
 

一般社団法人 静岡県トラック協会 青年部会 

平成３０年度 事業報告書 

平成 30 年 4 月 1日から平成 31 年 3 月 31 日まで 

 

 

部会員 １６１社 

東部 ２２社 中部 １０社 

富士 ２１社 中遠 ２８社 

清庵 ９社 西部 ３８社 

静岡 １７社 北遠 １６社 

 

役 員  ２４名（各分室より３名ずつ選出） 

    （部会長１名、副部会長２名、監事２名を含む） 

 

（１）【全体会議】 

６月 ９日 静岡県トラック会館 部会員４３名出席 委任状８４名 

①「トラックの自動隊列走行実証実験報告会」 

②「全体会議」 

   ・平成２９年度事業報告・収支報告に関する件 

   ・平成３０年度事業計画（案）・収支計画（案）に関する件 

   ・役員補充選任に関する件 

  ③「総会」（静岡県トラック青年部会） 

・部会規約（案）の制定に関する件 

   ・平成２９年度収支報告に関する件 

   ・平成３０年度収支計画（案）に関する件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（２）【全体研修会】 

   ３月 ９日 静岡県トラック会館 部会員４５名出席 

テーマ：女性脳！男性脳！違いがわかれば経営が変わる！ 

講 師：西田陽子 氏（ターニングポイント㈱ 代表取締役） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）【役員会】 

第１回  ５月１４日 静岡県トラック会館 役員１７名出席 

 ・平成３０年度全体会議について 

 ・平成２９年度事業報告・収支報告並びに平成３０年度事業計画（案）について 

 ・平成３０年度分室活動補助金（案）について 

 ・平成３０年度役員（新役員）について  

 ・トラック青年部会 平成２９年度収支報告並びに平成３０年度収支計画（案）について 

 ・役員会年間スケジュール（案）について 

 ・全ト協青年部会行事予定および各ブロック大会開催日程の報告 

 ・平成２９年度全体研修会の報告 

第２回  ６月 ９日 静岡県トラック会館 役員１７名・オブザーバー１名出席 

 ・平成３０年度全体会議・総会について 

 ・平成３０年度青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰について 

 ・全ト協 青年部会北海道ブロック大会について 

・役員会議事録の送付について 

・部会長・副部会長・監事候補者の選出について 

第３回  ７月２３日 静岡県トラック会館  役員１６名・オブザーバー１名出席 

 ・トラックの日の広報イベントについて 

 ・全ト協 青年部会中部ブロック大会（福井）について 

 ・絵本読み聞かせ実施計画（案）について 

 ・東部分室役員の変更について 

 ・青年部会役職分担について 

 ・全体会議 ・総会実施報告 

 ・全ト協 青年部会関東ブロック大会実施報告 

 ・全ト協 青年部会北海道ブロック大会実施報告 



第４回  ９月２５日 静岡県トラック会館 役員１７名・オブザーバー１名出席 

 ・トラックの日の広報イベントについて 

 ・絵本読み聞かせ実施計画（案）について 

 ・2019年度活動負担金について 

 ・全ト協 青年部会7月豪雨に対する義援金の実施について 

 ・全ト協 青年部会高等学校への整備実習用トラック寄贈について 

 ・「直前部会長」職の制定について 

 ・分室活動補助金の支出状況報告 

 ・全ト協 青年部会近畿ブロック大会実施報告 

 ・全ト協 青年部会中部ブロック大会実施報告 

第５回 １１月２０日 静岡県トラック会館 役員２０名・オブザーバー１名出席 

 ・2019年度活動負担金について 

 ・全ト協 青年部会全国大会について 

 ・全体研修会開催計画（案）について 

 ・埼玉県青年部会朝霞支部との交流会について 

 ・分室活動補助金の支出状況報告 

 ・トラックの日の広報イベント開催報告 

 ・絵本読み聞かせ開催報告 

 ・全ト協 青年部会7月豪雨に対する義援金の使途報告 

 ・全ト協 青年部会高等学校への整備実習用トラック寄贈状況報告 

 ・中部ブロック青年部会活動報告 

 ・全ト協 青年部会北陸信越ブロック大会実施報告 

 ・全ト協 青年部会東北ブロック大会実施報告 

第６回  １月２８日 ペガサート静岡 役員１７名出席 

 ・全ト協 青年部会全国大会について 

 ・埼玉県青年部会朝霞支部との交流会について 

 ・全体研修会開催計画（案）について 

 ・協会本部 理事候補者の選出について 

 ・2019年度 青年部会予算（案）について 

 ・分室活動補助金の支出状況報告 

 ・全ト協 青年部会高等学校への整備実習用トラック寄贈式報告 

 ・トラック隊列走行実証実験現地説明会実施報告 

 ・全ト協 青年部会四国ブロック大会実施報告 

 ・全ト協 青年部会中国ブロック大会実施報告 

 ・京都府トラック事業青年協議会との交流会の開催について 

第７回  ２月２５日 静岡県トラック会館 役員１５名・オブザーバー１名出席 

 ・埼玉県青年部会朝霞支部との交流会について 

 ・全体研修会開催計画（案）について 



 ・2019年度 青年部会予算（案）について 

 ・トラック青年部会 規約改定について 

・分室活動補助金の支出状況報告 

 ・全ト協 青年部会全国大会実施報告 

 ・全ト協 青年部会九州ブロック大会実施報告 

 ・京都府トラック事業青年協議会との交流会実施報告 

第８回  ３月 ９日 静岡県トラック会館 役員１６名・オブザーバー１名出席 

・全体研修会役割分担等の最終確認について 

・２０１９年度活動計画（案）について 

・分室活動補助金の支出状況報告 

・全ト協 青年部会高等学校への整備実習用トラック寄贈報告 

・埼玉県青年部会朝霞支部との交流会開催報告 

 

 

（４）（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会  

   ９月 ７日 グランディア芳泉（福井県あわら市） 部会員等３８名参加 

テ ー マ：変革への挑戦～物流人としての誇りを胸に～ 

講 演１：マイナスをプラスに変える 

講  師：第20代WBA世界スーパーフライ級王者 清水 智信 氏（福井県議会議員） 

講 演２：一生一回一ブランド 

講  師：Genky DrugStores 株式会社 代表取締役 藤永 賢一 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）（公社）全日本トラック協会青年部会 各ブロック大会 

６月２４日 関東ブロック大会（川越市） 部会長・部会員１名出席 

   ７月１３日 北海道ブロック大会（札幌市） 部会長・部会員１名出席 

   ９月 １日 近畿ブロック大会（大阪市）    部会長・部会員３名出席 

 １０月１２日 北陸信越ブロック大会(新潟市) 部会長出席 

  １０月１７日 東北ブロック大会（青森市） 部会長・部会員１名出席 

１１月２２日 四国ブロック大会（高松市）  部会長・部会員１名出席 

１２月 ８日  中国ブロック大会（松江市）  部会長・部会員２名出席 

    ２月 １日 九州ブロック大会（那覇市）  部会員１名出席 

 



（６）中部ブロック青年部協議会代表者会議 

 第１回  ６月１８日 あわら市内  部会長・副部会長出席 

   第２回  ８月 ７日 名古屋市内  部会長・副部会長出席 

第３回 １０月２４日 岐阜市内   部会長・副部会長出席 

第４回 １１月２７日 福井市内   部会長・副部会長出席 

   第５回  ３月 ６日 静岡市内   部会長・副部会長出席 

 

 

（７）（公社）全日本トラック協会青年部会 全国代表者協議会  

第１回  ６月１３日 全日本トラック協会 部会長出席 

第２回 １１月１２日 全日本トラック協会 部会長出席 

第３回  ２月２１日 全日本トラック協会 部会長出席 

 

 

（８）社会貢献活動 

①「絵本読み聞かせ」 

子供達にトラック運送業が担う大切な役割を伝え、夢や憧れを抱いて 

もらうことを目的に、県内３地区の公立幼稚園を対象に絵本の読み聞かせ会 

を開催した。 

東部地区 １１月１５日 三島市立徳倉幼稚園  園児８３名 

中部地区 １０月２５日 静岡市立高部こども園 園児６０名 

西部地区 １０月 ３日 磐田市立豊田東幼稚園 園児９５名 

 

 

 

 

 

 

 

②「７月豪雨に伴う義援金」 

全日本トラック協会青年部会が７月の豪⾬において特に被害が甚大で 

あった３県（岡⼭県、広島県、愛媛県）の支援を目的に各県青年組織に 

義援金を募り静岡県からは２５０，０００円を寄付した。 

 

 

 

 



③「高等学校への整備実習用トラック寄贈」 

   社会貢献活動の一環として全日本トラック協会⻘年部会において 

実施している標記寄贈について、静岡県より寄贈車両を提供した。 

寄贈先：愛知県立小牧工業高等学校 

   車両提供 ：中型車１台（株式会社 芦川商運より提供） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）【他団体との交流会等】 

  ①「京都府トラック事業青年協議会との交流会」 

   ２月 ８日 岐阜市内 部会長出席 

②「埼玉県トラック協会朝霞支部青年部会との交流会」 

３月 ８日 静岡市内  部会長・部会員９名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）【トラックの日広報イベント「トラックがつなぐ！静岡県の観光・物産・物流フェア」】 

生活には欠かすことのできないトラック輸送を身近に感じてもらうために 

標記イベントに参加協力し、出展している各ブースにおいてトラック運送 

業界の広報活動に取り組んだ。 

１０月１３日～１４日 ツインメッセ静岡南館 部会員３３名出席 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１１）【（公社）全日本トラック協会青年部会 全国大会】 

２月２２日 京王プラザホテル（東京都新宿区） 部会員２８名出席 

大会テーマ：変革への挑戦～物流人としての誇りを胸に～ 

・青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰 

  ・青年部会活動報告 

・研修（パネルディスカッション） 

    テーマ：①長距離運行における改善基準告示遵守の現状と課題 

        ②若年者、女性、高齢者等人材確保・活用に係る現状と課題 

    コーディネーター：日本ＰＭＩコンサルティング 株式会社 代表取締役 小坂真弘 氏 

    パネリスト：「テーマ①」 

         株式会社 三協運輸 専務取締役 池端一成 氏 

        高瀬ロジスティクス 株式会社 代表取締役 高瀬宏之 氏 

        平戸急送 有限会社 代表取締役 椿山修一 氏 

             「テーマ②」 

丸大トラック 株式会社 代表取締役専務 比良友彦 氏 

株式会社 ボルテックスセイグン 新井規之 氏 

株式会社 荒木運輸 代表取締役 荒木一義 氏 

株式会社 暁興産 取締役 伊藤公一 氏 

有限会社 丸福運送店 専務取締役 柴原彰 氏 

大島貨物 株式会社 代表取締役 秋元秀貴 氏 

・交流会 

 

 

 
 

 

 

 

 


