
 

 

 

一般社団法人 静岡県トラック協会 青年部会 

令和元年度 事業報告書 

平成 31 年 4 月 1 日から令和 2 年 3 月 31 日まで 

 

部会員 １６４社 

東部 ２２社 中部 １４社 

富士 ２０社 中遠 ２８社 

清庵 ９社 西部 ３８社 

静岡 １６社 北遠 １７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・総会】 

 ６月１５日 静岡県トラック会館 部会員５３名出席 委任状７７名提出 

①「全体会議」 

  ・第１号議案 平成３０年度事業報告・収支報告に関する件 

・第２号議案 平成３１年（令和元年）度事業計画（案）・収支計画（案）に関する件 

・第３号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件 

 ②「総会」（静岡県トラック青年部会） 

・第１号議案 部会規約改正（案）に関する件 

・第２号議案 平成３０年度収支報告・剰余金処分（案）に関する件 

・第３号議案 平成３１年（令和元年）度収支計画（案）に関する件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）【役員会】 

第１回  ５月１３日 静岡県トラック会館 役員１６名、オブザーバー１名出席 

 ・平成３１年（令和元年）度全体会議について 

 ・平成３０年度事業報告・収支報告並びに平成３１年（令和元年）度事業計画（案）について 

 ・平成３１年（令和元年）度分室活動補助金（案）について 



 

 

 ・平成３１年（令和元年）度新役員について  

 ・トラック青年部会 平成３０年度収支報告並びに平成３１年（令和元年）度収支計画（案）について 

 ・トラック業界を取り巻く環境の説明会について 

・埼玉県朝霞支部青年部会との交流会実施報告 

 ・平成３０年度全体研修会実施報告 

 ・全ト協青年部会 年間行事予定報告 

 ・分室活動補助金の支出状況報告 

第２回  ６月１５日 静岡県トラック会館 役員２１名、役員候補者８名出席 

 ・平成３１年（令和元年）度全体会議・総会について 

 ・中部分室女性部会に対する絵本読み聞かせ道具の貸与について 

 ・青年経営者等による先進的な取組事例に対する顕彰について 

第３回  ７月１９日 静岡県トラック会館  役員１６名出席 

 ・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について 

 ・絵本読み聞かせ実施計画（案）について 

 ・人材確保事業に実施について 

 ・RORO船利用促進にかかる大分県青年部会との交流会について 

 ・山梨県トラック協会青年部会との交流会について 

 ・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１７日 静岡県トラック会館 役員１５名出席 

 ・全ト協 青年部会中部ブロック大会について 

 ・絵本読み聞かせ実施計画について 

 ・人材確保事業に実施について 

 ・RORO船利用促進にかかる大分県青年部会との交流会について 

 ・山梨県トラック協会青年部会との交流会について 

 ・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 

第５回 １１月 ６日 静岡県トラック会館 役員１７名出席 

 ・絵本読み聞かせ実施計画について 

 ・高校生を対象とした出張授業（業界説明会）について 

 ・山梨県トラック協会青年部会との交流会について 

 ・中部ブロック青年部協議会3団体合同勉強会について 

 ・全体研修会開催計画（案）について 

 ・分室活動補助金の支出状況報告 

 ・全ト協 青年部会中部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 

 ・全ト協 青年部会北陸信越ブロック大会実施報告 



 

 

 ・全ト協 青年部会台風被災状況報告 

第６回  １月１６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 

 ・全体研修会開催計画（案）について 

 ・全ト協 青年部会台風被害に伴う義援金について 

 ・令和２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 

 ・山梨県トラック協会青年部会との交流会実施報告 

 ・静岡県立駿河総合高等学校 校外キャリア学習実施報告 

 ・中部ブロック青年部協議会 ３団体合同勉強会実施報告 

 ・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 

第７回  ３月 ７日 書面会議 

 ・令和２年度 青年部会予算（案）について 

 ・全体会議・総会実施計画（案）について 

 ・令和２年度 青年部会年間活動計画（案）について 

・分室活動補助金の支出状況報告 

・全ト協 青年部会台風被害に伴う義援金報告 

 ・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 

 

 

（３）【（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会】 

 １０月１８日 名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県） 部会員４８名出席 

テ ー マ：誇りを形に！！ ～物流の未来へ～ 

講  演：「今こそ時流に適した変革を～物流業界の現状と成功事例～」 

講  師：船井総研ロジ㈱ エグゼクティブコンサルタント 高橋 竜二 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）【（公社）全日本トラック協会青年部会 各ブロック大会】 

 ６月２８日 関東ブロック大会（群馬県）   部会長出席 

   ７月 ５日 北海道ブロック大会（旭川市）  部会長・直前部会長出席 

   ９月 ７日 近畿ブロック大会（大阪府）   直前部会長・副部会長１名出席 



 

 

９月２６日 東北ブロック大会（秋田県）   出席なし 

１０月２５日 北陸信越ブロック大会（長野県） 部会長出席 

１１月 ９日 中国ブロック大会（岡山県）   部会長・直前部会長出席 

１１月２９日 四国ブロック大会（香川県）   出席なし 

   １月２４日 九州ブロック大会（大分県）   直前部会長･副部会長1名･部会員1名出席 

 

 

（５）【中部ブロック青年部協議会代表者会議】 

４月１６日 三重北勢地域地場産業振興センター(三重県) 部会長・副部会長1名出席 

   ６月１８日 名古屋マリオットアソシアホテル（愛知県） 部会長・副部会長1名出席 

   ８月２０日 岐阜市文化産業交流センター（岐阜県） 部会長・副部会長1名出席 

  １１月２６日 福井県繊協ビル（福井県）  部会長出席 

   ３月１０日 遠鉄百貨店（静岡県）       新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染拡大防止のため中止 

 

 

（６）【（公社）全日本トラック協会青年部会 全国代表者協議会】 

６月１１日 東貨健保会館（東京都）     部会長・直前部会長出席 

１１月１１日 全日本トラック総合会館（東京都） 部会長出席 

 ２月２０日 全日本トラック総合会館（東京都） 部会長出席 

 

 

（７）【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 ５日 富士市立天間幼稚園 園児５５名 部会員７名出席 

中部地区 １０月３０日 静岡市立安倍口こども園 園児２６名 部会員７名出席 

西部地区 １１月２５日 湖西市立白須賀幼稚園 園児４９名 部会員７名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

また、平成２０年度から実施している当該活動について、長年の活動が評

価され、１月１６日に（公社）「小さな親切」運動静岡県本部から実行章を

受賞した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②「台風被害に伴う義援金」 

全日本トラック協会青年部会が台風15号・19号の被災者支援を目的に全国 

の青年組織に義援金を募ることとなり、静岡県からは１３０，０００円を寄 

付した。 

 

 

（８）【人材確保対策事業】 

  静岡県立駿河総合高等学校が校外キャリア学習と題し、授業の一環として各 

業界の事業所見学を実施しており、物流業界の事業所見学について労働委員会 

と共催で授業の受け入れを実施し、同校１年生１７名に対し運送業界の魅力を 

発信した。 

    １２月 ４日 静岡県トラック会館   部会員７名出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

（９）【他団体との交流会等】 

 ①「山梨県トラック協会青年部会との交流会」 

   中部横断自動車道の開通に伴い今後、物流拡大が期待される山梨県との 

ネットワーク構築を目的に山梨県の青年部会と交流会を開催した。 

     １１月２９日 華やぎの章 慶山（山梨県） 部会員１０名出席 

 

 

 

 



 

 

②「全国産業資源循環連合会青年部協議会中部ブロック・倉庫業青年経営者協議会との交流会」 

 昨今、発生が危惧されている南海トラフ地震等の災害時に、中部県の運送 

業、倉庫業、廃棄物処理業の３業種が力を合わせることにより、２次災害、 

３次災害を防ぐことが期待されることから、勉強会を通じて各団体の防災知 

識の向上及びネットワーク構築を目的に３団体の交流会を開催した。 

１２月 ９日 じゅうろくプラザ（岐阜県） 部会員３名出席 

テーマ：「災害から社員・家族を守る知識と実践」 

講 師：「（一社）消防防災科学センター 参与 佐藤康雄 氏」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（10）【（公社）全日本トラック協会青年部会 全国大会】 

２月２１日 京王プラザホテル（東京都）  部会員２５名出席 

大会テーマ：～誇りを形に！！物流の未来へ～ 

・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  

  ・整備実習用トラック活用状況と高校生の就職観について 

・研修 

    テーマ：働く意識を変える－JAL 再生から学ぶ経営者のあり方 

    講 師：㈱ＭＴＧ 取締役会長 大田嘉仁 氏 (京セラ㈱ 元取締役執行役員常務、日本航空㈱ 元専務執行役員） 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 


