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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 16 8 9 65 53 12

死者（人） 0 0 1 2 0 1 4 3 1

負傷者（人） 17 15 9 20 11 9 81 62 19

※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） 336 327 317 258 268 301 1,807 2,248 -441

死者（人） 7 3 6 7 3 2 28 19 9

負傷者（人） 400 420 400 303 342 357 2,222 2,753 -531

表 紙 の 写 真

向日葵（まんのう町）
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では、一般社団法人日本自動車車体工業会トレーラ部会担当者を講師に迎え「トレーラ
の適正な使用等に係る研修会」を開催します。
　この研修会は、トレーラをより安全に使用するための点検整備の重要性や日常点検等について説明する他、セ
ミトレーラ、フルトレーラの特徴比較及び法改正の紹介、また、安全装置の解説等の説明もありますので、是
非ご参加をよろしくお願い致します。
　お申込みは、「8月情報提供」にある申込書をご利用下さい。
　なお、コロナウイルス感染症拡大等の状況により、中止などの対応になる場合がありますのでご理解を賜り
ますようお願い申し上げます。

記

開催日時 令和２年８月26日（水）　14時～16時30分

開催場所 ホテルパールガーデン

次　　第 ①トレーラの安全な使用
　動画「トレーラ火災の原因と防止について」
　講演「トレーラ火災事故の原因と防止のための点検整備の重要性等」
②セミトレーラ、フルトレーラの特徴比較と運用上の注意点、及び直近の法改正紹介
③トレーラの横転抑制装置の有効性
　動画「より安全なトレーラをめざして」
　講演「エアサストレーラに装着が義務付けになった横転抑制装置の有効性」

トレーラの適正な使用等に係る研修会を開催します

大・中型免許19歳から（２年以内に施行）
　「道路交通法の一部を改正する法律案」が６月２日に可決・成立し、６月10日に公布されました。
　改正道交法では、「運転免許の受験資格の特例に関する規定の整備」が盛り込まれました。
　これは、普通自動車免許等の取得後１年が過ぎ、一定の教習を修了した場合、大型自動車免許お
よび中型自動車免許の運転免許試験を受験可能とするもので、18歳普通免許を取得し、一定の教
習を修了すれば、19歳で大型免許・中型免許が取得可能となります。
　なお、同規定については、警察庁が関係
する政令の整備を行った上で、２年以内に
施行される予定です。
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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11日（水） 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5日（土） 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19日（土） 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 
 ＊新型コロナウイルス感染拡大防止のため、開催中止や日時、会場等の変更が生じる場合がありますので、予めご了承ください。
○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）
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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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「8月の情報提供」を参照し、お申込み下さい。

※ 新型コロナウイルス感染症の感染状況により講習会を中止にすることがあります。何卒ご理解の程よろ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】　8月22日（土）・9月12日（土）・1月23日（土）
【ステップアップ】　10月10日（土）・11月14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）・1月23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）・1月23日（土）はユープラザうたづで開催

定 員 8月22日（土）・9月12日（土）・1月23日（土）は各回10名程度
10月10日（土）・11月14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 11月21日（土）　9：30～15：30

開 催 場 所 四国交通共済会館　2階研修室　坂出市番の州公園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】　　　9月24日（木）・10月8日（木）
【事故惹起運転者】　9月17日（木）・11月5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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コンテナへのヒアリ進入防止等に係る協力依頼について
 ●国土交通省

　今般、環境省自然環境局より国土交通省総合政策局長宛に「コンテナ
へのヒアリ進入防止等に係る傘下事業者への協力依頼について」通達が
発出されました。
　本年６月に入り、これまでにないペースで中国を出港した貨物又はコ
ンテナからのヒアリの確認が続いており、重症化はしていないものの作
業員がヒアリに刺される事案が発生しております。
　今後気温の上昇に伴いヒアリの活動が活発になることから、特に国際
海上コンテナ輸送を行う事業者様は、下記の別添に記載されているヒアリ対策について、可能な
範囲でご協力いただいますようお願いいたします。
　詳細については、「http://www.jta.or.jp/info/hiari201804.html」でご確認をお願いします。

運輸防災マネジメント指針の策定と説明会について
●四国運輸局

　近年、自然災害が頻発化・激甚化しており輸送の安全の脅威となっています。
　一方発足から10年以上が経過した運輸安全マネジメント評価制度は、輸送の安全向上に実績が
あることから、その手法を生かした形で運輸事業者の自然災害対応の取組を促進することとなり、
そのためのガイダンスとして「運輸防災マネジメント指針」が策定されました。
　四国運輸局においても、今後の安全マネジメント評価の機会に、運輸事業者の自然災害への取
組に対する「運輸防災マネジメント評価」も実施していくことになります。
　自然災害に対する備え・取組につきましては（国の安全マネジメント評価対象事業者だけでな
く）全ての運輸事業者にご参考にしていただきたいので、広く会員事業者さまに周知していただ
きますようお願い申し上げます。

「運輸防災マネジメント指針の意義と要点」「運輸防災マネジメント指針」

　国交省ＨＰ「運輸防災マネジメント指針」の策定について
　https://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo10_hh_000077.html

説明会（四国地区）

　実施日時： 令和２年８月26日（水）10：00～12：00  
令和２年８月26日（水）14：00～16：00 

　実施場所： 四国運輸局（高松サンポート合同庁舎　南館３階　海技試験場）  
高松市サンポート３-33

　募集人数：午前・午後の部　各40名（各社１名限定）
　参加申込： 下記ＵＲＬから申し込み下さい。  

国交省ＨＰ「運輸防災マネジメント指針説明会の開催について」  
https://www.mlit.go.jp/unyuanzen/unyuanzen_bousai_00001.html
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優秀安全運転事業所を表彰
●自動車安全運転センター

　香川県警察本部（岡部正勝本部長）と自動車安全運転センター香川県事務所（櫻木保所長）で
は、運転記録証明書を活用し、交通事故防止等に多大な功労があった優秀安全運転事業所を表彰
する「優秀安全運転事業所表彰式」を行い下記のとおり表彰しました。

　株式会社リンコトランスポートサービス
　　代表取締役社長 山田　英之 様（写真 下段右から３番目）
　ヤマトボックスチャーター株式会社四国支店 
　　支店長 小山　裕穂 様（写真 下段右から２番目）
　四国西濃運輸株式会社坂出支店 
　　業務課長 加藤　　司 様（写真 下段左から２番目）

佐藤隆治交通部長から金賞を授与された

　香川開発株式会社
　　代表取締役 樋口　裕之 様（写真 上段左から４番目）
　有限会社ウエスト・ジャパン 
　　業務課長 池内　浩治 様（写真 上段左から３番目）
　有限会社福広運輸 
　　業務部長 山地　成剛 様（写真 上段左から２番目）

佐藤隆治交通部長から銀賞を授与された

　シモハナ物流株式会社観音寺営業所
　　副所長代理　橋本　　明 様（写真 中央）

政本幸二観音寺警察署長から銅賞を授与された
　株式会社川野回漕店
　　取締役業務部部長　角井　洋二 様（写真 中央）

佐脇伸宏小豆警察署長から銅賞を授与された
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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 1,303件 632件 48.50% 44,572,073円
車両 1,875件 1,223件 65.23% 80,906,621円

四国キット利用協同組合の概要
1. 会員数 134社（内 香川県48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・・・

令和２年度実績（月平均）

ご利用方法
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8月
行事予定

日 曜 時　　間 行　　　事 場　　　所

5 水
14:00～15:00 令和２年度香ト協助成金制度説明会 ホテルパールガーデン

14:00～16:00 四国地区ダンプ事業者懇談会 安全研修センター

21 金 13:00～15:00 坂出支部定例会 ホテルアネシス瀬戸大橋

22 土 9:00～12:00 乗務員一般講習 ユープラザうたづ

23 日 13:15～14:45 令和２年度第１回運行管理者試験 県下５箇所

26 水 14:00～16:35 トレーラー等の適正な使用等に係る研修会 ホテルパールガーデン

香ト協の人事異動について

 ●一般社団法人　香川県トラック協会長

拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　平素は、当協会の事業推進に格別のご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、８月１日付にて下記のとおり辞令交付を行いましたので、お知らせいたします。
　つきましては、速やかに異動し、即応体制を整えて参りたいと存じますので、今後ともよろしくお願
い申し上げます。
 敬具

記

新 氏　　名 旧

事務局長（兼）陸災防事務局長 
管理課第一課長 
管理課第二課長 
管理課主任 
管理課 
適正化事業課 

藤　内　和　也
松　岡　宗一郎
大三島　ゆかり
吉　原　慎　滋
中　山　絵　美
宮　脇　加奈子

陸災防事務局長 
業務課長 
総務課長 
適正化事業課主任 
総務課 
業務課 

【 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。
㈱白川建設運送　さぬき市大川町
代表取締役　白川祐司氏のご尊父

白　川　　直　様
令和２年６月２7日ご逝去（享年88歳）

坂本運送㈲　坂出市入船町
代表取締役　丸山智幸氏のご尊父
丸　山　幸　夫　様
令和２年7月13日ご逝去（享年81歳）

香川ニュー物流　第286号


