
 

 

中部運輸局自動車交通部     平成 29 年１１月１５日発表 

（同時発表 静岡県政記者クラブ） 

               （同時発表 福井県政記者クラブ） 

国 土 交 通 省 中 部 運 輸 局 

国土交通省中部運輸局愛知運輸支局 

国土交通省中部運輸局静岡運輸支局 

国土交通省中部運輸局岐阜運輸支局 

国土交通省中部運輸局三重運輸支局 

国土交通省中部運輸局福井運輸支局 

厚 生 労 働 省 愛 知 労 働 局 

厚 生 労 働 省 静 岡 労 働 局 

厚 生 労 働 省 岐 阜 労 働 局 

厚 生 労 働 省 三 重 労 働 局 

厚 生 労 働 省 福 井 労 働 局 
 
 
 
 
 
 
 

 

トラック運送事業においては長時間労働の実態があり、トラック運送事業者のみの努力で

改善することが困難な状況にあることから、関係者が協力して長時間労働の抑制に向けた環

境整備を進める必要があります。 

このため、学識経験者、荷主、トラック運送事業者、行政機関などにより構成される「ト

ラック輸送における取引環境・労働時間改善協議会」を、中央および都道府県に設置し、実

態調査・パイロット事業（実証実験）・長時間労働改善ガイドラインの策定等を行い、関係

者が一体となって、長時間労働の抑制とその定着を図っていくための取り組みを進めており、

中部運輸局管内においても、平成２７年度に協議会を設置し、取り組みを進めているところ

です。 

昨年度に引き続き、今年度につきましてもパイロット事業（実証実験）・長時間労働改善

ガイドラインの策定等に向けた取組を進めるため、今年度第２回目の協議会を、中部運輸局

管内各県で別添のとおり開催することとなりましたのでお知らせします。 

 

（参 考）平成 29 年度協議会開催状況（第１回目） 

 愛知県７月２０日、静岡県７月２４日、岐阜県８月２２日、三重県５月９日、福井県８月４日 

 
 

【問い合わせ先】 

 中部運輸局 自動車交通部 貨物課 古橋、森本 

電話：０５２－９５２－８０３７ 

 

トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会を 

愛知県・静岡県・岐阜県・三重県・福井県で開催 

～トラック運送事業の長時間労働の抑制に向けて～ 



 

別 添 

 

愛知県 トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

１．日 時  平成 29 年１２月４日（月）1０:０0～1１:３0 

 

２．場 所  名古屋合同庁舎第 1 号館 11 階 運輸会議室 

（名古屋市中区三の丸 2 丁目 2 番 1 号） 

 

３．議 題（予定）  （１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について 

（２）ガイドライン骨子（案）について 

（３）トヨタ自動車株式会社の取り組みについて 

（４）過重労働解消キャンペーンについて 

（５）その他 

  

４．委 員                          （順不同・敬称略） 

  丹下 博文  愛知学院大学大学院経営学研究科 教授 

田中  豊   愛知県商工会議所連合会 理事・企画振興部長 

福村 隆宏  （一社）中部経済連合会 社会基盤部長 

須山 泰木  （公社）日本ロジスティクスシステム協会 西日本担当部長 

石崎 雅士  トヨタ自動車(株) 物流管理部 調達物流改革室長 

福山  衛  福山冷蔵(株)代表取締役社長 愛知県冷蔵倉庫協会会長 

稲垣 兼宏  全日本運輸産業労働組合愛知県連合会 書記長 

谷藤 賢治  全日本建設交運一般労働組合愛知県本部 書記長 

青木  均  （一社）愛知県トラック協会副会長 東山物流（株）取締役会長 

若杉 福雄  （一社）愛知県トラック協会副会長 丸五運送(株) 代表取締役 

神谷 昌彦  高浜共立運輸(株) 代表取締役（物流経営士） 

高山 智司  高山運輸(株) 代表取締役 

藤城 正行  (株)藤城運輸 代表取締役社長 

青木  太久美 中部経済産業局 産業部長 

木暮 康二  愛知労働局長 

石澤 龍彦  中部運輸局長 

河合 基晴  愛知運輸支局長 

 

 ５．連絡先  愛知運輸支局 輸送担当 杉本、大石 

 ℡０５２－３５１－５３１２ 

 

 ６．取 材  ・会場の都合により原則報道関係者に限り公開とさせていただきます。 

・会議の撮影は、冒頭のみ（議題開始前まで）とさせていただきます。 

・会場準備の都合上、取材を希望される方は事前に愛知運輸支局へご連絡 

ください。 



 

別 添 

 

静岡県 トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

 

１．日 時  平成 29 年１１月 2０日（月）15:00～17:00 

 

２．場 所  静岡県トラック会館 会議室（静岡市駿河区池田 126 番地の 4） 

 

３．議 題（予定） （１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について 

（２）平成２９年度ＫＰＩ導入調査事業について 

（３）その他 

  

４．委 員                          （順不同・敬称略） 

丹下  博文  愛知学院大学大学院経営学研究科 教授 

中村 泰昌  一般社団法人静岡県商工会議所連合会 専務理事 

木村 通利  静岡県中小企業団体連合会 専務理事 

杉山 克幸  鈴与株式会社 取締役 

土屋  敦  ジャトコ株式会社 ＳＣＭ推進部長 

加藤 浩幸  ウェルポート株式会社 代表取締役 

佐野  寛  株式会社タカキュー 代表取締役 

松浦  明  三笠運輸株式会社 代表取締役 

鈴木 英男  全日本運輸産業労働組合静岡県連合会 書記長 

遠藤  伸  全日本建設交通一般労働組合静岡県本部 書記次長 

高森 洋志  静岡労働局 局長 

石澤 龍彦  中部運輸局 局長 

深谷 克巳  中部運輸局静岡運輸支局 支局長 

 

 ５．連絡先  静岡運輸支局 輸送・監査担当 小松田、吉田 

 ℡０５４－２６１－１１９１ 

 

 ６．取 材  ・会場の都合により原則報道関係者に限り公開とさせていただきます。 

・会議の撮影は、冒頭のみ（議題開始前まで）とさせていただきます。 

・会場準備の都合上、取材を希望される方は事前に静岡運輸支局へご連絡 

ください。 

 



 

別 添 

 

岐阜県 トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

１．日 時  平成 29 年１２月 2１日（木）1４:０0～1６:00 

 

２．場 所  岐阜県トラック協会会議室（岐阜県自動車会館３階） 

（岐阜市日置江２６４８－２） 

 

３．議 題（予定） （１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について 

（２）ガイドライン骨子（案）について 

（３）その他 

  

４．委 員                          （順不同・敬称略） 

土井 義夫  朝日大学大学院経営学研究科 教授 

山田 英治  岐阜県商工会議所連合会 専務理事 

安藤 正弘  （一社）岐阜県経営者協会 専務理事 

武藤 国策  （一社）岐阜県経済同友会 専務理事 

        小池 孝幸  (株)バローホールディングス 物流部長 

松原 芳久  イビデン(株) 総務部長 

大羽 浩司  ＫＹＢ(株) 生産企画部課長 

後藤 成人  ＫＹＢ(株) 生産管理部課長 

渡邉  修  日本労働組合総連合会岐阜県連合会 交通労連岐阜県支部参与 

高橋 英彦  全日本運輸産業労働組合岐阜県連合会 執行委員長 

山口 嘉彦  （一社）岐阜県ﾄﾗｯｸ協会副会長 

 ㈱エスラインギフ代表取締役社長 

田口 利壽  東海西濃運輸(株)代表取締役会長 

清水 豊太郎 清水産業(有)代表取締役社長 

遠藤  亮  越美通運(株)代表取締役社長 

稲原 俊浩  岐阜労働局長 

石澤 龍彦  中部運輸局長 

古屋 勝治  岐阜運輸支局長 

 

 ５．連絡先  岐阜運輸支局 輸送・監査担当 二輪、金森 

 ℡０５８－２７９－３７１４ 

 

 ６．取 材  ・会場の都合により原則報道関係者に限り公開とさせていただきます。 

・会議の撮影は、冒頭のみ（議題開始前まで）とさせていただきます。 

・会場準備の都合上、取材を希望される方は事前に岐阜運輸支局へご連絡 

ください。 

 



 

別 添 

 

三重県 トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

 

１．日 時  平成２９年１２月２６日（火）1０：３0～1２：00 

 

２．場 所  ホテルグリーンパーク津 

三重県津市羽所町７００ 

 

３．議 題（予定）（１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について 

（２）ガイドライン骨子（案）について 

（３）その他 

  

４．委 員                          （順不同・敬称略） 

山本 雄吾   名城大学経済学部 学部長・教授 

        吉仲 繁樹  三重県商工会議所連合会 専務理事 

        別所 浩己  三重県中小企業団体中央会 事務局長 

遠藤修一郎  三重県商工会連合会 事務局長 

岡田   毅  日本トランスシティ株式会社 運輸事業部 業務部 部長 

永田 文人  株式会社ＬＩＸＩＬ物流 近畿物流センター センター長 

吉山 慎一  本田技研工業株式会社 鈴鹿製作所 生産業務室長 

小林 俊二  一般社団法人三重県トラック協会 会長 

浮田 光久  全日本運輸産業労働組合三重県連合会 書記長 

川北 辰実   株式会社カワキタエクスプレス 代表取締役 

辻   定   辻運送株式会社 専務取締役 

村木 尚哉   新成運輸株式会社 代表取締役社長 

林   雅彦   三重労働局長 

石澤 龍彦  中部運輸局長 

後藤 武夫   三重運輸支局長 

 

 ５．連絡先  三重運輸支局 輸送・監査担当 西原、掘出 

 ℡０５９－２３４－８４１１ 

 

 ６．取 材  ・会場の都合により原則報道関係者に限り公開とさせていただきます。 

・会議の撮影は、冒頭のみ（議題開始前まで）とさせていただきます。 

・会場準備の都合上、取材を希望される方は事前に三重運輸支局へご連絡 

ください。 



 

別 添 

 

福井県 トラック輸送における取引環境・労働時間改善地方協議会 

 

 

１．日 時  平成２９年１２月１１日（月）1３：３0～1５：３0 

 

２．場 所  ユアーズホテルフクイ ４階 梅の間 

福井市中央１丁目４番８号 

 

３．議 題（予定） （１）平成２９年度パイロット事業の中間報告について 

（２）ガイドライン骨子（案）について 

（３）その他 

  

４．委 員                          （順不同・敬称略） 

川上  洋司   福井大学大学院工学研究科 教授 

宮﨑  和彦   (一社)福井県商工会議所連合会 専務理事 

堺井  英輝   福井県経済農業協同組合連合会 専務理事 

片岡  久秀   フクビ化学工業㈱ 営業本部商品物流管理部長 

勝木  知文   セーレン㈱ 取締役執行役員 ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ総務経理人事本部長 

藤澤  幹雄   福井県交通運輸産業労働組合協議会 議長 

清水  則明   (一社)福井県ﾄﾗｯｸ協会会長 福井貨物自動車㈱代表取締役社長 

有馬  茂人   敦賀海陸運輸㈱ 代表取締役社長 

寺嶋  和紀   ㈱ミツノリ 代表取締役社長 

早木  武夫   福井労働局長 

石澤  龍彦   中部運輸局長 

平谷   守   福井運輸支局長 

 

 ５．連絡先  福井運輸支局 輸送・監査担当 畑、柴田 

 ℡０７７６－３４－１６０２ 

 

 ６．取 材  ・会場の都合により原則報道関係者に限り公開とさせていただきます。 

・会議の撮影は、冒頭のみ（議題開始前まで）とさせていただきます。 

・会場準備の都合上、取材を希望される方は事前に福井運輸支局へご連絡 

ください。 

 


