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平成 28 年 3 月 12 日(土)、和倉温泉「加賀屋」ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝﾎｰﾙ飛鳥に於いて 東北支部 北河内地区会の 

第 27 回通常総会を開催（会員総数 283 社中、出席 72 社・委任状 152 社、合計 224 社）。会務事業報告・会

計決算報告・予算案及び会則の変更について審議し、すべて承認された。また、本年は役員改選期になって

おり、重任となる 17 名と三浦運輸㈱ 三浦修氏・佐川急便㈱ 田平伸一郎氏の２名を新たに役員として選出。 

総会の終了後、役員選出規

程第 9条により互選した結

果、中原地区長はじめ副地

区長 2名・会計幹事及び会

計監査各 1 名を選任したが、

地区長兼支部長の中原氏が

4 月に本部副会長の推薦を受け、後日の役員会に於いて新地区長に中島氏、新副地区長に井上氏が新たに選

任された。 

中島地区長のご挨拶 

北河内地区会員の皆様には、平素何かと地区運営にご理解とご協力を賜り厚

く御礼申し上げます。本年 3月の北河内地区総会で地区役員の任期満了に伴い

新年度の役員 19 名が選出され、役員会に於いて地区長を仰せつかりました。 

中原前地区長の後任として微力ながら北河内地区のお役に立てるよう努力させ

て頂きますのでよろしくお願い申し上げます。 

さて 4月に熊本で発生した大地震では、会員企業の社員様やお取引先様はじめご親戚、ご友人の

方々も含め被災された方々には心よりお見舞いを申し上げます。また、一日も早い復旧を、心から

お祈り申し上げます。このような災害が発生した時に備え東北支部は、東日本大震災の支援体制の

在り方を教訓に北河内地区内の枚方市と大東市で「災害時における物資の自動車輸送に関する協定

」を締結しました。その節は皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。 

今後も地域に貢献し、皆様に少しでもお役に立てるように情報を発信し会員相互の連携強化を図

れるように頑張ってまいりますので、皆様のご指導とご協力をよろしくお願い致します。 

最後に皆様の企業のご発展を心よりご祈念申し上げます。 
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地区役員一覧 

地 区 長： ﾜｰﾙﾄﾞ運輸㈱   中島仁志 （大東・四条畷）     ＜敬称略 順不同＞ 

副地区長： 田中運送㈱   田中 均 （守口・門真） 

副地区長： 井上運輸倉庫㈱  井上 算 （大東・四条畷） 

会計幹事： ㈱渕登製作所  吉田輝男 （寝屋川・枚方・交野） 

会計監査： コトブキ運送㈱ 常喜照雄 （守口・門真） 

寝屋川・枚方・交野ブロック 

㈱交野運送・田崎 宏, 大阪重運㈱・梶原一彌, だるま運輸㈱・北岡伸夫, 

㈱タイヨー運送・白井博巳, 下田運輸㈱・下田智弘, 佐川急便㈱・田平伸一郎 

守口・門真ブロック 

㈱ネットワーク・池田雅信, ㈱吉良・吉良義之, 丸善大阪運輸㈱・児嶋 純, 

守口実業㈱・江口公明, 三浦運輸㈱ 三浦修 

大東・四條畷ブロック 

 ㈱バルコエキスプレス・前田正彦, 大東陸運㈱・大東昌彦, 

㈱中原運輸・中原 毅 

※上記は支部役員候補者でもあり、去る 5月 13 日(金) 開催の第 54 回支部総会（於：太閤園）で 全

員支部役員として承認され、退任する中原支部長に代わって尾崎支部長が就任し、中島新地区長は副

支部長を重任、そして、新たに井上副支部長が就任した。 

中原毅支部長からのご挨拶 
平素より支部の運営並びに地区の運営に格別のお引き立てを賜り厚くお礼申

し上げます。さて、今般大阪府トラック協会の役員選考委員会において本部の副

会長候補者の指名を受けるに至りました。つきましては、4期 8年務めさせて頂

いた北河内地区の地区長を今期限りで退任させて頂く事になりました。 

在任中は会員の皆様方には暖かいご支援とご協力を賜わり厚く御礼申し上げる 

次第でございます。これからは後方から業界と北河内地区の発展に対し支援させて頂きます。

後任には若き指導者の中島仁志氏が就任しますので、今後とも北河内地区に対しまして倍旧の

ご支援とご協力をお願い申し上げます。 

 

総会を前後して・・・ ﾁｮｯﾄ寄り道・小旅行、出会いも沢山ありました！       

3/12 の早朝門真出発。昼食をはさみバスで和倉昭和博物館を見学した。

昭和 30 から 40 年代の風景が博物館内に再現され、懐かしい玩具や車の展

示でﾀｲﾑｽﾘｯﾌﾟ！総会と宿泊は、ﾌﾟﾛが選ぶ日本のﾎﾃﾙ・旅館 100 選に選ばれ

ている和倉温泉・加賀屋。温泉で日頃の疲れを癒し、リフレッシュ!!   ＜加賀太鼓の演奏＞ 

懇親会では美味しい食事と 400 年余りの伝統を継承している加賀太鼓も披露され楽しい時間を過

ごすことが出来ました。翌日、日本三大朝市(石川県輪島・岐阜県高山・千葉

県勝浦)の一つ輪島の朝市で観光・散策。朝市では多くの観光客が来て賑わっ

ていました。新たな人との出会いのある総会・小旅行でした。 
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＜輪島の朝市＞ 



          
三浦 修  

立夏の候、皆様にはいよいよご清栄のこととお慶び申し上げます。 

この度、先日の総会におきまして、新役員としてご承認頂きました三浦運輸㈱ 

三浦修と申します。不慣れではございますが、先輩方のご指導ご鞭撻を賜りなが

ら、日々トラック協会のさらなる繁栄に尽力する所存であります。（写真 右） 

田平伸一郎  

平素より格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。この度、地区役員という大役を仰せつ

かり、その責務の重大さに身の引き締まる思いであります。微力ながら努力精進する所存で御座い

ますので、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。（写真 左） 

 

 

ゆっくりと  マナーを乗せて  ふむペダル 

カチッとね  ベルトが守る  その笑顔 

しんごうが  あおでもよくみる  みぎひだり 

 

今年の「春の全国交通安全運動」は、4月 6日から 4月 15 日迄でした。 

☆ 運動の基本は、昨秋に同じで 子供と高齢者の交通事故防止！ 

☆ 大阪重点は、交差点における交通事故防止！ 

７日に予定していた飯盛キャンペーンは天候不良で中止となり、守口市民安全大会も屋内で縮

小して行われましたが、北河内地区ではこの運動に先駆け 5日に枚方市駅前で恒例の啓発パレード

を開催。そして、期間の初日の 6日には、住道駅前早朝キャンペーンと寝屋川市駅前街頭キャンペ

ーンが行われ、地区長・副地区長を

先頭に各ブロック所属の役員、青年

協議会のメンバーが多数参加し、こ

の運動を大いに盛り上げました。         

 

 ― 勇気を持って実行！ ―   

青年協議会 4月度例会として、平成 28 年 4 月 16 日（土）旭消防署に於いて 

救命救急講習が開催されました。 

自分の愛する家族や、友人・人が突然目の前で倒れた時、あなたはどうしますか？

見て見ないふりで居られますか？せめて救急隊が到着するまで最大限の努力を

するのが、人道的に常識ではないでしょうか？それが心肺蘇生法です。救急車が 119 番を受けてか

ら救急事故の現場に到着するまでには、全国平均で 6分かかると言われております。しかし、脳が

酸素なしで生きていられる時間はわずか 3～4分と言われており、たとえ医師に引き継いでも脳を

回復させることは非常に困難とも言われております。是非、勇気を持って実行したいものです。    

－3－ 

   



  

～ 次は、仲良しグループ   会長：㈱桑原ｻｰﾋﾞｽ 桑原睦美 

 平成 28 年 3 月末日をもって、「北河内地区女性の会」を解散致しましたことをご報告させていた

だきます。2年前より会員の減少、役員の成り手が無いことが解散の理由です。こういう結果にな

ったことは、私の力不足だと深く反省いたしております。 

 トラック協会に直接関わり、地区役員会にも参加させて頂くことで、役員の皆様方が多方面にご

尽力されておられることを知りました。役員の方々は、会社のトップでありながら運送業界をより

良くしていくために活動されておられます。また、いろいろな情報も役員会で知ることもでき、大

変勉強になりました。「女性の会」にかかわって、運送会社の社長の片腕として活動されておられ

る女性の皆様方と知り合える機会をもてたことに、とても感謝致します。 

 最後の会員 11 名の仲間は、これからも仲良しグループとして絆を深めて参りたいと思います。

また、地区行事などには要請があれば、参加・協力させて頂く所存でございます。 

 会員の皆様方には、ご理解とご協力を賜りましたこと深く御礼申し上げます。併せて地区役員の

皆様方におかれましても 11 年間ご支援を頂き、温かく見守って頂きましたこと心より感謝申し上

げます。11 年間ありがとうございました。 

 

最 後 の 親 睦 旅 行 

北河内地区女性の会は、11 月 14 日と 15 日の二日間、香川県へ

と親睦の旅に出かけました。 

 門真からバスで走ること約 3時間、名物讃岐うどんの「山田屋」

に到着。コシのある手打ちうどんを季節の天ぷらなどと一緒に美

味しくいただきました。さすが、うどん県の味！ 

午後は、特別名勝 栗林公園（りつりんこうえん）へ･･･   緑深い      栗林公園 

紫雲山を背景に六つの池と十三の築山を巧みに配した回遊式庭園は、一歩一景と言われるだけ 

あって、どこを切りとっても見事な美しさです。 

宿泊は秘境の名湯・新祖谷温泉へ。名物は専用ケーブルカーで到達する絶景の天空露天風呂。 

他ではなかなか無い趣向を凝らしたつくりで、忘れがたい体験となりました。 

二日目は大歩危峡の遊覧船に乗船。国指定天然記念物の巨大な含
がん

礫
れき

片岩
へんがん

を見学しながら、自然

の織りなす壮大さを間近に感じました。この壮大さは、大阪ではまずお目にかかれ

ません。さらに鳴門では大鳴門橋遊歩道「渦の道」を歩いてうず潮を見学。海流が

創り出すダイナミックなうず潮の光景は、見ていると引き込まれそうなくらい迫力

満点です。最終地点の淡路ハイウェイオアシスでは、美味しいお土産もしっかりお

買い物し、たいへん楽しく親睦を深めた二日間となりました。 

お世話になった皆さま、ありがとうございました。     ㈱ﾈｯﾄﾜｰｸ 池田治子  

  囲炉裏端 
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          開会式の様子                  出動車両 

平成２７年１１月１日(日)、大東市の住道中学校で行われた大東市総合防災訓練に行ってき

ました。この総合防災訓練は、大地震発生を想定した関係機関および市民参加による訓練を実

施することにより、発災時における円滑な避難体制の確立と関係機関との連携強化、日頃から

の市民の防災意識の向上を図ることを目的に実施されました。 

東北支部からは７名(内北河内地区から４名)が

参加しました。会場には防災関連車両・機器・

グッズなどが所狭しと配置されており、住民避

難訓練・災害情報伝達訓練・支援物資搬送訓練・

消火訓練・応急救護・トリアージ訓練・災害時

救助訓練・避難所開設訓練・炊き出し訓練など

が行われ、本番を想定したかなり本格的なもの

でした。 

倒壊した家屋からの救出作業 

私自身ここまで本格的な訓練を見学させてもらうのが初めてで、かなり真剣に見入ってしま

いました。参加されていた方々も、すべてがスムーズにいかず、手間取っておられる場面が少々

ありましたが、実際の救助場面さながらの行動で、素晴らしい訓練だったと思います。 

  この訓練が生かされることのない世の中が一番いいのですが、昨今の気象状況、世界情勢を見

ていると、残念ながら必ず必要になってくると思われます。その時に、慌ててしまわないように、

そしてお互い手を差し伸べあえるように、次回は私も現場の方に参加したいと思います。 

 （井上運輸倉庫㈱  井上 算） 

当日の参加団体 

住民の皆様、大東四條畷消防組合、大東市消防団、   

大東市社会福祉協議会、大東･四條畷医師会、 

陸上自衛隊第 36 普通科連隊、大阪管区気象台、 

大阪府枚方土木事務所、四條畷警察署、四條畷市・  

生駒氏・大東市などの関係機関、自治体の関係者、 

大阪府トラック協会東北支部              搬送する救急隊を先導する自衛官 
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◆ 平成２８年度の助成事業 について  

適性（一般）診断受診料助成・運転記録証明書発行手数料助成・ドライバー等安全教育訓練促進

助成・グリーン・エコプロジェクト・初任運転者特別指導「安全運転の実技」研修助成・中型免許

取得助成に加え、新年度 4/1 よりの助成として下記表の 11 の事業 と ＥＴＣ2.0 の助成事業の実

施が発表されました。 

☆相談・提出窓口 ⇒ 本部 ５F 「交通・環境部」（06-6965-4033） 

名 称 助成概要 〆切 

運行管理者・基礎講習一部助成 受講料(8,700 円)の 1/2 で 4,350 円 29 年 3/30

ドライブレコーダー導入助成 本体価格の 1/2 で上限 4 万円※20 台/1 社 予算枠 

後方視野確認支援装置導入助成 本体価格の 1/2 で上限 4 万円※20 台/1 社 予算枠 

先進安全自動車(ＡＳＶ)導入助成 各装置価格の 1/2・５万を上限 15 万/１両※ 予算枠 

アルコールインターロック装置導入助成 本体価格の 1/2 で上限 5 万円※20 台/1 社 予算枠 

ＥＭＳ機器導入助成 本体価格の 1/2 で上限 2 万円※20 台/1 社 予算枠 

低燃費タイヤ(エコタイヤ)導入助成 １本あたり 3,000 円 ※80 本/1 社 予算枠 

グリーン経営認証取得助成 新規 5 万円、更新 25,000 円 予算枠 

ｱｲﾄﾞﾘﾝｸﾞｽﾄｯﾌﾟ支援機器導入助成 機体本体価格 1/2、各上限有 ※20 台/1 社 予算枠 

睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策助成 検査費用の 1/2  上限 2,500 円 29 年 2/28

低公害自動車導入助成 詳細は、通報をご参照下さい！ 予算枠 

ＥＴＣ 2.0 車載器購入促進助成事業 全ト協 4 千円 ＋ 大ト協 1 千円 予算枠 

☆詳細は、大ト協のﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ または ﾄﾗｯｸ広報 5 月号と同時送付の通報ご参照下さい！ 

今年度の変更事項は先進安全自動車(ＡＳＶ)導入助成 をはじめとし、上記表の助成概要中に※で

示した 1社あたりの上限です。ＡＳＶも 1社あたりの上限が 20 台となっております。 

また、運行管理者・基礎講習一部助成と睡眠時無呼吸症候群(ＳＡＳ)対策助成を除く他の助成事業

の 〆切は、予算枠に達し次第終了となっております。早めのお申込を宜しくお願い致します。 

● ＥＴＣ 2.0 車載器購入促進助成事業の受付けは、6/13～ です！  

 ＥＴＣコーポレートカードを利用し、昨年の 12月 18日以降、新たにＥＴＣ2.0 車載器を購入し、

事業用貨物自動車に導入した会員事業者様は上記の通り計 5,000 円の助成が受けることができま

す。本部より送付の申請書・内訳書に所定の書類を添付し、6/13～2 月末の間に本部「交通・環境

部」へ申し込んで下さい。なお、ＮＥＸＣＯ実施の購入助成キャンペーン（10,000 円 / 1 台）に

よる助成を受けた車載器も対象となります。 

◆ 北河内地区会員状況  全２８５社 

― 平成 28 年４月末 現在 ― 

                           

 

 

 

 

 

◆ 今後の予定 

運行管理者試験の願書販売 

   5/20（金）～ 6/10（金） 

   ※上記は 8/28 実施の H28 年度 第 1回の 

  貨物試験で、東北支部にて販売します。 

移動健康相談事業 

８月～１０月の予定。実施時刻･会場は、 

ﾄﾗｯｸ広報７月号同封の通報にて発表。
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守口・門真ブロック １０３社

寝屋川・枚方・交野ブロック １０９社

大東・四條畷ブロック ７３社


