
 

 

令和 3 年度 事 業 報 告 

 １ 概 況 

   令和３年度の我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の再拡大による消費や生産

性の低下があったものの、ワクチンの接種等によるコロナとの共生が進むことで、人出

の増加とともに緩やかな上昇局面にあったが、令和４年２月のロシアによるウクライ

ナ侵攻が激化することで、原材料価格の高騰がより深刻化し、持ち直し傾向であった景

気の先行きに不透明感が強まった。 

特に燃料費の高騰は我々運送業者の経営を圧迫し、政府の抑制措置の効果は限定的

で実感に乏しいため、当協会も業界の窮状を訴える全国統一行動と足並みをそろえ、全

ト協を通じて政府や政党に更なる大規模な追加対策を要望する一方で、荷主との価格

転嫁交渉を進めるため、燃料サーチャージ制度及び適正な運賃・料金の収受を目的とし

た「標準的な運賃」の届け出と活用を促進し、荷主への理解と周知に努めた。 

また、働き方関連法における時間外労働の上限規制については、改善基準告示の見直

しも含め業界を挙げて取り組み、福井県トラック輸送における取引環境・労働時間改善

協議会のもと、県内の荷主に対して２０２４年問題に関する実態を調査したうえで、荷

待ち時間の削減や附帯業務の改善に向けた検証を進めた。 

その他、飲酒運転や重大事故を防止するための活動を行政機関と連携して取り組み、

特に飲酒運転の根絶に関しては、多くの会員事業者の協力のもと、署名運動による宣誓

書の提出やＳＤＤプロジェクトの継続など多くの事業を展開した。 

このように、当協会は、トラック輸送の社会的使命を果たし、より安定的な輸送力の

確保と安心・安全で良質な輸送サービスを提供していくため、次のような各種事業に取

り組んだ。 

 

【最重点施策】では 

(１)新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

(２)改正貨物自動車運送事業法の周知徹底及び「標準的な運賃」の浸透等による適正な

運賃・料金収受の推進 

(３)「働き方改革」の実現に向けた対策の推進 

(４)人材確保対策の積極的な推進 

(５)交通及び労災事故の防止対策の推進 

 

 

 



 

 

【重点施策】では 

 (１)自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

(２)高速道路通行料金の割引の拡充及び重要物流道路等の整備促進 

(３)環境・省エネ対策の推進 

(４)適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

(５)大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

(６)安全な雪道走行対策の推進 

の項目を掲げ、諸施策を推進したほか、燃料費対策を進めた。 

その主な事業活動内容は、次のとおりである。 

 

２ 主な事業活動 
 
【最重点施策】 

 (１)新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

  ①新型コロナウイルス感染症対策等の推進 

  ・国民生活と経済を支える持続的な物流の確保を図るため、ホームページの新型コロ

ナ関連特設サイトにおいて、「トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガ

イドライン」をはじめ、関係行政機関の経営支援対策等の情報を周知した。 

・新型コロナウイルスの更なる感染拡大を防止するため、感染症防止に要する物品購

入に関し全ト協を通じて促進した。 

   

 (２)改正貨物自動車運送事業法の周知徹底及び「標準的な運賃」の浸透等による適正な

運賃・料金収受の推進 

 ①改正貨物自動車運送事業法の周知徹底 

・改正貨物自動車運送事業法については、令和６年度より、ドライバーの時間外労働

の上限規制が適用されることを踏まえ、引き続き事業者が遵守すべき事項等の周知

を図るとともに、適正化実施機関による巡回指導等において、事業者の法令違反の

原因となる不適正な荷主企業等に係る情報収集を行い、荷主の深度化対策が図られ

るよう行政と情報の共有化を図った。 

  ②働き方改革への対応に向けた「標準的な運賃」の活用及び原価管理の徹底等による

適正運賃・料金の収受 

・「標準的な運賃」が告示されたことを踏まえ、その内容や届出に係る周知を図るた

め、各支部と連携して「標準的な運賃普及推進運動」を展開し、積極的な届出を促進

した。（令和４年３月末２８８社、届出率７６．６％） 

・「標準的な運賃」の考え方を踏まえ、令和３年９月２９日、原価意識の強化及び適

正運賃収受に繋がる「『標準的な運賃』活用セミナー」を開催、２４名が参加した。 

・「標準的な運賃」の理解促進を図るため、令和４年１月下旬、荷主リストを更新し、

全ト協と連携して県内の荷主団体・企業１，３１８社にパンフレット等を送付した。 



 

 

（３）「働き方改革」の実現に向けた対策の推進 

 ①長時間労働の是正及び取引環境の改善等働き方改革関連法への適切な対応 

  ・「働き方改革の実現に向けたアクションプラン」の活用を通じて、時間外労働の上限

規制等働き方改革関連法の内容や対応策を周知するため、令和３年１１月９日、「働

き方改革関連法に関する説明会」を開催、５７名が参加した。 

  ・県内のトラック運送による取引の実態及び「ホワイト物流」推進運動、「標準的な運

賃」等の認知度を把握するため、令和４年１月、荷主企業１,７０２社にアンケート

調査を実施した。 

・令和４年３月２３日、福井運輸支局及び福井労働局と共同で「第１２回福井県トラ

ック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を開催、アンケート調査の結果

報告及び取引環境・労働時間改善に向けて今後の取り組みについて協議した。 

・令和３年４月より中小企業に対して施行された「同一労働・同一賃金」について、

関係機関からの情報等の収集及びＷＥＢセミナーを周知した。 

②改善基準告示の見直しに向けた対応 

・改善基準告示の見直しに向けた専門委員会の情報収集を行い、厚労省が行ったトラ

ックドライバーの労働時間の実態把握に協力した。 

③働きやすい職場認証制度の推進 

・「働きやすい職場認証制度」の周知を図るため、令和３年７月８日、ＷＥＢセミナ

ーを開催、２７名が参加した。 

・求職者の運転者への就職を促進することを目的とした運転者職場環境良好度認証の

取得促進を図るため、８事業者への助成を行った。 

  ④「ホワイト物流」推進運動など荷主との連携による生産性向上に向けた取り組みの実施 

  ・「ホワイト物流」推進運動の取り組みを促進するため、ＷＥＢセミナーの周知を行

うとともに、県ト協として自主行動宣言を行った。 

・トラック運送業における生産性の向上を促進するため、荷役作業の効率が上がるテ

ールゲートリフター等１５台への助成を行った。 

 

(４)人材確保対策の積極的な推進 

①新卒者を含む若年層及び女性、高齢者の採用等を含めた労働力確保及び育成・定着

対策の推進 

・トラック運送業界の社会的役割や魅力をＰＲするため、令和３年６月５日に福井南

高等学校で開催された「業種説明会」の生徒６９名に対し、また、令和４年２月２

１日にハローワーク福井で開催された「運輸業界説明会」の求職者１１名に対して

説明を行った。 

・退職自衛官の再就職に係る雇用の枠組みを周知し、事業者の活用促進を図るため、

令和３年６月に求人票の募集及び取り纏めを行い、会員２０者２９件の求人を自衛

隊へ提出した。 

・労働力確保及びイメージアップを図るため、月刊「ＵＲＡＬＡ」１１月号の運送業



 

 

界特集ページにおいて、求人広告を掲載した会員１０者に対し掲載料の助成を行っ

た。また、トラック運送業界のＰＲ記事を掲載した。 

・トラック運送事業に必要な運転免許保有者の労働力を確保するため、大型・中型・

準中型・けん引免許の取得者８１名への助成を行い、フォークリフト技能取得者３

６名に対しても、同様の助成を行った。 

②事業後継者等の育成 

・将来のトラック業界を担う優秀な人材を育成するため、指定研修施設における講座

受講を促進した。 

・事業後継者並びに青年経営者を育成するため、青年部会において働き方改革に関連

した実践的な研修を実施するとともに、労働力確保について意見交換を行った。 

③人材確保に係る積極的な広報活動 

・会員事業所の求人活動を支援するため、ホームページのリクルートコーナー（求人

情報）を業界説明会等で対外的に周知した。 

・運送業界の魅力を発信するため、YouTube などの動画やＳＮＳ等の周知媒体を活用

し、労働力確保に係る対外的な広報活動を行った。 

 

(５)交通及び労災事故の防止対策の推進 

 <交通事故防止対策>  

① 事業用トラックによる交通事故実態の把握及び事故防止対策の啓発 

・令和３年３月に策定された「トラック事業における総合安全プラン２０２５」に基

づき、福井県車籍の事業用トラックが第一当事者となる交通事故死者数及び重傷者

数５人以下、飲酒運転の根絶、追突事故件数２０％削減」を目標とした事故防止を

推進するため、啓発ポスター等を作製し、年間を通じて「交通・労働災害死亡事故

０運動」を展開したが、死者数３人、重傷者数６人、飲酒事故２件であった。 

・交通事故防止意識の高揚を図るため、令和３年１２月７日、関係行政機関と会員が

一堂に会し「交通事故・労働災害防止大会」を開催、７１名が参加した。大会では、

危険運転の根絶等に向けた大会宣言を行った。 

・ドライバーの無事故・無違反等安全運転意識を高揚させるため、令和３年６月から

１２月までの２１４日間、５名１組による「第１７回トラックドライバー安全運転

コンクール」に１５２者７４０チームが参加、目標を達成した１３６者５０３チー

ムを表彰した。 

・大型車の車輪脱落事故を防止するため、全ト協等が作成したリーフレット及びタイ

ヤ交換作業管理表の配布等を行った。 

・事業用トラックの交通事故実態を把握し、事故防止施策の積極的な活用を図るため、

ホームページに「事故防止特設ページ」を新設した。 

・四季の交通安全運動期間や毎月の「交通事故０を目指す統一行動日」において関係

機関と連携し、主要幹線道路での街頭活動の実施や啓発物を配布するなどの交通安



 

 

全啓発活動に積極的に取り組んだ。 

・安全意識並びに運転技能の向上を図るため、令和３年７月１７日、中部トラック総

合研修センターにおいて、高度な運転技能と関係法令、車両構造等に係る専門知識

を競う「第４１回トラックドライバー・コンテスト福井県大会」を開催、４ｔ、１

１ｔ部門に７事業所１３名の選手が出場した。このうち各部門の成績優秀者２名が、

１０月２３日から２日間行われた全国大会に県代表として出場した。 

②飲酒運転根絶に向けた取り組みの強化 

・会員事業者による交通死傷事故が多発したことを受けて、令和３年６月１４日、緊

急に関係行政機関を招き「交通事故防止大会」を開催、４０名が参加した。大会で

は、飲酒運転の根絶など６項目の安全決議を採択した。 

・トラックによる飲酒運転事故が多発したため、会員事業所の全従業員に「飲酒運転

根絶に向けた宣誓書」への署名運動を実施した。集まった宣誓書の写し（４０９者、

８，５９８名）は、令和３年７月７日、福井運輸支局長及び福井県警察本部交通部

長へ提出し、飲酒運転の根絶を誓った。 

・地元ラジオ局が主催する飲酒運転撲滅活動のＳＤＤプロジェクトに協賛し、ラジオ

ＣＭ１００本を放送したほか、ポスター、チラシを全会員に配付した。 

・全ト協が決議した飲酒運転根絶に向けたトラック運送業界の取り組みの強化事項を

周知するため、ホームページで事業用トラックが関係した飲酒運転事故事例を公開

した。 

・飲酒運転の根絶を呼びかける啓発物（ウェットティッシュ、クリアファイル）を作

製し、全会員に配付した。 

・点呼時の更なる徹底した運行管理を推進するため、アルコール検知器１０３台への

助成を行った。 

③安全対策機器等の普及促進 

 ・安全対策機器の普及を促進するため、安全装置１４８台、ドライブレコーダ２３７

台への助成を行った。 

④交通安全教育の促進 

・事業用自動車の運転者に対する指導及び監督の指針に対応したトラックドライバー

の初任運転者教育研修会を５回開催、延べ９５名が参加するなど、ドライバー教育

の徹底を図った。 

・安全教育訓練の実施を促進するため、協会指定研修施設が行う研修を受講した９名

への助成を行った。 

・ドライバーの運転技術と管理者の資質向上を支援するため開催した、令和３年６月

２６日の「ドライバー向け事故防止講習会」に６２名、令和３年１２月７日の「プラ

ン２０２５目標達成セミナー」に７１名が参加した。 

・交通事故の未然防止と運行管理の徹底を図るため、適性診断（一般・初任・適齢）

の受診１,６９８名の受診料、運転経歴証明書の取得４，３８１名の取得料への助成



 

 

を行った。また、運行管理者講習受講者（基礎講習１５７名、一般講習６１４名）

への受講料の助成を行った。 

・運行管理者試験の合格率を向上させるため、試験対策セミナーを２回開催、延べ７

０名が参加した。令和３年度運行管理者試験の当県合格者数は、第１回が６１名、

第２回が４９名であった。 

⑤高度なＩＴ点呼システムの普及拡大 

・デジタル式運行記録計等の高度化に合わせ、ＩＴ機器を活用した高度な点呼システ

ムを普及させるため、令和４年４月から開始される遠隔点呼の周知及び輸送の安全

体制の確保を前提としたＡＩロボットの点呼方法の情報収集を行った。 

⑥運輸安全マネジメントの普及拡大 

・運輸安全マネジメントについて一層の定着と取り組みの高度化を図るため、運輸安

全マネジメント掲示板を改訂し、全会員に配付した。 

<労働災害防止対策> 

⑦過労死等防止対策の推進 

・「過労死等防止計画」の具体的な行動計画に基づき、事業者の意識の高揚を図るな

ど、過労死等防止対策の普及を促進した。 

⑧健康状態に起因する事故及びメンタルヘルス対策の推進 

・健康起因の事故を防止するため、令和４年２月２５日、「健康起因事故防止セミナー」

を開催、３５名が参加したほか、全ト協の助成による血圧計の普及を促進するなど、

ドライバーの生活習慣病対策を推進した。 

・トラックドライバーの睡眠時無呼吸症候群対策を普及し強化するため、スクリーニ

ング検査を受診した３９４名への助成を行った。 

・定期健康診断の受診率の更なる向上を図るため、健康診断を受診した５，０５５名

への助成を行った。 

・脳血管疾患に起因する事故防止対策として、脳ドック検診の受診率の向上を図るた

め、受診した１９名への助成を行った。 

⑨労働災害防止対策の推進 

  ・荷役作業時の労働災害防止の徹底を図るため、令和３年８月７日、「フォークリフト

運転業務従事者安全講習会」を開催、２６名が参加した。 

  ・高年齢労働者の荷役労働災害防止策の徹底を図るため、令和３年１０月５日、「高年

齢者に配慮した陸運業のための労働災害防止対策セミナー」を開催、２９名が参加し

た。 

・荷役事業場等における荷役災害防止対策を支援するため、令和３年１１月４日、「荷

役作業安全ガイドラインに基づく安全衛生講習会」を開催、県内の荷主企業から１

７名が参加した。 

 



 

 

(６)燃料費対策への対応 

  ①燃料費対策への対応 

  ・燃料価格の高騰に対応するため、令和３年１２月７日、「燃料価格高騰経営危機突破

全国統一行動」を行い、７１名が参加した。統一行動では、東京で行われた「燃料価

格高騰経営危機突破総決起大会」で採択された大会決議の朗読、ガンバローコール

を会場全員で唱和し、ＳＮＳやメディアを通じて業界の窮状を訴えた。 

・荷主に対し、安定した輸送力を確保するための燃料価格転嫁への理解を求めるため、

令和４年１月下旬、県内の荷主団体・企業１，３１８社に燃料サーチャージ制導入等

適正な運賃収受の文書を送付するほか、令和４年３月６日に新聞広告を掲載した。 

  ・軽油価格の動向を調査し、会員事業者に最新の情報を提供した。 

 

【重点施策】 

 (１)自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現 

①地元国会議員に対する要望活動の実施 

  ・令和３年９月以降、会長等役員が福井県選出の国会議員に要望書を提出する等の活

動を進めた結果、自動車関係諸税については要望が見送られたが、各特例措置につ

いては適用期限の延長が認められた。 

 

(２)高速道路通行料金の割引の拡充及び重要物流道路等の整備促進 

①大口・多頻度割引の実質５０％以上割引及び更なる割引の拡充等 

・高速道路料金における大口・多頻度割引の実質５０％以上割引及び更なる割引の拡

充と長距離逓減制の割引や深夜割引の拡充等に向けて、全ト協と連携して要望活動

を推進した結果、現状の割引５０％枠の継続が認められた。 

②「重要物流道路」の追加指定等広域道路ネットワークの整備促進 

・大雪等の災害発生時に安定した物流を確保するため、「重要物流道路」の追加指定及

び２車線区間の早期４車線化や道路設備等の整備強化、更にはミッシングリンクの

解消等が図られるよう要望活動を推進した結果、一部予算措置が認められた。 

 

（３）環境・省エネ対策の推進 

①エコドライブの徹底に向けた省エネルギー機器の導入及び環境対応車の普及促進 

・省エネ効果の向上を図るため、燃料消費量の削減効果が高いＥＭＳ機器１５６台や

エコタイヤ大型車用７４０本、中・小型車用３１３本への助成を行った。 

・アイドリングストップの励行を支援するため、蓄熱式マット４枚、電気式毛布２

枚、エアヒーター２機、バッテリー式冷暖房装置２機への助成を行った。 

・ＣＯ２や排出ガス削減を図るため、２tハイブリッド車１台や先進環境対応型ディ

ーゼルトラック大型車５４台、中・小型車２２台への助成を行った。 

 



 

 

②環境保全活動の推進 

・事業活動から生じる環境負荷を削減するなど、積極的な環境保全活動を行い、「グリ

ーン経営認証制度」を更新した１９事業所への助成を行った。 

・燃費改善や安全運転に対する技術の向上と意識の高揚を図るため、ドライバーを対

象とした「省エネ運転講習会」を令和３年７月４日及び１２月５日に開催、延べ２

０名が参加した。 

 

(４)適正化事業等の推進による法令遵守の徹底 

①巡回指導の充実強化による法令遵守の徹底 

・令和３年度の適正化指導員による巡回指導は、目標２２０件に対して２１１件実施

し、総合評価では、評価の良いＡ・Ｂ評価の割合は８５．２％で前年度から１．２ポ

イント増加、評価の悪いＤ・Ｅ評価は２．５％で前年度から２．０ポイント減少し

た。  

・法令を遵守しない悪質事業者への早期監査を支援するため、巡回指導結果について、

運輸支局等に適正化情報処理システムを通じた迅速な情報提供を行った。 

・指導員として能力の向上を図るため、全国の適正化事業指導員研修に参加した。 

・適正化事業実施機関の組織、運営の一層の中立性及び透明性を確保するため、令和

４年３月２３日、「第３０回福井県貨物自動車運送適正化事業実施機関評議委員会」

を開催した。 

②安全性評価事業（Ｇマーク制度）の積極的な推進 

・Ｇマーク制度の積極的な推進及び普及を促進するため、令和３年５月１８日、令和

３年度Ｇマーク認定申請に係る説明会を開催、３３名が参加した。 

・令和３年度のＧマーク制度は、福井県から新規１１事業所、更新４８事業所が認定

された。これにより既認定の１８５事業所と合わせ２４４事業所となり、令和５年

度までに４０％以上を目指す福井県のＧマーク認定取得率は、３７．７％で前年度

から１．０ポイント増加した。 

・Ｇマークラッピングトラック６台により、制度の更なる認知度向上を図った。 

・Ｇマーク認定事業所の利用促進を図るため、令和４年３月２日、要請文書などを県

内の荷主団体・企業１，３１８社に送付した。 

③適正化事業実施機関と国との連携強化  

・トラック運送事業経営の健全化を図るため、令和３年９月８日、福井運輸支局協力

のもと、「法令遵守セミナー」を開催、９名が参加した。 

・国が行う「トラック集中監査月間」の周知や福井運輸支局との連絡会議を１２回開

催するなど、国との連携施策や巡回指導の問題点、課題などについて意見交換を行

い、指導内容の充実及び向上を図った。 

・福井運輸支局との連携による新規参入事業者に対する巡回指導は１５件及び労基特

別巡回指導を６件行うなど、的確な対応を図った。 



 

 

(５)大規模災害発生時における緊急輸送体制の確立 

①関係行政機関との連携強化 

・令和３年４月７日、道の駅「越前おおの荒島の郷」において、大野市が主催した「広

域防災訓練」に参加、１０月３０日は、美浜町からおおい町への緊急物資輸送を想定

した「福井県原子力総合防災訓練」、更に１１月１３日には、丹南地区で行われた

「福井県総合防災訓練」に参加し、大規模災害に迅速かつ的確に対応でき得る緊急輸

送体制の確立を図った。 

・関係行政機関が開催する災害対策協議会や検討会に参加するとともに、大規模災害

発生時の事業継続及び復旧を図るための整備を進めた。 

②災害支援に必要な災害物流専門家の育成及び資機材等の整備 

・地震など大規模災害に伴う緊急救援物資の輸送支援要請に対応するため、令和３年

１１月２４日から２日間、全ト協主催の災害物流専門家研修に６名が参加、災害時

の支援物資体制について学んだ。 

・緊急支援物資輸送の運営体制を適切に確保するため、災害支援に必要な資機材等の

整備と備蓄用食料を配備した。 

 

 (６)安全な雪道走行対策の推進 

①冬用タイヤ及びチェーン等装備の充実と装着方法等の指導 

・冬用タイヤのチェーン装着の充実を図るため、タイヤチェーン９０本への助成を行

った。 

・トラックの雪道対策の徹底を図るため、令和３年１２月７日に開催した「交通事故・

労働災害防止大会」において、タイヤチェーン装着ＤＶＤを配布し、ドライバーの

再教育を促進した。 

②道路交通情報の収集及び周知徹底 

・冬期間の交通確保に向けた情報収集のため、令和３年１２月２０日、福井商工会議

所と共催で事業者向け説明会を開催、大雪が予想される際の「同時通行止め・予防

的通行止め」のタイムラインなどの説明を行った。 

・ホームページや一斉ＦＡＸにより、最新の道路交通情報を入手するよう注意喚起を

行った。 

・一般及びトラックドライバーなどの道路利用者に対し、令和３年１２月から３ヶ月

間、福井県警察本部と連携し、雪道対策を中心とした「冬の道路交通情報」のラジ

オ放送を提供した。 

③関係行政機関との連携強化 

 ・関係行政機関からの要請に基づき、近県のトラック協会に対して、冬用タイヤ装着

の徹底など冬期間における道路交通の安全確保を要請した。 

・関係行政機関からの冬期間の安全運行に関するチラシ等を１２月初旬に全会員に配

付した。 

 



 

 

【 そ の 他 】 

(１)引越事業者優良認定制度の推進と消費者サービスの向上 

  ・引越事業者優良認定制度の普及促進を図るとともに、一般消費者の認知度を向上さ

せるための積極的な周知活動を行った。 

  ・一般消費者からの輸送相談に対応するため、関係行政、関係団体との連携により、

相談体制を強化した。 

  ・引越事業者に必要不可欠な引越約款や法令等の周知徹底を図るため、北陸三県合同

で引越講習（引越基本講習・引越管理者講習）を令和３年１０月２１日と２２日に

開催、４名が受講した。 

  ・引越繁忙期においてサービスレベルや輸送品質を保持するため、法人も含め幅広く

分散引越の周知活動を推進した。 

    

(２)広報誌等による会員向けの情報提供及び各種広報媒体を活用したＰＲ対策の推進 

・多様化する情報ニーズに幅広く対応するため、ホームページやＳＮＳを利用した情

報発信を行うとともに、コロナ禍による集客制限に対応するため、ＷＥＢ動画やオ

ンライン講習の充実を図った。 

・将来を担う子供たちに物流の重要性やエッセンシャルワーカーとして尽力するトラ

ックドライバーの業務内容を知る機会を与えるため、１０月９日「トラックの日」

の取り組みとして、福井県の協力により作製した「はぴりゅうリポート トラックド

ライバーのとある１日」動画を YouTubeＣＭとして放送し、３０万回を超える再生

回数となった。 

・トラック輸送の重要性と役割を訴えるテレビＣＭを令和３年１０月２日から１７日

の間、９１本放送し、業界のイメージアップを図った。 

・児童の交通安全への意識高揚を図るため、令和３年１０月２２日、社南小学校にお

いて、福井県警察本部等と連携し交通安全教室を開催、児童１２０名が参加した。

また、当日の模様を撮影した交通安全啓発動画を作製し、YouTubeで公開した。 

・トラック運送業界、関係行政機関の情報やトラック運送事業経営に役立つ情報を提

供するため、機関誌「トラックニュースふくい」の内容を充実し、会員事業者や関

係行政機関等に４回配布した。 

・荷主等に対し現下の厳しいトラック運送業界の現状を訴えるため、令和４年３月６

日、「標準的な運賃」や燃料サーチャージ等適正運賃の収受及び安全性評価事業(Ｇ

マーク）の普及促進に向けた広告を地元新聞に掲載した。 

・「ＳＤＧｓ」（持続可能な開発目標）について調査し、運輸業界との関連性を踏まえ

た取り組みを検討した。 

 

 

 



 

 

(３)新技術を活用した物流の効率化等の推進 

・物流ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）の推進を図るため、全ト協青年部会

主催の研修動画の周知を行うとともに、物流の自動化等の情報収集を行った。 

 

３ その他の事業 

別添「事業実施概要」のとおり 

 


