
【 平成 27 年度 一般社団法人東京都トラック協会大田支部 通常総会 】 

 

 

平成 27 年 5 月 27 日(水)16 時より蒲田「プラザ・アペア」３階リモナに於いて 

(一社)東京都トラック協会大田支部・陸災防東京都支部会大田支部・東ト協政策研究会大田支部の 

平成 27 年度通常総会が開催された。 

蒲田分会 金井恵子 副支部長の司会により、支部会員 237 社のうち出席 55 社、委任状提出 140 社 

合計 195 社(全体の 82.2％)で支部規約の定足数を充足しており、本総会の成立が報告された。 

 

田園調布分会 岡村重信 副支部長に開会挨拶を頂戴したあと、支部規約第 14 条により議長に佐藤支部長が 

指名され登壇し議長席に着いた。 議長挨拶に続いて議事前に２名の議事録署名人として株式会社日動運輸 

塩畑弘之 氏と有限会社阜壮運輸 田中盛彦 氏を指名。 

 

まず三角事務長から、東京都トラック協会大田支部精算報告として 

第１号議案 平成 26 年度事業報告及び収支決算報告が説明され、監事 原島誠治 様による監査報告のあと 

支部長から内容補足説明のあと承認可決。 

 

次に、(一社)東京都トラック協会大田支部の議案として 

第１号議案 平成 27 年度本部・支部会費の額及び徴収方法、第２号議案平成 27 年度事業計画及び収支予算案

が説明され原案通り承認可決。 

第３号議案として(一社)東京都トラック協会大田支部規約改定について支部規約(準則)の一部改正内容が 

池上分会 小宮邦裕副分会長から説明され原案通り承認可決。 

第４号議案の平成 27 年度大田支部役員選任についても平成 26 年度役員構成と基本的変更が無い旨報告され 

原案通り承認可決。 

その後、陸災防東京都支部会大田支部の平成 26 年度事業報告及び収支決算説明、監査報告のあと平成 27 年度

事業計画及び収支予算案が説明され原案通り承認可決。 

そして東ト協政策研究会大田支部の平成 26 年度収支決算報告説明、監査報告と続き、最後に平成 27 年度 

会費額及び徴収方法が説明されたのち原案通り承認可決された。 

これで平成 27 年度通常総会議案もすべて承認可決となり、佐藤支部長の閉会挨拶を以って閉会となった。 

 

引続き、ご来賓の皆様に入場着席して頂き、下記順序でご祝辞を頂戴いたしました。 

１．    関東運輸局 東京運輸支局 支局長           高橋 哲哉  様 

２．    一般社団法人東京都トラック協会 副会長       浅井  隆  様 

３．    商工組合中央金庫 大森支店 次長           平山 元郎  様 

４．    民主党 衆議院議員                  松原  仁  様 

 

時間の都合によりご祝辞を頂けなかったご来賓各位のご紹介をいたしました。 

１．    関東運輸局 東京運輸支局 首席運輸専門官       石川 雄司  様 

２．    一般社団法人東京都トラック協会 適正化事業部長   西澤 康雄  様 

３．    関東交通共済協同組合 専務理事            岡崎 好孝  様 

４．    東京都トラック運送事業協同組合連合会 事務局長   野口 茂嘉  様 

５．    城南運送事業協同組合 事務局長            玉井 一郎  様 

６．    商工組合中央金庫 大森支店 調査役          武尾 正章  様 

７．    警視庁 東京空港警察署 交通課長代理         榎本 尚登  様 

８．    警視庁 田園調布警察署 交通課長代理         田尻 宏志  様 

 

最後に、公務のため到着が遅れていた 大田区 区長 松原忠義 様が到着されたのでご祝辞を頂戴いたしました。 

 

会場を２階「オリジア」に移動、18 時より懇親会が蒲田分会 加川一江 副支部長の司会進行によりスタ－ト 

まず主催団体代表として佐藤支部長挨拶のあと、下記ご来賓の皆様のご紹介をさせて頂きました。 

１． 警視庁 蒲田警察署 交通課長代理            渡邉 利久 様 

２．  警視庁 大森警察署 交通課長代理                    福重 寛司 様 

３． 警視庁 池上警察署 交通課長代理              内海 哲哉 様 

４． 警視庁 田園調布警察署 交通課長代理          田尻 宏志 様 

５． 警視庁 東京空港警察署 交通課長代理                榎本 尚登 様 

６． 一般社団法人東京都トラック協会 品川区支部 支部長  竹ノ内 実  様 

７． 東京貨物運送健康保険組合 事務長          鳥飼 照明 様 



８． 三菱ふそうトラック・バス株式会社  

       南関東ふそう大田支店支店長                  牛島 慎太郎 様 

                                        渡辺 達之 様 

９．  東京日野自動車株式会社 六郷支店           

鈴木 悦郎 様 

                             石澤  岳 様 

10． いすゞ自動車首都圏株式会社 京浜臨海支店       

菅野 丈夫 様 

                                  松本 耕一 様 

11． ＵＤトラックス株式会社 東京中央営業部             

太田 雄二 様 

                                    高木 浩一 様 

12.   損害保険ジャパン日本興和株式会社                  

山﨑 智美 様 

                             中林 裕喜 様 

13.   ヨコハマタイヤネットワークサービス首都圏株式会社 

        川崎支店 支店長               奈良岡 守 様 

                            日名地 訓弘 様 

14.   株式会社東日本宇佐美 本社営業所                   成田 敬介 様 

 

続いて、各党議員の皆様にご登壇頂きご祝辞を賜りました。 

１．衆議院議員 自由民主党 内閣府副大臣                平 将明       様 

２．衆議院議員 自由民主党 党国会対策委員会 副委員長  石原 ひろたか 様 

３．自民党都議会議員                                    鈴木 あきまさ 様 

４．自民党都議会議員                                    神林 茂       様 

５．民主党都議会議員                                    田中 健       様 

６．自民党大田区 区議団 

７．公明党大田区 区議団 

８．民主党大田区 区議団 

 

ここで乾杯のご発声を(一社)東京都トラック協会品川支部 支部長 竹ノ内 実 様にお願いし 

ご祝辞と共に乾杯の音頭を頂戴いたしました。 

 

その後、会場全体が和やかなムードに包まれながらパーティー料理を片手に歓談が続くなか 

中締めに 蒲田分会 松原伸行 副支部長が指名され登壇し三本締めでめでたくお開きとなった。 

 


