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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 11 55 76 -21

死者（人） 1 0 0 0 0 0 0 1 5 -4

負傷者（人） 6 4 14 11 5 14 14 68 93 -25

※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） 262 234 317 276 264 239 275 1,867 2,117 -250

死者（人） 3 3 2 4 5 1 5 23 34 -11

負傷者（人） 315 279 385 334 306 292 337 2,248 2,599 -351

表 紙 の 写 真

男木島灯台
写真提供：（公社）香川県観光協会
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　秋の全国交通安全運動が９月21日（火）から30日（木）までの10日間、全国一斉に行われます。
　本運動は、広く県民に交通安全思想の普及・浸透を図り、交通ルールの遵守と正しい交通マナーの実
践を習慣付けるとともに、県民自身による道路交通環境の改善に向けた取組みを推進することにより、
交通事故防止の徹底を図ることを目的としています。貴社においても乗務員等に対して交通安全運動の
周知徹底をお願いします。

　なお、本運動期間中の９月30日（木）は「交通事故死ゼロを目指す日」に指定されていますので、特に交
通ルールを守り、交通マナーを実践するなどよろしくお願いします。

※本運動の香川県推進要綱は９月の「情報提供」に掲載しますので、運動の重点等について周知徹底をお願いします。

～交通事故ゼロを目指しましょう～

スローガン

運動の重点

「歩行者優先　守るけん　かがわ県」

① 子供と高齢者を始めとする歩行者の安全の確保
② 夕暮れ時と夜間の事故防止と歩行者等の保護など安全運転意識の向上
③ 自転車の安全確保と交通ルール遵守の徹底
④ 飲酒運転等の悪質・危険な運転の根絶
⑤ 後部座席を含めた全ての座席のシートベルトの着用とチャイルドシートの正しい使用の徹底

秋の全国交通安全運動が９月21日（火）から30日（木）までの10日間 全国 斉に行われます

～交通事故ゼロを目指しましょう～
秋の全国交通安全運動について

 ●厚生労働省

　厚生労働省は、10月１日（金）から７日（木）まで、令和３年度「全国労働衛生週間」を実施します。
　この運動は、労働衛生に関する国民の意識の高揚を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の
健康を確保することを目的に昭和25年から毎年実施されており、今年で72回目になります。毎年９
月１日から９月30日までを準備期間、10月１日から７日までを本週間として、今年は「向き合おう！
こころとからだの　健康管理」をスローガンに全国一斉に行われます。
　なお、今年については、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、いわゆる「３つの
密」を避けることを徹底しつつ、各事業場の労使協力のもと本運動を実施していただきますようお願
いします。
　実施要綱等の詳細については、厚生労働省ホームページをご覧下さい。

全国労働衛生週間の実施
～今年のスローガンは「向き合おう！こころとからだの　健康管理」～
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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、ホームページ等で会員事業者の皆様への周知を行っており、７割超の会員事業
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。そこ
で、８月中旬に未届出の会員の皆様へ届出書類等を郵送させて頂きました。
　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、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

「標準的な運賃」活用セミナー（応用編）を開催します
　香川県トラック協会では、全日本トラック協会と共催で「『標準的な運賃』」活用セミナー（応用編）」を開催
します。
　このセミナーは、昨年度までの原価計算活用セミナーに準じたものとして「標準的な運賃」の考え方を踏ま
え、原価計算や独自運賃表の作成、荷主との交渉方法を中心とした内容になりますので、是非ご参加ください
ますようお願い申し上げます。
　お申し込みは、香ト協ホームページ「９月情報提供」に掲載している申込書をご利用下さい。
　なお、コロナウィルス感染拡大等の状況により、中止等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。

1 開催日時 令和３年10月13日（水）　13時30分～17時

2 開催場所 ホテルパールガーデン　新館６階「インペリアル」

3 定 員 50名（先着順）

4 持 参 物 電卓をご持参下さい。

5 内 容

〇「標準的な運賃」告示の概要・届出
〇「標準的な運賃」を踏まえた原価計算（演習など）
〇原価計算を反映した運行形態別運賃の考え方
〇荷主との交渉方法　ほか

6 申込方法
香ト協ＨＰ「会員の皆様へ」内「情報提供」から「９月情報提供」の申込用紙をダウ
ンロードしてお申込み下さい。
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点検整備推進運動強化月間（9月・10月）
自主点検結果の報告をお願いします

　トラック輸送は、今や国民の生活や経済の発展に必要不可欠
な存在です。一方、トラックによる交通事故は重大事故に繋が
ることが多く、特に大型トラックでは、重大事故につながりか
ねない車輪脱落事故が多発しており、車輪脱落事故や不具合等
による事故防止をはじめ、環境面においても排出ガスによる大
気汚染や地球温暖化問題への対応が求められています。
　さらに、日常点検、定期点検などによる点検・整備の実施が義務付けられているものの、その実
施状況は必ずしも十分とは言えず、また、平成30年10月１日には車両総重量８トン以上のトラッ
クのスペアタイヤ等が新たに３ヶ月毎の定期点検項目に追加されるなど、不正改造の防止とともに、
確実な点検整備の実施を徹底して行く必要があります。
　このため、トラック運送業界として、より確実な点検整備を目指して「トラック運送業界におけ
る点検整備推進運動」を展開しております。
　この運動は、１年を通じて実施するものですが、９月１日（水）から９月30日（木）までの１ヵ
月間を全国統一の「自動車点検整備推進運動強化月間」とし、引き続き10月１日（金）から10月
31日（日）までの１ヵ月間を香川県独自の「自動車点検整備推進運動強化月間」として特に重点
をおいて実施します。
　つきましては、香ト協HPに掲載しております「情報提供」をご覧いただき、令和３年度「トラッ
ク運送業界における点検整備推進運動」実施要領にしたがって自主点検をお願いします。
なお、自主点検結果票は11月５日（金）までに香ト協宛ご提出下さい。

「大型自動車の重点点検の実施」について
 ●国土交通省

国土交通省では、平成27年末から連続して発生している車両火災事故や車体腐食事故、及び近
年増加している車輪脱落事故を踏まえ、これらの事故防止のため、重点点検のみならず、日頃の
点検におきましても、確実な点検・整備を実施するようお願いしています。
大型自動車については、近年、車両の使用年数が伸びることにより、車齢の高いものが増え、

総走行距離も伸びる傾向にあります。また、大型自動車の車輪脱落事故や車両火災の防止につい
ては、これまでも日常点検整備、定期点検整備の励行について注意喚起しているところですが、
依然としてこれらの事故が発生している状況にあります。
これらの状況を踏まえ、今年度も自動車点検整備推進運動の一環として、大型自動車の重点点

検を行うことになりましたのでお知らせいたします。
令和３年度自動車点検整備推進運動における大型自動車の重点点検の実施要領及び重点点検報

告様式等については、香ト協ＨＰに掲載しております「情報提供」をご参照下さい。
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令和３年度引越講習（基本・管理者）開催のご案内
　全日本トラック協会では、安心・安全な引越サービスを提供する事業者を一般の消費者に分かりやすく容易
に選択してもらうための「引越事業者優良認定制度（引越Ｇマーク）」を、平成26年度からスタートさせてい
ます。
　認定制度の申請基準として、各事業所に「引越管理者講習」の修了者が１名以上在籍しなければなりません。
今年度の引越講習は、下記の日程で開催致しますので、ご案内させていただきます。
　なお、コロナウィルスの感染状況によっては、講習を中止又は変更する場合があることをご了承ください。

◆ 開催日程
【引越基本講習】
　日時：令和３年11月25日（木）　10：00～16：00
　場所：香川県トラック総合会館
【引越管理者講習】
　日時：令和３年11月26日（金）　10：00～16：00
　場所：香川県トラック総合会館

◆ 申込方法
香川県トラック協会HPの「９月の情報提供」添付の開催案内を参照願います。

●香ト協
　新型コロナウイルス感染症拡大により、社会情勢が大きく変化し、先行きが不透明な中で、これからのトラッ
ク運送業界における人材確保への影響も懸念されるところとなっており、今後の「新時代」における人材確保対
策の検討が喫緊の課題となっております。
　このような状況の中で、新時代に対応した人材の採用や定着に向けた職場環境の整備、また、働き方改革へ対
応した実務等を内容とするセミナーを開催しますので、是非ご出席下さるようご案内申し上げます。

1 開催日時 令和３年10月28日（木）　13時30分～16時30分

2 開催場所 ホテルパールガーデン　「讃岐」

3 内　　 容

（1） 「新時代」における運転者人材の実態
（2） 運転者人材等の採用
　　　・人材採用に向けた準備、効果的な求人（求人票の記載等）
　　　・人材採用の成功事例　・新卒者、女性、高齢者の雇用促進
（3） 人材が定着するための職場環境整備
（4） 働き方改革に対応した実務

4 申込方法
10月13日（水）までに、香ト協にお申込み下さい。
香ト協ＨＰ「会員の皆様へ」内「情報提供」から「９月情報提供」の申込用紙をダウ
ンロードしてお申込みください。

人材確保セミナーのご案内
～「新時代」に対応した人材の採用・定着～
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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「９月の情報提供」を参照し、お申込み下さい。

※「９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

【ステップアップ講習】 ９月25日（土）・10月23日（土）
【乗務員一般講習】 令和４年１月22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（１月22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】 ９月９日（木）・10月７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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運転記録証明書を活用した 
｢優秀安全運転事業所表彰｣ について

●自動車安全運転センター香川県事務所

　香川県警察本部と自動車安全運転センター香川県事務所では、運転記録証明書を活用し、交通事故防止等
に多大の功労があった優秀安全運転事業所を表彰する「令和３年第一期優秀安全運転事業所表彰式」を下記
の香川県トラック協会員事業所に行いました。

（1）金賞（香川県警察本部長・自動車安全運転センター理事長連名表彰）

・ 有限会社福広運輸（高松市小村町）

・ 日通香川運輸株式会社（高松市朝日町）

（2）銀賞（香川県警察本部交通部長・自動車安全運転センター香川県事務所長連名表彰）

・ 株式会社　大建（観音寺市大野原町）

（3）銅賞（所轄警察署長・自動車安全運転センター香川県事務所長連名表彰）

・ ペガクレス物流有限会社（綾歌郡綾川町：高松西署）

・ 四国名鉄運送株式会社（丸亀市飯山町：丸亀署）

・ 四国西濃運輸株式会社坂出支店（坂出市江尻町：坂出署）

１　優秀安全運転事業所

２　表彰式の模様

有限会社福広運輸 
　業務部長　山地　成剛 様（写真 左から３番目）

日通香川運輸株式会社 
　代表取締役社長　髙木　貴志 様（写真 左から２番目）
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株式会社　大建 
　代表取締役専務　大平　和弥 様

ペガクレス物流有限会社 
　社員　磯崎　晋也 様

四国名鉄運送株式会社 
　取締役社長　池田　浩幸 様（写真 受賞者左側）

四国西濃運輸株式会社坂出支店 
　支店長　矢野　晶 様
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燃料ニュース 2021年６月軽油価格調査集計表（令和３年７月26日現在）
●（公社）全日本トラック協会

カマタマーレ讃岐
ホームゲーム日程

９/12（日） 15時KO vs八戸

９/26（日） 14時KO vsＹＳ横浜

10/10（日） 14時KO vs岐阜

10/31（日） 14時KO vs今治
※ 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

〇単純計算表

区　　分 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
四国地区 全国地区 四国地区 全国地区 四国地区 全国地区

平　　均 111.71 109.33 101.68 100.46 110.58 109.32
〇元売別集計表

元売名／区分 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
四国地区 全国地区 四国地区 全国地区 四国地区 全国地区

ＥＮＥＯＳ 113.94 110.30 100.96 100.57 113.56 110.79
出光昭和シェル 113.80 109.67 104.00 100.80 116.50 109.15
キグナス 112.00
コスモ 111.10 107.71 102.44 99.72 109.02
その他 108.10 108.54 99.76 100.44 108.60 108.33

〇軽油価格推移表

区　　分 スタンド平均 ローリー平均 カード平均
四国地区 全国地区 四国地区 全国地区 四国地区 全国地区

令和３年１月 97.09 94.94 87.84 85.96 96.90 94.77
令和３年２月 101.19 99.11 91.25 89.84 101.27 98.83
令和３年３月 107.39 104.19 97.00 95.48 107.75 103.81
令和３年４月 105.92 105.14 97.13 95.64 106.62 104.33
令和３年５月 107.87 107.49 98.61 97.29 108.89 106.38
令和３年６月 111.71 109.33 101.68 100.46 110.58 109.32
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9月 
行事予定

日 曜 行　　　事 場　　　所

８ 水 安全性優良事業所香川運輸支局長表彰式 香川運輸支局

10 金 運行管理者等一般講習 香川県トラック総合会館

21 火 「秋の全国交通安全運動」出発式 県庁東館ピロティ

22 水 街頭検査 箕浦検問所

25 土 乗務員ステップアップ講習 安全研修センター

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、「９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。

会員だより
謹んでお悔やみ申し上げます。

㈲西岡産業　三豊市豊中町
代表取締役　西岡　修氏のご尊父

西　岡　　覚　様
令和３年８月４日ご逝去 （享年81歳）

お 知 ら せ

■ 香川県トラック協会ホームページ情報（８月更新分）

掲載日 掲載場所 記　　　事 発信元

８月20日 お知らせ 緊急事態対策期における対策（８月20日以降）について 香川県

８月17日 お知らせ 働き方改革説明会の案内について 香川県労働局

８月12日 お知らせ 「反射材着用啓発街頭大キャンペーン」（９月30日）の実施 香川県交通安全県民会議

８月３日 お知らせ 令和３年度事故防止対策支援推進事業 国土交通省

７月28日 お知らせ 令和３年「秋の全国交通安全運動」の実施について 香川県交通安全県民会議
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