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香川県内の事業用トラックの事故件数について

1 県内発生の緑ナンバートラックの交通事故

2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年同期 増減数

件数（件） 13 10 9 32 29 3

死者（人） 0 0 1 1 2 -1

負傷者（人） 17 15 9 41 34 7

※条件１：事業用の貨物車（大型車、中型車、準中型車、普通車）
※条件２：第１当事者及び第２当事者となった交通事故

2 香川県下の交通事故

2年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 前年同期 増減数

件数（件） 336 327 316 979 1,121 -142

死者（人） 7 3 5 15 10 5

負傷者（人） 400 420 400 1,220 1,373 -153

表 紙 の 写 真

荘内半島（フラワーパーク）
写真提供：（公社）香川県観光協会
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　香川県トラック協会は、トラックドライバーの関係法令や車両構造の専門的な知識、運転技能を
競い合う「令和2年度香川県トラックドライバー・コンテスト」を、次のとおり開催しますので多数
のご参加をお願いします。
　参加資格申込方法等詳しくは、同封の募集案内をご覧下さい。

ドラコン出場選手募集！～奮って参加お願いします～

開催日時

開催場所

部　　門

参加資格

競技内容

全国大会への推薦

7月4日（土）8時30分～14時

香川県警察運転免許センター　高松市郷東町587-138

4トン部門、11トン部門、トレーラ部門、女性部門

①推薦日において過去3年間人身事故がなく、
　かつ過去1年間無事故無違反であること
②全国大会で優勝等した者、全国大会に2回出場した者は除く等。

学科競技（交通法規、構造、運転常識）
実科競技（日常点検、運転技能）

同一事業者から1名限り（女性部門を除く）

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
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・・・・・

1
2
3
4

5

6

　香川県トラック協会第47回通常総会等は6月2日（火）に、ホテルパールガーデンで開催します。
　既に、案内状は、4月24日に各社へ郵送で案内をしております。まだ、出欠葉書を投函していな
い会員は、準備の都合もありますので、5月15日（金）までにご返信下さい。

香ト協総会出欠葉書返信のお願い

　令和2年は、「トラック事業における総合安全プラン2020」の目標最終年となり、その3つの目標
のうち「死者数」および「人身事故件数」については減少しつつあります。
　しかしながら「飲酒運転の根絶」に関しては、警察庁の統計資料によると、令和元年中の事業用ト
ラックの飲酒（酒気帯びを含む）運転は96件と対前年比14件の増加であり、また、事業用トラック
の飲酒による交通事故件数も対前年比8件増の28件となっており、目標達成には程遠く、トラック
運送業界の喫緊の課題となっています。
　この現状に鑑み、全ト協では令和2年度事業計画に「飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化」が新
たに盛り込まれましたので、各会員事業者におきましても飲酒運転根絶に向けさらなる取り組みの
強化をお願いします。
　詳細については、「5月の情報提供」をご覧ください。

飲酒運転根絶に向けた取り組みについて

全ト協HP

第283号　香川ニュー物流



●香川県適正化実施機関

　2020年度安全性評価事業（通称Gマーク）にかかる申請書ならびに申請案内の配布が始まりまし
た。これに併せて、全ト協ホームページ内においても同事業Web申請書作成システムが稼働しまし
た。
　紙による申請案内や申請書については、香ト協で配布しておりますが、同書類は全ト協ホームペー
ジにおいてダウンロードが可能です。
　本年度申請を予定されます事業所は香川県適正化実施機関まで問合せ下さい。

安全性評価事業申請書の配布が始まりました！

　全日本トラック協会は、「トラック運送事業者のための、わかりやすいモデル就業規則」の刷新版
を作成し、ホームページに掲載しております。
　自動車運転者については、時間外の労働時間が、令和6年4月1日から年960時間以内とする上限
規制が適用されます。
　また、中小企業における時間外労働の割増賃金率の猶予措置が廃止され、月60時間を超える時間
外労働の割増賃金率が50％以上に引き上げられます。（令和5年4月1日施行）
　全日本トラック協会は、そのような内容に即した「わかりやすいモデル就業規則」をホームページ
に掲載しておりますので参照下さい。

わかりやすいモデル就業規則の掲載について

全ト協HP

申請案内及び申請書配布期間

　　令和2年 5月8日（金）～6月30日（火） （土・日曜日、祝日は除く）

申請書作成システム稼働期間

　　令和2年 4月24日（金）～7月14日（火）

申請受付期間

　　令和2年 7月1日（水）～7月14日（火） （土・日除く）

問 合 せ 先

　　適正化事業課　TEL：087-851-6354
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香川県トラック協会が開催する直近の乗務員向け講習会は次のとおりです。
詳しくは「5月の情報提供」を参照し、お申込み下さい。

※ 新型肺炎の感染状況により講習会を中止にすることがあります。皆様の健康のための対応ですので何卒ご理解の程宜しくお願い致します。

乗務員向け講習会のお知らせらせ乗務

■ 各種乗務員講習

概 　 　 要
貨物自動車運送事業法その他の法令に基づき、運転者が遵守すべき事項に関する知識のほかトラッ
クの運行の安全を確保するために必要な運転に関する技能及び知識を習得することを目的とした座
学講習（一般講習）、実車を使っての体験学習と座学（ステップアップ講習）

開 催 日 時

【乗務員一般講習】　6月27日（土）・7月25日（土）・8月22日（土）
【ステップアップ】　5月23日（土）・10月10日（土）
各講習会ともに　 午前の部　9:00～12:00 

　午後の部 13:30～16:30
8月22日（土）は午前の部　9:00～12:00のみ

開 催 場 所 香ト協安全研修センター　※8月22日（土）はユープラザうたづで開催

定 員 6月27日（土）・7月25日（土）・8月22日（土）は各回20名
5月23日（土）・10月10日（土）は各回15名

そ の 他 受講者が7名に達しない場合は、中止することがあります。

■ 省エネ運転実践講習

概 要 香川県トラック協会では、燃費の向上だけでなく、地球温暖化防止にも貢献でき安全運転にもつな
がる省エネ運転を促進するため、省エネ運転実践講習会を開催いたします。

開 催 日 時 5月30日（土）　9:30～15:30

開 催 場 所 四国交通共済会館　2階研修室　坂出番の州公園6-6

定 員
4t車　10名
※1事業者につき、2名を上限とします。 
※8トン限定中型免許以上の資格のある方対象です。

■ 初任運転者及び事故惹起運転者講習会

概 要 交通事故を引き起こした運転者の再発防止や新たに雇い入れた運転者について、交通事故の未然防
止のため運行の安全を確保するために必要な事項を確認させることを目的とした義務講習

開 催 日 時
【初任運転者】　　　6月4日（木）・7月2日（木）
【事故惹起運転者】　5月28日（木）・7月9日（木）
各講習会ともに　　9:30～17:00

開 催 場 所 四国交通共済会館

そ の 他
初任運転者講習会の申込みについては、定員に達している場合がありますので、四国交通共済協同
組合HP「講習・研修スケジュール」（http://yonkokyo.or.jp/publics/index/32/）で申込状況
をご確認いただきお申込み下さい。
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令和２年度 一般講習開催のご案内
 ●独立行政法人  自動車事故対策機構  高松主管支所

　令和２年度運行管理者等一般講習の開催につきまして、以下の通りご案内申し上げます

1. 開催日時および開催場所

開催地 開催日 会場名 所在地

坂出 7月18日（土） 四国交通共済会館 香川県坂出市番の州公園６－６ 

高松 9月29日（火） 香川県トラック総合会館 香川県高松市福岡町３丁目２－３ 

坂出
10月16日（金）

四国交通共済会館 香川県坂出市番の州公園６－６ 
10月17日（土）

高松 10月29日（木） 香川県トラック総合会館 香川県高松市福岡町３丁目２－３ 

観音寺 ※11月中実施で調整中 観音寺商工会議所 香川県観音寺市坂本町１丁目１－２５ 

高松 11月20日（金） 香川県トラック総合会館 香川県高松市福岡町３丁目２－３ 

東かがわ ※12月中実施で調整中 東かがわ市交流プラザ 香川県東かがわ市湊１８０６番地２ 

小豆島 ※12月中実施で調整中 フレトピアホール 香川県小豆郡土庄町甲２６７番地７８ 

高松 令和3年1月20日（水） 香川県トラック総合会館 香川県高松市福岡町３丁目２－３ 

坂出 令和3年3月5日（金） 四国交通共済会館 香川県坂出市番の州公園６－６ 

 ＊日時、会場等は都合により変更する場合があります。
○開催時間：10：15～16：45（受付9：30～）
　　※駐車場に限りがありますので、乗り合わせ等によりお越し下さいますようご協力お願い致します。

２．対象者
（１）令和元年度に基礎講習又は一般講習のいずれの講習も受講していない運行管理者
（２）今年度新たに運行管理者に選任された方
（３） 自動車運送事業者であって2019年４月１日以降に死者又は重傷者を生じた事故を引き起こした営業所の運

行管理者、及び法令の安全確保違反により行政処分を受けた営業所の運行管理者
（４）その他、受講を希望される方

３．申込方法（予約制）
令和２年４月７日より、自動車事故対策機構のホームページ「インターネット講習予約システム」
（https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user）から、予約申込みをお願い致します。

　＊インターネット環境の無い方
令和２年６月15日以降に、自動車事故対策機構高松主管支所・講習担当までご連絡下さい。
ただし、定員になり次第受付を閉め切ります。

　＊予約無しで来られた場合、受講できないことがあります。必ず予約申込みの上お越し下さい。

４．当日持参するもの
（１）ナスバ講習予約確認書（予約時に印刷してご持参下さい）
（２）運行管理者等指導講習手帳（手帳をお持ちでない方は写真１枚）
＊ 手帳をお持ちでない方は　写真１枚（６ヶ月以内に撮影した無帽、上半身の縦３㎝×横2.4㎝、写真の裏面に
会社名、氏名、生年月日を記入したもの。）をご用意下さい。

講習に関する 
お問合せ先

自動車事故対策機構　高松主管支所 
香川県高松市福岡町３－３－６ 
TEL（087）851－6963、Fax（087）851－6962 
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令和２年度 基礎講習開催のご案内
 ●独立行政法人  自動車事故対策機構  高松主管支所

　令和２年度運行管理者等基礎講習の開催につきまして、以下の通りご案内申し上げます。

1. 開催日時および開催場所

業　態 開催日 時　間 会　場

貨　物 ６月１８日（木）～２０日（土） 
１日目　10：00～16：45
（受付は9：15からです）
２日目　9：30～16：00
３日目　9：30～16：00

四国交通共済会館
（坂出市番の州公園6-6）

貨　物 ６月２９日（月）～７月１日（水） 

貨　物 令和３年２月３日（水）～５日（金） 

＊日時、会場等は都合により変更する場合があります。
＊３日間連続の講習会です。1日でも欠席すると未修了となりますのであらかじめご了承ください。

２．対象者
（１）運行管理者に選任されており、過去に基礎講習を受講していない方
（２）運行管理者の補助者に選任される方（基礎講習を受講していないと選任できません）
（３）運行管理者試験の受験資格が必要な方
（４）その他受講を希望される方

３．申込方法（予約制）
令和２年４月７日より、自動車事故対策機構のホームページ「インターネット講習予約システム」
（https://k-yoyaku.nasva.go.jp/yoyaku-user）から、予約申込みをお願い致します。
＊ 基礎講習の修了をもって運行管理者試験を受験する方は、「ナスバ講習予約確認書」を印刷して、運行管理者試
験の受験申請書に添付して下さい。
＊インターネット環境の無い方
６月開催分については、令和２年５月12日以降に、２月開催分は、令和２年11月11日以降に、
自動車事故対策機構高松主管支所・講習担当までご連絡下さい。ただし、定員になり次第受付を閉め切ります。

４．当日持参するもの
（１）ナスバ講習予約確認書（予約時に印刷してご持参下さい）
（２）受講料　1人　8,900円（税込）＊おつりがないようお願い致します。
（３）運行管理者等指導講習手帳（手帳をお持ちでない方は写真１枚）
＊ 手帳をお持ちでない方は　写真１枚（６ヶ月以内に撮影した無帽、上半身の縦３㎝×横2.4㎝、写真の裏面に
会社名、氏名、生年月日を記入したもの。）をご用意下さい。

※ 運行管理者試験を受験される方は、基礎講習の申込みとは別に（公財）運行管理者試験センターに対しても、
受験申請手続きが別途必要となりますのでご注意下さい。

運行管理者試験に関するお問合せ先

公益財団法人運行管理者試験センター
TEL（04）7170－7077 
Fax（04）7170－8555

講習に関するお問合せ先

自動車事故対策機構　高松主管支所
TEL（087）851－6963 
Fax（087）851－6962
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「ホワイト物流」推進運動に、ご参加下さい
１．「ホワイト物流」推進運動とは

○ 深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保す
るとともに、経済の成長に寄与することを目的とし、
　・トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
　・ 女性や60代以上の運転者等も働きやすい、より「ホワイト」な労働環境の実現に取り組む運動

です。
○ 物流の改善に向けては、荷主企業・物流事業者等の関係者が連携して相互に改善を提案し、実現
することが大切です。

２．運動への参加方法は

○ 運動の趣旨に賛同して頂くとともに、下記の「自主行動宣言」の必須項目に合意し、賛同表明を
お願いします。（賛同企業名等は公表します。）

（取組方針）
　・ 事業活動に必要な物流の持続的・安定的な確保を経営課題として認識し、生産性の高い物流と
働き方改革の実現に向け、取引先や物流事業者等の関係者との相互理解と協力のもとで、物流
の改善に取り組みます。

（法令遵守への配慮）
　・ 法令違反が生じる恐れがある場合の契約内容や運送内容の見直しに適切に対応するなど、取引
先の物流事業者が労働関係法令・貨物自動車運送事業関係法令を遵守できるよう、必要な配慮
を行います。

（契約内容の明確化・遵守）
　・ 運送及び荷役、検品等の運送以外の役務に関する契約内容を明確化するとともに、取引先や物

流事業者等の関係者の協力を得つつ、その遵守に努めます。

○ 運動への詳しい参加方法や説明会の開催日程等については、ポータルサイ
トをご参照下さい。

　「ホワイト物流」ポータルサイト：http://white-logistics-movement.jp

３．運動に参加するメリットは

①業界の商慣行や自社の業務プロセスの見直しによる生産性の向上
②物流の効率化による二酸化炭素排出量の削減
③事業活動に必要な物流を安定的に確保
④企業の社会的責任の遂行　等
といった効果が期待できます。また、優良な取組は、ポータルサイトにて紹介させていただきます。

【問い合わせ先】
国土交通省自動車局貨物課「ホワイト物流」推進運動担当
電話：03-5253-8575（直通）
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☆マッピング機能で
　どこに荷物があるか一目瞭然！

☆ブラウザ版もアプリ版も両方使えます

システムリニューアルされ、様々な機能が追加された
『WebKIT2』を利用してみませんか！

　「WebKIT2」では、スマートフォン専用アプリの提供やマッピング地図からの検索、さらに
SNS（Line）との連携機能、画像データの活用など、新機能を充実させ、より使いやすくより効
率的にマッチング機会を増やせる
よう進化しました。

　中小トラック運送事業者のた
めの「求荷求車情報ネットワー
ク」です。
　インターネットに接続すること
ができるパソコンやスマートフォ
ンで、どこからでも利用できま
す。
　また、精算は全て組合単位で行
うので、運賃回収のリスクはあり
ません。

　四国キット利用協同組合への加入が必要となります。
　詳細は、（一社）香川県トラック協会または、四国キット利用協同組合事務局までお問い合わせ
下さい。

登録数 成約数 成約率 取扱運賃
荷物 2,824件 734件 25.99% 58,071,874円
車両 1,989件 1,582件 79.54% 116,957,802円

四国キット利用協同組合の概要
1. 会員数 131社（内 香川県47社）
2. 経　費 出資金　　　5万円

賦課金　　　月々5千円
荷物保険料　車両成約運賃の0.285%
組合手数料　車両成約運賃の1%

3. 連絡先 （一社）香川県トラック協会 TEL 087-851-6381
四国キット利用協同組合 TEL 089-968-2131

WebKIT とは・・・

2019年度実績（月平均）

ご利用方法
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【 陸災防だよりの
 フォークリフト等講習日程 】 は
下記ホームページをご覧ください！
http：//www.rikusaibou-kagawa.jp/

陸運労災防止協会香川 検索
お申込み・お問い合せ

災害防止団体
陸運労災防止協会 香川県支部
TEL（０８７）８５１ー６２５１

会員だより

謹んでお悔やみ申し上げます。

㈱横田産業　三豊市三野町
代表取締役　髙島一義氏のご岳父

横　田　照　市　様
令和２年３月２４日ご逝去

試験日 令和2年8月23日（日）

申請期間 （１） 書面申請：令和2年5月15日（金）～6月10日（水）当日の消印有効
（２） インターネット申請：令和2年5月15日（金）～6月16日（火）午後11：59まで
（３） 再受験申請：令和2年5月15日（金）～6月16日（火）午後11：59まで
　　 ※ 再受験申請が可能な受験者は平成29年度第1回試験以降に受験履歴があり氏名に変更がない

受験者で、PC又はスマートフォンで運行管理者試験センターのHPから申請可能。

（４） 令和元年度第2回運行管理者試験（令和2年3月）を申請された方への特例 
令和2年度第1回運行管理者試験（令和2年8月23日）を振替で受験される方は、別途、
郵送でのご案内に同封する令和2年度第1回運行管理者試験受験申請書（振替）を令和
2年5月20日（水）（当日の消印有効）までに、運行管理者試験センター事務センターあ
てに返送して頂くことにより、改めて、申請して頂くことは不要となります。

受験資格 次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
（１） 試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送を除く）の用に供する事業

用自動車又は特定第二種貨物利用運送事業者の事業用自動車（緑色ナンバーの車）の運
行の管理に関し、1年以上の実務経験を有する方

（２） 貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき国土交通大臣が認定された講習実施機関で
基礎講習を修了（受講予定の方は、試験日の2週間前までに修了し、8月9日（日）までに
修了証書等（写）が提出可能な方）した方

書面申請の頒布
（販売箇所） 香川県トラック協会、坂出・仲多度支部、三豊支部

お問合せ先 運行管理者試験センター：0476-85-7177
香川県トラック協会：087-851-6381

会員の皆様には、同封している「令和２年度第1回運行管理者試験のご案内」を参照下さい。

5月
行事予定

日 曜 行　　　事 場　　　所

21 木 坂出支部通常総会 アネシス瀬戸大橋

23 土 乗務員ステップアップ講習 安全研修センター

30 土 省エネ運転実践講習会 四国交通共済会館

 上記会議等は、4月15日時点の予定です。

運行管理者試験のご案内 ●香ト協
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