
 

一般社団法人静岡県トラック協会 青年部会 

令和３年度 事業報告書 

令和 3 年 4 月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで 

 

部会員 １５１名 

東部 15 名 中部 14 名 

富士 22 名 中遠 26 名 

清庵 9 名 西部 34 名 

静岡 14 名 北遠 17 名 

 

役 員  ２４名（各支部より 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・総会の開催】 

令和３年度の全体会議・総会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮のう

え、役員を除き議決権行使書による書面審議とし、以下の議案について審議の結

果、いずれも承認１０８票を得て原案どおり承認されました。 

  

６月１１日 ホテルグランヒルズ静岡 出席役員２１名 + 議決権行使書８７票 

（承認108票、棄権43票） 

全体会議 

第１号議案 組織改革に伴う部会規約改正（案）に関する件 

第２号議案 令和２年度事業報告・収支報告に関する件 

第３号議案 令和３年度事業計画（案）・収支計画（案）に関する件 

第４号議案 任期満了に伴う役員改選に関する件 

総会 

（静岡県トラック青年部会） 

第１号議案 令和２年度収支報告・剰余金処分（案）に関する件 

第２号議案 令和３年度収支計画（案）に関する件 

 

 

 

 

 

 

 

（２）【役員会の開催】 

 

 



青年部会の各種活動について、開催計画や今後の方針等について協議するため

以下のとおり役員会を開催しました。 

 

第１回  ５月１２日 静岡県トラック会館 役員２０名出席 

全体会議・総会実施計画（案）について 

全体会議・総会資料の確認について 

全ト協青年部会中部ブロック大会について 

清庵支部青年部会 SDGs絵本作成クラウドファンディング感謝状授与報告 

Zoomによる標準的な運賃の届出説明会報告 

中部ブロック青年部協議会 会費免除報告 

中部ブロック青年部協議会 代表幹事及び幹事県変更報告 

 

第２回  ６月１１日 ホテルグランヒルズ静岡 役員２１名出席 

新役員の紹介について 

全ト協青年部会関東ブロック大会について 

令和３年支部活動補助金について 

Zoomによる標準的な運賃の届出説明会報告 

 

第３回  ７月１３日 静岡県トラック会館 役員１８名出席 

新役員の紹介について 

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 

全ト協青年部会重点取組への対応について 

全ト協青年部会近畿ブロック大会の開催 

支部活動補助金の支出状況報告 

全ト協青年部会関東ブロック大会開催報告 

全ト協青年部会年間行事予定報告 

 

第４回  ９月１７日 ZoomによるWeb会議 役員１７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 

ラジオ番組での絵本読み聞かせの放送について 

トラックの日の広報イベントの開催方法について 

女性ドライバー用施設の設置状況に関するアンケート調査について 

全ト協青年部会北陸信越ブロック大会について 

支部活動補助金の支出状況報告 



熱海の土石流災害に伴う義援金の寄付報告 

全ト協青年部会近畿ブロック大会開催報告 

全ト協青年部会北海道ブロック大会開催報告 

 

第５回 １１月１０日 静岡県トラック会館 役員１９名出席 

災害対策委員会への参画の検討について 

支部対抗ゴルフ大会について 

全体研修会実施計画（案）について 

令和４年度 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報告 

ラジオ番組での絵本読み聞かせ放送事業実施報告 

支部活動補助金の執行状況報告 

女性ドライバー用施設の設置アンケート結果報告 

全ト協青年部会中部ブロック大会報告 

全ト協青年部会中国ブロック大会報告 

全ト協青年部会北陸信越ブロック大会報告 

 

第６回  １月１５日 静岡市産学交流センター 役員１８名出席 

災害対策委員会への参画の検討について 

全体研修会実施計画（案）について 

全ト協青年部会全国大会について 

令和４年度 青年部会予算（案）について 

令和４年度 全ト協青年部会中部ブロック大会について 

支部活動補助金の執行状況報告 

支部対抗ゴルフ大会報告 

全ト協青年部会四国・東北ブロック大会報告 

大阪府トラック協会青年部会からの広報動画周知用ウェットティッシュの寄贈について 

 

第７回  ２月１５日 ZoomによるWeb会議 役員１４名出席 

K-mixラジオ番組への協賛・出演について 

全ト協青年部会全国大会の開催について 

全体研修会の開催について 

全ト協青年部会中部ブロック大会について 

令和４年度 青年部会予算（案）について 

労働力確保対策アクションプラン見直しに係るアンケート実施について 

支部活動補助金の執行状況報告 



全ト協青年部会物流DX動画報告 

 

第８回  ３月１２日 静岡県トラック会館 役員 １５名出席 

全体研修会について 

全体会議・総会実施計画（案）について 

令和４年度 年間活動計画（案）について 

K-mixラジオ特番の企画・出演について 

令和４年度 予算（案）について 

令和４年度 事業計画（案）について 

令和４年度中部ブロック大会について 

支部活動補助金の執行状況報告 

全ト協青年部会全国大会報告 

 

 

（３）【社会貢献活動の実施】 

①「絵本読み聞かせ会の実施」 

子供達にトラック運送事業が担う大切な役割を伝えるとともに夢や憧れを 

  抱いてもらうことを目的に、県内の公立幼稚園を対象に「トラックトラック 

  にもつをのせて」の絵本読み聞かせ会を開催しました。 

開催日 会 場 対象者 参加者 

１０月１９日 焼津市立静浜幼稚園 園児４５名 部会員７名 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

②「熱海市の土石流災害に伴う義援金の寄付」 

   ７月に発生した熱海市の土石流災害を受けて、青年部会として支援の内容 

を協議した結果、協議時点で支援物資が充足していたこと、ボランティア活 

動については新型コロナウイルスの影響で東部地区の住民に限定（中部・西 

部地区は参加不可）して募集していたことから、1部会員約1,000円の負担と 

して部会の口座から150,000円の義援金を寄付しました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）【広報事業の実施】 

①「K-mixラジオでの絵本読み聞かせ・オリジナルラジオCMの放送」 

   トラックの日の広報事業として、ラジオ番組「K-mix Wiz」に出演し青年部 

会が平成20年度から実施する絵本読み聞かせ事業の経緯を説明の後に、番組 

のパーソナリティによる「トラックトラックにもつをのせて」の読み聞かせ 

を放送。物語を通じて物流の大切さを広く一般に周知するとともに、10月9日 

には同ラジオ内で青年部会オリジナルのラジオCMを放送し、業界の広報を実 

施しました。 

日 時 番組名 出演者 

１０月６日（水） 

14時30分～14時45分 
K-mix Wiz 

（パーソナリティ：バカボン鬼塚 川崎玲奈） 
遠藤部会長 

遠藤副部会長 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
②「K-mixラジオ特番の企画・出演」 

   トラック運送業界のイメージ向上を図ることを目的に「K-mixらじコン静岡

県トラック協会青年部会スペシャル」と題した２時間のラジオ特番を企画・

出演し、青年部会の活動や業界の重要性やドライバーの魅力などを広く一般

に周知しました。 

▼オリジナルラジオCM 

＊iPhoneの場合は再生にあたり 

音源データのダウンロードが必要です 



日 時 番組名 出演者 

３月１９日（土） 

11時00分～12時55分 

K-mixらじコン静岡県トラック協会青年部会スペシャル 

（パーソナリティ：久保ひとみ、京太朗、鈴木愛実） 

遠藤部会長 

高取副部会長 

渡邊役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）【全体研修会の開催】 

①「標準的な運賃の届出説明会」 

 国土交通省より標準的な運賃が時限措置として告示される中、静岡県内の 

低調な届出率を受けて部会員各社の届出推進を図るために、以下のとおり説 

明会を開催しました。 

日 時 会 場 参加者 

４月１３日 ZoomによるWebセミナー 部会員７名 

５月１７日 〃 部会員２名 

 

【講 師】4月13日静ト協 業務部長 筒井浩（現職：専務理事） 

5月17日静ト協 業務部課長代理 漆畑克彦 

 

②「レベル４自動運転トラックの実現に向けた取組」 

トラックの自動隊列走行をはじめとする各種先進技術について知見を深め、 

今後の企業経営の一助とするために以下のとおり研修会を開催しました。 

開催日 会 場 参加者 

３月１２日 静岡県トラック会館（Zoom併用） 部会員２０名 

  



 【講 師】経済産業省 製造産業局 自動車課 ITS・自動走行推進室 

課長補佐 井澤樹 氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（６）【関係会議への出席】 

①「中部ブロック青年部協議会」 

静岡、愛知、三重、岐阜、福井の５県の青年組織の代表者で構成された 

中部ブロック青年部協議会について、中部ブロック大会の運営等の各種 

議題を協議するために、静岡県を代表して山﨑直前部会長と遠藤部会長が 

以下のとおり会議に出席しました。 

開催日 開催場所 

 ４月 ８日 じゅうろくプラザ（岐阜県） 

 ６月２３日 遠鉄百貨店 新館（静岡県） 

 ８月２４日 ZoomによるWeb会議 

１０月１２日 愛知県トラック協会 

１２月 ９日 福井市地域交流プラザ（福井県） 

 ３月 ８日 三重北勢地域地場産業振興センター（三重県） 

 

②「（公社）全日本トラック協会青年部会 全国代表者協議会」 

全国４７都道府県の青年組織の代表者で構成された全国代表者協議会につ

いて、部会活動にかかる各種議題を協議するために、静岡県を代表して山﨑

直前部会長と遠藤部会長が以下のとおり会議に出席しました。 

開催日 開催場所 

６月１８日 ZoomによるWeb会議 

１１月２６日 全日本トラック総合会館（東京都） 

２月１７日 ZoomによるWeb会議 

 



③「（公社）全日本トラック協会青年部会 正副部会長会議」 

  全国９ブロックの青年組織の代表者で構成された正副部会長会議について、 

全国大会の運営等の各種議題を協議するために、中部ブロックを代表して 

山﨑直前部会長が以下のとおり会議に出席しました。 

開催日 開催場所 

 ６月１８日 全日本トラック総合会館（東京都） 

 ７月２９日 ZoomによるWeb会議 

 ９月２２日 〃 

１１月２６日 全日本トラック総合会館（東京都） 

１２月２２日 ㈱杉本運輸（北海道） 

２月１７日 全日本トラック総合会館（東京都） 

＊令和３年度より山﨑直前部会長が中部ブロック青年部協議会の代表幹事（ブロック長）に就任 

 

 

（７）【（公社）全日本トラック協会青年部会 中部ブロック大会への参加】 

令和３年度の中部ブロック大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮

し、中部ブロック管内の部会員のみ会場に参集し、YouTubeによるLive配信を併

用のうえ以下のとおり開催されました。 

開催日 開催場所 参加者 

１１月５日 岐阜グランドホテル（YouTube併用） 部会員３２名（現地22名、Web10名） 

開会挨拶・来賓紹介   １５：００～１５：５５ 

研修会         １６：００～１７：００ 

【演 題】FCEV「MIRAI」とトラックで切り拓くカーボンニュートラルの実現 

【講 師】トヨタ自動車㈱ MS製品企画 ZSチーフエンジニア 田中義和 氏 

大会旗伝達式      １７：０５～１７：１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

（８）【（公社）全日本トラック協会青年部会 各ブロック大会への参加】 

令和３年度のブロック大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮のう



え、YouTubeやZoomによるLive配信を用いて以下のとおり開催されました。 

開催日 大会名 開催場所 

 ６月２５日 関東ブロック大会 Zoom（TKPガーデンシティ千葉） 

 ８月２７日 北海道ブロック大会 YouTube Live（京王プラザホテル札幌） 

 ９月 ４日 近畿ブロック大会 YouTube Live（ホテルグランヴィア和歌山） 

１０月２２日 中国ブロック大会 YouTube Live（ホテルニューオータニ鳥取） 

１０月２９日 北陸信越ブロック大会 Zoom（ホテルニューオータニ高岡） 

１１月１２日 四国ブロック大会 YouTube Live（徳島グランヴィリオホテル） 

１１月１７日 東北ブロック大会 YouTube Live（郡山ビューホテルアネックス） 

 １月２１日 九州ブロック大会 Zoom（ホテルニュー長崎） 

 

 

（９）【（公社）全日本トラック協会青年部会 全国大会への参加】 

令和３年度の全国大会は、新型コロナウイルス感染症の影響を考慮のうえ、

各ブロック長のみ会場に参集し、その他の部会員についてはYouTubeによるLive

配信により以下のとおり開催されました。 

開催日 開催場所 

２月１８日 京王プラザホテル（YouTube配信） 

 

 大会テーマ：「つなぐ想い～未来を切り開く青年部会へ～」 

青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰 授賞式・事業発表 

青年部会活動報告 

講演 

テーマ：ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）がもたらす物流改革 

講 師：辻野 晃一郎 氏（アレックス株式会社 代表取締役社長兼ＣＥＯ  

Ｇｏｏｇｌｅ日本法人 元代表取締役社長） 

次年度ブロック大会のPR動画放映 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）【その他報告事項】 

「支部対抗懇親ゴルフ大会の開催」 

    コロナ禍においても３密を避けて安全にプレーできるゴルフをもって部 

会員同士の交流を促進すべく、以下のとおり支部対抗のゴルフ大会を開催 

しました。 

開催日 開催場所 参加者 

１１月２０日 富嶽カントリークラブ 部会員１４名 

 

 

以上が令和３年度における当部会の執行事業であり、規約の定めるところによ

り報告いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


