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表 紙 の 写 真

安全研修センター
　平成15年度に竣工し、これまで会議やセミナーで皆様
にご利用いただいておりますが、この度、外壁塗装を行
いました。

写真提供：一般社団法人香川県トラック協会

香川県内の事業用トラックの事故件数について

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 10 8 13 11 8 105 137 -32

死者（人） 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 4 5 -1

負傷者（人） 6 4 14 11 5 14 14 12 9 18 14 8 129 173 -44

4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） 6 3 10 4 6 7 7 12 5 7 10 10 87 105 -18

死者（人） 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4 4 0

負傷者（人） 7 2 14 4 6 11 8 15 6 12 11 12 108 129 -21

※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
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安全性優良事業所として県下会員74営業所が認定されました

●全国貨物自動車運送適正化事業実施機関

　全国貨物自動車運送適正化事業実施機関は、令和４年12月15日に2022年度安全性優良事業（Gマーク）認
定事業所として全国7,990営業所を認定しました。このうち県下会員事業所は、74営業所が認定されました。
　今回の認定により、県下の安全性優良事業所は県内のトラック運送事業所数904事業所（令和４年12月時点、
全国貨物自動車運送適正化事業実施機関調べ）の30.1％に相当する272営業所となりました。
　この安全性優良事業（Ｇマーク）認定制度は、輸送安全対策の取り組み等を事業所単位で評価し、一定の基準
をクリアした事業所を認定するものです。
　認定された営業所は、「安全性優良事業所」認定マーク及び認定ステッカーを使用することができ、車両等に
貼付していただくことで荷主や一般消費者など多くの方へPRすることができます。
　今年度認定（取得・更新）を受けた事業所は次のとおりです。
　なお、営業所名称ならびに住所につきましては、安全性優良事業所認定申請書記載のものを採用しております。

貨物自動車運送事業安全性評価事業　安全性優良事業所　（順不同）
市区郡名 事業所名 住所

高 松 市 株式会社ひっこしパック　本社 朝日町5丁目3-110

株式会社シンクラン　高松営業所 十川東町1940番地1

栄運送株式会社　本社 郷東町200-1

有限会社ウエスト・ジャパン　本社 勅使町817-2

ＴＳネットワーク株式会社　高松流通センター 勅使町732

有限会社扇通商　本社営業所 飯田町924番地1

株式会社香川フレッシュシステム　本社 瀬戸内町43番68号

中国ニシリク株式会社　高松営業所 朝日町6丁目2-8

富士運送株式会社　本社営業所 国分寺町福家乙1-1

合資会社門口運送店　高松営業所 郷東町796-46

有限会社谷運輸　本社営業所 中山町43-1

ロットサービス有限会社　本社 朝日町5丁目4-33

株式会社進和流通　本社営業所 香川町大野1281-2

瀬戸内陸運株式会社　高松支店 朝日町5丁目3番110号

株式会社ヤマウチ興業　本社営業所 神在川窪町619-8

ＳＴＮ物流株式会社　高松営業所 鹿角町字城の内301

有限会社福広運輸　本社 小村町487-6

岡山県貨物運送株式会社　高松営業所 朝日町5丁目15-1
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市区郡名 事業所名 住所

高 松 市 玉藻港運株式会社　本社営業所 朝日新町9-22

日本通運株式会社　香川警送事業所 朝日町2丁目448-5

株式会社ビーアールエス　本社営業所 西ハゼ町55

株式会社ビーアールエス　高松南営業所 香川町大野140-4

尾崎運送株式会社　本社営業所 松並町888-4

三都自動車運送有限会社　本社営業所 香西東町554-1

コウナン運輸有限会社　国分寺営業所 国分寺町国分441

讃高運輸株式会社　本社営業所 川島東町721-1

株式会社サカイ引越センター　高松支社 茜町2-18

佐川急便株式会社　高松営業所 朝日町4-10-22

中四国ロジスティクス株式会社　高松営業所 朝日町6丁目571番地1

坂 出 市 西川産業株式会社　本社営業所 中央町2-30

ミナトエクスプレス株式会社　坂出営業所 林田町4285-282

淡路共正陸運株式会社　香川営業所 西大浜北4丁目39-5

四国運輸株式会社　坂出営業所 沖の浜30-61

株式会社ムロオ　高松支店 番の州町18番5

株式会社ニヤクコーポレーション　近畿四国支店坂出事業所 築港町2丁目310-109

ホンダ運送株式会社　中四国事業所坂出センター 林田町4285-310

丸 亀 市 株式会社シンクラン　丸亀営業所 郡家町3143番地

室山運輸株式会社　丸亀営業所 土器町北2丁目20

佐川急便株式会社　丸亀営業所 昭和町10-1

コウナン運輸有限会社　本社営業所 綾歌町岡田下507-2

有限会社伸弘運送　本社営業所 飯山町真時229-5

善通寺市 橋本運輸株式会社　本社営業所 上吉田町107-2

水島臨海通運株式会社　四国支店 吉原町20-1

三 豊 市 岡山丸善運輸株式会社　香川営業所 三野町下高瀬50番地1

四国倉庫株式会社　本社 詫間町詫間6829-9

株式会社図子組　本社 三野町大字下高瀬2650-2

株式会社東　本社営業所 詫間町詫間6907-5

ヤマト運輸株式会社　三豊営業所 三野町大字下高瀬字上新田1022-1
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市区郡名 事業所名 住所

観音寺市 今井商運株式会社　本社営業所 大野原町大野原1958番地1

株式会社シンクラン　大野原営業所 大野原町丸井817番地1

株式会社フードレック　本社 柞田町丙2066-1

株式会社東西運輸　本社 大野原町大野原1860-1

北四国運輸倉庫株式会社　大野原営業所 大野原町花稲字西野田858-4

有限会社観音寺急配社　本社 出作町690-1

さぬ き 市 丸協運輸株式会社　香川営業所 昭和乙121-75

東かがわ市 株式会社長町建材　本社営業所 松崎175-1

佐川急便株式会社　東かがわ営業所 横内509-1

東洋物流有限会社　本社営業所 西村1280-19

木 田 郡 株式会社和弘運輸　高松営業所 三木町田中2601

有限会社北山運送　本社 三木町大字井戸2359-5

南商事運輸有限会社　本社営業所 三木町池戸274番地1

綾 歌 郡 四国輸送株式会社　本社営業所 宇多津町字吉田4001-76

株式会社誠和運輸　本社営業所 綾川町小野甲383-1

株式会社久松運輸　本社 宇多津町2628-994

ふじかわ陸運株式会社　本社営業所 綾川町山田下2483-1

株式会社アワロードサービス　本社営業所 宇多津町浜1番丁5番11

大平運送有限会社　香川営業所 綾川町山田下723-3

株式会社西物流兵庫　香川営業所 宇多津町平山2628-729

栄光運輸株式会社　本社営業所 綾川町滝宮2623-19

仲多度郡 多度津運送株式会社　本社 多度津町桜川2-1-97

中讃電材運輸有限会社　本社 多度津町西浜7-22

小 豆 郡 合資会社門口運送店　本社 小豆島町池田3871-1

株式会社木村　本社 小豆島町安田甲226-6

ヤマト運輸株式会社　小豆島営業所 小豆島町蒲生字東畠甲1928-1、1928-2
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香川県内市町の支援金情報� 令和５年１月17日現在

三豊市運送事業者等原油価格高騰対策支援金�
� （受付期間：令和５年１月16日～令和５年２月28日消印有効）

事 業 概 要
コロナ禍における原油価格高騰により、物流の基幹的役割を担う運送事業者等が厳しい経営状況に置かれ
ていることを踏まえ、安定した物流の維持及び事業の継続を支援するため、燃料代の一部を支給するもの。

支 援 要 件
市内に事業所を有する、中小企業者または個人事業主であり、今後も当該事業を市の区域内において継続
する意思を有するものであること。

給付金の額

① 一般貨物自動車、特定貨物自動車１台あたり 6万円
② ①のうち最大積載量が4.5トン未満の車両の場合は 3万円
③ 貨物軽自動車１台あたり 3万円
※１事業所につき10台を上限とする。

� 申請先等詳細は、三豊市ホームページにてご確認お願いいたします。

坂出市運送事業者支援給付金� （受付期間：令和５年１月４日～令和５年２月17日消印有効）

事 業 概 要
コロナ禍における燃油価格高騰の影響を受け、事業活動に支障が出ている市内貨物運送事業者の事業継続
や事業の安定に資すること目的に支援金を給付する。

支 援 要 件 令和４年12月１日現在、坂出市に本社、主たる事業所、営業所を有しかつ営業を継続している事業者。

給付金の額

① 貨物自動車運送事業の用に供する車両（4.5t 以上）１台につき 2万円
② 貨物自動車運送事業の用に供する車両（4.5t 未満）１台につき 1万円
③ 貨物軽自動車運送事業の用に供する車両１台につき 1万円
※台数制限なし

� 申請先等詳細は、坂出市ホームページにてご確認お願いいたします。

多度津町貨物自動車運送業支援金�（受付期間：令和４年12月19日～令和５年２月28日消印有効）

事 業 概 要
コロナ禍における燃油価格高騰の影響を大きく受けた町内に主たる事業所又は営業所がある貨物自動車運
送事業者に対して事業の継続や事業の安定に資するため、支援金を給付する。

支 援 要 件 令和４年10月１日現在、多度津町に主たる事業所、営業所を有し、かつ営業を継続している事業者。

給付金の額

① 普通貨物自動車車両１台につき 1.5万円
② 小型貨物自動車車両１台につき 1万円
③ 軽貨物自動車車両１台につき 5千円
※台数制限なし

� 申請先等詳細は、多度津町ホームページにてご確認お願いいたします。

善通寺市運輸事業者等支援臨時給付金� （受付期間：令和４年11月15日～令和５年２月14日）

事 業 概 要
コロナ禍における燃料価格高騰の影響を大きく受け、事業活動に支障が生じている市内運輸事業者等が、
事業継続や事業の安定を図るため、市が予算の範囲内において支給する。

支 援 要 件
令和４年10月31日以前から市内に運送事業所を有し、今後も引き続き事業を継続する中小企業者または
個人事業主。

給付金の額
① 貨物自動車運送事業の用に供する車両１台につき 2万円
② 貨物軽自動車運送事業の用に供する車両１台につき 1万円
※台数制限なし

� 申請先等詳細は、善通寺市ホームページ�－�商工観光課にてご確認お願いいたします。
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　香川県トラック協会（楠木寿嗣会長）は令和４年
12月21日に高松市役所にて自由民主党議員会会長
である中村順一高松市議会議員と対面し、燃料高騰
が続くなかでの運輸業界の現状を伝え、燃料高騰支
援金予算化に向けた陳情を行いました。
　説明を受け、中村市議からは運輸事業の重要性や
業界の現状について理解をいただきました。

　自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（改善基準告示）は、「自動車運転者の労働時間等の
改善のための基準の一部を改正する件」（令和４年厚生労働省告示第367号）により令和４年12月23
日に改正され、令和６年４月１日から適用されます。

中村順一市議へ要望書を手渡す楠木会長

高松市の燃料高騰支援金予算化に向けた陳情を行いました。

令和６年４月から適用　改善基準告示が改正されました

厚生労働省
ホームページにて
リーフレットが

ダウンロードできますので
ぜひご覧ください。
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会館利用のお知らせ

総合会館会議室利用料金表（令和３年10月～）

区分/施設名 階 定員 区分 使用者
利用料金（消費税込価格）

午前 午後 全日
9:00〜12:00 13:00〜16:30 9:00〜16:30

大会議室
（181㎡）

5F 約60名

基本料金
3月～5月
10月～11月

会員 8,800円 11,000円 16,500円

一般 33,000円 38,500円 71,500円

冷暖房時
6月～9月�
12月～2月

会員 11,000円 14,300円 22,000円

一般 37,400円 42,900円 80,300円

談話室
（21㎡）

1F 約10名

基本料金
3月～5月
10月～11月

会員 2,200円 2,200円 4,400円

一般 8,800円 9,900円 17,600円

冷暖房時
6月～9月�
12月～2月

会員 2,200円 2,200円 4,400円

一般 11,000円 12,100円 22,000円

安全研修センター会議室利用料金表（令和３年10月～）

区分/施設名 階 定員 区分 使用者
利用料金（消費税込価格）

午前 午後 全日
9:00〜12:00 13:00〜16:30 9:00〜16:30

視聴覚室
（59㎡）

3F 約18名

基本料金
3月～5月
10月～11月

会員 4,400円 4,400円 8,800円

一般 17,600円 17,600円 35,200円

冷暖房時
6月～9月�
12月～2月

会員 5,500円 5,500円 11,000円

一般 19,800円 19,800円 39,600円

研修室
（59㎡）

3F 約18名

基本料金
3月～5月�
10月～11月

会員 4,400円 4,400円 8,800円

一般 17,600円 17,600円 35,200円

冷暖房時
6月～9月�
12月～2月

会員 5,500円 5,500円 11,000円

一般 19,800円 19,800円 39,600円

視聴覚室 
&研修室
（118㎡）

3F 約36名

基本料金
3月～5月�
10月～11月

会員 8,800円 8,800円 17,600円

一般 35,200円 35,200円 70,400円

冷暖房時
6月～9月�
12月～2月

会員 11,000円 11,000円 22,000円

一般 39,600円 39,600円 79,200円

　香川県トラック協会では会員事業者を対象に、会議室等の貸出を行っております。駐車場には最大
30台が収納できるほか、施設利用者は無料wi-fiが使用可能となります。
　施設利用を希望される事業者は、協会ホームページをご覧ください。

駐車場利用風景 総合会館５階大会議室
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●四国運輸局香川運輸支局

　令和４年度の整備管理者選任後研修が令和５年１月19日（木）を皮切りに順次開催されています。この研修
は営業所に選任されている整備管理者が２年毎に受講する義務講習となります。
　また、新型コロナウイルスの感染防止対策として、申込は定員制となりますのでお早めに申込をお願いします。
　なお、申込み用紙等の詳細につきましては「２月の情報提供」（香ト協ホームページ.−.会員の皆様へ）をご
覧ください。

〇開催日程について

開催地 開催日時・定員

四国運輸局　高松サンポート合同庁舎
南館１階101大会議室
高松市サンポート３番３号

２月13日（月）定員30名 13:30.〜.16:30

四国交通共済会館
３階大ホール
坂出市番の洲公園６番６号

２月20日（月）定員60名 13:30.〜.16:30

香川県立文書館
視聴覚ホール
高松市林町2217-19

３月３日（金）定員75名 13:30.〜.16:30

令和４年度整備管理者選任後研修のご案内について

香川県トラック協会等が開催する直近の乗務員講習会は次のとおりです。
詳しくは「2月の情報提供」（香ト協ホームページ − 会員の皆様へ）を参照し、お申込み下さい。

■�初任運転者及び事故惹起運転者講習会

概　　 要 新たに雇い入れた運転者や交通事故を引き起こした運転者の再発防止に向けた運行の安全を
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

【初任運転者講習会】. .
２月９日（木）、３月30日（木）
【事故惹起運転者講習会】. .
３月９日（木）

開催時間 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。事前に、四国交
通共済協同組合ホームページ「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。

各種講習会のお知らせ
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燃料ニュース 2022年12月軽油価格調査集計表（令和５年１月25日現在）
●（公社）全日本トラック協会

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 121.31 120.69 110.41 110.09 114.99 119.48

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 125.95 123.32 108.13 109.97 115.55 120.42
出光昭和シェル 120.15 120.41 113.88 110.57 112.00 118.72
キグナス 120.00 110.40 125.00
コスモ 115.56 112.32 109.84 110.55 119.40
その他 119.31 119.93 108.87 109.97 117.10 118.83

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４年６月 124.62 125.44 116.66 114.86 120.50 124.19
令和４年７月 121.60 121.55 112.11 110.47 117.51 120.67
令和４年８月 120.71 119.65 111.59 109.12 114.00 118.93
令和４年９月 120.38 120.01 112.73 110.59 115.87 120.09
令和４年10月 120.30 119.88 111.39 110.07 115.01 119.29
令和４年11月 119.73 120.15 110.55 109.38 114.16 119.93
令和４年12月 121.31 120.69 110.41 110.09 114.99 119.48

【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/

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

お申込み・
お問い合せ

陸運労災防止協会香川 検索

陸災防 からのお知らせ

2023年度の陸災防フォークリフト運転技能講習会、
はい作業主任者技能講習会の日程表ができました！
本広報誌に同封のリーフレットをご覧ください！
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2月 
行事予定

日 曜 行　　　事 場　　　所

３ 金 プラン2025目標達成セミナー トラック総合会館５階

13 月 整備管理者選任後研修 サンポート合同庁舎

14 火 坂出支部　定例会 ホテルアネシス瀬戸大橋

16 木 三豊支部　定例会 観音寺グランドホテル

17 金 仲多度支部　定例会 紅梅亭

18 土 坂出支部　安全運転講習会 四国交通共済会館

19 日 坂出支部　安全運転講習会 四国交通共済会館

20 月 整備管理者選任後研修 四国交通共済会館

21 火 運行管理者等一般講習（動画視聴方式） 安全研修センター

22 水 新年文化セミナー・交流会　 JRホテルクレメント高松

24 金
香ト協環境対策委員会 トラック総合会館５階

香ト協交通対策委員会 トラック総合会館５階

28 火
香ト協経営改善委員会 トラック総合会館５階

香ト協適正化事業委員会 トラック総合会館５階

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、「２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

会員だより
謹んでお悔やみ申し上げます。

マルト急配㈲　さぬき市寒川町
代表取締役　米田均氏のご尊父

米　田　和　士　様
令和５年１月６日ご逝去（享年九十二）
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