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燃料サーチャージ制の導入の促進等に関する経済団体等への協力要請

○軽油価格が高いレベルとなったことから価格高騰分を円滑に転嫁する対策として、トラック運送業における燃料サーチャージ
制の導入の促進等に関する協力につき要請。また、この際に「トラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン、「ト
ラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」及び本省・地方運輸局等に設置した「適正取引推進窓口」を改め
て周知。

○国土交通本省より、日本経済団体連合会及び日本商工会議所に対して協力要請を実施。（平成24年5月30日）

○地方運輸局及び沖縄総合事務局より、経済団体等（７１箇所）に協力要請を実施。（平成24年6月）

要請一覧

•一般社団法人中部経済連合会
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•一般社団法人中部経済連合会
•東海商工会議所連合会
•愛知県商工会議所連合会
•一般社団法人静岡県商工会議所連合会
•岐阜県商工会議所連合会
•三重県商工会議所連合会
•一般社団法人福井県商工会議所連合会



中運自貨第７９号

平成２４年６月６日

 
 
 一般社団法人中部経済連合会 
     会長 三田 敏雄 殿 
 
                  中 部 運 輸 局 長   
                     甲 斐  正 彰 
 
 

トラック運送業における燃料サーチャージ制の導入の促進等に関する 
協力要請について 

  
時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 日頃より、国土交通行政の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し

上げます。 
  

中 運 自 貨 第 ７ ９ 号

平成２４年６月１９日

 
 
 東海商工会議所連合会 
    会長 髙 橋 治 朗 殿 
 
                  中 部 運 輸 局 長   
                     甲 斐  正 彰 
 
 

トラック運送業における燃料サーチャージ制の導入の促進等に関する 
協力要請について 

  
時下ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。 

 日頃より、国土交通行政の推進にご理解とご協力をいただき、厚くお礼申し

上げます。 
  

要 請 文 （ 一 例 ）

  
 国土交通省においては、従来より、「トラック運送業における燃料サーチャー

ジ緊急ガイドライン」、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイ

ドライン」及び本省・地方運輸支局等に設置した「適正取引相談窓口」等を活

用して、トラック運送業における燃料サーチャージ制の導入その他適正取引の

推進を図ってきたところであります。 
 
 一方、原油及び軽油の価格の最近の動向については、産油国の情勢不安等を

背景に本年初より、非常に高いレベルとなっており、トラック運送業において

は、軽油価格高騰分を円滑に転嫁する対策が喫緊の課題となっております。 
 
 このため、今般、当省としても、公益社団法人全日本トラック協会に対し、「ト

ラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」（別添１）、「トラッ

ク運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」（別添２）及び「適正

取引相談窓口」（別添３）を改めて周知し、燃料サーチャージ制の導入の促進を

図ることとしたところであります。 
 
 貴団体におかれましても、このような取組にご理解を賜りますとともに、貴

団体傘下の会員各社に対し、適正取引の推進とあわせ、燃料サーチャージ制を

取り入れて頂くべく一層のご協力を賜りますよう、周知方よろしくお願い致し

ます。 

  
 国土交通省においては、従来より、「トラック運送業における燃料サーチャー

ジ緊急ガイドライン」、「トラック運送業における下請・荷主適正取引推進ガイ

ドライン」及び本省・地方運輸支局等に設置した「適正取引相談窓口」等を活

用して、トラック運送業における燃料サーチャージ制の導入その他適正取引の

推進を図ってきたところであります。 
 
 一方、原油及び軽油の価格の最近の動向については、産油国の情勢不安等を

背景に本年初より、非常に高いレベルとなっており、トラック運送業において

は、軽油価格高騰分を円滑に転嫁する対策が喫緊の課題となっております。 
 
 このため、今般、当省としても、公益社団法人全日本トラック協会に対し、「ト

ラック運送業における燃料サーチャージ緊急ガイドライン」（別添１）、「トラッ

ク運送業における下請・荷主適正取引推進ガイドライン」（別添２）及び「適正

取引相談窓口」（別添３）を改めて周知し、燃料サーチャージ制の導入の促進を

図ることとしたところであります。 
 
 貴団体におかれましても、このような取組にご理解を賜りますとともに、貴

団体傘下の会員各社に対し、適正取引の推進とあわせ、燃料サーチャージ制を

取り入れて頂くべく一層のご協力を賜りますよう、周知方よろしくお願い致し

ます。 
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トラック事業者向け「燃料サーチャージ制導入促進セミナー」

国土交通省及び全日本トラック協会等と共催の下、平成24年6月より各都道府県毎でのトラック事業者向け「燃料サー
チャージ導入促進セミナー」を実施。

燃料サーチャージ制について
燃料サーチャージ緊急ガイドライン（改訂版）について
軽油価格の変化に伴う事業損益への影響算出試算シート、燃料サーチャージ算出シートの入力方法について
燃料サーチャージ導入成功のポイントについて
荷主交渉のための原価計算のあり方について
下請・荷主適正取引推進ガイドラインについて

セミナーの主要内容

セミナーの開催状況 （平成２４年９月６日時点） 全国計６４回開催、３，３６８者出席

北海道（７）－２４８者 東　北（８）－３８１者 関　東（８）－４９８者 北陸信越（１０）－４８７者 中　部（６）－２９８者北海道（７）－２４８者 東　北（８）－３８１者 関　東（８）－４９８者 北陸信越（１０）－４８７者 中　部（６）－２９８者

札　幌（１）－５０者
函　館（１）－２６者
旭　川（１）－５０者
室　蘭（１）－２７者
釧　路（１）－２２者
帯　広（１）－４０者
北　見（１）－３３者

青　森（１）－３８者
岩　手（１）－５４者
宮　城（１）－８２者
秋　田（１）－２２者
山　形（３）－７４者
福　島（１）－１１１者

東　 京（１）－７１者
神奈川（１）－９７者
埼　 玉（１）－４５者
千　 葉（１）－５０者
群   馬（１）－５０者
茨   城（１）－１０３者
栃   木（１）－４２者
山   梨（１）－４０者

新　潟（３）－１１７者
長　野（２）－７２者
富　山（４）－２５１者
石　川（１）－４７者

愛　知（１）－９８者
静　岡（１）－４９者
岐　阜（２）－５８者
三　重（１）－５０者
福　井（１）－４３者

近　畿（８）－５６４者 中　国（５）－２４３者 四　国（４）－１７２者 九　州（７）－４４６者 沖　縄（１）－３１者

大　 阪（１）－２８８者
京 　都（１）－１１５者
兵 　庫（２）
奈 　良（１）－９０者
滋 　賀（１）－３９者
和歌山（２）－３２者

広　島（１）－１００者
岡　山（１）－３７者
鳥　取（１）－４１者
島　根（１）－２８者
山　口（１）－３７者

香　川（１）－５７者
高　知（１）－４２者
愛　媛（１）－４４者
徳　島（１）－２９者

福 　岡（１）－１０７者
佐 　賀（１）－４６者
長 　崎（１）－１２６者
熊 　本（１）－６９者
大　 分（１）－３０者
鹿児島（１）－４１者
宮　 崎（１）－２７者

沖　縄（１）－３１者

※（　）内はセミナー開催回数 - 4 -



中部運輸局管内のセミナー開催状況

開催県 開催場所 開催日 参加人数

愛知県 名古屋市 平成２４年７月２４日 ９８人

静岡県 静岡市 平成２４年９月６日 ４９人

岐阜県
美濃加茂市 平成２４年６月１３日 ２４人

岐阜市 平成２４年６月１４日 ３４人

三重県 津市 平成２４年９月４日 ５０人
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福井県 福井市 平成２４年６月２８日 ４３人

アンケート回収率アンケート回収率

参加人数 回収件数 回収率

全 国 ３，３６８人 ２，２４５件 ６７％

中部管内 ２９８人 ２１８件 ７３％



「燃料サーチャージ制導入促進セミナー」でのアンケート結果

１．セミナーに出席された感想をお聞かせく
ださい。

２．セミナーを受講して、燃料サーチャージ
制導入の交渉を荷主に対して始めようと思
われましたか。

３．セミナーを受講して、原価を踏まえた
運賃交渉を荷主に対して始めようと思わ
れましたか。

大変役に

たった

32%

まあまあ役

にたった

64%

役にたたな

かった
4%

交渉はすで

に行っている

（行った）。
30%

交渉を始めよう

と思った。
57%

交渉を始めよう

とは思わない。
13%

すでに原価を踏ま

えた運賃交渉を

行っている。
29%

今後は原価を踏ま

えた運賃交渉を行

おうと思う。
64%

原価を踏まえた運

賃交渉を行おうと

は思わない。
7%

４．燃料サーチャージ制を更に導入促進するために、国及びトラック協会が取り組むべきことについて、ご意見をお聞かせください。

軽油取引税の減額、廃止。
努力目標ではなく「義務」という位置づけで荷主企業に要請しないと意識しないのでは・・・。
行政、荷主、トラック業者が合同会議を開催（何回でも）して、導入されるまで問題点を克服する。
よりシンプルな計算による、対荷主強制力のある制度の作成、法制化。
優良事業者とそれ以外の見分け方について、もう少し啓発していただけないでしょうか。
運送業界だけでなくいろいろな業界の方々にサーチャージ制度を知って頂くようにする。
荷主に対するセミナーの開催。
実践的なセミナーを取り入れる。
元請けから適正運賃が収受できるように考え方や情報を提供して頂きたい。
同業者の「秩序ある取引」の風紀、環境づくり。正直我々の業界の中に運賃が上がりにくい風土があると思う。
本日のような説明会は非常に勉強になり、今後も継続的におこなって頂きたい。
適正運賃を守っているか巡回してほしい。
適正化の巡回指導時に燃料サーチャージの相談を受ければかなり普及するのではないか。 ※アンケート集計：２０５６件
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「燃料サーチャージ制導入促進セミナー」でのアンケート結果（中部版）

１．セミナーに出席された感想をお聞かせください。 ２．セミナーを受講して、燃料サーチャージ制導入の交渉を荷主に対して
始めようと思われましたか。

大変役に

たった

27%

まあまあ役

にたった

役にたたな

かった

3%
交渉はすで

に行っている

（行った）。
27%

交渉を始め

ようと思っ

交渉を始め

ようとは思わ

ない。
10%

３．セミナーを受講して、原価を踏まえた運賃交渉を荷主に対して
始めようと思われましたか。
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にたった

70%

ようと思っ

た。
63%

すでに原価を

踏まえた運賃

交渉を行って

いる。

28%

今後は原価を

踏まえた運賃

交渉を行おう

と思う。

68%

原価を踏まえ

た運賃交渉を

行おうとは思

わない。

4%


