
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成２９年度第２回(公社)全ト協青年部会全国代表者会議に参加 

 

 開催日    平成２９年１１月８日（水） 

 場  所   全日本トラック総合会館 

 参加者  当県１名 （総勢５２名） 

 

第２回(公社)全日本トラック協会青年部会全国代表者協議会

が各都道府県並びに各ブロックの代表者総勢５２名が集まり

開催されました。 

第一部の研修会では日本ＰＭＩコンサルティング㈱の小坂社長の進行により、「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～」をテーマに各々６班に分かれてグループディスカッ

ションを行いました。現状では運賃や料金、荷主の理解や協力が得られないなどの課題があるとの意

見が挙がり、運賃料金面で荷主と交渉、発着荷主の理解協力、作業員の増員など様々な取り組みが必

要である等の発表がありました。グループディスカッションの後は各ブロックの活動報告が行われ

たほか、山本部会長からは今後の方針と、全ト協で行う働き方改革に関わるアンケート調査の実施な

ど、青年部会の意見を発信していきたいと述べておりました。 

第二部の交流会では、今後のヒューマンネットワーク構築に向けて交流を深めました。 

最後に、当代表者協議会は年３回の開催される予定で、第１回は全日本トラック協会専務理事によ

る講話、第２回が業界を取り巻く諸問題についての意見交換、第３回は国土交通省より貨物課長を招

いての講演会が予定されています。限られた時間ではありますが、各県の方々と意見交換ができる貴

重な場ですので、色んなことを吸収し、今後の社業や部会活動に役立てていければと思いました。 

（部会長 堀越泰毅） 
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平成２９年度第２回青年経営者養成セミナーを開催 

 

 開催日  平成２９年９月２６日（火） 

 場  所   群馬県トラック総合会館 

 参加者  部会員１７名・他 

 

今年度第２回目の青年経営者養成セミナーは、講師にロジク

エスト㈱代表取締役の清水一成氏を招いて、３つのテーマにつ

いて学びました。 

１つ目は、「物流現場の失敗に学ぶ～人はなぜ失敗するのか？」

というテーマで、ヒューマンエラーを引き起こす原因、ミスによ

る多大な影響、その防止対策など具体例を挙げながらご講義いた

だきました。失敗から学んだことを、その後の業務にどのように

生かしていくかが重要とのことでした。 

２つ目は、「運送・物流現場における安全と品質管理意識を高め

よ！」というテーマで、交通事故や労働災害が多発している現場

において、配送の品質を高めるためには、ドライバーへの教育が

最も重要であるということでした。「品質＝人質(じんしつ)」とい

う言葉が印象的でした。 

３つ目は、「アンガーマネジメント～怒りの感情とうまく付き

合おう」という少し聞きなれない言葉ですが、怒りの感情をコン

トロールするというものでした。今や世界中の企業で取り入れら

れており、怒りの仕組みとその対処法を学ぶことにより、怒りの

感情とうまく付き合っていくというものでした。「自分が源」という言葉が心に残りました。 

本来、ひとつひとつのテーマを１時間かけて講義する内容とのことで、盛り沢山な講義となりまし

たが、とても有意義なセミナーになりました。          （大間々支部幹事 坂口裕昭） 

 

 

第１７回（平成２９年度第２回）群馬県トラックの森づくり事業に参加 

 

 開催日  平成２９年１０月１５日（日） 

 場  所   前橋市嶺公園内 群馬県トラックの森 

 参加者  部会員１７名 （総勢２０１名） 

 

当日は天気予報通りに朝から雨となり、開催自体も危ぶまれ

ましたが、現地に到着すると雨も止み、無事に開催されました。 

降雨の心配と足のぬかるみ等により、多少の短縮作業となり

ましたが、夏に伸び切った木の枝や草を刈り、とても充実した気持ちになりました。 

終了後には再び降雨となり、まさにトラックの森のためにあった一日ではないかと思える日とな

りました。 



 

今後も、部会員の皆さまと一緒に作業が出

来たらと思いますので、参加出来なかった

方々も、次回は是非予定を立てていただきご

参加下さい。  （太田支部幹事 木村公二） 

 

 

 

 

 

 

 

 

関東トラック協会青年部会平成２９年度研修見学会に参加 

 

 開催日  平成２９年１１月２日（木） 

 場  所   自動車安全運転センター安全運転中央研修所 

       茨城県トラック総合会館防災・研修センター 

       ホテルテラスザガーデン水戸 

 参加者  部会員９名（総勢９６名） 

 

今年度の研修見学会は、自動車安全センター安全運転中央研

修所と茨城県トラック総合会館防災・研修センターの２カ所で開催されました。 

初めに、自動車安全センター安全運転中央研修所の見学を行いました。この施設は国内で唯一、自

動車の安全運転について本格的に学ぶことが出来る施設です。東京ドーム約２０個分の広大な敷地

で運転上の危険を安全に体験できるコースをはじめ、多種多様な施設を完備し、これまでに約３６万

人の研修生を送り出しているそうです。 

今回、私たちは体験コースの１つであるスキッドパンを実際に体験しました。スキッドパンとは、

路面にタイルと水を使うことによりタイヤの摩擦係数を下げ、滑りやすい路面を人工的に作り出し、

横滑りやスリップを体験することで自動車の特性や安全の限界を学ぶことのできるコースです。同

乗ではありましたが、警察官の運転で警察車両を使ってのスリップ走行は大変迫力があり、みんな子

供の様にはしゃいでいました。 

次に、茨城県トラック総合会館防災・研修センターの見学を行いました。この施設は今年の６月に

完成したばかりの真新しい施設で、東日本大震災の被害を受けた経験を基に、６年間試行錯誤を繰り

返して完成した施設であるとのことでした。災害時には緊急物資輸送の拠点として対応できる防災



 

倉庫施設や地域住民の避難所として使用できる耐震強度基準の１.２５倍の事務棟を有しているなど、

大変素晴らしい施設で感動しました。近い将来に群馬にもこの様な官民が協力し合える素晴らしい

会館が作られるといいなと思います。 

２カ所の施設を見学するということで、時間的には大変忙しい一日でしたが、貴重な体験と視察を

させて頂いた茨城県トラック協会青年部会の皆さま有難うございました。 （副部会長 磯野哲也） 

 

  

自動車安全運転センター中央研修所        茨城県トラック総合会館防災・研修センター 

 

 

第２２回働くトラック絵画コンクール受賞作品展示会を開催 

 

 開催日  平成２９年１１月１３日（月） 

あ～１２月１５日（金） 

 場  所   群馬県トラック総合会館 

 参加者  部会員９名 

 

当青年部会主催による第２２回働くトラック絵画コ

ンクール受賞作品５６点のアンコール展示会を、群馬

県トラック総合会館２階フロアにおいて、約１ヶ月間

にわたり開催いたしました。 

展示作品を見てみると、どの作品も一生懸命

描かれており、子供たちの発想力が良く伝わっ

てくる力作揃いで、大人では到底考えつかない

ような斬新なアイデアも多く見受けられるた

め、会議や研修等で会館を訪れた多くの方々は、

素晴らしい作品の多くに感嘆しながら鑑賞し

ていました。 

今後も様々な場所で展示会を開催いたしま

すので、是非お立ち寄り下さいますようお願い

申し上げます。  （桐生支部幹事 吉田武士） 



 

 

前橋支部・働くトラック絵入賞作品展示会・表彰式を開催 

 

 開催日  平成２９年１０月４日（水） 

あ～１０月１０日（火） 

 場  所   前橋プラザ元気２１ 

 参加者  部会員１０名 

 

前橋支部青年部会では、支部内で応募のあった「働

くトラック絵画」を、前橋支部役員の皆さまにご協力

をいただいて選考会を行い、選考作品３５点について、

１０月４日（水）から１０月１０日（火）までの７日間

にわたり、前橋市本町「前橋プラザ元気２１」内にお

いて展示を行い、大勢の方に鑑賞していただきました。 

また、選考会で選ばれた作品については、１０月２１

日(土)開催の「前橋支部交通・労災事故防止総決起大

会」において時間をいただき、入賞者のうち優秀賞９

名に対して表彰式を行いました。            

（前橋支部 坂本祥隆） 

 

 

前橋支部・前橋まつり楽器輸送を実施 

 

 開催日  平成２９年１０月７日（土）～１０月８日（日） 

 場  所   前橋プラザ元気２１ 

 参加者  輸送１７社・警備２名 

 

今年は当日の朝まで雨が降っていて、鼓笛パレードの中止が

心配されましたが、徐々に天候が回復し、中止になることなく２

日間無事に行われました。 

例年、前橋プラザ元気２１で開催されていた中学吹奏楽演奏

が無くなり、昨年から参加する学校が減少しましたが、高崎市か

ら高崎東小学校、高崎塚沢中学校、明和県央高校の３校が鼓笛パ

レードで参加し、吹奏楽では市立前橋高校が国道５０号で演奏

を行いました。 

楽器輸送については、必要なトラックの台数を確保すること

ができたほか、恵比寿通りでの吹奏楽のトラック誘導について

も交通トラブル等もなく、鼓笛パレード・吹奏楽・楽器輸送の全

てにおいてトラブルなく、無事に終えることができました。 

（前橋支部 永井健晴） 

 



 

 

前橋支部・青年部会チャリティコンペを開催 

 

 開催日  平成２９年１１月５日（日） 

 場  所   しぶかわカントリー 

 参加者  部会員１０名（総勢２９名） 

 

前橋支部青年部会では、しぶかわカントリーに

おいて、チャリティコンペを開催しました。 

当日は、青年部会員をはじめ、関口宣男副支部

長やＯＢの深町総様、桐生支部青年部会から吉田

武士部会長、佐藤稔也様、久保田俊雄様にお越しいただいたほか、各ディーラーや賛助会員の皆さま

にもご参加いただき、総勢８組２９名での開催となりました。プレー終了後には、伊香保の徳田屋旅

館にてコンペの表彰式を行ったほか、楽器輸送の慰労会も併せて行い、今回初めてご参加いただいた

賛助会員の皆さまとも美酒を交わしながら楽しく交流させていただきました。 

また、皆さまにご協力いただいたチャリティ募金の２６，４６０円については、春に開催したコン

ペで集まった募金と合わせて、(一社)群馬県トラック協会交通遺児・労働災害遺児等育英助成金へ寄

贈しました。                            （前橋支部 田中大樹） 

 

 

館林支部・第２８回交通安全フェスティバルへ参加 

 

 開催日  平成２９年１０月９日（月） 

 場  所   館林市役所北側駐車場 

 参加者  部会員１３名 

 

館林支部青年部会では、第２８回交通安全フェ

スティバルに参加しました。この催しは、交通安全

運動推進事業の一環として館林警察署管内の関係

団体が一堂に会し、広く地域住民に対して交通安

全意識の高揚・啓発に努める目的で開催されているイベントです。 

晴天の中、２００名以上の体験参加者が集まり活気が溢れる中で、当支部青年部会では実際のトラ

ックを使用しての死角体験やアルコールチェッカーを使用しての点呼体験、リモコントラックを使

用しての内輪差体験を行ったほか、Ｇマークやグリーン経営認証のポスター、働くトラック絵画の展

示など交通安全とトラック業界の取組をＰＲしてまいりました。     （館林支部 磯野哲也） 



 
佐波伊勢崎支部・玉村町産業祭へ参加 

 

 開催日  平成２９年１１月１９日（日） 

 場  所   玉村町役場 

 参加者  部会員１９名 

 

佐波伊勢崎支部青年部会では、交通安全啓発

活動及び広報活動の一環として、玉村町商工会

主唱による「玉村町産業祭」にブースを出展し、

チャリティーバザー＆抽選会を行いました。 

チャリティバザーでは、部会員の取引先企業様からご提供いただいた商品を会場で販売。家具調コ

タツやセラミックファンヒーターが当たる１回２００円の抽選会では、同様に部会員の取引先企業

や各トラックディーラーから豪華な品々をご提供いただき、２００円以上の価値あるハズレ賞品(参

加賞)を用意できました。 

また、富士山にある部会員の営業所の

地下から汲み上げたバナジウム天然水

を使って前日からコトコト煮込んだ玉

蒟蒻は、毎年参加住民の方々から好評を

いただいており、完売記録を更新中です。 

なお、当日のチャリティーの収益金の

一部を伊勢崎市や玉村町に寄贈する予

定です。 

（佐波伊勢崎支部 金田知浩） 

 

 

新規加入部会員紹介 

 

小堀良武さん 

（館林支部 ㈲鈴木造花店） 

㈲鈴木造花店の小堀良武です。何か

とご迷惑をおかけすると思います

が、温かいご指導のほどよろしくお

願い申し上げます。 

田中高行さん 

（渋川支部 ㈲田中陸送） 

この度、青年部会に入会させていただいた渋川支部の 

㈲田中陸送の田中高行です。 

よろしくお願いいたします。 

 

  

 新規加入部会員募集  

青年部会に興味のある方は、事務局または青年部会幹事までお気軽にご連絡下さい。 

みなさまのご参加をお待ちしています。 

★問合せ先 ☞ 事務局（永井・内藤）℡027‐261‐0244 



❖ 平成２９年度下半期活動スケジュール ❖ 

01 月 03 日(水)～ 

02 月 28 日(水) 
平成 29 年度第 2 回献血推進活動 群馬県内各献血ルーム 

 1 月 27 日(土) 平成 29 年度青年部会全体研修交流会 前橋さくらホテル 

 2 月 22 日(木) 平成 29 年度(公社)全日本トラック協会青年部会全国大会 京王プラザホテル 

 

 

お薦めのお店 

 

元プロ野球選手ピッチャーで“げんちゃん”の愛称

で親しまれている代表取締役の河野博文さんのこだ

わりが詰まった「げんちゃん農場直営居酒屋大喜屋げ

んちゃん」をお薦めします。 

自ら手掛けた甘くて美味しい“げんちゃん玉ねぎ”

をフルに使った様々な料理を堪能できるお店です。皆

さんに一度と言わず二度三度食べていただきたい料理の１つ

が・・・ひと味違ったカレーうどんです！！ 

口に入れた瞬間、クリーミーで甘いカレー。その上に乗せ

られたげんちゃん玉ねぎのシャキシャキ食感もよいアクセン

トで、小学校で食べたカレーを想い出させる絶品の一品です。

他にも多数料理がありますが、どれを食べても美味しいと評

判です！血液サラサラ効果が優れていることで認知度の高い玉ねぎをふんだんに使った料理の数々

は、老若男女問わず美味しく味わえ、生活習慣が気になる人や健康志向の人にぴったりと言えるでし

ょう。                             （高崎支部幹事 田中悟史） 

【げんちゃん農場直営居酒屋大喜屋げんちゃん】 

❖ 所在地：群馬県高崎市筑縄町１２－７  ❖ 電話：０５０－５２６３－４１２９ 

 

 

 

 

 群ト協青年部会ウェブページ 

http://www.gta.or.jp/seinen/index.html 

 危険箇所・休憩場所情報マップ「トラマップ群馬」ページ 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z9exCvrdMjQE.klaF5vyT67uU 

http://www.gta.or.jp/seinen/index.html

