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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

3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） 7 4 9 10 30 48 -18

死者（人） 1 0 0 0 1 3 -2

負傷者（人） 6 4 14 11 35 61 -26

※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

3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） 262 234 317 276 1,089 1,238 -149

死者（人） 3 3 2 4 12 23 -11

負傷者（人） 315 279 385 334 1,313 1,523 -210

表 紙 の 写 真

紫
あじさい

陽花（まんのう公園）
写真提供：（公社）香川県観光協会
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●香ト協
　国土交通省は令和２年４月に「標準的な運賃」を告示しました。これは、ドライバーの労働条件を改善すると
ともに貨物自動車運送事業の健全な運営を確保することなどを目的に国土交通大臣が望ましい水準の運賃として
示されたものです。
　香川県トラック協会といたしましても、ホームページや郵送にて会員事業者の皆様への周知を行っておりま
す。
　「標準的な運賃」を採用するためには届出が必要となります。必要書類の送付希望や制度についてご不明な点
がございましたら適正化事業課までお問い合わせください。

【「標準的な運賃」の届出について】

1 提出書類 一般貨物自動車運送事業の運賃及び料金設定（変更）届出書

2 作成部数 ４部（正本１部、副本３部）

3 提 出 先 香川県トラック協会　適正化事業課

4 参考情報
一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃について（全ト協）
https://jta.or.jp/member/kaisei_jigyoho/kaisei_jigyoho_202008.
html#5

5 問合せ先 ご不明な点については、適正化事業課までお問い合わせください。

6 そ の 他 「標準的な運賃普及セミナー」を６月16日（水）に開催予定です。

「標準的な運賃」のご案内について

書類．「標準的な運賃」届出書類資料．「今すぐわかる標準的な運賃」
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　香川運輸支局及び香川県トラック協会においては、排ガスによる大気汚染や道路交通秩序を乱す
要因となる「不正改造車を排除する運動」を年間を通して実施していますが、特に６月を強化月間と
して実施しますので、マフラーの切断・取り外し及び騒音低減機構を容易に取り外せる等の基準不
適合マフラーの装着やタイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみだし、大型貨物自動車の速
度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等が無いよう「不正改造防止自主点検票」を用いて
点検をお願いします。
　詳細については、「６月情報提供」をご覧ください。

６月は不正改造車排除運動強化月間

　不法無線局から出される電波は、携帯電話やテレビ・ラジオに障害を与えるなど日常生活に悪影
響を及ぼします。さらに、消防、救急、警察や鉄道、航空機など人命に関わる重要無線通信を妨害して、
私たちの生活を脅かします。
　電波の利用には、原則、免許が必要です。ルールを守り電波利用環境を守りましょう。
　電波のルールと電波障害などの申告・ご相談は、四国総合通信局までお願いします。

「守って！電波のルール」

電波利用環境保護周知啓発強化期間　６月１日～10日

　令和３年度助成金制度は、６月１日より受付を開始しますので、同封されている「令和３年度各種
助成金の手引き」又は、香ト協ＨＰ「助成金一覧」を参照して申請手続きをお願いします。
　また、香ト協ＨＰ「助成金一覧」から助成要領・申請書・記入例等ダウンロードできますのでご活
用下さい。

助成金申請受付開始！

令和３年６月１日（火）～令和４年２月４日（金）
（土・日・祝日除く）

申請期間

☎０８９－９３６－５０５５総務省　四国総合通信局
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●香ト協
　トラック運送業界では、残業時間の上限規制、最低賃金の上昇、残業の割増率上昇などの法改正に伴う労務管
理が今後重要になることが予想されます。
　そのような状況の中で、働く人の権利意識の変化などにより、未払い賃金等に関するトラブルが数多く発生し
ています。
　こうしたトラブルを事前に防止するため企業として賃金台帳等の見直しを含めた労務管理の検討が必要となっ
ており、具体的な対策を講じることが極めて重要な課題となっております。
　つきましては、下記のとおりセミナーを開催しますのでご案内申し上げます。
　セミナー申込については、「６月情報提供」をご覧ください。

1 日　　 時 令和３年７月７日（水）　14時～15時30分

2 場　　 所 香川県トラック総合会館　５階　高松市福岡町３丁目２－３

3 セミナー テーマ　「賃金台帳の正しい記載について」
講　師　グッジョブ社労士事務所　社会保険労務士　合田弘孝　様

4 定　　 員 25名（先着順）

5 注意事項

■当日、発熱、咳症状など体調不良の方のご来場はお避け下さい。
■ 来場者には、マスク着用・咳エチケット・手洗いを励行いただくようお願いし
ます。
■ 新型コロナウイルス感染症拡大により、やむを得ず中止になる場合がありま
すのでご理解をお願いします。

トラブルを未然に防ごう！
労務管理セミナーを開催します

睡眠時無呼吸症候群（SAS）対策 
Liveオンラインセミナーについて

●全ト協
　（公社）全日本トラック協会では、ドライバーの健康と安全を確保していくうえで、喫緊の課題
である「睡眠時無呼吸症候群（SAS）」の対策としてオンラインセミナーを開催します。
　このセミナーは、SAS対策に取り組んでいない事業者を対象とした「基礎編」とすでにSAS対
策に取り組んでいる事業者を対象とした「運用編」に分かれ、ZOOMを使用して「基礎編」は６月
から「運用編」は７月から年数回開催しますのでご案内致します。
　開催日程及び申込については、下記のとおりです。

全日本トラック協会HP
「睡眠時無呼吸症候群（SAS）Liveオンラインセミナーのご案内」

https://jta.or.jp/member/rodo/hcns_top/sas_online.html
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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「６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。

■ 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26日（土）・７月24日（土）
【ステップアップ】　９月25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

開 催 場 所 香ト協安全研修センター

定 員 乗務員一般講習、ステップアップ共に８名

そ の 他 受講者が４名に達しない場合は、中止することがあります。

■ 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３日（木）・６月24日（木）
【事故惹起運転者】　７月15日（木）・９月16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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交通安全・省エネトラック授業を開催

　香川県トラック協会は、四国運輸局・日本自動車連盟（JAF）
香川県支部との共催で４月22日（木）綾川町立羽床小学校、４
月23日（金）三豊市立大見小学校、５月11日（火）さぬき市
立造田小学校において「交通安全・省エネトラック授業」を開
催しました。このトラック授業は、実際の車両を使って内輪差・
車両停止距離の実験、トラックの死角の体験、シートベルト着
用体験を行い、また、車両が使用する燃料の量を測定する実験
やトラックとの綱引きなど様々な体験を通じて交通安全意識の
向上やエネルギーの大切さについて学習してもらうものです。
　今後も、令和３年度実施計画に基づき、児童に対して交通安
全等について啓発活動を行う予定です。

シートベルト着用体験

トラックとの綱引き

トラック死角を体験

内輪差実験
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Ｇマーク申請書類の配布及び
説明動画配信について

●香川県貨物自動車運送事業適正化実施機関

　令和３年度におけるＧマークの申請案内ならびに申請書の配布が始まりました。これら申
請案内ならびに申請書については香川県トラック協会にて配布しております。また、全日本トラック協会ホーム
ページからもダウンロードが可能ですので参照ください。
　なお、複写式申請書による申請を希望される場合は、1,000円の費用負担が発生しますので、申請書類の作
成には専用ウェブサイトをご利用いただくことをおすすめいたします。
　また、新型コロナウイルスの感染拡大防止として、今年度は申請方法についての説明をYouTubeにて公開し
ておりますので併せてご案内いたします。
　そのほかご質問があれば、適正化事業課までご連絡ください。

●申請案内及び申請書配布期間
令和３年５月６日（木）～７月13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３年４月23日（金）～７月14日（水）
※申請書作成後、書類を印刷のうえ、申請受付期間中に香ト協にて受付手続きを行う必要があります。

●申請受付期間
令和３年７月１日（木）～７月14日（水）（土・日曜日は除く）

●申請料
（１）複写式申請書による申請：1,000円（申請書実費として）
（２）申請書作成システムで作成した申請書によるによる申請：無料

●2021年度「貨物自動車運送事業安全性評価事業」申請案内について（動画）
URL  https://youtu.be/rWQHNJzATNw

自動車運送事業の運行管理者表彰制度について

　標記表彰制度は、国土交通省が自動車運送事業の運行管理者について、その業務にお
いて優良であると認められるものを表彰することにより、安全意識の更なる高揚と運行
管理業務の一層の徹底を図り、もって自動車運送事業の輸送の安全を確保することを目
的として平成19年３月に創設されました。
　こちらの制度に賛同され、認定要件に該当する運行管理者を推薦される場合は、「６月
の情報提供」に詳細を掲載しておりますので、ご参照の上、必要書類をご提出ください。
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カマタマーレ讃岐
ホームゲーム日程
6/13（日） 14時KO vs 福島

6/26（土） 18時KO vs 熊本
※ 最新の試合情報は、カマタマーレ讃岐ホームページを
ご覧ください。

ⒸKAMATAMARE SANUKI

Pikaraスタジアム（県立丸亀競技場）で開催！

陸災防 からのお知らせ

「香川産業安全衛生大会」

　令和３年７月１日（木）に開催予定をしておりました、香川労働局・各労働基準監督署・香
川労働災害防止団体連絡協議会主催の「香川産業安全衛生大会」は、新型コロナウイルス感染
拡大防止の為、中止となりました。

中止

【 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
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購入銘柄別内訳 単位：円

内訳
銘柄

スタンド買
最低単価／ℓ 平均単価／ℓ（件数）

ENEOS 79.00 103.03（16件）
出光 74.00 105.11（16件）

エクソンモービル 117.00 117.00（１件）
エッソ － －
キグナス － －
コスモ 95.00 103.34（４件）
昭和シェル 95.00 106.46（８件）
ゼネラル － －

スタンド買平均単価 104.45（含全銘柄）
ローリー買平均単価 93.98（含全銘柄）
ガソリン買平均単価 123.29（26件）
尿素平均単価 63.19（18件）

※ 有効調査対象　70件
※ 「消費税を抜いた価格（軽油引取税含む）」で調査しております。
※ 本調査は県下120社を対象にしており、アンケート結果については返信いただいたものを、そのまま掲載しております。
各社の参考指標としてご活用いただきますようお願い申し上げます。

香ト協燃料ニュース
令和３年５月調査（４月結果）　●香ト協燃料調査班

※ 全国軽油価格調査について
は、全日本トラック協会ホー
ムページ（https://jta.or.jp）
の「統計」にある軽油価格調
査バナーから閲覧願います
（トラック協会会員専用）。
ログインパスワードは、全
国トラック協会から会員様
に送付されている「広報と
らっく」の１面右上の会員
様専用パスワード（４桁）を
入力願います。

84.13
80.09

85.55
88.56

91.38 93.64 90.90 90.05
94.27

97.28
100.62

106.77 104.45

72.42
67.99

74.70
78.14

81.48 80.94 80.97 81.59 82.66 85.29
88.95

95.58 93.98

60

70

80

90

100

110

120

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月

円/ℓ

月

平均単価グラフ推移表
（令和2年4月～令和3年4月）

スタンド ローリー

6月
行事予定

日 曜 行　　　事 場　　　所
7 月 香ト協・陸災防・運輸政策研究会通常総会 ホテルパールガーデン
8 火 街頭検査 箕浦検問所
11 金 令和３年度助成金説明会 ホテルパールガーデン
15 火 街頭検査 小豆運転免許センター

16 水
「標準的な運賃」普及セミナー ホテルパールガーデン
交通安全・省エネトラック授業 丸亀市立飯山北小学校

23 水 運行管理者試験事前勉強会 ホテルパールガーデン

26 土
第26回香川県フォークリフト運転競技大会 ㈱タクテック
乗務員一般講習 安全研修センター

会員だより
謹んでお悔やみ申し上げます。

丸亀司レッカー㈱　丸亀市原田町
代表取締役　宮武勇司氏のご母堂

宮　武　幸　子　様
令和３年５月９日ご逝去 （享年81歳）
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