
一般社団法人 静岡県トラック協会 青年部会 

平成２９年度 事業報告書 

 

平成 29 年 4 月 1日から平成 30 年 3 月 31 日まで 

 

 

（１）全体会議 

６月１０日 静岡県トラック会館  部会員４４名出席 委任状７５名 

・平成２８年度事業報告に関する件 

・部会規約の改正（案）に関する件 

・平成２９年度事業計画（案）に関する件 

・任期満了に伴う役員改選に関する件 

 

 

 

（２）全体研修会 

  ３月１０日 静岡県トラック会館 部会員６８名出席 

テーマ：『南極地域観測隊・越冬調理隊員に学ぶ 閉鎖空間での人付き合い術』 

講 師：篠原 洋一 氏（元南極地域観測隊 越冬調理隊員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）役員会 

第１回役員会  ５月１５日 １３時３０分～      役員１９名出席 

・平成２９年度全体会議について 

・平成２８年度事業報告並びに平成２９年度事業計画（案）について 

・平成２９年度役員（新役員）について 

・正副部会長・幹事について 

・役員会年間スケジュール（案）について 

・部会規約の改正（案）について 

・平成２９年度部会活動・補助金（案）について 

第２回役員会  ６月１０日 １５時３０分～      役員１６名出席 

・全体会議の役割分担について 



・平成２９年度役員（新役員）について 

・平成２９年度年間計画について 

第３回役員会  ７月１０日 １３時３０分～      役員１３名出席 

・平成２９年度部会活動補助金について 

・全ト協青年部会中部ブロック大会（三重）について 

・「絵本読み聞かせ」実施計画（案）について 

・平成２９年度全体会議（報告）について 

第４回役員会  ９月 ４日 １３時３０分～      役員１９名出席 

・全ト協青年部会中部ブロック大会（三重）について 

・「絵本読み聞かせ」実施計画（案）について 

・トラックの日広報イベント「テレしず祭り」について 

・部会活動補助金の実施状況の報告について 

・「静岡県トラック青年部会」規約（案）について 

・「静岡県トラック青年部会」活動負担金について 

・ＲＯＲＯ船利用促進について（静岡県港湾企画課） 

・全国産業廃棄物連合会青年部協議会中部ブロックとの勉強会・交流会について 

第５回役員会 １１月 ６日 １３時４０分～      役員２０名出席 

・全国産業廃棄物連合会青年部協議会中部ブロックとの合同勉強会について 

・静岡県産業廃棄物協会青年部会との勉強会・交流会について 

・全ト協青年部会全国大会（東京）について 

・平成２９年度全体研修会開催計画（案）について 

・部会活動補助金の実施報告状況について 

・「静岡県トラック青年部会」規約（案）について 

・全ト協青年部会中部ブロック大会（三重）について（報告） 

・「絵本読み聞かせ」について（報告） 

・トラックの日広報イベント「テレしず祭り」について（報告） 

第６回役員会  １月１５日 １６時３０分～      役員１８名出席 

・平成２９年度「絵本読み聞かせ」について             

・「全国産業廃棄物連合会青年部協議会中部ブロックとの合同勉強会」について 

・静岡県産業廃棄物協会青年部会との勉強会・交流会について 

・平成２９年度全ト協青年部会全国大会（東京）について 

・平成２９年度全体研修会開催計画（案）について 

・「静岡県トラック青年部会」規約の確定について 

・部会活動補助金の執行状況について 

・平成３０年度部会活動補助金の予算について 

・平成３３年度以降の部会長の選出方法について 

第７回役員会  ２月１９日 １３時３０分～      役員１６名出席 

・平成２９年度全体研修会開催計画（案）について 



・平成３３年度以降の部会長の選出方法について 

・平成３０年度部会活動補助金の分配について   

第８回役員会  ３月１０日 １３時３０分～      役員１６名出席 

・全体研修会役割分担等の最終確認について 

・平成３０年度年間計画（案）について 

・トラック自動隊列走行報告会の日程調整について   

 

（４）正副部会長・支部部会長会議   

  第１回会議   ４月２１日 １６時～  部会長・分室部会長等８名出席 

・平成２９年度全体会議について 

・平成２９年度部会活動補助金額等について 

 

（５）全日本トラック協会青年部会中部ブロック大会 

  ９月 ８日  四日市都ホテル（三重県四日市市） 部会員４９名参加 

テーマ：『変革への挑戦 ～Challenge for Change～』 

特 別 講 演：演題：『トラック行政の現状と今後の動向について』 

講 師：国土交通省 自動車局 貨物課長 平嶋隆司 氏 

研修会：事故を起こさないための集中力の高め方 ～脳活性化による安全対策～ 

講 師：近畿大学体育会陸上競技部 駅伝監督 佐藤浩 氏 

 

（６）全日本トラック協会青年部会・各ブロック大会への参加 

  ６月１８日 関 東 ブ ロ ッ ク 大 会 （ 横 浜 市 ）  部会長・副部会長２名・部会員５名出席 

  ７月１４日 北海道ブロック大会（室蘭市） 部会長出席 

  ９月 ２日 近畿ブロック大会（神戸市）  部会員２名出席 

 １０月１９日 東北ブロック大会（盛岡市）  部会長・部会員２名出席 

 １１月１１日 中国ブロック大会（広島市）  部会長・部会員１名出席 

 １１月２４日 四国ブロック大会（松本市）  部会長・部会員１名出席 

  １月２６日 九州ブロック大会（北九州市） 部会長・部会員２名出席 

 

（７）中部ブロック青年部協議会  

６月２３日 四日市市内        部会長・直前部会長・事務局出席 

  ８月 ８日 名古屋市内        部会長・事務局出席 

  ９月２６日 名古屋市内        部会長・事務局出席 

 １１月２０日 福井市内         部会長・事務局出席 

  ３月 ８日 静岡市内         部会長・副部会長・事務局出席 

 

（８）全日本トラック協会青年部会・全国代表者協議会研修会 

６月１７日 全日本トラック協会    部会長出席 

１１月 ８日 全日本トラック協会    部会長出席 

 ２月２１日 全日本トラック協会    部会長出席 



 

（９）社会貢献活動 

 【絵本読み聞かせ】 

  業界のイメージ向上を図るとともに、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ました。 

 ・東部地区 １２月１３日 富士市立田子浦幼稚園 園児９５名 

 ・中部地区 １０月３０日 焼津市立東益津幼稚園 園児２７名 

 ・西部地区 １１月２９日 菊川市立小笠東幼稚園 園児５２名 

 

 

 

 

 

 

 

（１０）県・他団体との交流会等 

 【（公社）全国産業廃棄物連合会青年部協議会中部ブロック】 

・１２月６日 浜松市内 合同勉強会・異業種交流会   部会員２０名参加 

 【（公社）静岡県産業廃棄物協会・静岡県若手建設経営者の会】 

・２月１５日 静岡市内 勉強会・新年交流会     部会員１８名参加 

 

 

（１１）行政関係の説明会等 

   【静岡県交通基盤部港湾局】 

 ・１１月６日 静岡市内 RORO船定期航路利用者説明会   部会員２０名参加 

 

 

（１２）トラックの日広報イベント「テレしず祭り」 

生活に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、テレ

ビ静岡主催の「テレしず祭り」に参加し、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。       部会員１７名参加 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（１３）全日本トラック協会青年部会全国大会 

大会テーマ：『変革への挑戦～Challenge for Change～』 

２月２２日 京王プラザホテル（東京）        部会員２５名参加 

・青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰 

・平成２９年度青年部会活動報告 

・研修（事例発表及びパネルディスカッション） 

  テーマ：働き方改革と生産性向上について～長時間労働抑制に向けて 

  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 

  事 例 発 表 者：株式会社 柳川合同 代表取締役 荒巻哲也 氏 

  パ ネ リ ス ト：一般社団法人東京都トラック協会青年部 岩田享也 氏 

一般社団法人富山県トラック協会青年部会 米田勝紀 氏 

和歌山県トラック協会青年協議会 虎谷勝之 氏 

一般社団法人岡山県トラック協会青年協議会 河合智哉 氏 

公益社団法人熊本県トラック協会青年部会 松本一史 氏 

 

 

 

 

 

 


