平成２９年１２月２８日
〜美ら島の未来を拓く〜
内閣府沖縄総合事務局

トラックの「Ｇマーク」をご存知ですか？
〜安全性評価をクリアした優良なトラックだけが表示できる「安全・安心・信頼の証」です 〜
本年１２月、国土交通省が推奨するトラックの「Ｇマーク事業所（安全性優良事業所）」
について、新たに６,５９７事業所（沖縄県内から２５事業所）が認定されました。今回の認
定により、全国のＧマーク事業所は合計で２４，４８２事業所（全てのトラック事業所の２
８．９％）となりました。沖縄県内におけるＧマーク認定事業所は合計で９３事業所となり、
県内事業者の約９．７％を占めることとなり、当県においても、安全運行を励行するトラッ
クが増えてきております。安全性に優れた事業者を選ぶ目安としてご活用下さい。

Ｇ の由来は、
「良い」（Ｇｏｏｄ）、
「繁栄」（Ｇｌｏｒｙ）の
頭文字を取ったもの。

今回認定するＧマーク
事業所が表示するものから、
有効期限等が
見やすくなります。

高速道路などでは
安全走行のペース
メーカーにも････

Ｇマーク制度（貨物自動車運送事業安全評価事業）とは何ですか？
○（公社）全日本トラック協会が、トラックの安全対策の一環として平成１５年から開始しています。
○ 荷主や利用者がより安全性の高いトラック事業者を選びやすくするため、安全性に関する取組み状況等を
３テーマ３８項目にわたって評価し、認定する制度です。
〔認定要件〕 次の①〜④をすべて満たしていること。
① 評価点数（100点満点）の合計が８０点以上であること。
② 次の３つのテーマごとの評価点数がそれぞれ次の点数（基準点数）以上であること。
a) 安全性に関する法令遵守状況：３２点(40点満点)
b) 事故や違反の状況：２１点(40点満点)
c) 安全性に対する取組の積極性：１２点(20点満点)
③ 法令に基づく認可申請、届出、報告等の手続きが適正になされていること。
④ 社会保険、労働保険への加入が適正になされていること。
○ 国土交通省では、Ｇマーク認定１０年連続の事業所等へ「安全性優良事業所表彰」を平成２６年度から
実施しているほか、Ｇマーク事業所に対しては各種インセンティブ（ＩＴ点呼を可能とする等）を付与。

全日本トラック協会のプレスリリース ： http://www.jta.or.jp/gmark/pdf/release201712.pdf
平成２９年度Ｇマーク認定事業所一覧 ： http://www.jta.or.jp/tekiseika/teki̲list/gmark/index2017.html
沖縄県の安全性優良事業所（Ｇマーク事業所） ： 別紙のとおり
【お問い合わせ先】内閣府沖縄総合事務局運輸部陸上交通課 山口、上原
ＴＥＬ：０９８−８６６−００３１（代表）内線 ８５３６４
ＦＡＸ：０９８−８６０−２３６９

貨物自動車運送事業安全性評価事業
市区郡名
那覇市

石垣市

糸満市

浦添市

事業所名

安全性優良事業所
住所

（沖縄県）
電話番号

H29.11.1
主な輸送品目（任意掲載）

沖縄ヤマト運輸株式会社 那覇新都心支店
株式会社サカイ引越センター 沖縄支社
海邦物流株式会社 本社営業所
第一総業株式会社 久茂地営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 グローバルエキスプレス事業部
国内貨物支店
沖縄ヤマト運輸株式会社 古波蔵支店
合名会社三眞運輸 本社営業所
沖縄荷役サービス株式会社 本社営業所

沖縄県那覇市おもろまち４－１３－１３
沖縄県那覇市安謝６１７－１９０
沖縄県那覇市安謝６２８番地
沖縄県那覇市久茂地３－１０－１

080-5018-5748
098-951-3141
098-867-3622
098-867-2141

引越貨物
飲料等

沖縄県那覇市鏡水崎原地先

098-859-2097

宅配、引越貨物

沖縄県那覇市古波蔵３－２－２７
沖縄県那覇市港町１－２５－７
沖縄県那覇市港町１丁目１６番２０号

080-5045-1717
098-861-9245
098-860-1908

株式会社小禄運輸 本社営業所

沖縄県那覇市港町２－１３－１

098-861-4973

南西流通サービス株式会社 本社営業所
沖縄ロジテム株式会社 物流センター
琉球倉庫運輸株式会社 港町物流センター
ブルーエキスプレスサービス株式会社 ブルーエキスプレ
スサービス株式会社
有限会社嶋運送 本社営業所
第一物流株式会社 第一物流株式会社那覇営業所
株式会社りゅうせきロジコム 那覇物流センター
日本郵便株式会社 那覇中央郵便局
佐川急便株式会社 浦添営業所
沖縄郵便逓送株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 八重山郵便局
沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 石垣空港営業所
株式会社りゅうせきロジコム 八重山物流センター
沖縄ヤマト運輸株式会社 石垣島支店

沖縄県那覇市港町２丁目６番１８号
沖縄県那覇市港町３－５－８
沖縄県那覇市港町３－６－１１

098-866-1571
098-860-1947
098-861-2510

沖縄県那覇市港町３丁目２番２８号

098-864-2486

沖縄県那覇市曙１丁目１０番１号
沖縄県那覇市西二丁目２７番１号
沖縄県那覇市前島３－２７－１
沖縄県那覇市壷川３丁目３－８
沖縄県那覇市銘刈２－１１－１０
沖縄県那覇市壺川１－８－３
沖縄県石垣市字大川１２
沖縄県石垣市白保１９６０－１０４－４
沖縄県石垣市美崎町６番地
沖縄県石垣市平得３９９－３

098-951-3523
098-860-8969
098-868-3337
098-834-2134
098-951-1123
098-853-2834
0980-82-3743
0980-84-4030
0980-82-3876
080-5522-7043

沖縄福山通運株式会社 本社営業所

沖縄県糸満市西崎町４－６－２

098-995-0292

ジェイロジスティクス株式会社 沖縄営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 沖縄主管支店
佐川急便株式会社 那覇営業所
株式会社丸金運輸 本社営業所
日本通運株式会社 沖縄支店
株式会社タイムス発送 本社

沖縄県糸満市西崎町４－６－５
沖縄県糸満市西崎町４丁目２１－３
沖縄県糸満市西崎町５－１３－１
沖縄県糸満市西崎町５丁目５番９号
沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目７番１３号
沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目１０番５号

098-994-0292
098-840-3605
098-840-3920
098-840-9080
098-943-5521
098-860-7730

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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宅配、引越貨物

廃棄物、コンテナ
12ｍﾌﾗｯﾄﾍﾞｯﾄ、12ｍｾﾐﾄﾚｰﾗ

石油

郵便物
農産物、引越貨物、航空・宅配貨物
石油
宅配、引越貨物
日用品・雑貨、食料品
機械・機械部品
宅配、引越貨物

家電品・家電部品、日用品・雑貨、
食料品

市区郡名

うるま市
沖縄市

宜野湾市

豊見城市

事業所名

住所

電話番号

主な輸送品目（任意掲載）
紙・紙加工品、日用品・雑貨、
砂利・砂・石材

マルエー物流株式会社 配送センター

沖縄県浦添市伊奈武瀬１丁目９番５号

098-868-7783

有限会社カリーヌ運輸 本社営業所

沖縄県浦添市経塚２９６－１

098-877-1512

アートコーポレーション株式会社 沖縄営業所
グローバル運輸株式会社 浦添営業所
株式会社沖食商事 本社営業所
株式会社りゅうせきロジコム 浦添物流センター
熊本交通運輸株式会社 沖縄営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 浦添支店
沖縄ヤマト運輸株式会社 西洲支店
株式会社沖縄急送 本社営業所
沖縄明販株式会社 本社営業所
株式会社ひかり物流 本社営業所
株式会社かみもり 本社営業所
浦西産業株式会社 本社営業所
日本郵便株式会社 浦添郵便局
有限会社マルヨシ運輸 本社営業所
第一総業株式会社 牧港営業所
沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 中部営業所
株式会社りゅうせきロジコム 中部物流センター
佐川急便株式会社 沖縄営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 中部支店
沖縄配送株式会社 本社営業所
沖縄西濃運輸株式会社 宜野湾支店
グローバル運輸株式会社 本社大山営業所
沖縄綜合警備保障株式会社 本社営業所
サンエー運輸株式会社 本社営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 宜野湾支店
大栄空輸株式会社 豊崎物流センター
株式会社沖縄物流 沖縄営業所
沖縄西濃運輸株式会社 豊見城物流センター
株式会社琉球通運航空 本社営業所
沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 那覇空港物流セン
ター
ＯＡＳ運輸株式会社 本社営業所

沖縄県浦添市字前田黒島原９８５－１
沖縄県浦添市城間２９０５－１
沖縄県浦添市勢理客４－４－１
沖縄県浦添市勢理客４丁目２０番６号
沖縄県浦添市西原４－１１－１１
沖縄県浦添市西原５－４－３４
沖縄県浦添市西洲２－１１－５
沖縄県浦添市西洲２－６－４
沖縄県浦添市西洲２－９－５
沖縄県浦添市西洲２丁目５番地１
沖縄県浦添市前田３－９－２０
沖縄県浦添市前田３－９－２０
沖縄県浦添市仲間３丁目３－１
沖縄県浦添市牧港１丁目５８番１８号
沖縄県浦添市牧港５－５－２
沖縄県うるま市赤道７６３－４５
沖縄県沖縄市知花４丁目３２番３２号
沖縄県沖縄市登川１２１１－１
沖縄県沖縄市登川４４４番１
沖縄県宜野湾市伊佐１丁目７番１７号
沖縄県宜野湾市大山７－８－８
沖縄県宜野湾市大山７－９－１０
沖縄県宜野湾市大山７丁目１１番１０号
沖縄県宜野湾市大山７丁目１番１３号
沖縄県宜野湾市普天間２丁目３３番１３号
沖縄県豊見城市字豊崎３番地２７
沖縄県豊見城市字名嘉地２２９－２
沖縄県豊見城市字与根５０－７１
沖縄県豊見城市豊崎３番地２６

098-874-0123
098-878-2114
098-877-2110
098-875-4722
098-871-0616
070-5814-7093
080-5522-7141
098-873-0909
098-875-3103
098-879-8740
098-877-0076
098-877-1170
098-878-9130
098-875-2207
098-853-5353
098-979-2626
098-937-1155
098-921-1125
080-5522-7082
098-892-2580
098-898-8804
098-899-2114
098-870-2500
098-898-5002
080-5522-7114
098-894-8855
098-852-2400
098-840-2880
098-894-8686

コンテナ、食料品、引越貨物

沖縄県豊見城市与根４９１－２

098-894-8816

農産物、食料品、日用品・雑貨

沖縄県豊見城市与根４９１－２

098-894-8889

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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ガス、石油
食料品、化学製品・ゴム製品、飲料等
宅配、引越貨物
宅配、引越貨物

食料品、飲料等、日用品・雑貨

食料品、日用品・雑貨、廃棄物
宅配、引越貨物
石油、機械・機械部品、廃棄物
宅配、引越貨物
引越貨物、廃棄物、コンテナ
引越貨物、コンテナ

宅配、引越貨物
食料品、日用品・雑貨、医薬品

引越貨物、宅配

市区郡名
名護市

事業所名

住所

電話番号

国頭郡

佐川急便株式会社 名護営業所
有限会社運天陸送 本社営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 名護支店
株式会社りゅうせきロジコム 北部物流センター
沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 名護営業所
沖縄西濃運輸株式会社 名護営業所
日本郵便株式会社 名護郵便局
沖縄日通エアカーゴサービス株式会社 宮古営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 宮古島支店
株式会社りゅうせきロジコム 宮古物流センター
日本郵便株式会社 宮古郵便局
沖縄ヤマト運輸株式会社 恩納村支店

沖縄県名護市宇茂佐の森５丁目６番地３
沖縄県名護市屋部８５４－１１
沖縄県名護市宮里３－３０－２６
沖縄県名護市字安和８８１番地の３
沖縄県名護市字宇茂佐１５１０
沖縄県名護市大西４－１８－２
沖縄県名護市東江１丁目１１－１４
沖縄県宮古島市平良下里１６５７－１２８
沖縄県宮古島市平良字下里１１７３－１７
沖縄県宮古島市平良字西仲宗根２－４１
沖縄県宮古島市平良西里７８２－７
沖縄県国頭郡恩納村恩納６１２２

0980-51-1700
0980-53-6155
080-5522-7132
0980-53-8513
0980-52-1499
0980-53-6664
0980-52-2042
0980-72-9523
080-5045-1793
0980-72-3119
0980-72-3503
080-6698-9895

中頭郡

株式会社東産業 本社営業所

沖縄県中頭郡西原町字小那覇１０８４

098-945-4577

株式会社高圧運輸 本社営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 西原支店
内外運輸株式会社 西原営業所
沖縄ヤマト運輸株式会社 読谷支店
沖縄ヤマト運輸株式会社 南風原支店
株式会社テラ運輸 本社営業所

沖縄県中頭郡嘉手納町字屋良１０２２－１
沖縄県中頭郡西原町字小那覇１２０８
沖縄県中頭郡西原町小那覇８９４－３
沖縄県中頭郡読谷村字古堅８４１
沖縄県島尻郡南風原町津嘉山１２７０番地１
沖縄県島尻郡八重瀬町字友寄８２１－１

098-957-1943
080-5522-7074
098-946-6300
080-5522-7059
080-5522-7116
098-996-0031

宮古市

島尻郡

※「ホームページリンク」と「主な輸送品目」については、
掲載を希望された事業所のみ掲載しています。
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主な輸送品目（任意掲載）
宅配、引越貨物
石油
宅配、航空貨物

農産物、引越貨物、航空・宅配貨物
宅配、引越貨物
石油、ガス・ガスボンベ
宅配、引越貨物
窯業・土石製品、鉄鋼・金属製品、
砂利・砂・石材
宅配、引越貨物
宅配、引越貨物
宅配、引越貨物

