
令 和 元 年 度 事 業 報 告 書 （案） 

（平成３１年４月１日～令和２年３月３１日） 

  

１．総務委員会関係 

 （１）庶務事項 

    ①会員数   ４３５名（令和２年３月３１日現在） 

    ②執行体制  令和２年３月３１日現在の役員数は、幹事（正副本部長を含む） 

４０名、監事２名となっている。  

    ③会議の開催状況  総会１回、幹事会７回、正副本部長会７回、研修委員会３回、 

組織委員会１回、関ト協担当委員会１回開催。 

 （２）令和元年度通常総会の開催 

     令和元年６月４日（火）、東京都トラック総合会館において開催。全議案が承認・ 

決定された。 

（３）小学生への交通安全教室の開催 

     令和元年７月１１日（木）、江戸川区立船堀第二小学校からの協力要請を受けて、交通

安全教室を開催。１年生４クラス・２年生４クラスの児童がそれぞれ前半・後半に分か

れて参加し、青年部会員２３名が運営を担当。  

交通安全教室では、①横断歩道を渡るときに気を付けること、②死角について、③ユ

ニック車のクレーンの実演、④トラックへの乗車体験（ウイング車・冷蔵車）の内容に

ついて実施した。 

（４）支部青年部研修活動 

    各支部青年部において、実状に即した自主的な研修計画を立て、延べ３５回開催。 

延べ５３１名参加。 

（５）トラックフェスタ TOKYO２０１９のブース運営協力 

令和元年９月１４日（土）〈プレオープン〉及び１５日（日）に代々木公園で開催され

たトラックフェスタ TOKYO２０１９において、青年部担当のブースとして、死角体験（ト

ラック乗車体験）及び東ト協青年部・全ト協青年部会の活動紹介、児童向けに「あった

らいいな こんなトラック」コーナーの運営協力を行った。また、全ト協青年部会の令和

元年台風１５号及び１９号被災者支援のための義援金の協力を呼びかけた。 

 



（６）令和元年度(公社)全日本トラック協会青年部会「全国大会」への参加推進 

     令和２年２月２１日（金）、全ト協主催で、全国の青年経営者を対象に、新宿区の京王

プラザホテルにおいて開催された研修会への参加を推進し、東京から３６名が参加。（参

加者総数７５３名） 

①「青年経営者等による先進的な事業取組に対する顕彰」授与式・受賞者事業発表 

【銀賞】石見サービス株式会社 

【銅賞】（一社）東京都トラック協会多摩支部青年部 

②青年部会活動報告 

③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 

  全国自動車教育研究会 理事 安部 幹也 氏 

 （希望が丘高等学校自動車専攻科長／平成２９年２月寄贈校） 

④研修テーマ：「働き方改革実現に向けた経営者のあるべき姿について」 

 講 師：（株）ＭＴＧ 取締役会長 大田 嘉仁 氏 

 (京セラ（株）元取締役執行役員常務、日本航空（株）元専務執行役員） 

（７）（公社）全日本トラック協会青年部会による社会貢献活動への協力 

     自動車教育課程を有する高等学校へ整備実習用小型トラックを寄贈する社会貢献活動

に協力するため、第３１回(公社)全日本トラック協会青年部会「関東ブロック大会」におい

て参加者から寄せられた募金を寄付した。 

   【募金額】１３２，６４２円 

（８）（公社）全日本トラック協会青年部会による義援金への協力 

     令和元年台風１５号及び１９号被災者支援に係る義援金を募り、参加者から寄せられ

た募金を寄付した。 

   【義援金額】７３６，７９８円 

（９）（一社）東京都トラック協会会長との意見交換会 

     令和元年１１月２０日（水）、東ト協 浅井隆会長をお招きし、本部の事業などについて

ご講話をいただき、意見交換を行った。８名が参加。 

（１０）全国各青年組織行事への参加 

     全国の各青年組織から各種行事の案内を受け、本部青年部役員等から延べ５３名が参

加。（なお、関ト協青年部会の行事は、「５．関ト協担当委員会関係」に記載の通り。） 



    

２．研修委員会関係 

 （１）青年部研修会  

      令和２年３月１０日（火）、東京都トラック総合会館で開催を予定していたが、中国・

武漢を発生源とする新型コロナウイルスの世界的な感染により、政府から大規模イベン

ト・集会の中止要請があり、感染拡大防止の観点から中止とした。 

  （２）青年経営者研修会 

     青年部会員を主たる対象に、令和元年１２月１８日（水）、東京都トラック総合会館で

開催。４１名が参加。研修会終了後に忘年会を実施。 

           講演テーマ：「働き方改革時代を勝ち抜く企業になる！」         

          ～物流企業の為の雇用対策～働き方改革の鍵がここにある～ 

           クオリティ・オブ・ライフ創造支援研究所 理事長 森田 司 氏 

  （３）青年部海外研修 

     令和元年１１月２１日（木）～２３日（土）、中国・深圳において、海外研修を計画し

ていたが、深圳に隣接する香港で２０１９年逃亡犯条例改正案に反対するデモが発端と

なる、香港民主化デモが激化・長期化したため、開催時期を延期するとともに、研修先

の再選定を行った。 

行事内容 開催日 開催地 参加人数 

北海道ブロック大会 令和元年  ７月 ５日（金） 旭川 ３名 

東北ブロック大会 令和元年 ９月２６日（木） 秋田 ４名 

北陸信越ブロック大会 令和元年１０月２５日（金） 長野 ３名 

中部ブロック大会 令和元年１０月１８日（金） 名古屋 ５名 

近畿ブロック大会／ 

近畿トラック青年協議会 

設立３０周年記念式典 

令和元年  ９月 ７日（土） 大阪 １０名 

中国ブロック大会 令和元年１１月 ９日（土） 岡山 ４名 

四国ブロック大会 令和元年１１月２９日（金） 高松 ４名 

九州ブロック大会 令和２年  １月２４日（金） 大分 ４名 

大阪・新春年賀交歓会 令和２年 １月１８日（土） 大阪 ２名 

中部ブロック代表慰労研修交流会 令和元年 ８月１０日（土） 広島 １名 

神奈川ト協青年部会 

３０周年記念式典 
令和元年 ８月３０日（金） 横浜 １１名 

大阪トラックフェスタ 2019交通フェア 令和元年１０月２７日（日） 堺 １名 

奈良ト協青年部会創立３０周年記念式典 令和２年 １月１８日（土） 奈良 １名 



     ３月４日（水）～８日（日）に、改めてタイ・バンコクにおいて海外研修を計画して

いたが、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大により、参加者への感染リスク回避の

ため、中止とした。 

 

３．組織委員会関係 

 （１）青年部会員名簿の整備 

     入退会があった際に、支部青年部は本部指定の入会申込書、退会届にて、その都度、

本部に報告し、名簿の整備を行った。 

 （２）東ト協青年部「家族会」の実施 

     平成３１年４月２１日（日）「都会の農園 バーベキュー広場」（江東区）において開

催し、会員及び家族相互の交流を図った。１３０名が参加。 

（３） (一社)大阪府トラック協会青年部会との研修交流会の開催 

     令和元年７月１３日（土）、東京都トラック総合会館で開催。事前に準備した「自社Ｐ

Ｒ表」に基づきＰＲを行った後、国土交通省 元自動車局総務課企画室長 谷口 礼史 

氏から、今回の研修会のテーマでもあるホワイト物流とホワイト経営についての説明の

後、「ホワイト経営」についてメリット・デメリット、課題や問題点についてグループご

とにディスカッションを実施し、発表を行った。東京から１６名が参加。（大阪から１５

名が参加） 

     また、全ト協から星野治彦企画部長、飯塚浩行経営改善部次長にも来ていただき「ホ

ワイト経営」について参加者のグループディスカッションの内容を情報共有した。 

（４）東ト協青年部「チャリティゴルフ大会」の開催 

       令和２年２月１６日（日）、全ト協青年部会による令和元年台風１５号及び１９号被災

者支援を目的に、千葉県の「紫カントリーゴルフ あやめコース」において開催。７５

名が参加。 

（５）三組織活動の実施 

     ロジ研、女性部との三組織合同の活動を、次の通りに実施。 

①三組織連絡会 三組織合同の活動等の連絡・協力を図った。４回開催。 

②三組織合同セミナー 

   令和２年２月６日（木）、港区の明治記念館において開催。 



今回は、青年部が担当し、講師、会場の選定等を行った。 

   セミナー終了後、新年会において三組織が交流を深め、新年の決意を新たにした。 

青年部会員は２７名が参加。（参加者総数：セミナー８０名・新年会９４名） 

講演テーマ： 

「日本のパラリンピックの父・中村 裕 博士の先見性とリーダーシップについて 

～『常識を破らなければ前進しない』“チェンジメーカー”の考え方～  」 

（株）フジテレビジョン ニュース総局 報道局 解説委員室 

解説委員・危機管理担当  鈴木 款 氏 

 

４．広報委員会関係 

 （１）情報紙「きらめき」の発行 

     FAX同時送信を利用し、３回発行した。紙面作成にあたり、各号の企画・編集作業を行

った。なお、各号共通の内容として、本部長の巻頭挨拶、支部青年部の活動状況、会員

への行事のお知らせ等を掲載し、特集記事として下記の内容を掲載した。 

①春号（No．７９）令和元年５月２４日発行 

「家族会」の開催、(公社)全日本トラック協会青年部会「全国大会」、 

東ト協青年部「研修会」についての報告 

②夏号（No．８０）令和元年８月２８日発行 

    (公社)全日本トラック協会青年部会「関東ブロック大会」、(一社)大阪府トラック 

協会青年部会との研修交流会についての報告 

③新年号（No．８１）令和２年１月２０日発行 

    トラックフェスタ TOKYO２０１９、関東トラック協会青年部会「研修見学会」につい

ての報告 

 （２）Facebookの活用による情報発信 

     ソーシャルネットワークサービス（SNS）の LINEや Facebookを活用し、本部や支部で

の研修やイベントの開催案内・開催報告等、リアルタイムで情報発信を行った。 

（３）東ト協ホームページ内に青年部ページ 

     東ト協ホームページ内の青年部ページにおいて、組織の紹介、各種申請書類、情報紙

「きらめき」等の掲載を行った。 



 

５．関ト協担当委員会関係 

 （１）関東トラック協会青年部会事業活動の運営協力 

      関ト協青年部会幹事会、常任幹事会、正副会長会、総務委員会、研修委員会等の会議

への出席、各種事業活動の企画・運営、協力を行った。 

 （２）第３１回（公社）全日本トラック協会青年部会「関東ブロック大会」の参加推進 

令和元年６月２８日（金）、群馬県トラック協会青年部会が幹事となり、「ホテル木

暮」において開催した大会への参加を推進した。東京から２４名が参加。（参加者総数

２１０名） 

研修内容：「群馬大学が目指す自動運転の未来」 

     群馬大学次世代モビリティ社会実装研究センター センター長 太田 直哉 氏 

 （３）第２６回関東トラック協会青年部会「チャリティゴルフ大会」の参加推進 

      令和元年６月２９日（土）、群馬県トラック協会青年部会が幹事となり、チャリティ活

動及び関東各県青年部会メンバー同士の親睦を目的に「白水ゴルフ倶楽部」で開催した大

会への参加を推進した。なお、ゴルフ参加者等から２１６，０００円の募金が寄せられ

た。東京から１１名が参加。（参加者総数１０８名） 

 （４）関東トラック協会青年部会「令和元年度研修見学会」への参加推進 

令和元年１１月８日（金）、東ト協青年部が幹事となり、下記の内容において開催した研修

見学会への参加を推進し、東京から２８名が参加。（参加総数１０５名） 

①見学先  東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会関連施設 

「晴海選手村」、「若洲車両基地（デポ）」、「カヌー・スラロームセンター」 

②研修発表会・交流会（於：「銀座ブロッサム」） 



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所

◇通 常 総 会 1.6.4(火) 東京都トラック 第１号議案　平成３０年度事業報告の承認について

総合会館 第２号議案　平成３０年度収支決算の承認について

７階大会議室 第３号議案　令和元年度事業計画の決定について

第４号議案　令和元年度会費の額及び納入方法について

第５号議案　令和元年度収支予算の決定について

第６号議案　役員の一部選任について

◇幹　事　会 31.4.11(木) 東京都トラック １．平成３０年度事業報告書(案)・収支決算書(案)に

〔７回開催〕 総合会館 　　ついて

６階中会議室 ２．令和元年度事業計画書(案)・会費の額及び納入

　　方法(案)・収支予算書(案)について

３．役員の一部選任について

４．令和元年度事業活動について

（１）総務委員会関係

　　　①令和元年度通常総会について

（２）研修委員会関係

　　　①海外研修について

（３）組織委員会関係

　　　①家族会について

　　　②(一社)大阪府トラック協会青年部会との

　　　　研修交流会について

（４）広報委員会関係

　　　①青年部情報紙「きらめき」について

　　　②Facebook、ホームページについて

（５）関ト協担当委員会関係

　　　①第３１回(公社)全日本トラック協会青年部会

　　　　関東ブロック大会・第２６回関東トラック協

　　　　会青年部会チャリティゴルフ大会について

　　　②関ト協青年部会研修見学会（東京担当）

　　　　について

（６）全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

５．その他

（１）活動予定がある支部からの告知

（２）今後の幹事会の日程について

（３）各委員会ミーティング

会　議　の　開　催　状　況

内　　　　　　　容



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所 内　　　　　　　容

◇幹　事　会 1.6.4(火) 東京都トラック １．海外研修において依頼する旅行会社の選定に

総合会館 　　ついて

６階研修室

1.7.2(火) 東京都トラック １．令和元年度　東ト協青年部組織について

総合会館 ２．総務委員会関係

４階会議室 （１）交通安全教室について

（２）案内・通知等の送信方法に関するアンケート(案)

　　　について

（３）トラックフェスタについて

３．研修委員会関係

（１）海外研修について

４．組織委員会関係

（１）(一社)大阪府トラック協会青年部会との

　　　研修交流会について

５．広報委員会関係

（１）青年部情報紙「きらめき」について

（２）ＳＮＳの活用について

６．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

（１）関東ブロック大会について

（２）全ト協「青年経営者等による先進的事業取組に

　　　対する顕彰」について

７．支部青年部研修活動助成金の概要について

８．その他

（１）今後の主な行事と担当委員会について

（２）青年部パンフレット・クリアファイル(案)について

（３）活動予定がある支部からの告知

1.9.3(火) 東京都トラック １．総務委員会関係

総合会館 （１）交通安全教室（開催報告）について

４階会議室 （２）トラックフェスタについて

（３）案内・通知等の送信方法に関するアンケート(集計)

　　　について

（４）次年度総会日程及び総会資料の発送について

２．研修委員会関係

（１）海外研修について

（２）青年経営者研修会について



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所 内　　　　　　　容

◇幹　事　会 1.9.3(火) 東京都トラック ３．組織委員会関係

総合会館 （１）（一社）大阪府トラック協会青年部会との

４階会議室 　　　研修交流会について（開催報告）について

（２）忘年会について

（３）ゴルフ大会・家族会について

４．広報委員会関係

（１）青年部情報紙「きらめき」について

（２）ＳＮＳの活用について

５．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

（１）関東ブロック大会（群馬）開催報告について

（２）関ト協青年部会研修見学会について

６．その他

（１）クリアファイル（案）について

（２）活動予定がある支部からの告知

1.10.30(水) 東京都トラック １．総務委員会関係

総合会館 （１）トラックフェスタについて

６階中会議室 （２）メールアドレス入り青年部員名簿について

（３）関ト協青年部会研修見学会について

２．研修委員会関係

（１）青年経営者研修会について

（２）海外研修について

３．組織委員会関係

（１）忘年会について

（２）ゴルフ大会及び家族会について

４．広報委員会関係

（１）青年部情報紙「きらめき」について

（２）ＳＮＳの活用について

５．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

（１）関ト協青年部会研修見学会について

（２）令和元年台風１５号・１９号に係る青年部会員の

　　　被災状況及び甚大被害地域の状況報告について

６．その他

（１）活動予定がある支部からの告知



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所 内　　　　　　　容

◇幹　事　会 1.12.4(水) 東京都トラック １．総務委員会関係

総合会館 （１）メールアドレス入り青年部員名簿について

４階対策室 （２）関ト協青年部会研修見学会（報告）について

２．研修委員会関係

（１）青年経営者研修会について

（２）海外研修について

３．組織委員会関係

（１）忘年会について

（２）ゴルフ大会及び家族会について

（３）三組織合同セミナー・新年会について

４．広報委員会関係

（１）青年部情報紙「きらめき」について

（２）ＳＮＳの活用について

５．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

（１）全国大会について

（２）令和元年台風１５号・１９号被災者支援に係る

　　　義援金について

６．その他

（１）活動予定がある支部からの告知

2.1.16(木) 東京都トラック １．総務委員会関係

総合会館 （１）メールアドレス入り青年部員名簿について

６階中会議室 （２）全国大会について

２．研修委員会関係

（１）海外研修について

（２）青年部研修会・交流会について

３．組織委員会関係

（１）三組織合同セミナー・新年会について

（２）チャリティゴルフ大会について

（３）全国大会後の大阪との交流会について

（４）青年部家族会について

４．広報委員会関係

（１）青年部情報紙「きらめき」について

（２）ホームページ及びＳＮＳ(Facebook)の活用について

５．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

（１）令和元年台風１５号・１９号被災者支援に係る

　　　義援金について



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所 内　　　　　　　容

◇幹　事　会 2.1.16(木) 東京都トラック ６．その他

総合会館 （１）活動予定がある支部からの告知

６階中会議室 （２）今後の幹事会の日程について

◇正副本部長会 31.4.8(月) 東京都トラック １．令和元年度第１回幹事会について

〔７回開催〕 総合会館 ２．その他

４階対策室

1.6.25(火) 東京都トラック １．令和元年度第３回幹事会について

総合会館 ２．その他

４階対策室

1.8.28(水) 東京都トラック １．令和元年度第４回幹事会について

総合会館 ２．その他

４階対策室

1.10.30(水) 東京都トラック １．東ト協　浅井会長を囲む会について

総合会館 ２．令和元年度第５回幹事会について

６階中会議室 ３．その他

1.12.4(水) 東京都トラック １．令和元年度第６回幹事会について

総合会館 ２．全ト協「外国人労働者活用に係るアンケート調査」

４階対策室 　　について

３．その他

2.1.16(木) 東京都トラック １．令和元年度第７回幹事会について

総合会館 ２．その他

４階対策室

2.3.18(水) 東京都トラック １．総務委員会関係

総合会館 （１）令和元年台風１５号・１９号被災者支援に係る

６階中会議室 　　　義援金について

（２）青年部活動・運営について

２．研修委員会関係

（１）青年部研修会（延期）について

（２）海外研修（延期）について

３．組織委員会関係

（１）チャリティゴルフ大会（開催報告）について



会議等名称 開 催 日 開 催 場 所 内　　　　　　　容

◇正副本部長会 2.3.18(水) 東京都トラック ４．広報委員会関係

総合会館 （１）青年部情報紙「きらめき」について

６階中会議室 （２）ホームページ及びＳＮＳ(Facebook)の活用について

５．全ト協・関ト協青年部会の活動状況について

６．その他

（１）新型コロナウイルスによる影響について

（２）今後の日程について

◇委員会関係 31.4.24(水) 東京都トラック １．海外研修について

・研修委員会 総合会館 ２．その他

〔３回開催〕 ４階対策室

1.7.9(火) 東京都トラック １．青年経営者研修会について

総合会館 ２．海外研修について

４階対策室 ３．その他

1.10.7(月) 東京都トラック １．青年経営者研修会について

総合会館 ２．海外研修について

４階対策室 ３．その他

・組織委員会 1.11.26(火) 東京都トラック １．チャリティゴルフについて

〔１回開催〕 総合会館 ２．その他

４階対策室

・関ト協担当 1.7.2(火) 東京都トラック １．関ト協青年部会・研修見学会（東京担当）について

　委員会 総合会館 ２．その他

〔１回開催〕 ４階会議室


