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２．今年度の取組一覧 
令和2年度は、下記の広報活動を実施した。 

対象者 実施項目 NO 実施先 実施内容

大阪商工会議所

京都商工会議所

兵庫商工会議所

大阪府クレーン建設業協会
兵庫県クレーン建設業協会

大阪府トラック協会

京都府トラック協会

兵庫県トラック協会

整備管理者研修時
のチラシの配布

③ 各運輸支局 11月以降の整備管理者研修講習受講者に対してチラシを配布

新規事業者指導講習での
チラシ及びアンケート調査の実施

新規事業者指導者講習において、チラシ及びアンケート調査の実施

運行管理者講習時等のチラシの配布 運行管理者講習認定機関に対して、チラシを配布

ラジオCM ⑥ 40秒CMを2日間で合計12回提供し、後日WEBアンケート調査による効果検証を実施

WEBアンケート調査 ⑦ 社会一般向けラジオCMの効果検証並びに特車制度の認知度調査

ポスターの掲示・チラシの配布

パネルの展示

連絡協議会

ホームページ設立

運送事業者 合同取締 ⑪ 各道路管理者 大阪・京都・兵庫において合同取締を実施

⑩ 連絡協議会で承認を得たので掲載

全体

広報イベント ⑧
連絡協議会委員が参加・主催するイベントにおいて、パネル展示や広報用チラシ・ポケット
ティッシュを配布すると共に、アンケート調査を実施

⑨ － 連絡協議会委員が所管の事務所等で一斉に掲示・設置

社会一般 FM　802局（80.2）

大阪府及び兵庫県クレーン建設業協会に対して特車制度の認知度を把握するためのアン
ケート調査を実施

運送事業者

機関紙掲載及び
アンケート調査の実施

②
2府1県のトラック協会の機関紙等へ連絡協議会広報活動をＰＲする記事を掲載及びアン
ケート調査の実施

④ 近畿運輸局

荷主
及び

クレーン事業者

メルマガ・機関紙掲載及び
アンケート調査の実施

①

2府1県の商工会議所のメルマガや機関紙等へ連絡協議会広報活動をＰＲする記事を掲載
し、アンケート調査を実施

事業者・ドライバー等
への啓発活動

⑤ 各道路管理者

クレーン事業者への
アンケート調査の実施

インフラメンテナンス国民会議

建設技術展

荷主へのアンケート調査の実施

大阪建設業協会
京都府建設業協会
兵庫県建設業協会

大阪府鉄構建設業協同組合
京都府鉄構工業協同組合
兵庫県鉄工建設業協同組合

2府1県の荷主事業者に対して特車制度の認知度を把握するためのアンケート調査を実施

現地取締時や車両制限令違反者を対象とした講習会でチラシを配布
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２．今年度の取組一覧 
対象者 実施項目 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

運行管理者講習時等の

チラシの配布

運送事業者 合同取締

荷

主

及

び

ク

レ

ー

ン

事

業

者

整備管理者研修時に

チラシ配布

新規事業者指導講習での

チラシ配布及びアンケート調査の実施

事業者・ドライバー等

への啓発活動

運

送

事

業

者

荷主へのアンケート調査の実施

メルマガ・機関紙掲載

及び

アンケート調査

の実施

クレーン事業者への

アンケート調査の実施

機関紙掲載

及び

アンケート調査

の実施

ポスターの掲示・チラシの配布

パネルの展示

社

会

一

般

全

体

連絡協議会

ホームページ

広報イベント

ラジオCM

WEBアンケート

連絡協議会委員全体で一斉掲示

８月 運用開始

8/6・7 インフラメンテナンス国民会議 10/23・24 建設技術展

11/6～7 ラジオCM放送

11/8～21 WEBアンケート

11/26～12/25 神戸商工会議所

11/5配信 京都商工会議所 メルマガ

11/26 神戸商工会議所機関紙掲載

11/25配信 大阪商工会議所 機関紙掲載

11/1～12/25 京都府建設業協会

10/15～12/25 大阪建設業協会

11/10～12/25 兵庫県建設業協会

11/1～12/25 兵庫県鉄工建設業協同組合

11/1～12/25 京都府鉄構工業協同組合

11/1～12/25 大阪府鉄構建設業協同組合

11/5～12/25 京都商工会議所

11/25～12/25 大阪商工会議所

11/6～12/25 兵庫クレーン協会

11/1～12/25 大阪クレーン協会

11/15～11/30 大阪府トラック協会

11/2～12/25 兵庫県トラック協会

11/26～12/25 京都府トラック協会

11/15機関紙発行 11月号（大阪府トラック協会）

12/1機関紙発行（京都府トラック協会）

11月～3月（各運輸支局）

11/17 近畿運輸局 開催

随時実施

12/8 記者発表 12/10 合同取締 実施・結果発表

1２月～3月（各講習認定機関）

9/15機関紙発行 9月号（大阪府トラック協会）
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NO.①、② 近畿地域連絡協議会のアンケート調査様式    

アンケート用紙 ＜WEBアンケートフォーム例＞ 運送事業者への依頼文 

NO.① 荷主及びクレーン事業者へのアンケート調査     

３．取組の紹介 

 アンケート調査にご協力いただく機関
毎にアンケート用紙を作成し、紙媒体
にQRコードを載せ、WEB上でも回答
可能な形式にしました。 

 荷主及びクレーン事業者の関係団体の皆様には、
各機関お持ちの広告ツールを活用いただき、当協議
会のアンケート調査にご協力をいただきました。 



３．取組の紹介 

【大阪府トラック協会】 

大阪府トラック協会が発行する機関紙
「トラック広報」の11月号に、当協議
会からのお知らせ及びアンケート調査
票を同封していただき会員企業の皆
様へのご協力を呼びかけていただきまし
た。 

【兵庫県トラック協会】 

兵庫県トラック協会が発行する機関
紙を会員事業者へ配布する際に、一
般向けチラシとアンケート用紙を同封
していただき、調査へのご協力を呼び
かけていただきました。 

【京都府トラック協会】 

京都府トラック協会の会員事業者に
対し、当協議会よりアンケート調査
協力依頼文とアンケート用紙及び一
般向けチラシを郵送し、アンケート調
査へのご協力を呼びかけました。 
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NO.② 運送事業者へのアンケート調査 実施方法  

　

　①経営者（職） 　②運行管理者 　③実務担当者 　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　①1年目 　②2～5年目 　③6～10年目 　④11～20年目 　⑤21年目以上

　①自社で輸送 　②子会社 　③提携会社（グループ・協力会社） 　④その他（　　　　　　　　　　　　　　　　）

　①特殊車両を利用している 　②特殊車両は利用していない

　③どのような車両を利用しているかわからない

　①交通量の多さ ②経年劣化 　③重量を違法に超過した大型車両の走行 ④雪や雨等の気象

②多少影響を与える 　③あまり影響を与えない 　④全く影響を与えない

　①内容を詳しく知っている 　②ある程度内容を知っている  ③聞いたことはあるが、内容は知らない

　①内容を詳しく知っている 　②ある程度内容を知っている  ③聞いたことはあるが、内容は知らない

　①内容を詳しく知っている 　②ある程度内容を知っている  ③聞いたことはあるが、内容は知らない

　①ある  　②ない（経路に関わらず最大積載量まで積むことができる） ③わからない

　　　　　　　　　　　　　　　　　　～アンケートは下記までFAXにてご返信ください。～

　　　　　　▶アンケートFAX送信先：　（株）近畿地域づくりセンター　事業第二部　梶岡、上田宛

　　　　　　▶FAX番号：　０６ー６９４３－８９０２

回　答

　①非常に大きな影響を与える

　④全く知らない

　④全く知らない

＜ 次ページに続きます。＞

質問５．最大積載量とは、車両に積むことのできる最大の重さで、車両ごとに決められています。これを超えた重さの

　　　　　　荷物を積載して走行すると道路交通法等の違反となることをご存知ですか？

回　答

質問６．通行する経路に橋梁がある場合、「最大積載量」まで荷物を積めないケースはあると思われますか？

回　答

　④全く知らない

質問３．特殊車両通行許可制度に基づき、定められた大きさや重さを超える車両（＝特殊車両）を走行させる

　　　　　　場合、事前に輸送経路の道路管理者から通行許可を得なければならないことをご存知ですか？

回　答

質問４．質問３のとおり、特殊車両を走行させるには道路管理者への申請が必要ですが、許可が下りるまでに一定の

　　　　　　審査期間を要するため、すぐに走行させることができないことをご存知ですか？

回　答

▶以下の質問１～１５までご回答ください。（当てはまる番号に○を付けてください。）

質問１．道路を傷める一番の要因は何だと思われますか？

回　答

質問２．重量を違法に超過した大型車両の走行は道路（橋）に対して、どの程度影響を与えると思われますか？

回　答

　▶はじめに属性に関する下記５問にご回答ください。(当てはまる番号に○を付けてください。)※個人名、会社名等のご記載は不要です。

属性１．役職について教えてください。

回　答

回答頂く方は、主に運行管理に関する実務担当者でお願いします。いない場合はどなたでも結構です。

属性４．上記の主要な取扱品目（積荷）の運送主体は、次のうちどちらでしょうか？（代表的なものを１つ選択してください。）

回　答

属性５．上記で回答頂いた運送において、特殊車両※を利用していますか？

　　　　　　※特殊車両とは、一般的に「幅2.5m、高さ3.8ｍ、長さ12ｍ、重さ20トン」のいずれか１つでも超える車両のことを示します。

属性２．（同一業界において）勤続年数は何年目ですか？

回　答

属性３．貴社が大型車両を利用して運搬する（または関与する）主要な取扱品目を教えてください。

回　答 　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

運送事業者様向けアンケート調査 回答期限：令和２年12月25日（金）まで

日頃より、国土交通行政にご理解、ご協力をいただきありがとうございます。
近畿地方整備局道路部交通対策課では、年々深刻化する道路の老朽化問題への対策として、平成30年1月25

日に「大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会」を設置し、広報活動を中心とした取組みを実施しています。
この活動の一環として運送事業者様に現状の大型車通行適正化に関する認知度を調査し、その結果に基づいた広
報資料を作成することを目的として、アンケート調査を行うこととなりました。

お忙しい中大変恐縮ですが、本趣旨をご理解頂き、アンケート調査へのご協力をお願い致します。
なお、アンケート調査結果は上記目的以外に使用致しません。

【大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会】
【アンケート依頼者】 国土交通省 近畿地方整備局 道路部交通対策課 横山(よこやま)、太田(おおた)
【アンケート調査受託者】 株式会社 近畿地域づくりセンター 事業第二部 （担当）梶岡(かじおか)、上田(じょうた)

※アンケートに関する問合せ先：TEL 06-6941-1911

※アンケートは、下記のURLまた

は、QRコードからもご回答いただ

けます。

大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会 事務局：国土交通省 近畿地方整備局

https://forms.gle/f
HhsCByPrHjigD4R7

2-2
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NO.② 機関紙掲載   

【大阪府トラック協会 機関紙掲載】 
 当協議会のチラシを「トラック広報」9月号のＰ42～43に見開きで掲載し

ていただきました。 

３．取組の紹介 

【京都府トラック協会 機関紙掲載】 
 当協議会の活動PRと特車制度の啓発記事を「きょうとらっく」12月号の
Ｐ13に掲載していただきました。 

NO.⑥⑦ ラジオＣＭ・Webアンケート調査    

11/6(金) 11/7(土) 

 7：30 
10：58 
12：34 
14：28 
15：58 
17：18 

7：38 
11：43 
13：30 
14：50 
15：43 
16：58 

６回 6回 

SE 
（協議会 
  広報・女性） 
 
（説明者 
  ・男性） 
 
 
 
 
 
 
Na（女性） 
 

♪（番組風） 
大型車両の通行ルールについてのお知らせです。 
荷物の積み過ぎで道路を走行していませんか？ 
 
許可なく道路法などで定められている重さ以上に荷物を積んで走行すること
は違法です。 
この違反車両が、道路を傷める大きな原因になっています。 
では、なぜ違反してまで走るのか。 
理由は、運送会社さんだけの問題ばかりではなく、荷主さんの指示によること
もあります。 
もちろんその場合は、荷主さんも罰せられます。 
 
積み過ぎ禁止！ルールを守って道路を守ろう！！ 
 
「大型車通行適正化に向けた近畿地域連絡協議会」からのお知らせでした。 WEBアンケートをラジオCM放送翌日の11/8～11/21にかけて実施 

■放送局：ＦＭ 802 

■放送回数： 12 回 

■ＣＭ内容：右記参照 

■放送スケジュール：右記のとおり 
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NO.⑧ 広報イベント（１/２）   

■イベント名：インフラメンテナンス国民会議 
       インフラメンテナンス国民会議 （一社）国土政策研修会 

       インフラメンテナンス国民会議近畿本部 主催 

■開催場所：花博記念公園鶴見緑地 

■実施日時：８月６日（木）10:00～16:30 

                7日（金）  9:30～17:00 

 

 

 

              

■連絡協議会の活動内容 
 ○連絡協議会啓発用チラシの配布とアンケート調査の実施 

 ブース周辺で、啓発用チラシを配布。また、各ブースへアンケート調査を依頼し、 
アンケート返却時に協力のお礼として、当協議会名が入った付箋紙を贈呈しました。 

■実施状況 

■連絡協議会委員の参加 
本イベントでは、事務局が主体となり、啓発用チラシを配布しました。 

啓発用付箋紙 

３．取組の紹介 

組 織 名 参加人数 

事務局（近畿地域連絡協議会事務局） ３名 

               合 計          ３名 

啓発用チラシ 

啓発用チラシ  
⇒200枚配布 
啓発用付箋紙 
⇒100個配布 
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NO.⑧ 広報イベント（２/２）   

■イベント名：建設技術展 
          日刊建設工業新聞社/（一社）近畿建設協会 主催 

■開催場所：マイドームおおさか 

■実施日時：10月21日（水） 9:00～17:00 

                22日（木）  9:00～16:30 

 
 

              

■連絡協議会の活動内容 

 ○連絡協議会啓発用チラシ・ティッシュの配布及びアンケート調査を実施。 
 ○連絡協議会啓発用ポスター・パネルの展示を実施。 

■実施状況 

■連絡協議会委員の参加 
本イベントでは、事務局が主体となり、啓発用チラシやティッシュを配布し、 
併せてアンケート調査を実施しました。 

スマホスタンド 

３．取組の紹介 

組 織 名 参加人数 

事務局（近畿地域連絡協議会事務局） ３名 

               合 計          ３名 

啓発用チラシ 

啓発用チラシ       啓発用ティッシュ      啓発用スマホスタンド 

⇒500枚配布  ⇒400個配布  ⇒100個配布 啓発用ティッシュ 

 ポスター・パネルの展示を実施し、パネルの展示場所周辺で当協議会啓発
用チラシ・ティッシュを配布するとともに、社会一般のアンケート調査を実施しまし
た。また、各ブースへ荷主アンケート調査を依頼し、アンケート調査票の返却時
にご協力のお礼として、当協議会名が入ったスマホスタンドを贈呈しました。 



１）統一イメージ ⇒ 

３）統一スローガン ⇒ 「積み過ぎ禁止！ルール厳守で道路を守ろう!！」 

２）連絡協議会イメージ ⇒ 
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３．取組の紹介 

NO.⑨ ポスターの掲示・チラシの配布    

今年度のチラシ・ポスター 以下に示すイメージ、スローガンを基に、チラシ・ポスターを作成し、各機関に配布させていただきました。 

一般向けチラシ  ⇒ 約14,000枚配布 荷主向けチラシ  ⇒ 約5,000枚配布 ポスター ⇒約260枚配布 

４）チラシ・ポスター 

[表面] [裏面] [表面] [裏面] 
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NO.⑨ パネルの展示   

３．取組の紹介 

 今年度のパネルの展示 広報イベント（建設技術展）等でチラシ配布とともに、パネルの展示を実施しました。  



ポスターの掲示・チラシの配布 実施状況 
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NO.⑨ ポスターの掲示・チラシの配布・パネル展示 実施状況    

３．取組の紹介 

＜ 近畿地方整備局 ＞ 

＜ 大阪市 ＞ ＜ 近畿地方整備局港湾空港部 ＞ 

＜国道２号 曽根崎地下歩道＞ 

パネルの展示 実施状況 

掲載期間：令和3年1月12日～令和3年2月26日 

近景 

全景 
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３．取組の紹介 

NO.⑩ 連絡協議会ホームページ設立    

クリック 
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３．取組の紹介 

NO.⑪ 合同取締    

一斉取締事前記者発表資料 

一斉取締結果記者発表資料 

計測状況 
（国道４３号 兵庫県西宮市） 

関係書類確認状況 
（国道２５０号 兵庫県姫路市） 

引き込み状況 
（国道１号 京都府八幡市） 

運転手説明・確認状況 
（国道１号 大阪府枚方市） 

令和２年１２月１０日（木）１４：００～１６：００ 

京阪神圏８カ所において、合同取締を実施  


