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2005

2006

2007

2008

１月 末にて阪神・首都高速回数券販売終了

９月 末にてハイカ販売終了

３月 17 日付けで菅原城北大橋取扱終了

２月 ｢動くこども110番運動｣協力開始

３月 ホームページ「DAIKA」開設（試行運用）

10月 創立40周年記念式典開催

２月 メタボ健診体験セミナー共催

５月 総務委員会と事業委員会に委員会構成を変更

７月 事業運営審査特別委員会を設置

2009
１月 高速道路の有効活用・機能強化に関する意見書提出

３月 本四フェリー(津田汽船、日本通運)航送運賃後払制度
取扱終了

４月 四国フェリー航送運賃後払制度取扱開始

４月 16日から第二阪奈・堺泉北有料道路ETCスタート

10月 １日から咲洲トンネル（普）200円から100円へ

2010
３月 阪神高速道路の時間帯割引制度の継続に係る要望活動

４月 高速道路料金の見直しに係る要望活動

10月 「ふれあいトラックフェスタ2010」へ出店

2011
３月 高速道路の当面の新たな料金割引に関する計画(案)に

ついての意見書提出
４月 大阪市駐車場共通回数券(プリペイドカード)販売終了

５月 「東北地方太平洋沖地震災害義援金」を日本赤十字社
大阪府支部に寄付

９月 阪神高速道路の距離料金制導入計画案に係る要望活動

10月 ホームページ「DAIKA」本格稼動

12月 コーナンフリート提携燃料等共同購入事業開始
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３月 愛知県「愛・地球博」が開幕

４月 ＪＲ福知山線脱線事故

２月 トリノ冬季オリンピック開幕

２月 神戸空港が開港

10月 郵政民営化がスタート

２月 第 1回東京マラソン開催

７月 新潟県中越沖地震が発生

９月 リーマン・ブラザーズ経営破たん

１月 大阪府知事に橋下徹氏初当選

８月 北京オリンピック開幕

11月 大阪ダブル選挙　「大阪維新の
会」が圧勝

３月 東日本大震災発生

７月 アナログ放送終了、地上デジタ
ル放送へ完全移行

12月 東北新幹線、新青森まで全線開通

１月 年金機構発足（社会保険庁廃止）

２月 バンクーバー冬季オリンピック
が開幕

９月 新省庁「消費者庁」が発足

９月 民主党　鳩山内閣が発足

１月 オバマ氏がアメリカ合衆国大統
領に就任

５月 裁判員制度がスタート



2012

2014

５月 燃料価格高騰による経営危機突破全国統一行動に参加

２月 「新たな高速道路料金（案）」等についての意見書提出

５月 豊中庄内共同車庫における使用料金の減額について阪神
高速道路へ要望書提出

８月 「軽油引取税の旧暫定税率の廃止、少なくとも燃料高騰
時における旧暫定税率の課税停止措置の発動」を実施す
べく全国一斉署名活動に協力

９月 30日付けで大阪港咲洲トンネル通行回数カード販売終了

10月 １日より大阪港咲洲トンネルが全日無料通行

2015
３月 定款の一部変更（地区）についての臨時総会開催

４月 本ホームページ「ＤＡＩＫＡ」リニューアル

６月 ジャンボフェリー（神戸～高松、神戸～小豆島、高松～小
豆島）航送運賃後払制度取扱開始

９月 「首都圏の新たな高速道路料金の具体案」についての意見
書提出

10月 高速道路料金割引制度に関する要望活動

2016
６月 ETC２.０車載器の取扱斡旋開始

６月 「熊本地震義援金」を日本貨物運送協同組合連合会および
大阪府中小企業団体中央会を通じて寄付

８月 創立５０周年記念事業実行特別委員会を設置

2017
１月 「近畿圏の新たな高速道路料金の具体案」についての

意見書提出
10 月 創立50周年記念式典開催

2013
２月 高速道路料金割引制度に関する要望活動

３月 31日付けで第二阪奈有料道路・堺泉北有料道路の回数
通行券取扱終了

11月 高速道路料金割引制度に関する要望活動

１月 自民党 安倍新政権誕生

５月 東京スカイツリー開業

４月 グランフロント大阪開業

６月 富士山が世界遺産登録

９月 2020 年夏季五輪・パラリンピッ
クの開催地が東京に決定

10月 ノーベル生理学・医学賞に京都大学
教授山中伸弥が受賞

３月 北陸新幹線開業

１月 トランプ氏がアメリカ合衆国大
統領に就任

５月 大阪都構想を問う住民投票で反
対多数否決

２月 ソチ冬季オリンピック開幕

６月 富岡製糸場が世界文化遺産に登録

４月 消費税率８％に増税

３月 あべのハルカスが完成し、日本一
高いビルとなる

１月 マイナンバー制度開始

４月 熊本地震が発生

８月 リオデジャネイロオリンピック
開幕

３月 北海道新幹線が開業

１月 日銀がマイナス金利導入決定



日本万国博覧会 太陽の塔



関門橋



山陽新幹線　ひかり



自動車電話



ポートピア '81

500 円硬貨

大阪城



科学万博つくば‘85

青函トンネル



国際花と緑の博覧会

東海道新幹線で「のぞみ」



関西国際空港

九州自動車道



大阪ドーム（現 京セラドーム）

明石海峡大橋

四国エックス
ハイウェイ



ユニバーサル・スタジオ・ジャパン



  会　長    副会長    副会長    副会長    副会長    専　務   常　務

西光　清 山口　雄 中川　助 亀井　亮 芦野徹司 池谷成之 岡本良一

中川　助 山口　雄 亀井　亮 中谷展朗 細見秀夫 池谷成之 岡本良一

中川　助 山口　雄 亀井　亮 中谷展朗 細見秀夫 池谷成之 岡本良一

中川　助 山口　雄 亀井　亮 中谷展朗 細見秀夫 岡本良一

中川　助 山口　雄 亀井　亮 中谷展朗 細見秀夫 岡本良一

中川　助 亀井　亮 中谷展朗 細見秀夫 澤田時雄 田口義隆

中川　助 亀井　亮 中谷展朗 澤田時雄 柏原玄夫 田口義隆

中川　助 中谷展朗 澤田時雄 新田利秀 重　博文 田口義隆

中川　助 中谷展朗 澤田時雄 新田利秀 重　博文 田口義隆

中川　助 中谷展朗 澤田時雄 新田利秀 重　博文 田口義隆

中川　助 中谷展朗 澤田時雄 新田利秀 重　博文 田口義隆

平成 19 年度

平成 20 年度

平成 21 年度

平成 22 年度

平成 23 年度

平成 24 年度

平成 25 年度

平成 26 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 29 年度

■執行部この10年

平成 22年 12月 5日  西尾清雄相談役　逝去

平成 25年 1月 20日  西光　清相談役　逝去

平成 27年 3月 12日  亀井　亮相談役　逝去



大阪府貨物運送協同組合連合会
創立 50周年記念誌
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