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あけましておめでとうございます
公益社団法人 全日本トラック協会
会 長 坂本 克己

千葉県 「成田山新勝寺」（成田市）

東京都 「東京スカイツリー」（墨田区）

神奈川県 「みなとみらい21地区」（横浜市）

山梨県 「富士山とアスター（エゾギク）」（富士河口湖町）

茨城県 「偕楽園」（水戸市）

平成 31 年を迎えるにあたり、謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
昨年は、原油高や米中貿易戦争など懸念材料はありましたが、我が国経済は比較的堅調に推
移しつつ、一方で、我が国の生産年齢人口の減少に伴って労働力不足がより深刻化し、トラッ
クドライバーの確保に苦慮されている運送事業者が増加してきた年でありました。
トラック運送業界において改善しなければならない最大の課題は、「トラックドライバーの長
時間労働の是正」と「トラックドライバーの処遇改善・労働条件改善」であると考えております。
輸送の現場で額に汗して働いておられるトラックドライバーの皆様に誇りを持って働いていただ
くためには、トラック運送業界を取り巻くこうした課題を解消させ、トラックドライバーの仕事
をもっと魅力あるものにしていかなければなりません。
全日本トラック協会としましては、本年も人材確保対策を積極的に推進し、女性、高齢者お
よび若年層などといった労働力の確保・育成・定着対策を力強く推し進めてまいります。優秀
な人材を確保し、労働力不足を解消させていくことにより、我が国経済の屋台骨であるトラック
物流を維持してまいりたいと考えております。
全ト協では、このような状況を踏まえ、我が国の経済活動や国民生活を支えるトラック事業の
健全な発展を図るとともに、トラック運送業界に対する国民の期待に応える一方、「悪貨が良貨
を駆逐する」現実を打破するため、貨物自動車運送事業法の一部改正に向けた取り組みを推進
してまいりました。都道府県トラック協会会長や関係省庁並びに国会議員の先生方のお力添え
を頂戴しながら、同改正案は昨年 12 月８日未明に参議院本会議において全会一致で可決成立さ
れました。
全ト協としましては、今後改正作業に係る対応を推進し、「規制の適正化」「事業者が遵守す
べき事項の明確化」「荷主対策の深度化」「標準的な運賃の告示制度の導入」といった措置を早
急に実施していくことにより、トラックドライバーの労働条件の改善を図り、トラック事業の健
全経営に資する取り組みに全力で対応してまいります。
また、トラックドライバーの長時間労働の是正を図っていくためには、生産性の向上や取引環
境の改善などといった「働き方改革」への対応も加速させていく必要があります。
全ト協は昨年３月、
「トラック運送業界の働き方改革実現に向けたアクションプラン」を策定し、
石井啓一国土交通大臣に対して報告を行いました。同アクションプランでは、「労働生産性の向
上」「運送事業者の経営改善」「適正取引の推進」「多様な人材の確保・育成」を４本柱に据え、
トラック運送業界の「働き方改革」実現に向けて取り組みを進めております。
今年は、運送事業者の皆様方に「働き方改革」に取り組んでいただくための「解説書」をお
示しするとともに、全国で同解説書の周知セミナーを開催いたします。
同アクションプランでは、トラックドライバーの罰則付き時間外労働規制の適用が開始される
見込みの 2024 年度に、時間外労働年 960 時間超のトラックドライバーが発生する運送事業者の
割合を「ゼロ」とする目標を掲げております。
全ト協としましては、同目標達成に向けて、同アクションプランの普及促進に全力で取り組ん
でまいりたいと考えております。トラック事業者の皆様におかれましても、トラックドライバー
の長時間労働の是正に資する「働き方改革」への具体的な取り組みをお願いしたいと考えてお
ります。
併せて、標準貨物自動車運送約款のさらなる浸透を加速させ、適正な運賃・料金の収受を推
進していきますとともに、今年 10 月に予定される消費税増税に向けて、消費税の円滑かつ適正
な転嫁の確保に向けた取り組みも推進してまいります。
今年の５月で「平成」という元号が変わります。この「平成」という時代を振り返りますと、
トラック運送業界にとっては、平成２年の貨物自動車運送事業法施行以降、規制緩和に伴って
事業者数が大きく増加し、事業者間の競争が激化した時代でもありました。また、大地震や大
型台風など相次ぐ自然災害に見舞われましたが、災害対策等においてトラック産業に対して国
民の大きな期待が寄せられた時代でもありました。今般の事業法改正により規制が適正化され、
運送事業者同士が新しいルールの中で公正な競争ができるようになることで、当業界の健全的
な発展に向けての新たな時代がやってくると確信しております。
今年が「魅力あふれるトラック運送業界への大きな転換点」となるよう、気持ちを新たに様
々な課題の解決に取り組んでまいりますことをお誓い申し上げまして、新年のご挨拶とさせてい
ただきます。

平成 31 年元旦

栃木県 世界遺産日光の社寺「二荒山神社 神橋」（日光市）
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埼玉県 「川越まつり」（川越市）
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横浜市観光情報、やまなし観光推進機構

運送業の今を
少しだけ便利にする「配達くん」
物流企業の経営リスク解決を
ご支援する「働き方改革・人
事労務」「事業承継」等様々な
メニューをご提供します。
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システムは安心の
自社開発！
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お問い合わせは、
三井住友海上経営サポートセンター事務局まで

東京都千代田区神田駿河台3-9
TEL：03-3259-1443
https://ms-keiei-support.com/
三井住友海上は「経営革新等支援機関」です。
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平成
石井 啓一

会を迎えた我が国では︑ 戦略的な料金体系を検討
働き手の減少を上回る生 してまいります︒
物流分野では︑物流事
産性の向上によって潜在
的な成長力を高め︑新た 業の労働生産性を２０２
な需要を掘り起こすこと ０年 度までに２０１５年
は極めて重要です︒その 度に比べて２割向上させ
や冠水対策等に取り組ん ため︑国土交通省のあら ることを目標に︑物流総
ゆる分野で進められている 合効率化法の枠組み等に
でまいります︒
また︑昨年２月︑福井 ﹁生産性革命﹂を更に推 よる共同物流等の取組へ
県の国道８号で大規模な 進し︑本年を生産性革命 の支援や︑受取方法の多
車両滞留が発生したこと ﹁貫徹の年﹂と位置づけ︑ 様化等による宅配便の再
を受け︑除雪体制を強化 成果として結実させてい 配達の削減など︑関係者
するとともに︑従来であ きます︒
の連携・協働による物流
れば通行止めとなる状況
道路分野においては︑ 効率化を促進してまいり
においてもチェーン装 着 ＥＴ Ｃ２・０等のビッグ ます︒併せて︑過疎地域
車両を対象として通行を データを活用し︑渋滞箇 等におけるドローンによ
可能とする制度を導入す 所の状況をきめ細かく把 る荷物配送や﹁物流・商
るなど︑大雪時の道路交 握・整理し︑効果的なピ 流 データプラットフォー
通確保に向けた対策を推 ンポイント渋滞対策を引 ム﹂の構築等︑物流分野
き続き推進してまいりま における新技術の積極的
進します︒
す︒また︑高速道路にお な活用を図ってまいりま
人口減少・超高齢化社 いて︑混雑状況に応じた す︒

年 「年頭の辞」

昨年も︑平成 年７月
豪雨︑台風 号︑北海道
胆振東部地震など︑大規
模な自然災害が相次ぎ︑
21
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厚生労働大 臣
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根本

匠
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また︑トラック輸送の
省人化を図るため︑本年
１月のダブル連結トラッ
クの本格導入に向け︑特
車許可基準の車両長の緩
和に取り組みます︒さら
に︑昨年３月に創設した
﹁重要物流道路制度﹂に
基づき︑今年度末を目処
に物流上重要な道路輸送
網を﹁重要物流道路﹂と
して指定し︑平常時・災
害時を問わない安定的な
輸送を確保するための機
能強化や重点支援・投資
を行ってまいります︒ 加
えて︑特車許可の審査の
迅速化に取り組むととも
に︑ダブル連結トラック︑
トラック隊列走行の実現
に向け︑安全な走行空間
の確保等のインフラ面で
の事業環境整備について
検討してまいります︒
トラックの生産性向上
をはじめ新たな交通サー

47

ビスの創出に向け︑民間 ともに︑物流機能を安定
からの提案募集の結果を 的・持続的に確保するた
踏まえて︑官民連携での め︑荷主企業や利用者な
ＥＴＣ２・０データの活 どの理解と協力を得つつ︑
用を推進します︒あわせ 関係省庁と連携しながら
てＡＩ（人工知能）によ ﹁ホワイト物流﹂推進運
る画像解析の活用など︑ 動を進めることにより︑
道路ネットワーク全体の 働きやすい労働環境の実
情報収集を充実し︑人や 現等への協力を呼びかけ
自転車等を含めた新たな てまいります︒
調査体系や共通情報基盤
国土交通省は︑本年も
を構築し︑地域のモビリ
ティサービスの強 化に取 その強みである現場力を
活かし︑諸課題に全力で
り組んでまいります︒
取り組む所存です︒国民
の皆様の一層の御支援︑
御協力をお願いするとと
もに︑本年が皆様方にと
りまして希望に満ちた︑
大いなる発展の年になり
ますことを心から祈念い
︵要旨︶
たします︒
社会全体の生産性向上
に加え︑産業の中長期的
な担い手の確保・育成に
向けて働き方改革を進め
ることも重要です︒
自動車運送事業では︑
昨 年 ５月 に 策 定 さ れ た
﹁自動車運送事業の働き
方改革の実現に向けた政
府行動計画﹂に基づく取
組をさらに加速させると

26

14

さて︑現在有効求人倍
率が 全ての都道府県で
１ 倍 を 超 えて お り ま す
が︑そうした状況下にお
いて︑全国で多くの中小
・小規模運送事業者の皆
様が深刻な人手不足に直
面されております︒特に︑
地方においては労働力不
足がより深刻化している
現状があります︒
深刻化しているトラッ
クドライバー不足に対応
すべく︑トラック運送事
業者の皆様はトラックド
ライバーの
﹁働き方改革﹂
47
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ところで︑いよいよ来
年には︑﹁東京２０２０オ
リンピック・パラリンピッ
ク競技大会﹂が開催され
る予定です︒昨年の我が
国の景気動向を振り返り
ますと︑東京オリンピッ
ク・パラリンピックの開
催に向けて︑比較的安定
して推移してまいりまし
た︒

行きについて注視してま とを︑私たち自民党トラ
いるとともに︑政府とと ック議連としても大いに
もに必要な施策を打って 期待しております︒
まいります︒
トラック運送業界のさ
らなる飛躍に向け︑自民
また︑今年 月には消 党トラック議連は皆様方
費税増税が予定されてお のお声を頂戴しながら︑
ります︒自民党では︑消 皆様方と二人三脚で︑今
費税増税に際しまして︑ 後も業界の課題解決に向
政府とともに消費税率
けて精一杯取り組んでま
％への引き上げの前後に いります︒会員事業者の
おける駆け込み需要およ 皆様におかれましては引
び反動減対策に万全を期 き続き︑ご指導︑ご鞭撻
してまいります︒あらゆ のほど︑よろしくお願い
る施策を総動員して︑消 申し上げます︒
費税増税に伴う我が国景
気の落ち込みを防がなけ
最後になりますが︑本
ればなりません︒
年も会員事業者の皆様の
社業のご発展とご健勝を
本年も︑トラック運送 祈念申し上げ︑新年のご
業界の皆様が日本経済の 挨拶とさせていただきま
発展に一層貢献され︑活 す︒
力に満ち溢れた地域社会
の構築に尽力されますこ

10

努力をされておられるト
ラック運送業界の皆様を
しっかりとお支えするた
めに︑自民党トラック議
連といたしましても︑皆
様からお預かりしました
要望を実現させるために
精一杯汗をかかせていた
だきました︒

また︑全日本トラック
協会の皆様と私たち自民
党トラック議連では︑貨
物自動車運送事業法の改
正について議論を重ねて
まいりました︒同法の改
正は︑トラック運送業界
の健全な発展に資するも
のであると承知しており
ます︒
事業法改正案は︑昨年
月４日の衆議院国土交
通委員会において全会一
致で可決され︑同日の衆

10

細田 博之
に全力で取り組まれてお
られます︒しかし︑時間
外労働や雇用条件︑安全
面での課題など︑トラッ
ク運送業界の皆様にとって
﹁働き方改革﹂は非常に
大きな制約要因ともなっ
ております︒
昨年 月に開催いたし
ました自由民主党トラッ
ク輸送振興議員連盟総会
の中で︑トラック運送事
業者の皆様から税制改正
・予算に関する様々なご
要 望 を 頂 戴 いた し ま し
た︒経営環境が厳しい中
で︑ドライバーの労働環
境改善に向けて懸命なご

12

自由民主党トラック輸送振興議員連盟会長

10

新年あけましておめで であります︒
とうございます︒
全国のトラック協会会
員の皆様方には︑旧年中
はひとかたならぬご厚情
を賜り︑厚く御礼申し上
げます︒
昨年９月に実施致しま
した自由民主党総裁選挙
におきまして︑安倍晋三
氏が３選を果たし︑ 月
には第４次安倍改造内閣
が発足いたしました︒自
民党といたしましては︑
政府と一体となり︑
﹁希望
にあふれ︑誇りある日本﹂
を創り上げてまいる所存

議院本会議を通過︒また︑ しかしながら︑平成
同６日の参議院国土交通 年下期以降原油価格が上
委員会でも全会一致で可 昇傾向にあることが︑ト
決され︑その後参議院本 ラック運送業界の皆様に
会議で諮られ︑同８日に とって大きな懸念材料と
成立を果たしました︒
なっております︒石油輸
同法の改正により︑ド 出国機構（ＯＰＥＣ）は
ライバーの労働環境改善 足元の供給過剰の懸念か
とトラック運送業界の健 ら原油の減産を検討して
全な発展が一層加速して おりますが︑今後地政学
いくことを︑心より期待 的リスクが表面化した場
しております︒
合には大幅な原油価格の
変動もあり得るだろうと
思われます︒
原油価格の高騰は︑中
小・零細企業が多くを占
めるトラック運送事業者
の皆様に︑経営面で非常
に大きなダメージを与え
る恐れがあります︒自民
党トラック議連といたし
ましても︑運送事業者の
皆様方の経営悪化に繋が
りかねない原油価格の先

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

平成 年の新春を迎え︑ 立ち︑厚生労働省一体と
心よりお慶び申し上げま なって様々な課題に全力
す︒本年も何とぞよろし で取り組んでまいります︒
くお願い申し上げます︒
厚生労働大臣に就任し
本年 月の消費税率の
てから約３个月が経過し 引き上げ及び社会保障の
ました︒この間︑国民の 充実によって︑２０２５年
皆様の安全・安心の確保 を念頭に進められてきた
に万全を期すべく努力し 社会保障・税一体改革が
てまいりました︒引き続 一区切りとなります︒今
き︑私自身が常に先頭に 後は︑団塊ジュニア世代

たところであり︑今後国 しっかりと検討を進めて 知など︑円滑な施行に取 監督指導の徹底等の対応 ます︒昨年度は全国加重
民誰もが︑より長く︑元 まいります︒
り組みます︒具体的には︑ を行います︒
平均で 円引き上げ︑時
気に活躍できるよう︑高
あわせて︑働く方々の これらの取組の内容が地
また︑全ての人材がそ 給換算になった平成 年
齢者をはじめとした多様 主体的なキャリア形成や 方の中小企業まで浸透す の能力を存分に発揮でき 度以降︑最大の上げ幅と
な 就 労・ 社 会 参 加 の促 再チャレンジが可能な社 るよう︑ 都道府県に設 る社会や個々人の人生の なりました︒中小企業・
進︑就労や社会参加の前 会としていくため︑中途 置した﹁働き方改革推進 再設計が可能となる社会 小規模事業者が賃上げし
の活用や︑ を実現するため︑リカレ やすい環境を整備するた
が高齢者となり︑現役世 提 と なる 健 康 寿 命 の延 採用の拡大に取り組んで 支援センター﹂
経済界と協力した説明会 ント教育をはじめとした め︑生産性向上のための
代の減少が進む２０４０ 伸︑労働力の制約が強ま まいります︒
年頃を見据え︑全ての世 る中での医療・福祉サー
の開催など︑丁寧な周知 人材育成の強化︑
女性・若 支援を進めます︒
代が安心できる社会保障 ビス改革による生産性の
前通常国会で成立した を行ってまいります︒ 働 者・高齢者・障害者等の
制度の構築に向けて取り 向上などの検討を着実に 働き方改革関連法につい き方改革の実現・定着に 就労支援等を実施します︒ 以上︑厚生労働行政に
組みます︒
進めていきます︒
ては︑長時間労働の是正︑ 向けて︑ＩＴ化や業務効
最低賃金については︑ は多くの課題が山積して
このため︑昨年 月に︑ まず︑働く意欲のある 多様で柔軟な働き方の実 率化など生産性向上に取 ﹁働き方改革実行計画﹂ います︒国民の皆様には︑
私が本部長となって︑﹁２ 高齢者がその能力を十分 現︑雇用形態にかかわら り組む中小企業に対する 等において︑年率３％程 一層の御理解と御協力を
０４０年を展望した社会 に発揮できるようにする ない公正な待遇の確保を 支援などについて︑しっか 度 を 目 途 と して 引 き 上 お願い申し上げ︑年頭に
保障・働き方改革本部﹂ ため︑ 歳までの雇用と 着実に推進すべく︑関係 り取り組みます︒また︑ げ︑全国加重平均１００ あたっての私の挨 拶とい
︵要旨︶
を厚生労働省内に設置し 就業機会の確保について︑ 省令等の整備や制度の周 長時間労働の事業場への ０円を目指すとされてい たします︒

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

防災・減災の取組の重要
性が再認識される１年と
なりました︒
道路分野においては︑
集中豪雨による土砂災害
や冠水などにより︑多数
の道 路 が 被 災 し ま し た
が︑高速道路及び直轄国
道については︑ 全区間で
通 行 を 再 開 して お り ま
す︒引き続き被災箇所の
本 復 旧 を 進 める と と も
に︑被災時の救急救命活
動を支える道路ネットワ
ー ク 機 能 を 確 保 する た
め︑道路法面・盛土対策

国土交通大 臣

31

平成 年という新しい
年を迎え︑謹んで新春の
御挨拶を申し上げます︒
昨年 月に第４次安倍
改造内閣が発足し︑引き
続き︑国土交通大臣の任
に当たることとなりまし
た︒本年も国土交通行政
に対する皆様の変わらぬ
御理解と御協力を宜しく
お願い申し上げます︒
31
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﹁我が国の経 済 発 展の

本各地で災害が頻発した
一年でありました︒
改 めて 言 う ま で も な
く︑トラック輸送は暮ら
しと経済を支える﹁ライ
フライン＝命綱﹂
であり︑
トラック運送事業者の皆
様はこうした自然災害の
際にも重要な役割を果た
してこられました︒大規
模災害発生時における︑
トラック運送事業者の皆
様による懸命な緊急物資
輸送への取り組みに対し
まして︑厚く御礼申し上
げます︒

北側 一雄

公明党トラック問題議員懇話会会長

さて︑昨年の我が国を
振り返りますと︑６月に
は大阪府北部を震源とし
た地震が発生し︑７月に
は西日本を中心に広い範
囲で記録的な大雨をもた
らした﹁平成 年７月豪
雨﹂
︑そして９月６日には
北海道で最大震度７を観
測した﹁平成 年北海道
胆振東部地震﹂など︑日

新年あけましておめで
本年も引き続き︑会員
とうございます︒
事業者の皆様方と思いを
トラック協会会員事業 ひとつにしながら︑トラ
者の皆様方には︑平素よ ック運送業界が直面する
り格別のご高配を賜り︑ 課題に対し︑果敢に取り
心より感謝申し上げます︒ 組んでまいる所存です︒
我が国の経済を支えて
いた だいているト ラック
運送事業者の皆様を力強
く支援するため︑昨年末
に取りまとめた﹁平成
年度税制改正大綱﹂にお
きましても︑トラック運
送業界の皆様方から頂戴
しました要望を実現すべ
く︑力を尽くしてまいり
ました︒
30

30

原動力﹂として発展を遂
げてこられたトラック運
送業界では︑近年︑少子
高齢化の加速に伴って︑
トラックドライバー不足
が深刻な状況となってお
り︑まさに﹁我が国の物
流の危機﹂に直面してい
る状況といっても過言で
はありません︒
私たち公明党トラック
問題議員懇話会は︑﹁国
民生活のライフライン﹂
であるトラック物流を維
持していくために︑トラ
ック運送業界の皆様方の
お声に耳を傾けながら︑
業界が健全な発展を遂げ
られますよう︑様々な施
策に積極的に取り組んで
まいりたいと考えており
ます︒
昨年︑公明党では︑党

所属の全議員が地域に飛
び込み︑﹁子育て﹂
﹁介護﹂
﹁中小企業﹂﹁防災・減
災﹂の４つのテーマについ
て地 域の皆 様へのアンケ
ート調査を行う﹁１００
万人調査・訪問﹂運動を
実施いたしました︒同運
動では︑現場のニーズや
国民の声を直接伺うこと
で︑生活者目線の新たな
政策を生み出していくこ
とを目指してまいりまし
た︒
この運動を通じ︑中小
企業の皆様のお声を数多
く頂戴いたしました︒公
明党としては︑中小企業
の皆様のお声をしっかり
と受け止めながら︑公明
党のネットワーク力を活
かし︑政策実現に全力で
取り組んでまいります︒
政府・与党では﹁働き いる所存です︒
方改革﹂実現に向けて︑
長時間労働の是正や生産
貴協会から公明党に頂
性の向上を実現するため 戴しておりました貨物自
の環境整備を強力に推進 動車運送事業法の改正に
しており︑今年４月から 関するご要望につきまし
は﹁働き方改革﹂関連法 ては︑ 実現に向けて精一
が順次︑施行される予定 杯取り組んでまいりまし
です︒
た︒昨年末に同法の一部
昨年秋には︑トラック 改正が成立したことによ
ドライバーの﹁働き方改 り︑今後︑トラックドラ
革﹂実現のための諸対策 イバーの労働環境の改善
に係る補助・助成の拡充 が確実に進んでいくもの
につきまして︑ ト ラック と期待しております︒
運送業界の皆様方から強
また︑今年 月には消
い ご 要 望 を 頂 戴 し ま し 費税率 ％引き上げが予
た︒公明党トラック問題 定されております︒消費
議員懇話会は︑トラック 税率引き上げに伴う景気
ドライバーの労働環境改 ・経済の変動を抑え︑国
善に繋がる
﹁働き方改革﹂ 民生活を守っていくため
の実現に向け︑政府や自 に︑公明党では様々な負
民党と連携しながら実効 担軽減策の実施を政府に
性 の高い 施 策 を 打 ち 出 対して提言してまいりま
し︑精一杯取り組んでま した︒
10

10

奥田 哲也

併せて︑消費税の引き
上げに際しましては︑消
費税の円滑かつ適正な転
嫁 に 支 障 が 生 じ ない よ
う︑政府や自民党と連携
し︑強力かつ実効性のあ
る転嫁対策等を実施して
まいります︒
私たち公明党トラック
問題議員懇話会は︑今後
も政府︑
自民党と連携し︑
トラック運送業界が健全
な発展を遂げられますよ
う︑
尽力してまいります︒
最後に︑貴協会のさら
なるご発展と︑トラック
運送業界の大いなる隆盛
をご祈念申し上げ︑新年
のご挨拶とさせていただ
きます︒

るため︑有識者・荷主・ 荷主等の関係者から構成
物流事業者団体・労働組 さ れる 懇 談 会 を 立 ち 上
合・関係省庁から構成さ げ︑議論を行っておりま
れる﹁ホワイト物流﹂推 す︒
進会議が設置され︑
今後︑ この他にも︑平成 年
荷主企業等に対し︑多様 度から︑トラック運送事
な人材が活躍できる働き 業者と荷主との協同によ
やすい労働環境の実現等 る待機時間の削減や荷役
への協 力を呼 びかけてい の効率化など︑長時間労
くこととしております︒ 働を削減するためのパイ
また︑一昨年に実施し ロット事業を実施してお
た荷待時間の調査結果に り︑昨年 月には︑２か
おいて︑荷待件数が多か 年 度 の成 果 を ま と め た
った 品 目について個 別に ﹁荷主と運送事業者の協
検討を開始し︑
加工食品︑ 力による取引環境と長時
建設資材︑紙・パルプに 間労働の改善に向けたガ
ついて︑それぞれ昨年に︑ イドライン﹂を公表しま

した︒今後は︑業界団体
や関係省庁とも連携しな
がら︑ガイドラインの横
展開や普及促進を図って
いくこととしております︒
加えて︑昨年 月には
議員立法により貨物自動
車運送事業法が改正され
たところであり︑この改
正の趣旨に沿って︑荷主
への働きかけの実施等につ
いて適切に運用を行って
いくなど︑働き方改革を
実現し︑業界が発展して
いくよう︑しっかりと取
り組んで参ります︒
︵要旨︶

労働の上限規制が適用さ しており︑将来の担い手
れることとなりました︒ 確保のためにも︑長時間
本年は︑これらの取組 労働の是正など労働環境
を更に加速させ︑労働生 の改善を図ることが必要
産性の向上︑多様な人材 です︒
の確保等の環境整備を進
一方︑トラック運送業
めて参ります︒
の働き方改革を進めるに
トラック事業は︑我が 当たっては︑個々の事業
国の経済と人々の暮らし 主の努力だけでは解決で
を支えるライフラインと きない課題もあることか
して極めて重要な役割を ら︑ 荷主とも一体となっ
果たしております︒一方 た取組が必要です︒
で︑トラック事業におい
昨年 月には︑トラッ
ては︑直近のドライバー ク運転者不足に対応し︑
有効求人倍率がおよそ２ 我が国の産業活動や国民
・８倍に達しているなど︑ 生活に必要な物流機能を
ドライバー不足が深刻化 安定的・持続的に確保す

の労働条件の改善等を目
的として︑①規制の適正
化︑②事業者が遵守すべ
き事項の明確化︑③荷主
対策の深度化︑④標準的
な運賃の告示制度の導入
について措 置されたとこ
ろです︒業界の皆様とも
連携させていただきなが
ら︑この改正の趣旨に沿
って適切に運用を行ってい
くこと等により︑働き方
改革を進めていきたいと
考えております︒

12

国土交通省自動車局長

向けた政府行動計画﹂が
決定され︑関係省庁が連
携し︑長時間労働是正の
ための環境整備に取り組
んでいくことになりまし
た︒
また︑翌６月には働き
方改革関連法が成立し︑
自動車の運転業務につい
て︑平成 年４月より年
９６０時間以内の時間外
36

12

平嶋 隆司

昨年６月に働き方改革
国土交通省自動車局貨物課長
関連法が成立したところ
であり︑自動車の運転業
務について︑平成 年４
月より年９６０時間以内
新年明けましておめで 輸送するなど︑我が国の 界においては︑ドライバ の時間外労働の上限規制
経済と人々の暮らしを支 ー有効求人倍率がおよそ が適用されることとなり
とうございます︒平成
年の新春を迎えまして︑ えるライフラインとして ２・８倍に達しているな ました︒一方で︑ ト ラッ
謹んで年頭のご挨拶を申 極めて重要な役割を果た ど︑ドライバー不足が大 ク 運 送 業 に お き ま し て
し上げます︒
して頂いております︒昨 きな課題となっています︒ は︑個々の事業者の努力
新年を迎えますこの機 年は︑地震︑豪雨︑台風 今後さらに少子高齢化が だけでは対応に限界があ
会に︑日本経済を支える など︑大規模な災害が発 進む中で︑トラック運送 り︑発着荷主の理解と協
物 流の第一線でトラック 生し︑各地において甚大 業が引き続き重要な役割 力を得ることが不可欠で
産業に携わっておられる な 被 害 に 見 舞 わ れ ま し を果たしていくためには︑ す︒
経営者︑ドライバー︑従 た︒そうした中︑緊急物 将来の担い手の確保が喫
トラック運送業を含む
業員など関係者の皆様の 資輸送等に多大なご協力 緊の課題となっておりま 自動車運送業について政
ご活躍に敬意を表する次 を頂きました︒平常時・ す︒こうした中︑既存の 府一丸となって働き方改
第です︒
災害時においても絶え間 ドライバーの定着や若年 革に取り組むため︑野上
ないご尽力によって我が 層・女性の進出促進も含 官房副長官を議長とする
国の国民生活・経済が支 めた新たな人材の確保を ﹁自動車運送事業の働き
えられており︑その多大 図るため︑長時間労働の 方改革に関する関係省庁
なるご貢献やご苦労に感 是正など労働環境の改善 連絡会議﹂において検討
を図り︑魅力向上を図っ を開始し︑
謝申し上げます︒
昨年５月に﹁自
ていくことが重要となって 動車運送事業の働き方改
革の実現に向けた政府行
近年︑トラック運送業 います︒
31

トラック運送事業は︑
およそ６万２千者もの事
業者︑１９１万人もの従
業員の方々が活躍され︑
平常時に加え︑災害時に
おいても緊急支援物資を

28

29

11

11

12

28

最後になりましたが︑
本年が皆様方にとってよ
りすばらしい一年となり
ますよう︑衷心よりご祈
念申し上げまして︑私の
新年のご挨拶とさせてい
ただきます︒

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

近年担い手不足が深刻
化している自動車運送事
業においては︑働き方改
革により長時間労働にも
関わらず低い賃金である

動計画﹂が決定されまし しながら︑横展開を図っ 討を進めてまいります︒
た︒これに基づき︑関係 て参りたいと考えており
省庁が連携して︑①労働 ます︒
取引環境の適正化の取
生産性の向上︑②多様な
また︑一昨年７月に実 組として︑昨年 月に︑
人材の確保・育成︑③取 施した荷待時間の調査結 トラック運転者不足に対
引環境の適正化などの長 果において︑特に荷待件 応し︑我が国の産業活動
時間労働是正のための環 数が多かった加工食品︑ や国民生活に必要な物流
境整備に取り組んでいる 建設資材︑紙・パルプに 機能を安定的・持続的に
ところです︒
ついて︑それぞれ懇談会 確保するため︑有識者・
を立ち上げたところです︒ 荷主・物流事業者団体・
労働生産性の向上の取 個々の輸送品目ごとに抱 労働組合から構成される
組では︑ ・ 年度のパ える課題や特性の違いな ﹁ホワイト物流﹂推進会
イロット事業により得ら ども踏まえつつ︑関係者 議が設置されました︒今
れたノウハウをまとめた が連携して物流の生産性 後︑企業等に対し︑多様
﹁荷主と運送事業者の協 向上及びドライバーの労 な人材が活躍できる働き
力による取引環境と長時 働時間改善を図るための やすい労働環境の実現等
間労働の改善に向けたガ 検討を進めていきます︒ への協力を呼びかけてま
イドライン﹂を昨年 月
いります︒また︑引き続
に公表しました︒今後は︑ 多様な人材の確保・育 き︑標準運送約款の改正
予約システムによる荷待 成の取 組では︑﹁女 性ド 趣旨の浸透にも努めてま
削減や機械荷役による荷 ライバー等が運転しやす いります︒
役時間短縮︑荷物情報の いトラックのあり方の検
先渡し︑リードタイムの 討﹂を進めるため︑全日
さらに︑昨年 月には
確保や平準化など好事例 本トラック協会と共同で 議員立法により貨物自動
も例にとりながら︑業界 検 討 会 を 立 ち 上 げて お 車 運 送 事 業 法 が 改 正 さ
団体や関係省庁とも連携 り︑引き続き関係者と検 れ︑トラックド ライバー

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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皆様︑新年あけまして 状況を改善し︑職の魅力
おめでとうございます︒ を高め︑必要な人材を確
平成 年の新春を迎え︑ 保していくことが緊急的
謹んで年頭のご挨拶を申 な課題となっております︒
し上げます︒
このため︑野上内閣官
房 副 長 官 を 議 長 と する
﹁自動車運送事業の働き
方改革に関する関係省庁
連絡会議﹂において︑昨
年５月に﹁自動車運送事
業の働き方改革の実現に
31

36

12

第2122号
（第3種郵便物認可）

平成31年（2019年）1月1日

（3）

実現のためには業界を挙げての力強い取り
組みが求められます︒
そこで︑本企画では﹁アクションプラン﹂
で取り上げられた︑働き方改革の実現に向
けて運送事業者が推進すべき４つの取り組
みについて︑各内容に取り組んでいる運送

﹁生 産 性 が上 がった ら
給料が下がるのではなく︑
ドライバーにお金を還元
することも重要ではない
かと思います︒様々な生
産性向上への取り組みを
通じて︑輸送効率を高め︑
ド ライバー一人で運べる
荷物量を増やしていくこ
とが︑今後大事になって
くるのではないかと思って
います﹂（同）

なお︑荷待ち時間・荷
役時間が短くなり︑ドラ
イバーの残業時間が減っ
たことによってドライバー
の給料が下がってしまって
は︑ド ライバーの仕 事へ
の意欲の減退に繋がって
しまう︒しかし同社では︑
手当の減額は行っていな
いという︒

わざわざ時間を取ってい
ただき︑私たちと一緒に
なって労働生産性向上に
取り組んでいただいたコ
マニー様には本当に感謝
しています﹂
（上田社長）

ト ラ ッ ク 運 送 業 界 の「 働 き 方 改 革 」実 現 に 向 け て
全日本トラック協会では︑トラックドラ
イバーの長時間労働の是正と処遇改善︑労
働 条 件の改 善 等 を 目 指 す た めに︑﹁ト ラッ
ク運送業界の働き方改革実現に向けたアク
﹁ア
ションプラン﹂ を 取 り ま と め ま し た︒
クションプラン﹂では︑罰則付き時間外労
今回は前編として︑﹁労働生産性の向上﹂

働規制の適用が開始される見込みの２０２ 事業者の事例を紹介していきます︒
４年度に︑時間外労働年９６０時間超のト
ラック 運 転 者 が 発 生 す る 事 業 者 の 割 合 を と﹁運送事業者の経営改善﹂に取り組んで

37

︵取材協力︶
上田運輸㈱ 上田真代表
取締役、西出陽一常務取
締役営業本部長兼物流部
部長

同事業で得られた成果 企業と運送事業者の信頼
を活かし︑さらなる労働 関係を構築した上で︑改
生産性の向上に繋げてい 善すべき課題が発生した
くための取り組みとして︑ 際には両社で現場の問題
同社ではコマニーとの取 点を認識し︑お互いが協
り組みを他の荷主企業に 力し合って改善を進めて
おける業務にも横展開し いくことが何よりも大切
始めている︒特に︑出荷 だと考えています﹂
（同）
管理 板については︑ 他の

課題解決に向けて協力して取り組む

改善すべき問題を荷主と運送事業者が共有

50

﹁ゼロ﹂とする目標を設定しており︑目標 いる運送事業者の事例を紹介します︒

数も減少した︒
効率的にピッキング・
荷纏め作業を行うことが
できるようになったこと
で︑作業負担の軽減が図
られるとともに︑作業時
間の削減に繋がった︒ま
た︑車両が物流センター
に入庫してから︑積込み
作業を終えて出庫するま
での時間も︑大幅に改善
した上で︑トラックに積 を行うようにした︒それ することが可能となった
︒
み込む際の荷姿を決めて により︑パレット数も減 のである︵図︶
ピッキング・荷纏め作業 少し︑車両への積込み回

28

わ が 社 に お け る「 働 き 方 改 革 」へ の 取 り 組 み

荷姿を決めた上でピッキング・荷纏め作業を行う
ようにしたことで、積載効率も向上した

図 28 年度パイロット事業における
時間短縮効果（▲はマイナス）

▷積込み作業の実証結果
改善前  90 分
→ 改善後  50 分（▲ 40 分・▲ 44％）
▷入庫から出庫までの時間
平成 28 年 8 月平均 106 分／車
→
29 年 2 月平均 68 分／車
▲ 38 分／車（▲ 36％）

実証実験におけるこれ
「出荷に合わせたモノづくり」を加速
らの取り組みにより︑車
「出荷管理板」で車両の待機時間を見える化 両１台当たりの待機時間
は３時間 分から１時間
分にまで減少させるこ
両社は︑ 年度に引き グ・荷纏めなどの作業も
続いて 年度も同事業に 遅れてしまい︑結果とし とができ︑削減率は約
参加し︑さらなる労働生 てドライバーの待機時間 ％にも達した︒
産性の向上に取り組むこ が増えることも多かった︒
とになった︒ 年度の主 製造・出荷の優先順位を ﹁労働生産性を高めて
なテーマは︑﹁車両の待機 両社で共有化し︑出荷日 ドライバーの拘束時間や
時間の﹃見える化﹄によ ・トラックの発車時刻に 荷役時間を削減させるた
る︑出荷待ち解消﹂であ 合わせて製品の製造・ピ めには︑運送会社の取り
ッキング・荷纏め作業を 組みだけではどうしても
る︒
実証実験の内容は︑以 進められる体制にしたこ 限界があり︑荷主企業と
とにより︑ドライバーの の協力が欠かせません︒
下の通りである︒
待機時間の減少に繋げた︒ パイロット 事 業のために
29

なお︑車両の待機時間
①出荷に合わせたモノづく

の見える化を図るために︑
り
午前中の早い時間に中 両社では新たに﹁出荷管
を整備した︒
部地方や関東地方に出荷 理板﹂︵写真︶
する製品について︑早く 出荷管理板では︑当日の
積込み・出荷することが 出荷台数のほか︑車両へ
できるようにするために︑ の積込み開始や積込み終
製品を製造するコマニー 了︑出荷済みなどといっ
の社員が確認する作業指 た車両ごとの状況が表示
示書に﹁出荷エリア﹂を され︑それぞれの社員が
表示︒午前中に出荷する その内容を確認すること
エリアの製品は︑出荷前 が可能となっている︒
日に仕分け入れできるよ

50

「 労 働 生 産 性 の 向 上 （ 荷 待 ち 時 間・荷 役 時 間 の 削 減 ）」

荷待ち時間を削減

拘 束 時 間 削 減 に 欠 か せ ない「 業 務 効 率 化 と 労 働 生 産 性 向 上 」

まと

上田社長は︑作業時間
をどのように削減してい
けばいいかを検討してい
た︒そうした中で︑地元
の石川県トラック協会から
﹁パイロット事業﹂
︵５面
コラム参照︶への参加を勧
められた︒上田社長は同
事業への参加を通じて︑
作業時間の削減に取り組
んでいくことを決めた︒
上田社長は︑平成 年
度の同事業への参加につい
てコマニーに提案︒コマニ
ーは同事業への参加を承
諾した︒

出荷情報の共有化により生産体制を改善

業と荷纏め作業が分業と
なっていたため︑トラック
への積 込み作 業において
は荷纏めを伴う作業が発
生︒積込みの際にはパレ
ット数が多くサイズもバ
ラバラだったため︑作業
時間も長時間化する傾向
にあったという︒

させていく必要があります︒
ここでは︑荷主企業と協力して荷待
ち時間・荷役時間の削減策に取り組む
とともに︑その方法を他の荷主企業に
対しても横展開していくことでさらな
る労働生産性向上を図ろうとし てい
る︑石川県小松市の上田運輸㈱（上田
真代表取締役）の事例を紹介します︒

荷 主 企 業 と 協 力 して「 製 造 改 革 」断 行
トラック運送業界ではこれまで︑
﹁低
運賃﹂や﹁荷主都合の荷待ち時間の長
時間化﹂といった慣行が常態化してい
ました︒しかし︑トラックドライバー
の人手不足が深刻化している中︑労働
時間の短縮に対応していくためには︑
﹁荷待ち時間や荷役時間の削減﹂など
により︑トラック運送の生産性を向上

上田運輸㈱（石川県小松市）
荷主に提案し「パイロット事業」に参加
生産性向上へ二人三脚で前進

大型車による建設機械部品や建設資材の輸送などを手がけている同社

上田運輸㈱は︑石川県
小松市に本社を構え︑一
般貨物輸送のほか倉庫保
管事業なども手がけてい
る運送会社である︒

［上田 真 代表取締役］
所在地
石川県小松市工業団地 1-68
資本金
5,000 万円
設 立
昭和 37 年 3 月 6 日
従業員数
98 人（うちドライバー 42 人）
車両数
47 台

西出 陽一
常務取締役

荷 主 の間 で も 使 用 を 開
効率的な荷役作業が実現可能に うにして作業計画を立て ②ピッキング時間の短縮
出荷に合わせたモノづ 始︒荷主企業と足並みを
さて︑同社では︑同じ
た︒また︑作業指示書に
そこで︑両社では出荷 記載している作業手順を くりを推進することで︑ そろえ︑荷待ち時間・荷
同事業において︑まず
小松市内に本社を置くコ
マニー㈱が製造している 両社が取り組んだのは︑ 情報を共有化し︑コマニ ﹁出荷エリア優先順﹂に 出荷日のピッキング回数 役時間の削減に繋げてい
パーティション
（間仕切り） ﹁製品出荷のタイミング ーに対して製品の完成日 変更したことで︑出荷日 の減少に繋げるとともに︑ きたいとしている︒
やドアなどの建設資材の に合わせた生産体制を確 を出荷日に合わせてもら ・トラック発車時刻が早 物流センターにおける在
輸送を行っているほか︑ 立させる﹂ことであった︒ うようにした︒
い製品を︑優先して製造 庫削減を図った︒また︑ ﹁新しい取り組みを進
出荷に合わせた生産体 するよう指示を出せるよ パレット数を削減させる める上では︑荷主との日
これまでは︑コマニー
物流センターでの保管・
ことで︑ 車 両への積込み 頃からの信頼関係が大事
管理業務をアウトソーシ の工場で製品が完成する 制に変えることで︑出荷 うにした︒
になってきます︒信頼関
ングで請け負っている︒コ ﹁完成日﹂と︑同社が物 日のピッキング回数を減
それまで︑コマニー側 回数減にも繋げた︒
係が醸成されている荷主
マニーでは︑ かつては商 流センターから製品を出 らすことが可能になった では出荷順
との交渉では︑こちらか
品の出荷に合わせた生産 荷する﹁出荷日﹂が完全 とともに︑物流センター を考慮した
らの要望もご理解いただ
体制を取っておらず︑物 には一致していなかった︒ 内の製品在庫の削減にも 生産ではな
きやすく︑改善にご協力
流センターではでき上が なかには﹁特急品で出荷 繋げることができたので
か
っ
た
︒
そ
いただけることも少なく
った製品から積み上げら 日までに製品が完成して ある︒
のため︑前
また︑同事業では︑ピ もって製 造
ありません︒運送事業者
れていったため︑出荷作 いない﹂ということもあ
と荷主企業の双方にとっ
業を行う同社ではピッキ り︑同社のドライバーが ッキング作業と荷纏め作 が進まない
てメリットとなる労働生
ング作業が多く発生し︑ 出発できずに待機を強い 業をワンオペレータ化し︑ ことで物流
産性向上を実現していく
作業時間も長くなってい られるということもあっ パレットサイズや荷の高 センターで
物流センター内の車両の状況を確認できる﹁出荷管
さ︑積み込む順番を考慮 のピッキン 理板﹂
ためには︑日頃から荷主
た︒また︑ピッキング作 たという︒

上田運輸㈱

上田 真
代表取締役
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業所でドライバーを融通
荷主との交渉力強化に には︑早めに営業所に戻
し合って︑現有社員で繁 伴い︑採算が合わないよ ってきたドライバーを早
「 運 送 事 業 者 の 経 営 改 善 （ ド ラ イ バ ー の 処 遇 改 善 ）」
忙期にも対応できる体制 うな仕事や時間的に無理 めに帰宅させるようにし
にしたことで︑荷主から のある仕 事については︑ ている︒
の信頼も厚くなりました︒ 荷主との改善交渉を行っ
また︑タイヤ交換など
社 員 に 幸 せに 働いて も ら うこ とで 会 社 の 経 営 が 守 ら れる
﹃ 月の繁忙期でも︑北 たほか︑結果的に撤退に といった作 業のアウトソ
栄運輸さんだからこそ問 踏み切った仕事もあった ーシング化も進め︑ドラ
「 休 み を 取 得 し や すい 職 場 」への 改 善 で 社 員 定 着 率 アップ
題 な く 対 応 して も ら え という︒
イバーの労働時間削減に
る﹄と荷主にご認識いた
一方で︑本社営業所で 繋げているほか︑お盆休
だけるようになったこと は基本的に日曜日が休み みや正月休みの際には休
す︒ドライバーが健康な
トラックドライバーの労働生産性の いく必要があります︒
で︑荷主との交渉が進め となっており︑ 荷主の仕 日数を長めに設定し︑ド
ここでは︑労働時間に応じてドライ 状態で仕事を続けられる
向上および労働時間の短縮を図るため
には︑給与体系の見直しや週休２日制 バーに最大月 日の休日を付与するな ような労働環境を整備す ようになっているのである︒ やすくなったという副次 事量に応じてドライバー ライバーにゆっくり休ん
効果も表れています﹂（同） の勤務時間が変わってく でもらうようにしている
の導入・実施︑年次有給休暇導入促進 ど︑休みを取りやすい環境整備を推進 ることを後回しにして︑
る︒仕事量が少ない時期 という︒
など﹁ドライバーの処遇改善﹂や︑経 し︑ドライバーの処遇改善と社員の満 人材確保を進めようとし ﹁本社営業所と帯広営
営基盤の拡大や賃金アップを見込んだ 足度向上に繋げている︑北海道浦幌町 ても︑結果は付いてきま
に参加する必要があるこ 事情も踏まえた上でシフ
﹃ドライバー
原価計算︑運賃・料金の設定など﹁経 の㈱北栄運輸（中尾光昭代表取締役） せん︒私は︑
とから日曜日を休日にす トを組むようにしている︒
に負担をかけてまで会社 トラックドライバーが重視する「休み」
営基盤の強化﹂といった対策を行って の事例を紹介します︒
を大きくしていくことよ
社員への配慮を重ね「充実した休日」に るなど︑各社員の家庭の
な人材不足状態に陥って りも︑当社で働いている
㈱北栄運輸（北海道浦幌町）
かつてトラックド ライ うように︑社員ごとに休 しっかり休むことで社員満足度も向上
社員に幸せに働いてもら
いたという︒
こうした状況を改善さ えることが大事だ﹄と考 バーは︑就職・転職活動 日をパターン化している
会社を守るために法令遵守に取り組む
せるべく︑中尾社長は３ え︑労働環境を改善し︑ を行う際に何よりも収入 ことである︒
時間３６５日体制の食品輸送
３年前から﹁ドライバ 会社のために法令遵守に
１月当たり 日休日が
年前から︑ドライバーの いまある仕事を確実に回 面を重視した人が多かっ
長時間労働抑制・労働環境整備に舵を切る
長時間労働を抑制すると していけるようにするた た︒ しかし︑﹁現 在では あったとしても︑休みが ーが休みを取りやすい環 継続的に取り組んでいか
特に忙しくなる傾向があ ともに︑﹁ドライバーが休 めの社内体制づくりを進 それよりも︑休みがしっ バラバラで︑その上休み 境整備﹂を進めてきた同 なければなりません︒当
み を 取 り や すい 環 境 整 めていきました﹂（ 中 尾 かり取れるかどうかを重 となる日が直前にならな 社︒同社ではそれ以前と 社に在籍している社員が
る︒
視する人が増えてきてい いと分からないようでは︑ 比較して︑社員の定着率 仕事に追われて無理を重
かつては同社でも︑長 備﹂を進めていくことに 社長）
※厚生労働省では、脳や心 るように感じています﹂ 社 員にとってはプライベ が大きく向上したという︒ ねるようなことがなく︑
時間労働により健康を害 した︒

ートの予定を立てること
幸せに働くことができれ
臓疾患による過労死の労 と︑中尾社長は語る︒
する可能性の高い﹁過労
同社では︑各ドライバ ができない︒社員ごとに ﹁社員が休暇を取得し ば︑経営者としては何よ
災認定基準として、発症
死ライン﹂※を超えるよう ﹁ド ライバーの長 時 間
前１か月間に約１００時 ーの労働時間が時間外労 ベースとなる休日を事前 やすい環境を整備したこ りだと考えています﹂（同）
なドライバーが少なくな 労働を抑制し︑休日を適
﹁こ とで︑社員の健康が守ら ︵取材協力︶㈱北栄運輸
間、または発症前２～６ 働月 時間に収まるよう に決めておくことで︑
かった︒一方︑ 有給休暇 切に取得させるのは︑運
中尾光昭代表取締役
を取得するドライバーは 送会社としてごく当たり か月間に１か月当たり約 な形でシフトを立てる︒ の日は休みだ﹂と前もっ れ︑プライベートも充実
時間を超える時間外労 １日当たりの労働時間が て分かるようにしている︒ しました︒それに伴って
多くはなかった︒そのた 前の話ではありますが︑
働
︵残業︶
があった場合に、 長いドライバーはその分︑ その上で︑１日当たり 当社に対する社員の満足
め同社ではドライバーの 当時当社ではそれすら満
定着率が良くなく︑そし 足にできていませんでし 過 労 死 の 危 険 性 が高 ま 休日が多くなることにな の労働時間の長さに応じ 度が上がり︑離職防止に
て新しい人材を確保する た︒それでは︑社員が定 り、業務と発症との関連 る︒現在同社のドライバ て休日を追加していくが︑ 繋がったことで︑結果的
ーの１月当たりの休日数 その際には連休が取得で に当社も守られたといっ
こともできずに︑慢性的 着しないのも当たり前で 性が強いとしている。
は︑多い人で 日︑少な きるように考慮している︒ てもいいかもしれません︒
い人で６日となっており︑ 同社では社員に対して年 会社を守っていくために
現有社員で繁忙期を乗り切れる体制に
その中で最も多いのは１ 次有給休暇の取得促進も は︑運送事業者として定
月当たりの休日数 日の 行っており︑中には有給 められた法令を遵守し︑
「荷主との交渉力強化」という副次効果も
社員であるという︒
休暇を組み合わせて３～ 法令に従って労働環境の
ドライバーの休日を決 ４日連続で休みを取得す 整備を継続的に行ってい
める上で大事にしている る社員もいるという︒
く必要があります︒経営
のは︑
例えば
﹁この社員は︑ また︑子どものいる社 トップがそうした思いを
毎週土曜日は休日﹂とい 員は子どもの学校行事等 しっかりともち︑社員と

㈱北栄運輸は︑本社営
業所（北海道浦幌町）と
帯広営業所（同帯広市）
の２営業所体制で事業を
展開している運送会社で
ある︒本社営業所ではト
レーラによるチップ・重
機輸送を行っており︑帯
広営業所はスーパーやコ
ンビニエンスストア︑ ま
たレストランなど外食チ
ェーンへの食 品 輸 送 や︑
雑貨輸送を主体としてい
る︒
さて︑同社が帯広営業
所を開設したのは︑平成
年のことである︒帯広
営業所で実施している食
品輸送は 時間３６５日
体制で業務が行われてお
り︑レスト ランな どへの
配送も行っているために
ゴールデンウィークやお
盆︑クリスマスやお正月
など皆が休んでいる時が
帯広営業所は2トン車や4トン車での食品配送を主体としている
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に入ると︑帯広営業所の
ドライバーは非常に忙し
くなるが︑急遽仕事を休
まなければならないドラ
イバーが出てくる可能性
もある︒同社では︑繁忙
期における労働力確保対
策として︑本社営業所の
ドライバーが帯広営業所
に出勤し︑食品輸送を手
助けしている︒
同社に入社した新人ド
ライバーは︑まず帯広営
業所の２㌧車や４㌧車で
乗務経験を積み︑その後
キャリアアップを目指す
ドライバーは大型免許や
けん引免許を取得し︑本
社営業所に異動してトレ
ーラに乗務するというキ
ャリアプランが同社では
確立されている︒つまり︑
本社営業所で乗務してい
るドライバーの多くは帯
広営業所での仕事のノウ
ハウも身に付けており︑
通 常 期 には 本 社 営 業 所
で︑ 月の繁忙期には帯
広営業所でと︑２種類の
仕事を行うことができる

厚労省・国交省・全ト協

㈱北栄運輸

［中尾 光昭 代表取締役］
所在地
北海道十勝郡浦幌町字帯富 152
資本金
1,000 万円
設立
昭和 47 年 6 月
従業員数
34 人（うちドライバー 32 人）
車両数
27 台

表 取引環境と長時間労働の改善に向けた対応例
①予約受付システムの導入による荷待ち時間の削減
②パレットの活用等による荷役時間の削減
③発荷主からの入出荷情報等の事前提供による拘束時間の削減
④幹線輸送部分と集荷配送部分の分離による拘束時間の削減
⑤集荷先や配送先の集約による拘束時間の削減
⑥軽易な作業部分の分離による拘束時間の削減
⑦出荷に合わせた生産・荷造り等による拘束時間の削減
⑧荷主側の施設面の改善による拘束時間の削減
⑨十分なリードタイムの確保による安定した輸送の確保
⑩高速道路の利用による拘束時間の削減
⑪混雑時を避けた配送による荷待ち時間の削減
⑫発注量の平準化による拘束時間の削減
⑬モーダルシフトによる拘束時間の削減

本社営業所では、トレーラによるチップ輸送など
を手がける

12

10

一口に、「取引環境と長時間労働の改善に向けた取り組み」といっても、
いったい何から手を付けて、どのように進めればよいのか分からないという
運送事業者も少なくないのが現状です。
厚生労働省と国土交通省、全日本トラック協会ではこのほど、「トラック
輸送における取引環境・労働時間改善中央協議会」が平成 28 年・29 年に
全国 47 都道府県で実施したパイロット事業における取り組みについて、取
引環境と労働時間改善のためのガイドラインとして取りまとめました。
同ガイドラインで紹介されている「取引環境と長時間労働の改善に向けた
対応例」は下表の通りです。
ほんの少しの作業改善であっても、ドライバーの労働時間を大きく削減で
きる可能性があります。また、ほんの少しの作業改善が、物流コストの削減
や、サプライチェーン全体の効率最適化に繋がることも期待できます。同ガ
イドラインを参考に、荷主企業と連携して、取引環境と長時間労働の改善へ
の取り組みを始めてみてはいかがでしょうか。
※同ガイドラインは、全ト協ホームページよりダウンロードすることができ
ます。

10

向けたガイドライン」を公表

10

「荷主と運送事業者の協力による
取引環境と長時間労働の改善に

80

コラム

80

12

10

ただ︑繁忙期にはどう
してもそれをオーバーす
るドライバーが出てくる
ため︑超過したドライバ
ーに対しては︑翌月は休
日を増やしたり労働時間
を短くすることで︑労働
時間が継続的に長くなら
ないように調整を行って
いる︒
帯広営業所では︑ 月
になると忘年会やクリス
マスなどもあって輸送量
が激増し︑それとともに
ドライバーの出勤日数は
他の月よりも増える︒
月に一生懸命働いてくれ
た帯広営業所のドライバ
ーに対しては︑翌月は通
常の休日にプラスアルフ
ァして︑ 休みを多く取っ
てもらうように調整して
いる︒
また︑繁忙期における
バックアップ体 制の充 実
化にも取り組んだ︒ 月
12

12
12

中尾 光昭
代表取締役

﹁ド ライバーが休みを
取りやすい労働環境にし
ていく﹂ために同社がま
ず行ったのは︑ド ライバ
ーの労働時間の削減であ
る︒
同社では︑中尾社長が
ドライバーのシフトを組
んでいるが︑このシフト
調整により︑帯広営業所
のドライバーも本社営業
所のドライバーも︑労働
時間について時間外労働
月 時間の上限を超えな
いようにした︒

各社員の家庭の事情なども加味
した上で、
中尾社長がドライバー
のシフトを組んでいる

80

2
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第2122号
（第3種郵便物認可）
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（5）

ニュース・ターミナル （トラック協会ニュース）
事業者
（１４３事業所）
を認定

２０１８年度引越事業者優良認定制度
全日本トラック協会は 認定事業者を発表した︒
月 日︑﹁引越事業者
制度５年目となる今年
優良認定制度（引越安心 度は︑新規申請と更新申
マーク）
﹂の２０１８年度 請の受付を行い︑引越サ

ービス名称単位で申請総
数 事業者（１４５事業
所）のうち 事業者（１
４３事業所）を引越優良
事業者に認定した︒
認定事業者の内訳は︑
新規認定 事業者（ 事
業所）
︑
更新認定 事業者 定期間は２０１９年１月
（１１４事業所）で︑認 １日から２０２１年 月
日まで︒これまでの認
定事業者と合わせ︑３２
３事業 者（１８３７事業
所）が引越優良認定を受
けたこととなった︒
事業法改正と改善基準
告示見直しなどについ
て意見交換を実施

1月23日（水）

150

1月 9日（水）

（公社）北海道トラック協会
1月29日（火）

80

1月15日（火）

（公社）鹿児島県トラック協会
2月 5日（火）

120

1月22日（火）

（一社）茨城県トラック協会
2月 6日（水）

150

1月23日（水）

（一社）埼玉県トラック協会
2月 8日（金）

100

1月25日（金）
2月13日（水）

100

1月30日（水）

（公社）大分県トラック協会
2月22日（金）

100

2月 8日（金）

（一社）兵庫県トラック協会
3月 6日（水）

70

2月20日（水）

（公社）岩手県トラック協会
3月 8日（金）

180

2月22日（金）

（一社）富山県トラック協会
3月12日（火）

60

2月26日（火）

（一社）徳島県トラック協会

News 2018.12.15—2019.1.1

今後は京都府や京都府警
察︑地域と協力する一方︑
トラック運送業界として
も駐車ルールとマナーを
守り︑交通流の円滑化な
どで社会貢献をしていき
たい﹂とあいさつ︒ 引き
続き︑顧問である繁本議
員は︑﹁本日から一部で駐
車規制が緩和されたが︑
京都市全体に広がること
が大事︒そのためにも御
池通での試みを成功させ
ると同時に︑新しいルー
ルの周知と正しい理解を
深めてほしい︒また︑御
池通だけでなく規制見直
しの路線がさらに拡大さ
れることを期待し︑今後
も見直し区間を調査・要
望していきたい﹂
と述べた︒
なお︑同区間では１週
間程度︑新制度の周知徹
底に努めるため︑ＰＲ活
動を展開した︒
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第 回物流政策懇談会

協会名および会場

ＴＳ（トラックステーション）
情報

土曜日の営業時間を変更
矢板トラックステーション

矢板ＴＳは︑平成 年
１月５日㈯から︑土曜日
の食堂・浴室・コインラ
ンド リー・コインシャワ
ーの営業時間を︑﹁ 時
～ 時／ 時～ 時（ラ
ストオーダー・最終受付
： 時 分）
﹂に変更す
る︒
21

（１月１日〜１月 日）

17

第 回﹁物流政策懇談

17

12

申込締切日

国 交 省 道 路 局 長 に 特 車 許 可 制 度 に関 する 要 望 に要望内容の説明を行っ
た︒
通 行 許 可 制 度 の 緩 和・ 書﹂を提出した︒
要望内容は︑①通行条
見直しを要望
件の緩和⑴夜間（ 時～
重量部会
６
時）通行条件の緩和︑
⑵幅３・２㍍までの車両
全日本トラック協会重 の空車時の 時間運行︑
量部会
（我妻勝男部会長） ②誘導車の配置条件の見
は 月 日︑坂本克己全 直し︱︱など９項目︒我
ト協会長との連名で︑国 妻部会長と内宮昌利副部
土交通省池田豊人道路局 会長が︑国交省道路局の
長宛てに﹁特殊車両通行 渡辺学道路交通管理課長

支局の藤井浩一支局長︑
京都府警察本部など関係
者が視察した︒また︑初
日ということもあり︑対
象区間で集配中のトラッ
クドライバーに対して駐
車規制見直しの内容を説
明するチラシと︑駐車可
能エリアを示した地図を
配り︑規制見直しについ
て周知徹底に努めた︒
この度︑規制が見直さ
れて駐車禁止規制が除外
されたのは︑御池通の河
原町通から堀川通間の１
５７０㍍で︑午前６時～
午後８時までの間︒京都
府警察本部では︑①車線
数に比して交通量が多く
ない②自転車・歩行者の
安全な通行が阻害されな
い③道路幅員又は車道幅
員が広い︱︱などの理由
から︑御池通の一部区間
を駐車規制の対象から外
した︒また︑見直しにあ
たっては︑京都府ト協が
会員等への調査などから
まとめた要望も反映され
た︒
視察および周知行動を
前に行われた出発式で荒
木 会 長は︑﹁バス停 付 近
や駐車場出入口付近等へ
の駐車はできないなど制
約はあるものの︑貨物集
配中のトラックに限り駐
車可能となったことは大
変意義深く︑政府が進め
る﹃働き方改革﹄の一環
として︑人材不足対策の
一つとして期 待できる︒
30

11
▽１月 日
・全国専務理事業務連絡会議
▽１月 日
・正副会長会議
・第３回総務委員会
▽１月 日
・平成 年新年賀詞交歓会
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会﹂が 月 日に開催さ 外労働の限度時間が設定
れた︒
されるため︑現場の実態
奥田哲也国土交通省自 に沿った形で改善基準告
動車局長︑坂本克己全日 示を見直していただきた
本トラック協会会長︑難 い﹂と述べた︒
波淳介全日本運輸産業労
その後︑山口浩一交通
働組合連合会
（運輸労連） 労連中央執行委員長が労
中央執行委員長によるあ 働組合を代表してあいさ
いさつに続き︑平嶋隆司 つ︒最後に︑辻卓史全ト
国交省自動車局貨物課長 協副会長が閉会のあいさ
がトラック運送事業に関 つを行った︒
する施策等最新の状況に
ついて︑馬渡雅敏全ト協
副会長が貨物自動車運送
事業法の改正について説
明を行った︒
京都市内で駐車規制見
続いて︑世永正伸運輸 直しスタート
労連中央副執行委員長︑
貫正和全国交通運輸労働
荒木会長、
繁本議員ら
御池通を視察
組合総連合（交通労連）
トラック部会事務局長︑
貨物集配中のトラック
中島均全日本建設交運一
般労働組合（建交労）全 を駐車禁止規制の対象か
国トラック部会副部会長 ら除外する取り組みが平
が︑各労働組合からの意 成 年 月 日︑京都市
内の御池通で始まり︑京
見を述べた︒
国交省と全ト協が意見 都府トラック協会の荒木
に対して回答した後︑意 律也会長や同協会顧問で
見交換を実施︒馬渡全ト ある繁本護衆議院議員を
協副会長は︑﹁各労働組 はじめ︑国土交通省近畿
合からは︑改善基準告示 運輸局の後藤浩之自動車
の見直しに関するご要望 交通部次長︑同京都運輸
を頂戴した︒平成 年度
からはドライバーの時間
12

御池通で集配作業中のトラック
ドライバー㊨に対し、
新しい駐車
規制の内容を説明する、
写真左か
ら荒木会長、井尻憲司専務理事、
繁本顧問

15

「運輸ヘルスケアナビ
システム」活用および
ＳＡＳ対策セミナーを
開催

回「 正 答 率

20

10

17

31 22

30

17

％のスタッドレスタイヤに関する問題」

50

48

定員（人）

も１割程度いました︒スタッドレスタイヤ 超必要です︒タイヤの溝底に設けられた
％溝を示す﹃プラットフォーム﹄が露
の側面には﹁ＳＴＵＤＬＥＳＳ﹂の文字
が刻印されています︒だから︑
これも
﹁◯﹂ 出したら︑夏用タイヤと同じ扱いになる
なんと半数以上（ ％）の受検者が選ん です︒
ので通行できません﹂
︒
でしまうという結果になりました︒残念
つまり︑
﹁×﹂は④︒④が正解です︒﹁プ
これで答えは③か④のどちらかに絞ら
ラットフォーム﹂
ながら︑これは﹁◯﹂で︑ゴムの硬さを れました︒この
が露出したスタッ
特別に軟らかくした北海道仕様のタイヤ 二つは 連 動 す
る 選 択 肢 なの
ドレスタイヤは︑
は存在します︒このタイヤは︑氷点下
℃レベルの凍結路面であっても︑しっかり で︑チェーン規
鮮 度 が 新 し くて
氷に吸着して走行できる能力がある一方︑ 制 時の注 意 点
も 雪 をかき 出 す
雪のない乾燥路面で使うと消しゴムのよ を 改 めて 説 明
能力がないので︑
うに摩耗するため︑北海道以外には流通 します︒
絶 対 に 注 意 して
していません︒タイヤ雑学を載せたつもり ﹁チェーン規
ください︒
が︑回答者にいちばん選ばれる結果とな 制 時（ 冬 用 タ
ち な み に︑ ③
を 選 択 した 人は
り︑正答率を大幅に下げてしまったよう イ ヤ 規 制 ） は
２ 割 以 上いま し
です︒
スタッドレスタ
た︒ さ て︑ 皆 さ
残り３つの選択肢の中に﹁間違っている イ ヤ で あ って
もの﹂が含まれます︒さすがに①を選ぶ も︑ タ イ ヤ の
んの結果はどうで
人はごく少数だと思ったのですが︑それで 溝 深 さ が ％
したか？
50

36

47

47

68

開催日
16

第47回「物流政策懇談会」
（12月17日、全ト協
ホール）

20

31

会場：ホテルグランヴィア和歌山

29

渡辺道路交通管理課長㊨に要望書を手渡
す我妻部会長㊧（12月20日、国交省）

（公社）和歌山県トラック協会

70

対策セミナー日程・会場
表「運輸ヘルスケアナビシステムⓇ」活用および SAS

16

21

今般︑より多くの運送
事業者が同システムを活
用し︑健康診断結果のフ
ォローアップに役立てるこ
とができるよう︑同シス
テム活用セミナーを開催
する︒参加費は無料︒
また︑睡眠時無呼吸症
候群（ＳＡＳ）対策につ
いても︑ド ライバーの健
康と安全を確保していく
上で喫緊の課題であるこ
とから︑これと併せて︑
健康起因事故防止対策の
充実強化を図る︒
同セミナーへの申し込
み・詳 細 等については︑
全ト協ホームページ﹁会
員の皆様へ﹀労働対策﹂
内﹁運輸ヘルスケアナビ
システム Ⓡ﹂ページを参照
のこと︒

第
92

１ 月下旬～ ３ 月中旬
全日本トラック協会で
は︑﹁
﹃運輸ヘルスケアナ
ビシステム﹄活用および
睡眠時無呼吸症候群（Ｓ
ＡＳ）対策セミナー﹂を
表の通りの日程・会場で
開催する︒
全ト協では平成 年度
に︑定期健康診断の事後
措置の徹底を図る支援の
一環として︑ト ラック事
業者に特化した﹁運輸ヘ
ルスケアナビシステム﹂
を構築し︑システム活用
に伴う実証実験を実施︒

50

今年最初の などが後援する﹁くるまマイスター検定﹂
コラムは︑冬 のＳＮＳ交流サイト﹁ＣＡＲ ＤＡＹＳ﹂
場のチェーン で︑私自身が実際に出題したものです︒
規制（および 同サイトには︑会員同士で問題を作って
チェーン装着義務）に関する重要なク 解き合うユニークなシステムがあり︑この
イズからスタートします︒では︑さっそ スタッドレスタイヤに関する問題を出題し
たところ︑正答率が ％という結果にな
く問題です︒
りました︒
Ｑ．スタ
 ッドレスタイヤに関する記述で﹁間 正直︑正答率の低さに驚きました︒実
はこの問題︑スタッドレスタイヤに関する
違っているもの﹂を選びなさい。
①側面に﹁ＳＴＵＤＬＥＳＳ﹂の表記がある 専門用語さえ知っていれば︑とても簡単
②ゴムの硬度を変えた北海道仕様がある
な問題です︒クルマに詳しい人だったら︑
③チェーン規制時、 ％超の溝深さが必要 半数ぐらいは正解するだろうと思ったの
④ ％の溝深さを示すスノーラインがある ですが︑現実は異なりました︒
圧倒的に高い選択率だったのが︑﹁②ゴ
この問題は︑
（公社）自動車技術会 ムの硬度を変えた北海道仕様がある﹂
で︑

51

29

24

20

68
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12

17

20

50
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分を横に連ねた長方形︒
でも︑不思議にするっと
食べきれるし︑ほどよい
甘さと水のうまさの余韻
がうれしい︒
同じ水羊羹でも︑菓子
ジャンルでは夏の名菓と
なり︑料理から派生した
ものは冬の風物詩となる
とは︑甘味は奥が深い︒
（むかさ・ちえこ）

中国運輸局 交通政策部
環境・物流課
☎082-228-3496

九州運輸局 7階 調停室
福岡県福岡市博多区博多駅東2-11-1
福岡合同庁舎新館

九州運輸局

九州運輸局 交通政策部
環境・物流課
☎092-472-3154

2月15日
（金） 13時30分〜16時30分

TKP新宿カンファレンスセンター カンファレンスルーム６A
東京都新宿区西新宿1-14-11
Daiwa西新宿ビル

関東運輸局

2月19日
（火） 13時30分〜16時30分

AP名古屋．
名駅 ６階 O室
愛知県名古屋市中村区名駅4-10-25
名駅ＩＭＡＩビル

中部運輸局

1月15日
（火） 13時30分〜16時30分

9時30分〜12時00分

1月28日
（月）

1月28日
（月） 13時30分〜16時30分

認証取得に向けた
講 習 会 の ご 案 内

トラック

トラック
バス・タクシー

荷主企業や元請物流事業者が、協力会社向けに開催する社内講習会等
に当財団の担当者が出向き、グリーン経営について説明する取組です。

「出前説明会」受付中！

索

で 検

グリーン経営ホームページ https://www.green-m.jp/

「認証基準」、
「取組事例」、
「出前説明会」など 詳細は グリーン経営

News 2018.12.14—2019.1.1
ト減︒地方（ ・９％） るためのガイドライン﹂
や都市部近郊
（ ・６％） を発表した︒
では比較的低い一方︑都
国交省では︑トラック
市部では ・５％と高か 運送事業者が適正な水準
った︒
の運賃・料金を収受でき
近年︑多様化するライ る環境を整えることを目
フスタイルとともに電子 的に︑
平成 年７月に﹁ト
商取引（ＥＣ）が急速に ラック運送業の適正運賃
拡大し︑宅配便の取り扱 ・料金検討会﹂（座長・
い個数が増加している一 藤井聡京都大学大学院工
方︑宅配便の再配達はＣ 学研究科教授）を立ち上
Ｏ ２排出量の増加やドラ げ︑具体的な方策等につ
イバー不足を深刻化させ いて検討を進めてきた︒
るなど︑重大な社会問題 同検討会における議論を
のひとつとなっている︒
踏まえ︑コンプライアン
国交省では︑こうした ス違反を防止しつつトラ
問題に対応するため﹁総 ック運送機能の持続的確
合物流施策推進プログラ 保を図る上で一定のコス
ム﹂において︑宅配便の トが必要となること等に
再配達率の削減目標（２ ついて︑荷主・運送事業
０１７年度 ％程度↓２ 者双方の共通認識を促す
０２０年度 ％程度）を ために︑同ガイドライン
設定し対策に取り組んで を取りまとめた︒
いる︒
同ガイドラインには︑
法令を遵守した運送機能
﹁ト
 ラック運送サービス を安定的・継続的に提供
を持続的に提供可能と する上での﹁運送に必要
するためのガイドライ なコストの説 明﹂﹁効 率
ン﹂公表
的な運送を可能とする運
荷主・運送事業者の 行事例の紹介﹂などを掲
共通理解を図る 載している︒
なお︑同ガイドライン
国土交通省は 月 日︑ は国交省ホームページよ
﹁トラック運送サービス りダウンロード可能︒
を持続的に提供可能とす

文

小豆の生あん︑上白糖を
練り合わせているのだ︒
で き あ がった あ ん は
﹃舟﹄と呼ばれる型に流
して冷し固める︒硬から
ず軟らかすぎず︑ゆるゆ
ると 滑 ら かな 舌 当 た り
で︑ 上 品でつやっぽい藤
色に仕上げるのが三ッ山
流である︒ 驚くのは一切
れの大きさ︒一般の三個

28

「旬の味に癒される⑪」真冬が旬、
日光の水羊羹

わ りに よ く 使 う 道 筋 だ
が︑その終点・東照宮の
手 前２㌔ ㍍ほどは︑﹁水
羊羹街道﹂なのである︒
さて︑水羊羹は今でこ
そ一年中販売しているが︑
おいしいのはやはり冬な
のだそうな︒
﹁日 光 連 山からの水を
仕込みに使いますが︑冬
それも寒中の水だと︑味

27

ニュース・ターミナル （官公庁ニュース等）

ようかん

30

水羊羹は暑い季節に食
べることが多い︒ だが︑
ところ変われば品変わる︒
﹁冬こそ水羊羹﹂と主張
する地域もあるのだ︒
羊羹はあんを寒天で固
める菓子だが︑水羊羹の
場合は︑練羊羹よりもぐ
っと水分を増やして︑軟
らかく仕上げる︒そのた
め︑食後の軽い甘味にぴ

21

の清らかさが際立つんで
す﹂と︑胸を張るのは﹁三
ッ山羊羹本舗﹂四代目の
ご主人︒上り框に畳を敷
いた古風な店先では女子
衆がてきぱき立ち働き︑
その奥では使い込んだ釜
の中で︑寒天がとろとろ
と煮えていた︒小豆の匂
いがぷーん︒日光の水で
煮溶かした糸寒天と国産

中国運輸局

倉庫、
港湾運送
旅客船、
内航海運

14 12

12

「ホワイト物流」を開始

31

ったりで︑元来はなんと
正月料理の口直しだった︒
実際︑現代でも水羊羹
をおせちに欠かさないの
は栃木県日光市︒東照宮︑
二荒山神社︑輪王寺など
からなる世界遺産認定の
門前町には︑参道沿いに
水羊羹専門店が何軒もあ
るのだ︒参道とはつまり
日光街道で︑首都圏では

中国運輸局 ５階 会議室
広島県広島市中区上八丁堀6番30号
広島合同庁舎4号館

9時30分〜12時00分

1月15日
（火）

倉庫、
港湾運送
旅客船、
内航海運

推進会議が初会合

国土交通・厚生労働両
省は 月 日︑建設資材
（建築・建設用金属製品
およびセメント・コンク
リート）の物流効率化︑
トラックドライバーの労

問合せ先

場 所

日 時

対象業種

16

13 16

エコモ財団
グリーン経営講習会係
☎03-3221-7636

主催

トラック

13

12

10

15

30

10

ドライバー確保のため労
働条件等の改善に取り組
むとともに︑荷主等に対
し物流の改善に関する提
案を行い︑実施する︒

30

11

12

動車取得税の廃止後に導
入される自動車税の環境
性能割においても一部見
直した上で適用する︒
また︑中小企業による
トラック車両の購入など
に特例（特別償却 ％ま
たは税額控除７％）を講
じる﹁中小企業投資促進
税制﹂については︑２年
間延長する︒

16

建設
働時間改善について検討
 資材の
物流効率化に向け議論 を行う懇談会を設置し︑
建設資材物流に関する 初会合を開いた︒輸送品
懇談会 目別の取り組みの一環で︑
加工食品︑紙・パルプに
続くものだ︒
トラック運送事業者︑
発着荷主等の関係者が連
携した︑サプライチェー
ン全体での検討を行うこ
とにした︒
21

車体課税、
営自格差を堅持
28

12

15

国 土 交 通 省は 月
日︑ 首 相 官 邸で︑﹁ホワ
イト物流﹂推進会議（座
長・野尻俊明流通経済大
学学長）の初会合を開い
た︒全日本トラック協会
からは坂本克己会長が出
席した︒
ドライバー不足等に対
応するため︑①トラック
輸送の生産性の向上・物
流の効率化︑②多様な人
材が活躍できる働きやす
い労働環境の実現に向け
て︑荷主を含む企業等・
物流事業者・国民が連携
して取り組む︒
企業等は︑運動の趣旨
へ賛同するとともに︑具
体的な取組項目を自主行
動宣言として提出・公表
し﹁運賃と料金の別建て
契 約﹂﹁予 約 受 付システ
ムの導入﹂等の取組を実
施する︒物流事業者は︑

25

例を２年間延長する︒ま
た︑自動車税の環境性能
割について︑トラックにつ
平成 年度税制改正大綱 いては 年度税制改正で
決定した枠組みを維持す
与党は 月 日︑﹁平 用自動車を税率で優遇す る︒
成 年度税制改正大綱﹂ るいわゆる﹁営自格差﹂
衝突被害軽減ブレーキ
︒
を堅持するとともに︑一 等の先進安全技術を搭載
を決めた︵関連８面︶
それによると︑自動車 部見直したうえで︑エコ したト ラック・バスの自
の車体課税のうち︑営業 カー減税・グリーン化特 動 車 取 得 税の特 例 措 置
（ＡＳＶ特例）について
事業
（同▲ 件）の計２２０ は︑６か月間延長し︑自
 用トラック
死亡事故件数 件減少 件と︑前年同期比で 件
平成 年 月末 減少した︒ 年 月末ま
での死亡事故件数（２３
２件）と比較しても︑
年は 件減少となる︒
なお︑ 月単月の件数
は︑大型車 件（同▲５
件）
︑普通・準中型・中
型車９件（同▲７件）の
計 件で︑昨年より 件
減少した︒
11

25

21

13

25

また︑国民に対しては︑ 状線の利便性が低下する ＳＥＡＮ各国におけるコ るとともに︑道路の構造
宅配便の再配達の削減︑ ことにより︑大型車が街 ールドチェーン物流のレベ を保全し交通の危険を防
集荷・配達サービスの見 路へ転 換し︑ 街 路への交 ルと特徴を考慮した上で︑ 止する観点から︑許可に
直し等への理解と協力を 通負荷が増大する可能性 ﹁倉庫事業者﹂﹁輸送事 あたって付す条件を規定
求める︒
業者﹂が冷蔵・冷凍保管 する︒
が指摘されている︒
②自動車運搬用セミト
国交省は年度内にホー
と保冷輸送を行う際の留
ムページを開設し︑賛同 ﹁日
 ＡＳＥＡＮコールドチ 意事項︑および﹁各国物 レーラ連結車の車両長の
ェーン物 流 ガイドライ
基準の設定（通達改正）
企業等の募集を開始する
流
担
当
省
庁
﹂
が
コ
ー
ル
ド
ン﹂が正式承認
積載効率を向上し︑生
とともに︑広報活動を実
チェーン物流に関する制
日本型コールドチェーン 度立案やインフラ整備を 産 性 向 上 を 図る 観 点 か
施する︒
物流拡大目指す 行う際の考慮すべき事項 ら︑自動車運搬用セミト
などが盛り込まれている︒ レーラ連結車が運搬する
国 土 交 通 省は 月
自動車を︑後方にはみ出
日︑平成 年 月にタイ
特殊
 車両通行許可基準 して積載して通行する場
王国バンコクで開催され
改正案に関するパブコメ 合の車両長に関する基準
た第 回﹁日ＡＳＥＡＮ
を募集
を新たに設定する︒
交通大臣会合﹂
において︑
ダブル連結トラック
パブリックコメント募
﹁日ＡＳＥＡＮコールド
本格導入に向けて 集 期 間 は１月 日 ㈰ ま
で︒１月下旬に改正・施
チェーン物流ガイドライ
行する予定︒
ン﹂が正式承認されたと
国土交通省では平成
年１月 日まで︑ダブル
詳細等は︑電子政府の
発表した︒
﹂ サイ
近年︑ＡＳＥＡＮでは 連結トラックの本格導入 総 合 窓 口﹁ e-Gov
経済成長に伴い︑コール 等に関する特殊車両通行 トを参照のこと︒
ドチェーン物流の重要性 許可基準の改正案に関す
宅配便再配達率は
が高 まりつつある一方︑ るパブリックコメントを

・２％
現状は多くの国で安価で 募集している︒
平成 年 月期
改正案の概要は次の通
あるが粗悪な物流サービ
スが提供されており︑結 り︒
①ダブル連結トラック
国 土 交 通 省は 月
果としてＡＳＥＡＮにお
ける我が国物流事業者の の本格導入に向けた車両 日︑平成 年 月期の宅
ビジネスチャンスが制限 長等の緩和（通達改正） 配便再配達率の調査結果
ダブル連結トラックを を公表した︒
されている︒このような
それによると︑宅配便
状況に対応するため︑国 含むフルトレーラ連結車
交省では日本の物流事業 の車両長の限度を︑現行 再配達率は ・２％で︑
者とともに︑ＡＳＥＡＮ の ㍍から ㍍へ緩和す 昨年同月比０・３ポイン
におけるコールドチェー
ン物流に関するガイドラ
イン案を作成︒第 回﹁日
ＡＳＥＡＮ交通大臣会
合﹂
にて正式承認された︒
ガイドラインでは︑Ａ

隊列走行、
関する検討会﹂（座 長・

インフラ面から 池 田 豊 人 国 交 省 道 路 局
高速６車線前提に 長）を開催した︒
同検討会では︑首都高
国土交通省は 月 日︑ 速道路都心環状線におけ
﹁新しい物流システムに る大型車交通の環状機能
対応した高速道路インフ 確保に向けて︑東京都都
ラの活用に関する検討会﹂ 市整備局長をはじめ︑中
（座長・根本敏則敬愛大 央区副区長など地元自治
学経済学部教授）を設置 体︑また道路を運営・管
し︑初会合を開いた︒
理する首都高速道路㈱や
トラックの隊列走行に 東京高速道路㈱などの関
ついて︑ 道 路インフラの 係者で︑対応策について
面から議論するもので︑ 検討を行っていく︒
業界が要望していた高速
圏央道や外環道等の環
道 路 の６車 線 化 を 前 提 状道路の整備が進展して
に︑安全な走行空間の確 いるが︑都心環状線には
保や︑トラックの休憩ス 現在も１日当たり約９万
ペース︑連結解除拠点な 台の交通量が存在してお
どインフラ面での検討を り︑首都高全線に比べる
進め︑来春中間とりまと と都心環状線の大型車利
用の割合は低いものの︑
めを行う︒
一定程度の大型車交通が
大型車交通について
存在している︒神田橋～

改善を検討 京橋間の大型車交通の環
首都高都心環状線 状 機 能 が な く なった 場
合︑埼玉方面から銀座方
国 土 交 通 省は 月
面へ向かう大型車は都心
日︑第１回﹁首都高都心 環状線を大きく迂回する
環状線の交通機能確保に 必要があるほか︑都心環
21

30

30

144

12

12

12

15

16

14

31

警察庁がこのほど発表
した﹁交通事故統計（平
﹂による
成 年 月末）
と︑ 年 月末までの事
業用トラックを第一当事
者 と する 死 亡 事 故 件 数
は︑大型車１２７件（前
︑ 普通
年同期比▲ 件 ）
・ 準 中 型・ 中 型 車 件
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11

11
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第1回「ホワイト物流」推進会議（12月14日、首
相官邸）

第2122号
（第3種郵便物認可）

平成3１年（2019年）1月1日

（7）

グリーン経営認証で環境にやさしい取組を！

認証取得後 8 トン以上のトラックで 3.3％の燃費向上、車両故障件数 18.5％減少。
交通事故発生件数 24.8％減少など（グリーン経営認証取得による効果・平成 28 年版より）環境改善にとどまらない効果。

グリーン経営認証制度とは：

グリーン経営は、国土交通省の「環境行動計画」の政策となっている環境マネジメントシステムです。そ
の認証制度は、グリーン経営推進マニュアルに基づき環境問題に取組む事業者（トラック、バス、タク
シー、倉庫、港湾運送、旅客船、内航海運）
を、当財団が第三者認証機関として認証登録するものです。

講習会は、
エコモ財団の担当者がグリーン経営について説明します。既に認証登録をされている事業者の皆様の参加も可能です。

〒102-0076 東京都千代田区五番町 10 番地五番町 KUビル 3 階
（略称：エコモ財団）
☎03-3221-7636 http://www.ecomo.or.jp

平成31年（2019年）1月1日

（第3種郵便物認可）

全ト協

まちがいさがし
20か所みつけられるかな？
テーマ「お正月」
Ａ

【作画】前川しんすけ

第2122号

（8）

平成31年度税制改正・予算に関する要望と結果
要望事項

（7面に関連）

平成31年度与党税制改正大綱の内容

１. 自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
・ 平成21年度税制改正において軽油引取税が一般財源化された際、税率水準の検討を行ったが、地球
温暖化対策の観点、また国・地方の苦しい財政状況を踏まえて税率水準を維持することとされた経緯
等を踏まえて、検討すべきとされており、要望は見送られた。
・ 自動車取得税廃止後（平成31年10月1日）に導入される自動車税環境性能割について、トラックについ
ては、平成28年度税制改正で決定した燃費基準の達成状況に応じた課税の枠組みが維持された。
・ 自動車税における営自格差は堅持された。
・ 要望は見送られた。
・ 適用期限が2年間延長された。

⑴ 一般財源化により課税根拠を失った軽油引取税の旧暫定税率廃止
⑵ 自動車税の引下げ
⑶ 自動車税における営自格差見直し反対
⑷ 自動車重量税の道路特定財源化
２. 中小企業投資促進税制の延長
３. 特例措置の延長

・ 適用要件および措置内容を見直した上で、適用期限については、自動車重量税は2年間、自動車取得
税は6か月間（＝自動車取得税の廃止まで）延長された。
・ 適用期限が6か月間（＝自動車取得税の廃止まで）延長された。なお、自動車取得税の廃止後に導入さ
れる自動車税環境性能割においても、適用要件および措置内容を見直した上で平成33（2021）年3月
31日まで適用されることとされた。
・ 適用期限が2年間延長された。
・ 適用期限が2年間延長された。
・ 適用要件を見直した上で、適用期限が2年間延長された。
・ 適用期限が2年間延長された。
・ 公益法人等または協同組合等における特例措置について、適用期限の到来をもって廃止することとさ
れ、要望は見送られた。ただし、5年間の経過措置として、現行法による割増率（10％）に対して1年ごと
に5分の1ずつ縮小した率による割増を認めることとされた。
・ 対象設備から「天然ガス自動車用天然ガス充填設備」が除外され、要望は見送られた。

⑴ 自動車重量税・自動車取得税のエコカー減税の延長
⑵ 自動車取得税のASV（先進安全自動車）特例措置の延長
⑶
⑷
⑸
⑹

自動車税のグリーン化特例の延長
中小企業経営強化税制の延長
商業・サービス業・農林水産業活性化税制の延長
中小企業・協同組合等の法人税率の特例措置の延長

⑺ 中小企業・協同組合等の貸倒引当金の特例措置の延長
⑻ 低公害車の燃料等供給設備に係る固定資産税の特例措置の延長
トラック協会が運営する地域防災・災害対策関連施設等について固定
４.
資産税の軽減措置の適用

・ 固定資産税の軽減措置の適用について、要望は見送られた。

Ｂ

自動車税環境性能割の導入について
○自動車税環境性能割については、平成28年度税制改正で決定した内容が維持されたことから、平成31年10月１日から下記の内容で導入される。
○なお、自動車税環境性能割は要件を満たせばASV減税が適用される。

○自動車税環境性能割（車両総重量3.5ｔ超の貨物自動車）
平成27年度燃費基準

平成31年10月1日～平成32年3月31日

未達成
２％
３％

営業用
（参考）自家用

達成
１％
２％

+5%
0.5%
1%

電気自動車等

+10%
非課税
非課税

※自動車の取得価額を課税標準とし、上記の税率により課税される（ただし上記はいずれも平成28年排ガス規制適合または平成21年排ガス規制NOx・PM10％低減車の税率）。
※「電気自動車等」は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車を指す。

エコカー減税および ASV 減税について
○エコカー減税について、適用要件および措置内容を見直した上で、自動車重量税については適用期限が２年間延長され、自動車取得税については適用期限が６か月間（＝自動車取得税の
廃止まで）延長された。
○自動車取得税のASV減税について、適用期限が６か月間（＝自動車取得税の廃止まで）延長された。なお、自動車取得税の廃止後に導入される自動車税環境性能割においても、適用要件
および措置内容を見直した上で、下記のとおり適用される。

○エコカー減税（車両総重量3.5ｔ超の貨物自動車、自動車重量税および自動車取得税）
平成30年度
自動車重量税
自動車取得税
Ⓐの絵と異なる箇所20か所についてⒷに○をつけてください（印刷の汚れやカスレは間違いに含みません）。

【応募方法】ⒶⒷ2つの絵には20か所の間違いがあります。Ⓑの絵を切り取るかコピーして、郵便
はがきに貼ってお送りください。郵便番号、住所、氏名、会社名ならびに『広報とらっ
く』に対するご意見、ご感想もお書きください。正解者の中から抽せんで20名様に
記念品を差し上げます。
【締め切り】平成31年1月31日（木）
（当日消印有効）
【 宛 て 先 】 〒160-0004 東京都新宿区四谷三丁目２番地５ 全日本トラック総合会館
（公社）全日本トラック協会 総務部広報室
【 発 表 】 当選者の発表は、賞品の発送をもって代えさせていただきます。まちがいさがしの正
解は２月1日号の本紙に掲載します。皆様のご応募をお待ちしています。
※ご記載いただきました個人情報の取り扱いについては、
「公益社団法人全日本トラ
ック協会 個人情報保護方針」に準じます。

平成27年度燃費基準
+5%
+10%

未達成

達成

対象外

▲25％

▲50％

▲75％

電気自動車等
+15%
免税（初回継続検査も免税）
非課税

▶

平成31・
32年度

未達成

自動車重量税
自動車取得税

平成27年度燃費基準
達成
+5%
+10%

対象外

▲50％

▲75％

+15%
免税

電気自動車等
免税（初回継続検査も免税）
非課税

※「電気自動車等」は、電気自動車、燃料電池自動車、プラグインハイブリッド自動車、天然ガス自動車を指す。自動車取得税は平成31年10月1日に廃止される。

○ASV減税（車両総重量3.5ｔ超の貨物自動車、自動車取得税および自動車税環境性能割）
車両総重量

3.5t 超 8t 以下
8t 超 20t 以下
20t 超 22t 以下

平成30年４月１日～31年９月30日
（自動車取得税）

装置装着
①・②・③の全装置装着
①～③のうち２装置装着
①または②の装着
③の装着
①・②・③の全装置装着
③の装着

525
525
350
175
350
175

平成31年10月１日～10月31日
（自動車税環境性能割）

万円控除
万円控除
万円控除
万円控除
万円控除
万円控除

525
525
350
175

平成31年１１月１日～32年10月31日
（自動車税環境性能割）

万円控除
万円控除
万円控除
万円控除

平成32年11月１日～33年３月31日
（自動車税環境性能割）

350 万円控除
対象外
対象外
対象外
350 万円控除
175 万円控除

対象外

※対象装置は①車両安定性制御装置、②衝突被害軽減制動制御装置、③車線逸脱警報装置。

▼ あ け まし
こちら広報室 ておめでと
うございま
す︒
﹁平 成 ﹂
最 後 の 年︑
２０１９年がスタートしました︒今
年 は 十二支の﹁ 亥 年 ﹂
︒亥の 動 物 と
される猪の肉は滋養強壮に効果があ
り︑食せば﹁無病息災﹂と言われて
います︒▼埼玉県の秩父渓谷をドラ
イブした際に︑
立ち寄った食事処﹁き
のこの里 鈴加園﹂
︒ここは︑熱した
石の上で肉を焼く﹁石器焼﹂が有名
で︑私は豚肉と猪肉のセットを注文
しました︒猪の肉は赤身で︑意外に
臭みが無く旨み感があり︑想像に反
して美味でした︒猪は神経質で︑警
戒心が強い動物として有名ですが︑
諺で﹁猪突猛進﹂にあるとおり︑周
囲に配慮しつつ目標に向かって突き
進む年にしたいものです︒▼昨年暮
れに︑東京駅に降り︑丸の内南口の
改札を出ると︑ドーム天井に施され
た干支の彫刻を撮っている人が大勢
いました︒ドームにはその干支の方
位に従って十二支のうち八支の彫刻
が配置され︑
北西には
﹁亥﹂
がいます︒
残りの四支︑
子（北）
︑
卯（東）
︑
午（南）
︑
酉（西）は省かれています︒本物の
猪はさておき︑イラストに描かれる
﹁うり坊﹂や愛嬌のある猪には︑ほ
のぼの感が漂い親近感を覚えます︒
▼私がよく出張の際︑切符を事前に
購入する丸の内北口にあるＪＲ東日
本の﹁びゅうプラザ﹂
︒窓口に２人の
担当者が座っていますが︑中でも物
腰柔らかな童顔の男性の親切丁寧な
対応には︑いつも感心します︒行先
まで︑
﹁どのルートが効率よく﹂そし
て﹁より安価で行けるか﹂瞬時に判
断 し︑ キ ー ボ ー ド を 変 幻 自 在 に 操
り︑あっという間に作業が終わりま
す︒何と素晴らしいことでしょう︒
いつぞや私の前で切符を購入しよう
としていた 代とおぼしき男性が︑
﹁いた︑いた︑あなたに任せると本
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平成31年度予算に関する要望と平成30年度補正予算案・平成31年度予算案の内容
要望事項
平成30年度補正予算案・平成31年度予算案の内容
１．高速道路料金の更なる
引下げ
２．働き方改革実現のため
の諸対策に係る補助・
助成の拡充
３．道 路の積極的な活用
に向けた諸 施 策 の実
現

当に安心だよ﹂と︑本心で頼りきっ
ていたのが印象的でした︒切符を
﹁購
入 する側 ﹂
︑
﹁ 手 配 する側 ﹂
︑気 付 け
ば目的地までの２人の共同作業なん
ですね︒▼丸の内のビジネス街を抜
けると︑皇居の二重橋に向かうルー
トになります︒早朝から外国人観光
客が幾つかのグループを構成して二
重橋に向かっています︒世界に冠た
る歴史を誇り︑天皇制が現存する日
本は︑きっと外国人から見て憧れの
的なのでしょう︒▼今の時期に思い
出すのは︑スリランカから日本に来
ていたジャビドさんです︒日本への
出稼ぎとあわせて日本語を懸命に学
んでいました︒真面目で修学心が強
く︑そして彼は何よりも日本が好き
でした︒見るもの︑聞くもの︑食す
もの︑全てが興味の対象で︑外見は
外国人ですが内面は日本人そのもの
でした︒▼いつぞや︑新年最初の土
曜日に︑ジャビドさんのその友人と
連れだって︑東京・葛飾区の﹁柴又
帝釈天﹂に行きました︒夏目漱石の
小説﹃彼岸過迄﹄など近代文学に幾
度となく登場する﹁題経寺﹂ですが︑
誰もが知っている渥美清主演の人気
映画シリーズ﹃男はつらいよ﹄の舞
台となって以降は︑通称﹁帝釈天﹂
として有名な場所です︒▼正月とい
うことで︑参道は大勢の参拝客で賑
わい︑なかなか帝釈天にたどり着け
ません︒途中︑髙木屋で串団子を買
いましたが︑２人は﹁旨い︑旨い﹂
と小豆と草の団子を堪能していまし
た︒その後︑滞在期間が満了してス
リランカに帰国したジャビドさんか
らは︑
﹁ 働 き な が ら 地 元で日 本 語 を
教えている﹂との便りを貰いました︒
▼年賀状の中には︑数十年もお会い
していない人からの便りも含まれて
います︒１年で１回の便りであろう
と︑近況を垣間見ることができる手
段として︑私は年賀状をこよなく愛
（山崎薫）
する人間の一人です！

４．高速道路のSA・PA、
道の駅における駐車ス
ペースの活用および整
備・拡充
５．環境対策および省エネ
対策のための補助
６．交 通安全 対 策のため
の補助
７．フェリー等利用に対す
る補助・助成制度の創
設
８．下関北九州道 路 の早
期実現

１．平成30年度補正予算案
平成30年度補正予算案については、平成30年12月21日に閣議決定された。
⑴平成30年度末で期限を迎える高速道路料金の大口・多頻度割引の最大割引率50%について、自動車運送事業者のETC2.0搭
載車を対象に、平成31年度末まで継続するための予算として、109億円が措置された。
⑵荷役作業の効率化を促進し、労働生産性の向上や多様な人材の確保を図り、働き方改革を推進するため、テールゲートリフタ
ーの導入補助の予算として、1億円が措置された。
⑶燃費効率の良いハイブリッドトラックの導入を支援するため、ハイブリッドトラックの導入補助の予算が措置された（1億円の内
数）。
２．平成31年度予算案
平成31年度予算案については、平成30年12月21日に閣議決定された。
（○トラック運送事業関係）
①最先端の低炭素型ディーゼルトラック導入補助、電気トラック導入補助（39.7億円）＜環境省連携事業＞
②車両動態管理システム導入支援（41.5億円）＜経済産業省連携事業＞
③次世代自動車（CNGトラック、ハイブリッドトラック）普及促進（5.3億円の内数）
④事故防止対策（先進安全自動車、デジタル式運行記録計の導入等）支援推進事業（9.9億円の内数）
⑤働き方改革の推進（ホワイト物流推進運動の展開、輸送品目別の取組の強化等）
（1.5億円）
⑥輸送効率化（連結トラック導入支援、スワップボディコンテナ車両導入支援）支援事業（2.5億円）
（○道路関係）
①効率的な物流ネットワークの強化（3,699億円）
・三大都市圏環状道路等の整備推進、安全・円滑な物流等のための道路ネットワーク構築等の推進、ダブル連結トラックによる
省人化、自動審査システムの強化による特車通行許可の迅速化等
②災害時における人流・物流の確保（4,318億円）
・ミッシングリンク等の整備の推進、大雪時の車両の立ち往生を防止・軽減するための除雪体制の強化等
③交通安全対策の推進（1,351億円）
・高速道路の暫定2車線区間の4車線化および付加車線設置等の推進、SA・PA駐車マス不足解消等
④道路ネットワークによる地域・拠点の連携（2,867億円）
・地域・拠点をつなぐ高速道路ネットワークの構築、スマートインターチェンジ（IC）の活用、自動運転実証実験の取組強化等
（○厚生労働省関係）
①時間外労働等改善助成金の拡充（62.6億円）
②人材開発支援助成金の利用促進（534億円の内数）
③両立支援等助成金の利用促進（27億円）
④トラック運転者の長時間労働改善に向けたガイドラインの周知（0.6億円）

第１回

なのか︑さらに両者の売 特定の商品に絞り込んで う垣根を越えた再編成だ で物流の仕組みを考えて がら︑その対価は国際競 製品︑流通︑消費までの 平方向への動きは︑物流 が︑必要とされる車両台
上構成比などによって︑ 多店舗展開をするカテゴ からである︒これは金融 いたのである︒それを事 争に勝てるような水準に 一貫したサプライチェーン 共同化である︒国内市場 数は︑市場の縮小以上に
物流ジャーナリスト 森田 富士夫
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﹂
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と︑それぞれの段階で係 縮小への対応として︑荷 減少するとみなければい
の特徴の違いや︑運送業 たのである︒例えば家電 業界で国際と業際という グさせ︑低コスト化した といえる︒
る全プレーヤーをデジタ 主企業は物流の共同化を けない︒同時に︑幹線輸
平成最後の新年を迎えた︒昨年から新聞やテレ がオープンしたのが１９７ か物流業かを判断すると 量販店や家具量販店︑ア ２つの﹁際﹂を越えた合 業務に対する業務委託料
そして平成の終盤にな ル物流情報で統合しよう 進めている︒これはあく 送では車両が大型化し︑
ビなどでは﹁︙︙の平成 年﹂といった企画報道 ４年５月︒平成元年の１ いう単純な手法を用いた パレル量販店︑ドラッグ 従連衡が進むことを意味 だけを支払う︑という形 って︑平成以降に繋がる という動きである︒その まで国内市場縮小への対 ラストマイルは車両の小
がされている︒そこで﹁経営のヒント﹂特別編と ９８９年時点では約 年 こともあった︒
ストア︑ホームセンター していた︒その点︑トラ になってきた︒しかも︑ ような新たな荷主の動き プロセスには求車・求荷 応であって︑ド ライバー 型化とクイックデリバリ
して︑トラック運送業界における平成の 年を振 しか経っておらず︑新興
一方︑昭和の後期から などだ︒デフレが進行す ック運送業界は遅れてい 小売業の荷主への提案競 が出てきた︒
﹁垂直方向﹂ マッチング︑ 車両と荷物 不足への対応は結果とし ー化が進行する︒
り返ることにした︒ただし︑これは厳密な時代考 勢力としてＣＶが台頭し 物 流 子 会 社 も 増 えて き るなかで廉価販売のカテ た︒
さらに︑小売市場にお
争では︑規模を拡大した と﹁水平方向﹂という２ の動態管理︑バース管理 てそうなっているだけで
証やデータ的裏付けなどに基づいた分析ではな てきてはいたが︑まだ総 た︒これは荷主企業の人 ゴリーキラーが小売市場
いずれにしても︑平成 問屋も事業者の競合相手 つの流れである︒ まず︑ による待機時間短縮シス あることを認識しないと けるリアル店舗とネット
く︑筆者個人がこの間に書き綴った取材メモを通 合スーパー（ＧＭＳ）が
事
政
策
と
コ
ス
ト
削
減
を
体
で
影
響
力
を
強
めてきた︒ の中期にこのような再編 になっている︒いずれにし 垂直方向とはサプライチ テムなども包摂している︒ いけない︒そのようなな 販売の融合（クリック・
してみた︑﹁トラック運送業界の平成 年﹂であ 小売業のリーダーだった︒ 現するような形で進めら
このころ︑
﹁価格破壊﹂ 成が進行するなかで︑荷 ても︑事業者に効率化提 ェーンに沿った物流一元化 このような物流プラット かで︑ライバル企業同士 アンド・モルタル化）が
ることをお断りしておく︒したがって︑定量的な ちなみにダイエー（当時） れ︑その結果︑平成の中 という表現が一般的に使 主の企業数が減少してき 案をさせるのは︑荷主企 への動きである︒ＡＧＦＡ フォーム化が進むと︑原 の物流子会社の合併など 進行し︑それに伴いオフ
面よりも定性的な直接取材した範囲での回顧が中 が三越（当時）を抜いて 期ぐらいまでは︑多くの われるようになった︒この た︒その典型は石油元売 業の物流部門におけるリ （ アップル︑ グーグル︑ 材料サプライヤー︑中間 も始 まっている︒この物 ライン物流とオンライン
心になる︒特別編は４回を予定しているが︑初回 小売企業の売上高でトッ 物流子会社が単純に単価 ﹁価格破壊﹂は目に見え り業界であり︑セメント ストラクチャーに他なら フェイスブック︑アマゾン） 製品メーカー︑
メーカー︑ 流共同化ではモーダルシ 物流の統合が進んでくる︒
は﹁平成 年間における荷主業界の変化﹂からみ プになったのは１９７２ 切り下げ（利ザヤ確保） る現象に過ぎない︒廉価 業界も同様である︒荷主 ない︒効率的システムを など巨大ＩＴプラットフ 問屋︑小売業などサプラ フトも進むが︑内航船は
トラック運送業界は︑
年︑さらにセブン ︱イレブ 圧力として事業者に影響 販売を可能にするには︑ 業界の再編成は︑当然だ プランニングするコスト ォーマーへの規 制が世 界 イチェーン全体の情報共 リードタイム︑航空貨物 このような平成終盤にお
ることにする︒
ン・ジャパンが日本の単一 を及ぼしていた︒
人件費の安い海外への製 が事業者にも影響を及ぼ を︑ 事業者にちゃっかり 的な課題になっているが︑ 有化が実現し︑そのなか はコスト負担力︑鉄道は ける荷主の新たな動きを
１９８９年は昭和 年 クチャーの時代を経て︑ チェーンとして︑ 初めて
いずれにしてもバブル 造委託（その中からは製 すことになった︒
転嫁する仕組みにしたの 物流プラットフォーマーと に運送事業者も包含され キャパシティの面で限界が とらえ︑平成後への対応
であり︑平成元年でもあ 実感なき景気拡大といわ 売上高で３兆円を超えた 崩壊は荷主企業にも大き 造小売業︹ＳＰＡ︺とい
いう新たな業態が出てき る︒
このように︑バブル崩 である︒
あり︑依然として主流は を考えないといけない︒
った︒ 世はバブル経 済の れた﹁いざなみ景気（２ のが２０１２年２月期であ な衝撃をもたらした︒そ う業態も出てきた）や︑ 壊後の平成の中期には荷
︵続く︶
ところで︑大手企業が た︒原材料から中間製品︑ 同時に進行している水 トラック輸送である︒だ
真っ盛り︒永遠に続く好 ００２年２月～２００８年 る︒したがって︑ 平 成の の影響はトラック運送事 問屋無用論に象徴される 主が大きく変化した︒そ バブルの負の遺 産を一掃
﹂とリーマンショック 初期の小売業の主流はＧ 業者にも及び︑荷物量の ような仕入れチャネルの のような中で︑物流は総 するために︑経営のリス
のマイナスに伴い微 増に
景 気 な ど は あ り 得 ない ２月）
とどまる︒また︑建設関
と︑大多数の人は頭のな （２００８年９月）を経 ＭＳだった︒だがＣＶは 減少︑運賃・料金単価の 転換などが必要だった︒ 合化を求められるように トラクチャーに取り組ん
連貨物は１％台の増加を
かでは分かっていたはず て今日まで続いてきた︒ 平成になった時点では︑ 切り下げとなった︒運賃 つまり︑消費者からみれば なってきたのである︒﹁３ だのは１９９０年 代の後
見込んでいる︒
このようななかで︑今 すでにベンダー集約化と ・ 料 金については２月１ ﹁価格破壊﹂でも︑経営 ＰＬ﹂という業態が注目 半からであった︒その成
だ︒ しかし︑﹁不 都 合な
﹁自動車輸送量の現状
真 実（近未来 ）
﹂ からは 回はトラック運送事業者 共同配送︑米飯共同配送 日号で述べる予定だが︑ 的にみると既存の製造・ されるようになったのは︑ 果が数字として出てきた
と見通し﹂では︑営業用
目をそらし︑また︑バブ のマーケットである﹁荷 ３便制導入など︑運送か ここでは簡 単に︑バブル 流通に対する
﹁構造破壊﹂ このような背景があった のが︑２００２年２月～２
日
通
総
研
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からだ（ただし筆者は現 ００８年２月の﹁いざな
自動車の２０１８年度は０
ルが終焉するなどとは考 主業界と物流ニーズの変 ら物流へとシステム化を 崩壊後の荷主からの値下 だったのである︒
日通総合研究所は 月 ローダウンすると予測︒ 年ぶりのマイナスを予測︒ ・１％増︑２０１９年度
み景気﹂である︒
えたくもない︑というの 化﹂ を振り
日︑﹁２０１８・２０１ 住宅投資は駆け込み需要 消費関連・生産関連貨物 は０・９％増と︑小幅な
だが︑これは﹁実感な
が正直なところだったの 返 るこ とに
き景気拡大﹂といわれた︒ ９年度の経済と貨物輸送 による若干の押し上げ効 は底堅く推移したものの︑ がら４年連続のプラスを
ではないだろうか︒だが︑ する︒
１９８６年 月から始ま
︒２０１９年
事業者の多くは︑持続的 の見通し﹂を発表した︒ 果は期待できるものの︑ 建設関連貨物が４％台の 見込む︵図︶
平成直前
ったバブル経済は１９９１ の昭 和の後
﹁経済の現状と見通し﹂ 小幅な伸びにとどまると 大幅減となり︑輸送量を 度は︑消費関連貨物は上
景気拡大の実感が乏しか
年２月に崩壊した︒景気 期 は︑ 全 体
ったのではないだろうか︒ をみると︑世界経済は先 予測︒また︑補正予算が 大きく下押しすると見込 期に増加した後︑下期は
の下降局面への転換では 的 にみると
それは戦後からバブルま 進国・新興国とも減速基 執行されることで︑公共 んでいる︒２０１９年度は 反動減でマイナスに反転︒
なく︑一気に﹁崩壊﹂と まだ
での経済構造が︑大きく 調が鮮明になると予測︒ 投資は微増を予測してい ０・４％増と︑小幅なが 生産関連貨物は︑一般機
﹁物流﹂
いう表現がふさわしいよ というよりも
転換したからである︒バ ２０１９年の世界経済成 る︒日本の景気は内外需 ら２年ぶりにプラスへ浮 械や機械部品などが堅調
︒ に推移することから１％
うなダメージの深度であ ﹁運 送﹂ や
ブルが崩壊するまでは︑ 長率は３・５％と予測し ともさらに減速し︑２０ 上すると見込む︵表︶
消費関連貨物は︑消費 台の伸びを期待する︒ま
り︑回復期間の長さにな ﹁倉 庫﹂ と
中核的な大企業の業績が ている︒一方︑日本経済 １９年度は０・５％増の
増税の影響により下期に た︑住宅投資や公共投資
った︒
いった方が適確な表現だ 進めていた︒このような げ要請に対して︑特積み
製造業の海外シフトに 在業界で一般にいわれて 良くなれば︑従業員の賃 をみると︑消費増税の影 成長を見込んでいる︒
貨物自動車運送事業法 ったように思う︒そのよ 影響もあって︑平成の初 事業者と一般事業者では 伴って国際物流も進んだ いる業態が︑本来の３Ｐ 上げはもとより︑子会社︑ 響により個人消費は微増 ﹁国内貨物輸送の現状 減少が避けられないと予 の増加などから︑建設関
と貨物運送取扱法の︑い うななかで平成のスター 期にはＧＭＳや食品スー 対応が違った︒これは２ が︑ここでは国内のトラ Ｌの概念とは異なるとい 下請会社︑取引企業など にとどまるほか︑設備投 と見通し﹂では︑２０１ 測︒生産関連貨物は︑一 連貨物は２％台の増加を
わゆる﹁物流２法﹂が施 ト時は︑依然として荷物 パー（ＳＭ）もセンター ０１７年に大手インター ック輸送に絞ると︑問屋 う 認 識 な ので︑ 以 下 は にも︑単価値上げなどの 資は底堅い動きが見込ま ８年度通期の国内貨物総 般貨物が引き続き堅調な 見込んでいる︒
行になったのが１９９０年 が量的に拡大していた︒ フィー方式に徐々に転換 ネット通販の宅配荷物を 数の減少と同時に問屋の ﹁ ﹂に入れて記す）
︒
恩 恵 が 連 鎖 的 に 波 及 し れるものの︑伸び率はス 輸送量は０・９％減と３ がら︑自動車や鉄鋼など
月１日︒奇しくも２０
これは運送から物流へ︑ た︒だがリストラは非正
そのころ︑製造業にお しつつあった︒ 流 通 業に 巡って︑宅配便事業者へ 大型化が進み︑事業者に
１８年 月に改正運送事 いては自動車部品などに おいてセンターフィー方 の社会的関心が高まった もその影響が及んだ︒例 そしてロジスティクスの入 規社員を増やし︑下請会
業法が成立したが︑物流 代表されるジャスト・イン 式が一般的になってきたの が︑その主たる要因にも えば平成の 年間に小売 り口にまで到達してきた 社や取引企業などにシワ
２法も平成の 年間と歩 ・タイム（ＪＩＴ）とい は︑平成の最初の 年ぐ 共通する基本的なコスト 業では大型小売店が勢力 ことを意味する︒だが︑ 寄せして中核企業の業績
みをほぼ同じくしたこと う荷主ニーズがあった︒ らいの間である︒
認識に関連している︑と を拡大し︑古くからの商 荷主と事業者の関係でみ が上昇するような構造に
になる︒物流２法と業界 ＪＩＴ物流は自動車産業
このように平成の最初 いう点だけを指摘してお 店街は﹁シャッター通り﹂ ると︑必ずしも喜んでは 変えた︒これが﹁実感な
構造の変化については次 がリードしており︑他の の 年ぐらいに︑製造業 く︒
と化した︒地方問屋も減 いられない︒﹁３ＰＬ﹂企 き景気拡大﹂の理由であ
回以降で取り上げること 製造業も徐々に導入しつ の荷主にあってはＪＩＴ
平成も中期に入ると︑ 少し︑問屋の大型化は同 業がノウハウに対する対 る︒
にする︒ともかく平成の つあるぐらいの段 階 だっ 納品の浸透による指定時 製造業においては工場の 時に問屋の物流業態化で 価を収受できていないか
したがって︑ト ラック
年は︑バブルの絶頂か た︒
らである︒﹁３ＰＬ﹂の収 運送業界も中核企業を下
間の厳密化︑そして﹁運 海外移転が進んできた︒ もあった︒
らバブル崩壊︑そしてバ
これらと並行して荷主 入は結局のところ業務受 支えするために運賃︑料
一方︑流通業をみると︑ 賃﹂の値下げ要望︒流通 そのため︑大手製造業に
ブルの負の遺産を一掃す 日 本でコンビニエンスス 業にあってはセンターフィ 部品を納入している部品 企業ではバブル崩壊の後 託料にしか過ぎない︒し 金の値下げを余儀なくさ
るビッグバンやリストラ トア（ＣＶ）の第１号店 ー方式への移行と指定時 メーカーなども︑海外へ 始 末 が 大 き な 課 題 だっ かも︑自ら﹁提案﹂した れた︒さらに２００８年
秋には︑リーマンショック
間︑コストダウンの要請 の移 転 を 余 儀 な く さ れ た︒金融機関でも﹁ビッ 業務受託料金である︒
が強まってきた︒なお︑ た︒サプライチェーンと グバン﹂が進んだ︒昭和 ﹁３ＰＬ﹂といっても現 に見舞われた︒リーマン
センターフィー方式によ しての海外シフトである︒ の時代にも金融業界の再 状はロジスティクスレベル ショックによって︑自動車
る契 約では︑﹁運 賃﹂ と それに伴って︑荷主とと 編成がなかったわけでは での提案ではなく︑物流 産業などを取引先として
いう概念が消滅している もに海外に進出する事業 ないが︑それは銀行（都 の効率化提案のレベルで いた事業者は大きな影響
という点に注目しなけれ 者も︑全体としてみれば 銀・地銀・その他）なら ある︒だが︑以前は荷主 を被ることになった︒
このように︑平成の
ばならない︒
ごく少数だがみられるよ 銀行︑証券なら証券とい が社内に専門知識をもっ
ここから事業者を分類 うになってきた︒
った 同一業 態の枠 内での た社員を置いたり︑外部 年を荷主の変化を中心に
して業務内容や業績など
同時期には国内におけ 再編成だった︒だが﹁ビ のコンサルタントに費用 総括すると︑﹁国内市場
を分析する際に︑
﹁運賃﹂ る流通構造も大きく変化 ッグバン﹂と言われるゆ を払ったり︑いずれにし では世界的に最高レベル
契約なのか﹁フィー契約﹂ した︒平成の中期には︑ えんは︑業際と国際とい ても荷主側のコスト負担 の物流スペックを求めな
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図

トラック輸送量の推移

営業用自動車の輸送量
４年連続増加を見込む
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取 材メモから振 り 返る

注）１. 2017年度まで実績値。
２. 実績値は国土交通省の各種統計・資料による。
３. 端数の関係で合計が合わない場合がある。
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国内貨物総輸送量とトラック輸送量の見通し
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トラック運送業界の営業収入の推移
平成データメモ

新春特別編（223回）

荷主業界と物流ニーズの変化
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（9）

（資料：国土交通省、単位・億円）
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「チェーン規制区間」 Q&A

今冬期より規制導入 大雪時にはチェーン装着車のみ通行可能に

「タイヤチェーンを取り付
けていない車両通行止
め」の規制標識（新設）

国土交通省は今冬期より、大雪の際にタイヤチェーン装着車のみ通行を可能
とする「チェーン規制」を実施する。
国交省では、冬期道路交通確保対策検討委員会で取りまとめられた「大雪時
の道路交通確保対策の提言 中間とりまとめ」に基づき、道路ネットワーク機
能への影響を最小化するため、除雪体制の強化や集中除雪、大雪時の需要抑
制の呼びかけ等の取り組みを進めている。その中で、大雪特別警報や大雪に対
する緊急発表が行われるような異例の降雪時に、勾配の大きい峠部でこれまで
に大規模な立ち往生などが発生した区間を対象に、従来であれば通行止めとな
る状況においてタイヤチェーン装着車のみ通行を可能とする「チェーン規制区
間」
（表）を設けることとしている。
ここでは同チェーン規制について、下記に Q&A 形式で内容をまとめた。運
送事業者の皆様には参考にしていただきたい。

表  平成 30 年度チェーン規制 指定箇所（直轄国道・高速道路）一覧
都道府県

路線番号

箇所名

区

「チェーン規制区間」走行時にはチェーンの携行を！
国交省

大雪時の対応について呼びかけ

国土交通省は 12 月 27 日、大雪時
に「チェーン規制区間」
（左表参照）
を走行する場合の対応について周知
徹底を図るよう、運送事業者に対し
て呼びかけを行った。
「チェーン規制区間」走行の際に
は、右記内容の遵守を求めている。

・直轄国道および高速道路においては、大雪時にチ
ェーン規制を実施することがあるので、道路情報
に留意するとともに、チェーン規制時には現地の
道路管理者の指示に従うこと。
・降積雪時に、チェーン規制を実施することがある
区間（チェーン規制区間）を通行する予定のある
場合、タイヤチェーンの携行に努めること。

（12月27日現在）

間

延長
（km）

直轄国道

高速道路

山形県

112

月山道路

西川町月山沢～鶴岡市上名川

26.7

山梨県・静岡県

138

山中湖・須走

山梨県山中湖村平野～静岡県小山町須走字御登口

8.2

新潟県

7

大須戸～上大鳥

村上市大須戸～村上市上大鳥

15.3

福井県

8

石川県境～坂井市

あわら市熊坂～あわら市笹岡

3.2

広島県・島根県

54

赤名峠

広島県三次市布野町横谷～島根県飯南町上赤名

2.5

愛媛県

56

鳥坂峠

西予市宇和町～大洲市北只

7.0

都道府県

路線番号

道路名

新潟県・長野県

E18

上信越道

信濃町 IC ～新井 PA

24.5

山梨県

E20

中央道

須玉 IC ～長坂 IC

8.7

「冬用タイヤの装着だけで安心していませんか？」
全ト協 新たなチェーン規制標識チラシ・ポスターを作成
チェーン規制ポスター出力.pdf 1 2018/12/19 9:42:00

長野県

E19

中央道

区

間

飯田山本 IC ～園原 IC

延長
（km）

9.6

石川県・福井県

E8

北陸道

丸岡 IC ～加賀 IC

17.8

福井県・滋賀県

E8

北陸道

木之本 IC ～今庄 IC

44.7

岡山県・鳥取県

E73

米子道

湯原 IC ～江府 IC

33.3

広島県・島根県

E74

浜田道

大朝 IC ～旭 IC

26.6

全日本トラック協会では、平成 30 年 12 月 14 日から
「チェーン規制区間」が設定されたのに伴い、ドライバ
ーに対してチェーン装着を促す内容のチラシ・ポスター
（写真）を制作した。
チェーン規制対象区間をチェーンなしで走行した場
合、道路法または道路交通法の規定に基づき処罰される
ことがある。全ト協では運送事業者に対し、同チラシ・
ポスターを活用してチェーン装着の徹底を呼びかけてい
る。
なお、同チラシは今号の『広報とらっく』に同封し、
あわせてポスターを刷り込んでいる。

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

※IC：インターチェンジ、PA：パーキングエリア

Q チェーン規制は、いつ実施するの？

Q チェーン規制は、どこで実施するの？

大雪特別警報や大雪に対する緊急発表が行われるような異例の降雪がある
A 時に行います。

急な上り下りがある峠などで、過去に雪による立ち往生や通行止めが起こっ
A た場所の中で、タイヤチェーンを着脱できる場所や通行止めが解除されるまで

Q スタッドレスタイヤでも規制対象なの？

Q すべてのタイヤにチェーンが必要なの？

スタッドレスタイヤを着けている自動車であっても、大雪時には立ち往生す
A ることがあります。

A

大雪時に通行止めを実施する場合でも、チェーン規制を実施し、タイヤチェ
ーンを着けていれば通行できるようにすることで、これまでより積雪による通
行止め時間を短くすることを目指します。

待機できる場所がある区間で実施します。
なお、チェーン規制時には、規制区間の手前でタイヤチェーン装着状況の確
認を行います。

駆動輪にタイヤチェーンを着けることが基本です。
詳しくは、下の図のとおりです。

被牽引車最後軸輪に装着

スタッドレスタイヤ（タイヤチェーン未装着）の立ち往生の様子
被牽引車最後軸輪に装着

そのため、今回のチェーン規制では、スタッドレスタイヤを着けていても、タイ
ヤチェーンをしていない自動車はチェーン規制中に通ることはできません。
被牽引車最後軸輪に装着

平成31年（2019年）1月1日

（第3種郵便物認可）

第2122号

