
   

 

【広ト協関係】 

令和 2 年 

〇4 月 新型コロナウイルスの感染拡大防止等の徹底について（要請） 

 

〇4 月 トラックドライバー・セーフティコンテスト広島県大会の中止につ

いて 

 

〇12 月 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する警戒の強化につい

て 

 

令和 3 年 

〇１月 令和２年度第４回「省エネ運転講習会」開催中止のお知らせ 

 

〇１月 令和２年度第２回「運行管理者試験」受験準備講習会の中止につい

て 

 

〇１月 令和２年度労務問題研修会「健康起因事故防止セミナー」の延期に

ついて 

 

 

 

【全ト協関係】 

令和 2 年 

〇4 月 新型コロナウイルス関連情報 

 

〇4 月 シャワー・入浴施設情報 

 

〇4 月 新型コロナウイルス感染症対策下におけるアルコール検知器の取扱

いについて 

 

〇６月 「トラックにおける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライン

（第２版）」を公表しました 

 

〇８月 「新型コロナウイルス感染予防対策マニュアル」を作成しました。 

 

 

全日本トラック協会の最新情報については、以下をクリックしてください。 

 全日本トラック協会新型コロナウイルス関連情報 

 

広島県トラック協会 

全日本トラック協会 

http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200415_hirotokyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200508_hirotokyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200508_hirotokyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201207_hirotokyo-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201207_hirotokyo-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210118_hirotokyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210122_hirotokyo-jyunbi.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210122_hirotokyo-jyunbi.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210122_hirotokyo-roumu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210122_hirotokyo-roumu.pdf
http://www.jta.or.jp/info/coronavirus_top.html
http://www.jta.or.jp/info/bath.html
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200424_alcoholkenchi.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200424_alcoholkenchi.pdf
http://www.jta.or.jp/info/coronavirus_guideline_new.html
http://www.jta.or.jp/info/coronavirus_guideline_new.html
http://www.jta.or.jp/info/coronavirus/jta_manual.html
https://jta.or.jp/member/anzen/coronavirus_top.html


 
 
 
 

 

 

 

  

〇７月 新型コロナウイルスの感染予防対策の徹底について（要請） 

 

 

【中国運輸局】 

  

〇4 月 新型コロナウイルスに関するお知らせ 

 

〇4 月 新型コロナウイルスの感染拡大に備え、中国運輸局内に交通事業者

等及び観光関係事業者向け特別相談窓口を設置しました  

 

〇4 月 自動車検査証の有効期間の伸長について 

 

〇4 月 新型コロナウイルスの感染拡大に伴う適性診断の受診の取扱いにつ

いて（新型コロナウイルスの感染拡大のための適性診断の受診に係る特例措

置について） 

 

〇５月 新型コロナウイルスに係る感染予防対策の徹底について（通知） 

 

 

 

 

〇６月 雇用調整助成金（新型コロナウイルス感染症の影響に伴う特例） 

 

 

 

 

 

令和 2 年 

〇4 月 新型コロナウイルス感染症についての関連情報 

 

 〇4 月 「雇用調整助成金」関連情報について 

 

〇4 月 新型コロナウイルスに関する Q&A（企業の方向け） 

 

 〇4 月 令和２年６月末までの間の健康診断等実施時期の延期について 令

和２年４月 21 日時点版 

 

中国運輸局 

広島労働局 

厚生労働省 

国土交通省 

http://www.jta.or.jp/info/coronavirus/mlit20200703.pdf
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/index.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_00380.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_00380.html
https://wwwtb.mlit.go.jp/chugoku/00001_00430.html
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200501_tekiseishindan.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200501_tekiseishindan.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200501_tekiseishindan.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200515_chugokuunyukyoku.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_kintou/houdou_newpage_00010.html
https://jsite.mhlw.go.jp/hiroshima-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/kakusyujoseikinseido/_120415.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html


 
 
 

〇５月 労働基準監督署への届出や申請は、電子申請を利用しましょう！ 

 

〇８月 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防、健康管理の

強化について 

 

○12 月 職場における新型コロナウイルス感染症への感染予防及び健康管

理について 
 

 

 令和 3 年 

○1 月 緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防及び健康管理について 

 

○２月 緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防及び健康管理について 

 

○４月 緊急事態宣言の発出を踏まえた職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防及び健康管理について 

 

○５月 緊急事態宣言の延長を踏まえた職場における新型コロナウイルス感

染症への感染予防及び健康管理について 

 

 

 

【広島県】 

〇4 月 新型コロナウイルス感染症対策情報 

 

 〇4 月 貨物運輸業向け支援策について 

 

 

 

 

令和 2 年 

〇4 月 新型コロナウイルス感染症に関する情報 

 

 〇4 月 事業者向け情報 

 

〇５月 相談窓口 

 

 

 

中国経済産業局 

広島県 

http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200513_korosho.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200807_roudoukyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200807_roudoukyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201201_rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201201_rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210113_hiroshimaroudoukyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210113_hiroshimaroudoukyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210216_rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210216_rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210428_hiroshima-rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210428_hiroshima-rodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210511_hiroshimarodokyoku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210511_hiroshimarodokyoku.pdf
https://www.chugoku.meti.go.jp/disaster/covid-19/index.html
https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/07_kamotsu_flyer.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#m02
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/2019-ncov/#m01-03


〇８月 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための広島県の対処方針の改

正について 

 

  〇12 月 新型コロナウイルス感染拡大防止のための広島県の対処方針の改正

について 

 

〇12 月 新型コロナウイルス感染症の感染拡大に対する警戒の強化について

（依頼） 

 

〇12 月 広島県・広島市「新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策」の実

施について 

 

 令和 3 年 

〇1 月 「新型コロナ感染拡大防止集中対策」の期間延長等について 

 

〇1 月 第２次新型コロナウイルス感染拡大防止集中対策の実施について 

 

〇2 月 集中対策の終了及び広島県の対処方針の改正について 

 

〇4 月 新型コロナ感染症急拡大への警戒の周知について 

 

〇4 月 4 月 19 日開催新型コロナウイルス感染症（ステージⅡ引き上げ）に

係る第 33 回広島県対策本部員会議資料等について 

 

〇5 月 広島市・福山市「全事業所 PCR 検査集中実施」について 

 

〇5 月 新型コロナ感染拡大防止集中対策の実施について 

 

〇5 月 新型コロナウイルス感染症広島県対策本部第 36 回本部員会議につ

いて 

 

〇5 月 「緊急事態宣言」発出に伴う新型コロナ感染拡大防止集中対策の実施

について 

 

〇5 月 新型コロナ感染拡大防止集中対策への協力要請及び感染防止対策の

徹底について 

 

〇6 月 新型コロナ感染拡大防止集中対策への協力要請等について 

 

〇7 月 令和 3 年７月８日開催新型コロナウイルス感染症に係る第 40 回広

島県対策本部員会議資料について 

 

https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/403179.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/403179.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201201_hiroshimakensomu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201201_hiroshimakensomu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201204_hiroshima-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201204_hiroshima-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201215_hiroshimapref.city.-coronasyutyu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201215_hiroshimapref.city.-coronasyutyu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20201229_hiroshimapref.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210116_hiroshimaprf.corona2.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210216_hiroshimapref.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210402_hiroshimapref-corona.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210419.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210419.html
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210506_hiroshimapref-PCR.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210507_hiroshimapref-syutyu.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210514.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210514.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210515.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210515.html
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210531_hiroshimapref-syutyutaisaku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210531_hiroshimapref-syutyutaisaku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210617_hiroshimapref-kaijyo.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210708-2.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/4/20210708-2.html


 

〇8 月 新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策の実施について 

 

〇8 月 新型コロナ感染拡大防止のための早期集中対策の変更について 

 

〇8 月 まん延防止等重点措置の適用に伴う感染防止集中対策について 

 

〇8 月 「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中

的な対策の強化について 

 

〇9 月 「緊急事態措置」の実施に伴う新型コロナ感染拡大防止のための集中

的な対策の強化について 

 

〇9 月 「緊急事態措置」終了後の新型コロナ感染拡大防止集中対策について 

 

〇10 月 新型コロナ集中対策の終了及び広島県の対処方針の改正について 

 

 

令和 4 年 

〇1 月 「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止集中

対策について 

 

〇1 月 「まん延防止等重点措置」の適用に伴う新型コロナ感染拡大防止集中

対策の変更について 

 

〇1 月 「まん延防止等重点措置」の実施期間延長に伴う新型コロナ感染拡大

防止のための集中対策について 

 

〇2 月 「まん延防止等重点措置」の実施期間の再延長に伴う新型コロナ感染

拡大防止のための集中対策について 

 

〇3 月 まん延防止措置解除後の再拡大防止の取組について 

 

 

 

 

 

〇4 月 免許証の有効期間の延長手続きについて 

(新型コロナウイルス感染症対策) 

 

 

 

広島県警察 

http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210730_hiroshimapref-soukisyutyu.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210805_hiroshimapref-syutyutaisakuhenkou.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210817_hiroshimapref_manenboushitaisaku.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210825_hiroshimapref-kinkyujitai.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210825_hiroshimapref-kinkyujitai.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210909_hiroshimapref-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210909_hiroshimapref-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20210928_hiroshimapref-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20211011_hiroshimapref-corona.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220107_hiroshimapref_manenboushi.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220107_hiroshimapref_manenboushi.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220113_hiroshimapref-manenhennkou.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220113_hiroshimapref-manenhennkou.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220125_hiroshimapref-manenencho.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220125_hiroshimapref-manenencho.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220218_hirosimapref_saientyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220218_hirosimapref_saientyo.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220304_hiroshimapref-kaijyogo.pdf
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/oshirase-menkyo-enchou.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/police1/oshirase-menkyo-enchou.html


 

 

 

 

〇4 月 「はい作業主任者技能講習会（福山会場）」 開催中止のお知らせ 

 

〇4 月 「積卸し作業指揮者安全教育講習」開催中止のお知らせ 

 

〇８月 第 56 回全国陸上貨物運送事業労働災害防止大会の中止について 

 

令和 4 年 

〇1 月 「はい作業主任者技能講習会（広島会場）」開催中止のお知らせ 

 

〇1 月 「荷役災害防止担当者教育講習会（荷主等向け）」開催延期の 

お知らせ 

 

 

 

 

 

〇６月 指導講習等及び適性診断の再開について 

 

〇６月 運輸安全マネジメント関連業務の再開について 

 

 

 

 

 

〇5 月 令和２年度第１回運行管理者試験の申請に当たっての注意事項 

 

 

 

 

 

〇5 月 新型コロナウイルス感染症に関する対応等について 

 

陸災防広島県支部 

自動車事故対策機構 

（NASVA） 

国税庁 

運行管理者 

試験センター 

http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200413_rikusaibou.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20200331_rikusaibou.pdf
http://rikusai.or.jp/event_schedule/boushitaikais/
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/2021_20220113rikusaibou-chushi3.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220113_niyakusaibou-koushuenki.pdf
http://www.torakyo-hiroshima.or.jp/pdf/20220113_niyakusaibou-koushuenki.pdf
https://www.nasva.go.jp/news/pdf/2020/20200522_1.pdf
https://www.nasva.go.jp/news/pdf/2020/20200522_2.pdf
https://www.unkan.or.jp/pdf/info_20200511.pdf?20200513
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/index.htm

