
法人種別 法人名 要請日

1 社団法人 日本経済団体連合会 3月27日

2 - 日本商工会議所 3月21日

燃料サーチャージ及び適正取引ガイドライン　協力要請先一覧

＜中央経済団体＞



法人種別 法人名 要請日

3 社団法人 全国通運連盟 4月23日

4 社団法人 日本インターナショナルフレイトフォワーダーズ協会 4月21日

5 社団法人 日本倉庫協会 4月25日

6 社団法人 日本物流団体連合会 4月17日

7 社団法人 日本冷蔵倉庫協会 4月30日

8 社団法人 建築業協会 4月2日

9 社団法人 全国建設業協会 4月2日

10 社団法人 日本建設業団体連合会 4月2日

11 社団法人 日本土木工業協会 4月2日

12 社団法人 日本造園建設業協会 5月1日

13 社団法人 日本道路協会 -

14 社団法人 全国住宅建設産業協会連合会 4月18日

15 社団法人 日本住宅建設産業協会 4月18日

16 社団法人 住宅生産団体連合会 5月2日

17 社団法人 日本鉄道建設業協会 4月25日

18 社団法人 日本鉄道車輌工業会 4月28日

19 社団法人 日本民営鉄道協会 5月20日

20 - 北海道旅客鉄道株式会社 4月21日

21 - 東日本旅客鉄道株式会社 4月30日

22 - 東海旅客鉄道株式会社 4月24日

23 - 西日本旅客鉄道株式会社 5月8日

24 - 四国旅客鉄道株式会社 4月25日

25 - 九州旅客鉄道株式会社 4月14日

26 - 日本貨物鉄道株式会社 4月23日

27 社団法人 全国自動車部品商団体連合会 5月1日

28 社団法人 日本自動車会議所 4月25日

29 社団法人 日本自動車整備振興会連合会 4月18日

30 社団法人 日本自動車販売協会連合会 4月17日

31 社団法人 日本中古自動車販売協会連合会 4月18日

32 社団法人 日本船主協会 4月25日

33 社団法人 日本造船工業会 4月23日

34 社団法人 日本中小型造船工業会 5月2日

35 社団法人 日本舶用工業会 5月2日

36 社団法人 日本埋立浚渫協会 4月23日

37 社団法人 日本港湾協会 4月24日

38 - 定期航空協会 4月23日

39 - 成田国際空港株式会社 5月7日

40 - 関西国際空港株式会社 4月24日

41 - 中部国際空港株式会社 5月8日

42 社団法人 全国空港ビル協会 5月8日

燃料サーチャージ及び適正取引ガイドライン　協力要請先一覧

＜国土交通省所管荷主団体＞



法人種別 法人名 要請日

43 社団法人 日本鉄鋼連盟 4月14日

44 - 石油化学工業協会 4月9日

45 社団法人 日本化学工業協会 4月9日

46 社団法人 日本産業機械工業会 4月11日

47 社団法人 日本建設機械工業会 4月10日

48 社団法人 日本電機工業会 4月9日

49 社団法人 日本自動車工業会 4月8日

50 社団法人 日本自動車部品工業会 4月8日

51 社団法人 日本自動車タイヤ協会 4月16日

52 社団法人 日本航空宇宙工業会 4月10日

53 社団法人 セメント協会 4月9日

54 社団法人 日本アルミニウム協会 4月10日

55 - 日本伸銅協会 4月15日

56 - 板硝子協会 4月11日

57 社団法人 日本電線工業会 4月14日

58 - 日本製紙連合会 4月9日

59 社団法人 電子情報技術産業協会 4月18日

60 - 日本百貨店協会 4月14日

61 - 日本チェーンストア協会 4月9日

62 社団法人 日本フランチャイズチェーン協会 4月16日

63 - 石油連盟 4月8日

64 - 日本ＬＰガス協会 4月9日

65 社団法人 日本ガス協会 4月10日

66 - 日本鉱業協会 4月16日

67 社団法人 日本荷主協会 4月8日

燃料サーチャージ及び適正取引ガイドライン　協力要請先一覧

＜経済産業省所管荷主団体＞

中央経済・荷主団体要請　合計

６７団体



北海道運輸局（３） 東北運輸局（８） 関東運輸局（１６） 北陸信越運輸局（５） 中部運輸局（７）

経済連合会 北海道 東北 北陸 中部

商工会議所連合会 北海道
青森、宮城、秋田
山形、岩手、福島

関東、山梨、群馬
埼玉、栃木、神奈川
千葉、茨城

新潟、長野、富山
石川

愛知、静岡、岐阜
三重、福井

商工会議所 盛岡

経営者協会
東京、山梨、群馬
埼玉、栃木、神奈川
千葉、茨城

その他 北海道旅客鉄道㈱ 中部国際空港㈱

近畿運輸局（１９） 中国運輸局（６） 四国運輸局（１５） 九州運輸局（１０） 沖縄総合事務局（４）

経済連合会 関西 中国 四国 九州

商工会議所連合会
近畿、大阪、兵庫
京都、奈良、滋賀

中国地方、山口
岡山、鳥取、島根

四国、香川、愛媛
高知、徳島

九州、福岡、佐賀
長崎、熊本、大分
宮崎、鹿児島

沖縄

商工会議所
大和高田、奈良
和歌山、生駒、橿原

商工会連合会 香川、高知、徳島、愛媛 沖縄

経営者協会 京都、兵庫、和歌山 沖縄

その他

滋賀経済産業協会
日本化学繊維協会大阪事
務所
西日本旅客鉄道㈱
関西国際空港㈱

四国旅客鉄道㈱
全国農業協同組合連合会
徳島県本部
香川県農業協同組合
全国農業協同組合連合会
愛媛県本部
高知県園芸農業協同組合
連合会

九州旅客鉄道㈱ 沖縄中小企業団体連合会

燃料サーチャージ及び適正取引推進ガイドライン　協力要請先一覧

地方運輸局要請（９３団体）


