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         東ト協青年部情報紙 

 
 

皆で「チャレンジ」「研鑽」できる組織 

～平成最後の「きらめき」ご挨拶～ 

本部長 岩田 享也 （中央支部 八大（株）） 
 

日頃より青年部活動へのご協力、心

より感謝申し上げます。 

６月５日の総会より今期が始まり、

早半年が経とうとしております。皆様

に助けて頂きながら多くの行事を実

りのあるものとさせて頂きました。 

取り分け９月２３日の「トラックフェ

スタ TOKYO2018」におけるブース運営

に際しましては、実行委員会の皆さま

を始め各支部長様、三組織の皆様を含め多くの方のご協力を

頂きました。青年部長が居ない支部もご尽力頂き、全支部が

欠ける事なくご参加・ご協力頂きました。この上ない喜びを

感じながら、青年部へかけて頂いている期待をひしひしと感

じた次第です。 

今年は各委員長を中心に全国各地域のブロック大会に参加

し、各県との交流を深めております。関東/川越を皮切りに、

北海道/札幌・近畿/大阪・中部/福井・北陸/新潟・東北/青森・

四国/高松・中国/松江まで８ブロックが終了し、２月１日の

九州大会（沖縄）を残すのみとなりました。そして総仕上げ

の２月２２日青年組織全国大会（京王プラザホテル）は全国

の仲間との研修と交流の場となります。研修の内容としては、

『長距離運行×改善基準告示』『若年者、女性、高齢者等人材

確保・活用』の２つのテーマでパネルディスカッションを行

うという、どちらも法令と現場の具体性を求めなくてはいけ

ないものです。全国の青年経営者の仲間の忌憚のないトーク

を楽しみにして頂ければと思います。 

先月１１月２９日に開催致しました、青年部経営者研修会・

忘年会においては、３月の研修会に引き続き、事業継承を取

り上げました。前年度より一歩踏み込む事でより実りのある

内容になったと思います。我々青年部としては、事業継承は

必ず通る道ですので、先人たちの経験を教訓とし、円滑な事

業継承へ役立てて頂きたいと思います。 

また、正副本部長会・幹事会におきましては出欠・委任状

の返信が１００％となってきております。各委員長、正副幹

事の皆様のお声掛けの賜物です。お互いが声を掛け合い、距

離の近い関係を作る事が重要と思っております。 

 

 

 

私が経営の氏と仰いでいる先輩はこんな事をおっしゃいま

す『会社は砥石である事 人に出会い、場に足を運び、色々

な事にチャレンジをして研鑽を積む事で我々は磨かれるのだ』 

ぜひ東ト協青年部を砥石として利用し、研鑽して頂き、自社

はもとより支えて頂いている社員・家族に多くの還元をして

いきたいものです。 

後半は、組織委員会担当の「青年部主催チャリティゴルフ

コンペ」、そして研修委員会が担当する「研修会」、また広報

委員会では定期的に FaceBook ページへ記事をアップする事

で我々の活動を多くの方に見て頂いております。さらに、来

年度のブロック大会参加に関して総務委員会が主体となり話

し合いを始めようと思っております。 

皆さんのご意見を多く頂く事で青年部は磨かれていきます。 

ぜひ皆さんと『全員が主役の組織作り』に向け、たゆまずに

歩を進めてまいりたいと思います。 

 今年一年大変にお世話になりました。来る年が、皆様にと

って素晴らしい年になりますよう祈念致しまして、挨拶とさ

せて頂きます。 

 

 

 

 

★東ト協青年部チャリティゴルフ 

平成３１年１月２７日（日） 

 於：紫カントリークラブ あやめコース（千葉県野田市） 

 

★東ト協三組織「合同セミナー・新年会」［女性部担当］ 

 平成３１年２月６日（水） 

 於：京王プラザホテル(新宿) 

 (１) セミナー １６：００～１７：３０ 

  「トラック運送業の労務管理のポイント」 

～働き方改革が自動車運送事業者に及ぼす影響～ 

  グローアップ社会保険労務士法人  岡本 重信 氏 

 (２) 新年会  １７：４０～１９：２０ 
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ＱＲコードで読み取り⇒⇒  
皆様の                 をお待ちしております m(__)m 

行  事  予  定 ① 
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◇大田支部 
 １１月３日（土）、４日（日）に毎年恒例の大田区最大のイ

ベント「OTAふれあいフェスタ 2018」に出展しました。 

 今年は「運送屋さんのワークランド」と題して、①「チェ

ーンブロック、ロープを利用しての重量物（約 20㎏）の揚重

体験」、②「カーゴ台車を利用して荷物の配送体験」、③集中

力を高める「コイン落とし」を来場者の方々に体験して頂き、

体験したアトラクションの数に応じて、青年部員特製のワッ

フル、わたあめ、ポップコーンを振る舞いました。今年の私

共青年部ブースには二日間延べ２，７８３名の方々に来場し

て頂きました。 

 また、大田区内在住の児童（小学生以下）を対象に毎年恒

例の「夢を運ぶ未来のトラック絵画」コンクールを開催しま

した。この絵画コンクールは大田区・大田区教育委員会後援

のもと、今年で１３回目を迎え、応募頂いた作品は青年部の

ブースに展示して、ブース来場の皆様に見て頂きました。今

年もたくさんの、素晴らしいアイデアの作品を見ることがで

き、青年部員一同感心しました。子どもたちの想像力には驚

かされるばかりでした。 

応募作品の中から、大田区長賞（１枚）、大田区教育長賞（１

枚）、OTAフェスタ実行委員長賞（１枚）、東ト協大田支部長賞

（２枚）、東ト協大田支部青年部長賞（５枚）と、合計１０枚

の入選作品を OTA フェスタ内、虹のステージにて表彰致しま

した。表彰式には、大田区長をはじめ大田区教育長、フェス

タ実行委員長、大田支部長にご出席頂き、表彰して頂きまし

た。 

 今後も地域貢献を念頭に、また集まって頂いた子どもたち

の笑顔を忘れずに安全運転で我々青年部も頑張って活動して

いきたいと思います。 

 最後に、ご協力頂きました関係者の皆様に、この場をお借

りして厚く御礼申し上げます。 

大田支部 塩田 幸慶 ㈲塩田運送 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇品川支部 
 １０月２７日（土）江東区夢の島公園にて、第２４回プロ

ドライバー養成研修会を行いました。今回は大崎警察署、品

川警察署並びに東京日野自動車㈱の皆様にご指導・ご協力を

賜りました。当日は朝方までかなり雨が降っており、開催が

危ぶまれましたが、次第に天気は回復し無事に開催する事が

できました。 

研修内容として体験走行（危険回避・ブレーキング・バッ

クスラローム）、日常点検研修及び学科テストを参加した品川

支部所属のドライバーの方々に受けて頂きました。 

日常点検研修は東京日野自動車㈱様にご指導頂き、体験走

行は主に警察署の皆様にご協力頂きました。日常点検は乗務

前・乗務後に毎回行うものであり、あらためて点検方法をご

教授頂きました。また体験走行は公道で普段しない運転をし

てもらいました。私も体験走行させてもらいましたが、普段

の運転では出来ないような急加速、急ブレーキ、急ハンドル

を実際に体験し、正直怖かったです。参加して頂いたドライ

バーの皆さんも、貴重な体験をすることができたのではない

かと思います。 

とても有意義な研修会ですので今後もたくさんの方に参加

して頂き、貴重な体験をしてもらい運転技術の向上、安全運

転に努めてもらえればと思っております。 

品川支部 福原 昌也 阿部運送㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★全ト協青年部会「全国大会」 

 平成３１年２月２２日（金）１４：００～１８：４５ 

 於：京王プラザホテル(新宿) 

（１）研修会 １４：００～１７：００ 

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 

②青年部会活動報告 

③パネルディスカッション（下記２テーマ） 

  1.「長距離運行における改善基準告示遵守の現状と課題」 

  2.「若年者、女性、高齢者等の人材確保・活用に係る 

現状と課題」 

○コーディネーター 

日本 PMI ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ㈱ 代表取締役 小坂 真弘 氏 

○パネリスト 各テーマ青年経営者３名 

（２）交流会 １７：１５～１８：４５ 

                                                         

支  部  だ  よ  り 

行  事  予  定 ② 
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◇トラックフェスタ TOKYO2018に参加して 

 ９月２２日（土）《午後プレ開催》、２３日（日）にトラッ

クフェスタ TOKYO 2018に参加させて頂きました。板橋支部と

しましては、２３日に板橋いっぴん会様の協力を得てブース

を出展させて頂きました。板橋いっぴん会とは、区民が選ん

だ板橋のいっぴんを取り扱っている店舗の組織で今回はフラ

ンス製菓様の大仏サブレーと㈲片山商店様の片山のあんみつ

を販売しました。ブースの場所が悪かったのか午前中は客足

が少なかったのですが、午後からは徐々に客足も増え大仏サ

ブレーは完売となりました。 

また、青年部のトラック乗車体験・死角体験のお手伝いを

しましたが、大型トラックに乗れるということで子どもたち

には大盛況でした。大人の方でもトラックは目線も高くミラ

ーも大きいのでよく見えているのでは？との質問が何度かあ

り、実際乗ってもらうと、こんなに見えないの？知らなかっ

た！との感想を頂きました。他支部も色々なブースを構え、

都内の小学生対象の絵画コンクールも含めトラック協会とし

て多くの人にアピールできたのではないかと思います。 

未来ある子どもたちに夢を、また大人の方にはトラック輸

送について良く理解してもらうために引き続きこのような活

動を続けていきたいと思いました。 

板橋支部 中西 亮介 成増運輸㈱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

◇関ト協青年部会・研修見学会に参加して 

１１月９日（金）、関東トラック協会青年部会の研修見学会

が山梨県で開催され、シチズン電子株式会社と富士山世界遺

産センターを見学しました。 

全参加者を半分に分ける２班編成（大型バス 2 台による）

で、我々東ト協青年部メンバーを含む A 班はシチズン電子株

式会社を先に訪問しました。 

参加者の多くはシチズンと云えば「時計」をイメージして

いましたが、実際の見学内容は世界最先端の LED開発でした。

スマートフォンの中で使用されている小型のものから、野外

でも使用できる大型の照明まで製作されており、特に目を見

張った技術は照射物を「より鮮やかに美しく」映し出す〝光 

の質‶でした。例で挙げると、色あせた絵画や夜桜を通常より

鮮明に美しく見ることが可能になります。美術館や名所など

の集客力増大に貢献できるでしょう。我々の日常生活で必要

不可欠な LEDの最先端技術を垣間見ることができました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

続いて、後半の富士山世界遺産センターでは富士山の歴史

と信仰を学びました。 

センターではガイドの方のアテンドで、より詳しく説明を

頂きました。 

こちらで一同が興味を示したのは富士山登拝の疑似体験で

しょうか。ものの数分で麓の０合目から山頂まで登拝出来ま

す！体力に自信が無い小生はこれで満足でしたが、岩田本部

長は青年部メンバーでの〝リアル‶登拝に意欲的です（笑） 

また、館内には和紙でデザインされた全長１５ｍの富士山

に美しい照明演出と迫力あるサウンドスケープが重なり四季

や一日の流れを体感できる「冨嶽三六〇」も展示されており、

実際の富士山の全景を悪天のため拝むことが出来なかったの

でこちらで癒されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修発表・交流会会場の鐘山苑は、館内はもとより庭園も

素晴らしく、参加者は紅葉最盛期を目の当たりに出来ました。 

交流会の座席配置も各都県メンバーが同じテーブルになら

ないように配慮して頂き、参加された方同士で懇親を深めな

がら情報交換し、非常に有意義な時間を過ごすことができま

した。 

研修見学発表の際にも述べさせて頂きましたが、山梨県に

は世界にも誇れる富士山とシチズン電子の LED 技術がありま

す。さらにはリニアモーターカーがすでに試験走行されてい

ます。来賓のごあいさつの中で「海がない県」としてご紹介

されておりましたが、立派な財産をお持ちです（笑） 

結びに、技術と自然の両方を学ばせて頂いた山梨研修、１

年前よりご準備頂いた山梨県トラック協会青年部会の方々に

この場を借りて改めて感謝申し上げます。 

江戸川支部 彦田 敬輔 ㈱彦新 
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◇東ト協青年部 経営者研修会 

１１月２９日(木) 、東京都トラック総合会館にて、東ト協

青年部経営者研修会を開催致しました。テーマは平成２９年

度東ト協青年部研修会で行った「私たちの事業継承・起業」

がとても好評であった為、「私たちの事業継承－第二弾！－事

業継承経験者と継承前の人たちへの架け橋」という形で開催

しました。コーディネーター及びパネリストについては青年

部会員の中から選出し、事業継承を既に済まされたアイ・エ

ス運輸㈲の川島氏、㈱彦新の彦田氏、安立運輸㈱の出島氏の

３名とこれから継承予定の渥美運輸㈱の渥美氏、サイショウ．

エクスプレス㈱の齋藤氏と、わたくしトーヨーエキスプレス

㈱・佐藤の３名、計６名で３つの題に対してディスカッショ

ンをしました。 

①「継承後に一番苦労した事は？」 

②「継承前に知りたかった事・やっておきたかった事」 

③「社風の変化は必要か？」 

この３つの題を先輩経営者の目線や経験談でお話頂き、それ

を我々次期経営者がいかに深く突っ込んで疑問等をぶつける

ことが出来るかというライブ感たっぷりの内容となりました。 

紙面上だと書きづらいのですが、お金や株式に関するお話

等、「経営者の仕事とは？」以外のリアルな部分もかなり飛び

交ったかと思います。 

これから事業継承をされる予定の方々は、今回の研修をき

っかけに自身の会社の社長と事業継承について今一度お話を

してみてはいかがでしょうか。 

また、事業継承を次の世代へと考えていらっしゃる、ある

いは今後考える方々も今回の研修でお気付になったことや今

後の確認事項など何かヒントになれば幸いです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経営者研修会の第２部として前々青年部本部長でもある笠

原史久氏に「勤怠管理の重要性」についてご講演頂きました。

運送業界の未来をより良いかたちで次世代に残す為に、山積

した業界の諸問題をひとつひとつ改善していきましょう、そ

して改善していく為の第一歩として勤怠管理等の労務問題を

しっかり対応していきましょう、というとても力強い講演で

した。 

 

運送業界は「人」が大きく関わる業界です。 

改めて、業界をより一層盛り上げる為にも、業界としての

新規人材(次世代や他業種からの転職者)確保を目標に邁進し

ていきたいと感じた研修会でした。 

大田支部 佐藤 文平 トーヨーエキスプレス㈱ 

 

 

 

★「青年部研修会」 

    平成３１年３月１２日（火）に平成最後の青年部 

研修会を開催予定です！ 

    詳細が決まり次第、ご案内致しますので 

    皆様のご参加をお待ちしております。 

                            

 

 

○東京都トラック協会ホームページ内に 

青年部ページを新設 

是非、ご覧ください！QRコードはこちら⇒⇒⇒ 

URL:https://www.totokyo.or.jp/ttaseinenbu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ☆ホームページ内に歴代本部長・委員長一覧も掲載しました！ 

   青年部活動については Facebook にて随時掲載していきます！ 

※なお、既存の青年部のホームページ（http://www.ttas.jp）は、 

本年度をもって閉鎖する予定です。 

○協会本部事務局人事異動（教育研修部関係）について 

１０月１日付で本部事務局の人事異動がありました。 

・常務理事 遠藤 啓二 

 教育研修部長事務取扱 → 環境部長事務取扱 

・教育研修部長/役員待遇 正岡 芳郎（経理部長） 

・経理部会計第二課課長補佐 嶋貫 喜子 

（教育研修第三課課長補佐） 

・教育研修第三課課長補佐 木村 日出子/女性部担当 

（環境部環境対策課課長補佐） 

  ※人事異動の詳細はトラック時報 10/10号参照 

 

 
※次号は５月発行予定です！ 
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