29 年 10 月 25 日（水）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．９月財務諸表の件

 ２．金融貸付審査、第２期労働保険料貸付

信用評定と車両貸付審査の件

 ３．組合会議開催の件

第 13 回

 日時 29 年 11 月 27 日（月）

 場所 組合会館５階会議室　出席 11 名

 １．10 月財務諸表の件

 ２．金融貸付審査、車両貸付審査の件

 ３．高速道路料金支払保証追加依頼の件

 ４．保育施設設置検討結果の件

 ５．３０年合同賀詞交歓会開催の件

第 14 回

 日時 29 年 12 月 19 日（火）

 場所 蒲田「もち月」　出席 11 名

 １．11 月財務諸表の件

 ２．銀行借入の件

 ３．外部会合行事の件

第 15 回

 日時 30 年 1 月 24 日（水）

 場所 プラザアペア５階　出席 10 名

 １．９月財務諸表の件

 ２．第３期労働保険料貸付信用評定と車両

貸付審査の件

 ３．組合債償還と発行の件

 ４．高速道路料金支払保証追加依頼の件

 ５．防災に関する講習会開催の件

■組合脱退
29 年 9 月 30 日　

㈲穴守運送店　代表取締役　伊東良之 氏

大田区羽田 4-6-7　

4

■車両の入替えは当組合で
近年高額化する車両価格を踏まえ、組合では取扱要項を下記の通り改定しています。利率は長期

プライムレート＋１.0％。その場で毎月返済額をお知らせ！

返済回数➡車格を問わず、８４回まで可
　  ( ※中古車の場合は、お問合せ下さい）

お問合せ：
組合事務局　山口

　03-3765-0151
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やはり、災害は忘れたころに突然やってくる。２月７日

未明（日本時間）に起きた台湾東部花蓮県沖の強い地震

で（マグニチュード 6.0）、現地ではホテルやビルの一

部が崩れるなどの被害を受けた。ネットで調べるとフィ

リピン海プレートに沿って台湾が位置しているのがわか

る。東日本大震災から７年、防災の対応策は各自で鋭意

準備しておくことが重要です。

■編集後記

城南協組だより　30.1.31

お問合せ：
組合事務局　並木・佐藤

　03-3765-0151

が安い １０ℓボックス ￥860 20 個注文で無料配送です

２０ℓボックス ￥1,800 10 個注文で無料配送です

1000 ℓ単位・単価 ￥62 ８５０ℓ単位から専用容器無償貸与

7 月 25 日 （火） 財務金融委員会
   理事会
８月 １日 （火） 三役会
   共同受注・共同施設委員会
８月３日  （木） 財務金融委員会
   総務広報教育福利厚生委員
８月９日  （水） 保育施設検討委員会
８月 10 日  （木） 燃料委員会
８月 22 日  （火） 理事会
   高速道路委員会
９月 14 日  （木） 三役会
   理事会
９月 21 日  （木） 理事会
   保険代理店委員会
10 月 5 日  （木） 財務金融委員会
10 月 11 日（水） 三役会
   理事会
10 月 25 日（水） 財務金融委員会
   理事会
11 月 7 日  （火） 財務金融委員会
   三役会
   組合会議

■業務日誌

11 月 17 日（金） 配車営業担当情報交換会
11 月 21 日（火） 保育施設検討委員会
11 月 27 日（月） 財務金融委員会
   三役会
   理事会
12 月 12 日（火） 三役会
12 月 19 日（火） 理事会
１月 19 日  （金） 三役会
１月 24 日  （水） 財務金融委員会
   理事会
   合同賀詞交歓会
２月６日  （火） ETC コーポレートカード管理者研修会
２月７日  （水） 三役会
２月 14 日  （水） 総務広報教育福利厚生委員
２月 16 日  （金） 理事会
２月 27 日  （火） 防災対応研修会（アペア）

税別

■防災対応に関する研修会開催　参加無料

日時：２月２７日（火）１８：００
場所：プラザアペア
（JR 蒲田駅西口・03-3732-4122）


