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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 4 10 44 65 -21

死者（人） 1 0 0 0 0 0 1 4 -3

負傷者（人） 6 4 14 11 5 14 54 81 -27

※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） 262 234 317 276 264 239 1,592 1,807 -215

死者（人） 3 3 2 4 5 1 18 28 -10

負傷者（人） 315 279 385 334 306 292 1,911 2,222 -311

表 紙 の 写 真

豊稔池堰堤（五連式アーチダム）
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、一般にトラック事業者の荷主に対す
る交渉力が弱いことや、令和６年度から年間960時間の時間外労働の限度時間が設定されること等を踏まえ、運
転者の労働条件を改善し、トラック運送業がその機能を持続的に維持していくに当たっては、法令を遵守して持
続的に事業を行っていくための参考となる運賃を示すことが効果的であるとの趣旨により設けられたものです。
　香川県トラック協会としても、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、さらには、
６月に仲多度支部役員会、７月に坂出支部役員会に出席し支部会員への周知等を依頼してきたところ、すでに７
割弱の会員事業者が届出をしております。
　しかしながら、前回の約款変更に伴う運賃料金の変更届出率と比較し低調です。
　まだ、届出がお済みでない会員事業者におかれましては、届出をご検討下さいますようお願い申し上げます。
　なお、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 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。

「標準的な運賃」の届出について

　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、最
新のトレーラに係わる法改正紹介とトレーラ輸送による輸送効率向上、また、安全装置の解説等の説明もあり
ますので、是非ご参加をお願い致します。
　お申込みは、香ト協ホームページ「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

1 開催日時 令和３年８月26日（木）　13時30分～16時

2 開催場所 香川県トラック総合会館　５階

3 定　　員 25名（先着順）

4 次　　第 ①トレーラのより安全な使用について
　動画「トレーラ火災の原因と防止について」等
　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、�

車輪脱落防止のための予防整備の重要性を周知」
②最新のトレーラに係わる法改正紹介とトレーラ輸送による輸送効率向上について等
③実車実験動画で見る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
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令和３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３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30日（金）

四国交通共済会館 香川県坂出市番の州公園６－６.
8月２日（月）

高松 9月10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.

坂出
10月15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16日（土）

高松

10月29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２－３.11月11日（木）

11月12日（金）

観音寺 （仮）11月20日（土） 観音寺商工会議所 香川県観音寺市坂本町１丁目１－２５.

東かがわ 12月４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18日（土）
（動画配信方式） 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４年１月21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.
令和４年３月４日（金）

� ＊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２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2020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。

　＊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。

※「８月の情報提供」は香川県トラック協会のホームページ（https://www.kagawa-truck.jp/）からダウンロードしてください。

■�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７日（土）
【ステップアップ】　９月25日（土）・10月23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（９月25日（土）・10月23日（土））
ユープラザうたづ（８月７日（土）午前の部のみ）

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】　　　８月５日（木）・８月26日（木）
【事故惹起運転者】　９月16日（木）・11月25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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●日本海事協会　　●香ト協
　「働きやすい職場認証制度」とは、職場環境改善に向けたトラック、バス、タクシー事業者の取組みを
「見える化」することで、求職者の運転者への就職を促進し、各事業者の人材確保の取組みを後押しする
ことを目的とした制度です。
　認証を取得しますと、求職者等に対し「働きやすい職場認定制度」取得済み事業者である事をアピー
ルでき、人材確保対策に活用することができます。

（１）認証対象 
トラック事業者、バス（乗合、貸切）、タクシー　※原則、法人単位

（２）申請要件 
運送事業の事業許可日を起点として、運送事業許可取得後３年以上経過している等一定の要件が設定さ
れています。

（３）申請受付、審査、認証等の実施機関 
国土交通省の指定を受けた認証実施団体である一般財団法人日本海事協会が申請、受付、審査、認証等
の手続きを実施します。

（４）審査要件 
①法令遵守等、②労働時間・休日、③心身の健康、④安心・安定、⑤多様な人材の確保・育成の５分野
について基本的な取組要件を満たすことで、「１つ星認証」が取得できます。

（５）料金 
審査料：５万円（税別）／１申請あたり
※インターネットによる電子申請の場合、３万円（税別）に割引 
登録料：６万円（税別）／１申請あたり

（６）認証結果の活用 
厚生労働省と連携し、ハローワークにおける求人票への「働き方改革関連認定企業」であることの記載
や、認証事業者と求職者の重点的なマッチング支援等があります。

　《問い合わせ先》一般財団法人日本海事協会（ClassNK）交通物流部　☎03-5226-2412
　　※申請案内書の骨子、認証項目については「８月の情報提供」を参照願います。

自動車運送事業者のための 
「働きやすい職場認定制度」申請および助成金のご案内

◆香川県トラック協会「働きやすい職場認定制度」取得に対する助成金制度について
（１）助成内容

① 認証登録を完了した会員事業者　　　　　　　　　　　５０，０００円
② 複数の営業所として申請対象となった営業所の場合　　　４，０００円
　※いずれか１申請

（２）申請期間
令和３年６月１日㈫～令和４年２月４日㈮香ト協必着
　※但し、取得後３ケ月以内の申請

（３）対象期間
令和３年２月１日㈪～令和４年１月31日㈪までに登録を完了したもの

（４）申請書類
働きやすい職場認証取得助成金交付申請書（兼請求書）

（５）添付書類
認証登録証（写）

　　※助成金申請の詳細については「各種助成金制度の手引き」120Ｐを参照願います。
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香川県トラックドライバー・コンテスト開催！

　香川県トラック協会は、７月３日（土）高松市郷東町の香川県運転免許センターにおいて安全運転
の知識や運転技能を競う「香川県トラックドライバー・コンテスト」を５名の出場選手を得て開催し
ました。
　競技は、４トン部門、11トン部門、トレーラ部門の３部門で開催し、初めに学科試験を実施した
後、日頃の技術を競う日常点検・運転競技に懸命に取り組みました。
　競技終了後には、表彰式が行われ、各部門の１位には、栄冠をたたえる賞状とトロフィーが授与さ
れました。
　各部門１位は以下のとおりです。

部　門 氏　名 会　社　名
４トン 島村　相美 ㈱日立物流西日本四国AE営業所

11トン 熊野　彰裕 日本通運㈱四国支店

トレーラ 山下　　茂 日本通運㈱四国支店

運行前点検

運転競技（クランク）運転競技（ホーム付）

左から　１１トン部門熊野さん、香ト協齋藤専務、４トン部門島村さん、トレーラ部門山下さん

お め で とうご ざ い ま す
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●陸災防
　陸運労災防止協会香川県支部は、６月26日（土）㈱タクテック講
習会場（高松市香西南町）において「第28回香川県フォークリフト
運転競技大会」を開催しました。昨年は新型コロナウイルス感染拡大
防止の為、中止となり、２年ぶりの開催となりました。
　今年の参加者は２事業所４名での競技となり、学科・点検・荷役の
各競技に真剣に臨んだ結果、僅差ながら見事に篠原佑介選手（日本通
運㈱四国支店）が優勝され、愛知県みよし市にて開催される「第36
回全国フォークリフト運転競技大会」に出場することとなりました。
　今年こそは香川県代表として入賞が期待されます。
. 【全国大会：10月２日（土）〜３日（日）開催】

第28回
香川県フォークリフト運転競技大会 開 催

実技試験の様子（点検・荷役）

おめでとうございます！
篠原選手　優勝

●国土交通省四国運輸局　　●交通政策部環境・物流課

　四国運輸局は、運輸部門における地球温暖化等環境対策の一環として、環境にやさしい企業運営としての「グ
リーン経営」認証制度の普及促進をはかるため、（公財）交通エコロジー・モビリティ財団から講師を招き「グ
リーン経営講習会」を下記のとおり開催しますのでご案内致します。

記

1 開催日時 令和３年８月27日（金）　13時30分～16時00分

2 開催場所 香川県トラック協会安全研修センター　３階

3 内　　容 グリーン経営認証制度について

4 申　　込 「８月の情報提供」を参照し「グリーン経営講習会」参加申込書にご記入の上、�
四国運輸局環境・物流課までFAXをお願いします。

※「８月の情報提供」は香川県トラック協会のホームページ（https://www.kagawa-truck.jp/）からダウンロードしてください。

グリーン経営講習会のご案内
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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 88.00 113.01（14件）
出光 99.40 111.31（17件）

エクソンモービル 100.00 111.17（３件）
エッソ − −
キグナス − −
コスモ 99.80 108.87（７件）
昭和シェル 99.30 111.60（５件）
ゼネラル − −

スタンド買平均単価 111.48（含全銘柄）
ローリー買平均単価 97.79（含全銘柄）
ガソリン買平均単価 132.68（28件）
尿素平均単価 65.24（19件）

※�有効調査対象　69件
※�香川県内燃料調査の掲載は今月号までとし、次月号からは全ト協調査（四国地区版）を掲載いたします。
※�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。

香ト協燃料ニュース
令和３年７月調査（６月結果）　●香ト協燃料調査班

カマタマーレ讃岐
ホームゲーム日程

8/28（土） 18時KO vs 鹿児島

9/12（日） 時刻未定 vs 八戸

9/26（日） 時刻未定 vs 横浜
※�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！

【 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

陸災防
お知らせ

からの
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8月 
行事予定

日 曜 行　　　事 場　　　所

7 土 乗務員一般講習 ユープラザうたづ

26 木 トレーラの適正な使用等に係る研修会 香川県トラック総合会館

27 金 グリーン経営講習会 安全研修センター

※８月13日（金）〜15日（日）、香ト協および陸災防は夏季休業とさせていただきます。

香ト協会員専用機関紙「情報提供」は�
ホームページに掲載

　地球環境に配慮したペーパーレス化を図るため、「８月の情報提供」は冊子での発送は行わず、ホー
ムページ（https://www.kagawa-truck.jp/）に掲載しています。
　「香川県トラック協会」ホームページ上のメニュー「会員の皆様へ」→「情報提供」を閲覧してください。

お 知 ら せ

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

適正次長.
適正化事業課課長代理.
適正化事業課係長.

大　熊　徹　也
明　石　英　伸
吉　原　慎　滋

適正化事業課長.
適正化事業課係長.
管理課係長.

■�香川県トラック協会ホームページ情報（７月更新分）
掲載日 掲載場所 記　　　事 発信元

７月20日 お知らせ 「標準的な運賃」普及推進運動実施中！（７月20日現在提出状況） 香ト協適正化事業課

７月15日 お知らせ 自動車運送事業における交通事故削減に向けた実態調査の�
ウェブアンケートご協力のお願い 国土交通省

７月14日 お知らせ 「感染警戒期」における対策（７月12日以降）について 香川県

７月９日 お知らせ 業務中における交通事故抑止対策の推進について 香川県警察本部

７月８日 お知らせ 四国運輸局公式Twitterの運用開始 四国運輸局

７月８日 お知らせ 環境省「低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業」について 環境優良車普及機構

７月８日 お知らせ 夏期の多客期におけるテロ対策の徹底について 国土交通省

７月１日 お知らせ 墜落・転落災害防止対策の推進に係る協力要請について 高松労働基準監督署
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