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最善を尽くしてまいります。

き、豊かな暮らしが築けるよう

の皆様が自信と誇りを持って働

行かなくなります。ドライバー

がなければ、我々の業界は立ち

あります。トラック輸送事業が

係行政に要望を行ったところで

る拡充や機能強化について、関

し、先般、重要物流道路の更な

使 い や すい 道 路 の 実 現 を 目 指

道路の積極的な活用により社会

ト ラック 運 送 業 界 は 今 後 と

月に最

ことにより業界の健全な発展が

も、団結を強め、協調を深め、

そのために、一昨 年

図られるものと考えております。

全国で結集して、更に進化・発

的使命を果たしていくため、今

悪貨が良貨を駆逐することの

展を遂げていきたいと考えてお

重要項目である貨物自動車運送

令和２年を迎えるにあたり、

ないよう悪い事業者を排除し、

ります。

後も、各地域において自治体な

謹んで新年のご挨拶を申し上げ

また、悪い荷主が糾弾され、真

事業法の改正が行われました。

トラック輸送事業は、全国各
面目な事業者が社会において正

最後に、すべての業界関係者

ど に 対し て、
「 使いや すい道 路

地域で地域の経済と人々の暮ら
当な評価がなされる体制作りを

が令和２年、課題解決への思い

「荷主対策の深度化」
、
「規制の

しを支えており、公共交通機関

構築してまいりたいと考えてお

をひとつにして、 新しい時 代に

の整備」について、積極的な要

としての 重 責を 担 うとと もに、

ります。国土交通省、厚生労働

ふさわしいトラック運送業界の

適正化」
、
「標準的な運賃の告示

地 方 創 生の旗 頭として、 高い評

省、経済産業省、農林水産省な

実現に向けて、引き続き、皆様

望活動を行っていただきたいと

価を得ているところであります。

どに対し、当該情報をお伝えい

方の多大なるご理解・ご協力を

制度の導入」の３つの施策をセ

また、昨年相次いで発生した

ただき、より良い状況に導かれ

お願いしながら、新年のご挨拶

存じます。

激甚災害に対して、被災地への

るように努めていただきたいと

トラック運送業界は「人」で

る信頼をいただいております。

善」の３つに影響を与える道路

全確保の向上」
、
「環境保全の改

また、
「 輸 送の 効 率 化 」
、
「安

ます。

緊急物資輸送を迅速に展開した

存じます。

成り立っており、現場で働くト

の積極的な活用について、より

京都府 「清水寺」（京都市）

兵庫県 「メリケンパーク」（神戸市）

に代えさせていただきます。

ところであり、国民から絶大な

ットとして、一体 的に取り 組む
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ラックドライバーの皆 様の活 躍
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全日本トラック協会は令和2年10月8日、大阪市で「第25回全国トラック運送事業者大会」を開催する
▷写真提供：上から、公益財団法人大阪観光局、一般財団法人神戸観光局。下段左から、公益社団法人奈良市観光協会、公益社団法人和歌山県観光連盟、公益社団法人びわこビジターズビューロー

運送業の今を
少しだけ便利にする「配達くん」

詳細は下記をクリック

https://daisosystem.co.jp/
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うこととしています︒ま 利用者などの理解と協力
た︑物流上重要な道路輸 を得つつ︑関係省庁と連
送網を﹁重要物流道路﹂ 携しながら﹁ホワイト物
として指定し︑平常時・ 流﹂推進運動を進めるこ
災害時を問わない安全か とにより︑働きやすい労
つ円滑な物流等を確保す 働環境の実現等への協力
めていく必要があります︒ るための機能強化や重点 を呼びかけてまいります︒
また︑平成 年 月に
運輸事業者の安全管理体 支援・投資を行ってまい
制の構築のため︑引き続 ります︒加えて︑特車許 成立した改正貨物自動車
き運輸安全マネジメント 可の審査の迅速化やデジ 運送事業法に基づき︑ト
評価を通じ︑輸送の安全 タル化の推進による新た ラックド ライバーの働き
の確保に取り組んでまい な制度の検討に取り組む 方改革に向けた荷主への
るとともに︑﹁事 業 用 自 とともに︑ダブル連結ト 働きかけや︑標準的な運
動車総合安全プラン２０ ラックの普及促進︑トラ 賃の告示等も進めてまい
２０﹂をはじめとした施 ック隊列走行の実現を見 ります︒
策を着実に推進してまい 据え︑高速道路インフラ
ります︒
人口減少・超高齢化社
の活 用について検 討して
会を迎える中で︑国民の
まいります︒
安全・安心や持続的な経
済成長を確保するには︑
働き手の減少を上回る生
産性の向上によって潜在
的な成長力を高め︑新た
な需要を掘り起こすこと
が極めて重要です︒その
ため︑新技術も積極的に
活 用し︑スマートシティ
の推進等のほか︑我が国
産業の生産性向上や新市
場の開拓に向けた取り組
みを進める必要がありま
す︒
物流分野では︑貨客混
載等の旅客運送事業と貨 が成立し︑自動車検査証
物運送事業のかけもちへ がＩＣカード化されると
の支援を充実させ︑拠点 ともに︑自動車検査証の
となる物流施設への資金 記録等事務に係る委託制
支援を行ってまいります︒ 度が創設されたところで
また︑物流・商流データ す︒引き続きこの制度の
基盤の構築等の新技術の 確実︑円滑な開始に向け︑
積極的な活用を図ってま 準備を進めてまいります︒
いります︒さらに︑アジ また︑自動運転車の安全
アを中心としたサプライ 確保を図るため︑自動運
チェーンのシームレス化 行装置の安全基準の策定
・高付加価値化を図るた を行うなど︑自動運転車
め︑日ＡＳＥＡＮコール の本格的な普及に向けた
ドチェーン物流ガイドラ 取り組みを進めてまいり
インの普及・浸透︑国際 ます︒
また︑トラックの生産
標準化等を通じて︑我が
国事業者の海外進出を支 性向上をはじめ︑新たな
援してまいります︒加え 交通サービスの創出に向
て︑現下の物流を取り巻 け︑官民連携でのＥＴＣ
く現状を踏まえ︑新たな ２・０データの活用を推
﹁総合物流施策大綱﹂の 進します︒
策定に向けた検討も進め
国土交通省は︑本年も
てまいります︒
道路分野においては︑ ﹁現場主義﹂を徹底し︑
ＥＴ Ｃ２・０等のビッグ 諸課題に全力で取り組ん
データを活用し︑渋滞箇 でいく所存です︒国民の
所の状況を詳細に把握・ 皆様の一層の御理解︑御
整理し︑効果的なピンポ 協力をお願いするととも
イント渋滞対策を引き続 に︑本年が皆様方にとり
き推進してまいります︒ まして希望に満ちた︑大
自動車分野では︑昨年 いなる発展の年になりま
５月に﹁道路運送車両法 すことを心から祈念いた
（要旨）
の一部を改正する法律﹂ します︒

社会資本整備について
は︑厳しい財政制約の下︑
安全・安心の確保を前提
に︑生産性の向上や経済
活性化に資する︑ストッ
ク効果の高い事業を重点
的・戦略的に進めること
が必要です︒
高速道路については︑
財政投融資を活用して︑
生産性向上のための新名
神高速道路の６車線化︑
安全性・信頼性等の向上
のための暫定２車線区間
における４車線化等を行

赤羽 一嘉

さて︑近年︑子供が犠
牲になる事故や高齢運転
者による交通事故など︑
痛ましい自動車事故が相
次いでいます︒国民の命
と生活を守ることが私た
ち国土交通省の使命であ
り︑着実に取り組みを進
30
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年金制度については︑
老後生活の基本を支える
公的年金の安定的運営と
充実に努めるとともに︑
老後生活の多様なニーズ
に対応する私的年金の普
及・促進を図ってきまし
たが︑働く意欲の高い高
齢者が増えるなど︑社会
・経済の変化に対応した
制度を構築する必要があ
ります︒
昨年の財政検証結果を
踏まえ︑被用者保険の適
用拡大︑在職老齢年金制
度の見直し︑年金受給開

防止等の労働安全衛生対
策にも取り組みます︒
いわゆる就職氷河期世
代の方々に対しては︑一
人ひとりの状況に応じた
支援を行うことで︑働く
ことや社会参加を支援し
ます︒

加藤 勝信

少 子 高 齢 化が進む中
で︑多様化する就業ニー
ズに対応したセーフティ
ネットの整備や︑高齢者
の就業機会の確保などを
図るため︑次期通常国会
に関連法案の提出を目指
します︒また︑高齢者が
安心して安全に働けるよ
う︑増加する転倒災害の

昨年９月に︑安倍総理
を議長とする﹁全世代型
社会保障検討会議﹂が設
置され︑年末に中間報告
を取りまとめました︒
まずは︑この中間報告
を基に︑次期通常国会に
高齢者雇用や年金の関連
法案の提出を目指すとと
もに︑ 医 療についても︑
関係審議会での議論を本
格化し︑今夏の最終報告
に向け︑
検討を進めます︒

厚生労 働 大 臣
も早く安心・安全な生活
を取り戻せるよう︑スピ
ード感をもって対策を講
じるとともに︑相次ぐ自
然災害から国民生活を守
れるよう︑医療・福祉・
水道施設等の強靱化に取
り組みます︒
援護施策において︑日
本人でない遺骨が収容さ
れた可能性が指摘されな
がら︑長年に渡り適切な
対応が行われてこなかっ
たことや︑公的統計を巡
る 不 適 切 な 取 り 扱 いな
ど︑行政に対する信頼を
損なう事案が生じたこと
に対し︑改めてお詫び申
し上げます︒深い反省と︑
二度と繰り返さないとい
う強い信念の下︑厚生労
働省のガバナンス強化や
業務改革等に全力で取り
組みます︒

本年４月から︑大企業
に同一労働 同一賃 金のル
ールが︑中小企業に時間
外労働の上限規制が適用
されます︒制度改正に関
する丁寧な周知に加え︑
生産性向上に取り組む中
小企業に対する支援等に

待機児童の解消に向け
て︑
﹁子育て安心プラン﹂
に基づき︑２０２０年度
末までに 万人分の保育
の受け皿を整備し︑保育
人 材 の確 保 等 を 行いま
す︒また︑関係省庁と連
携し︑幼児教育・保育の
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令 和２ 年 の新 春 を 迎
え︑心よりお慶び申し上
げます︒本年も何とぞよ
ろしくお願い申し上げま
す︒
厚生労働大臣就任から
約４か 月 が 経 過 し ま し
た︒この間︑国民の皆様
の安全・安心の確保に万
全を期すべく努力してま
いりました︒引き続き︑
私自身が先頭に立ち︑厚
生労働省一体となって様
々な課題に全力で取り組
んでまいります︒
昨年は︑台風や記録的
な大雨による甚大な被害
が全国各地で発生しまし
た︒改めまして亡くなら
れた方々のご冥福をお祈
りするとともに︑被災さ
れた皆様にお見舞い申し
上げます︒
被災された方々が一日

人口減少︑地域社会の
変容が進む中で︑地域と
のつながりを失い孤立し
たり︑ひとつの家庭の中
で複合的な課題を抱える
ケースが生じています︒
こうしたケースに対応す
るため︑包括的な支援体
制の構築や社会福祉法人
を中核とする非営利連携
法人制度の創設等を通じ
て︑地域共生社会の実現
に向けて取り組みます︒
また︑地域包括ケアシ
ステムを推進するととも
に︑介護保険制度を基盤
とした地域共生社会を実
現するため︑介護予防・
地域づくりと認知症施策
の推進や︑地域特性等に
応じた介護基盤整備︑生
産性向上等の取り組みを
進めます︒

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

一方で︑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︒
平成 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
く取り組みをさらに加速
させるとともに︑物流機
能を安定的・持続的に確
保するため︑荷主企業や

始時期の選択肢の拡大等
こうした取り組みを推
を図るとともに︑確定拠 進するため︑次期通常国
出年金の加入可能要件を 会に関連法案の提出を目
見直すなど︑長期化する 指します︒
高齢期の経済基盤の充実
を図るための改正法案の
医療分野では︑２０２
５年の地域の医療ニーズ
提出を目指します︒
を把握し︑病床機能の最
適化を目指す﹁地域医療
構想﹂
︑医療現場で常態
化している長時間労働を
是正する﹁医師の働き方
改革﹂
︑ 医師の最適な配
置により地域間︑診療科
間の医師偏在解消を目指
す﹁ 医 師 偏 在 対 策 ﹂ を
一 体 的 に 進 めていき ま
す︒また︑健康寿命の延
伸を図るため︑ナッジ理
論などの行動経済学の知
見も活用し︑予防・健康
づくりを推進します︒

より︑円滑な施行に努め 無償化の円滑な実施に努
めるとともに︑保育の質
ます︒
経済の好循環の実現の の確保にも一層取り組み
ためには賃金の引上げが ます︒
さらに︑全ての子ども
重要です︒中小企業・小
規模事業者が賃上げしや たちが夢や希望を持てる
すい環境を整備するとと 社会を目指し︑児童虐待
もに︑地域間格差にも配 防止対策や子どもの貧困
慮しながら︑最低賃金が 対策に取り組みます︒
より早期に全国加重平均
１０００円となることを
そのほか︑社会経済の
目指します︒
変化に対応しつつ︑厚生
また︑全ての方がその 労働省に対する要請に適
能力を存分に発揮できる 時・的確に応えることが
社会の実現に向けて︑リ できるよう︑医薬品・医
カレント教育を始めとし 療機器施策︑
感染症対策︑
た人材育成の強化︑女性 障害者福祉︑
社会福祉等︑
・若者・高齢者・障害者 山積する課題に果断に取
等の就労支援︑ハラスメ り組んでまいります︒
ント対策の推進︑柔軟な
働き方がしやすい環境整
おわりに︑本年が︑国
備等に取り組みます︒
民の皆様お一人おひとり
にとって︑実り多き素晴
らしい一年となりますよ
う心よりお 祈り申し上
げ︑ 年頭にあたっての私
の挨拶といたします︒

令和２
年 「年頭の辞」
（２０２０）
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も︑近年の気候変動によ
り災害が頻発化・激甚化
し︑それによりもたらさ
れる被害規模が甚大化し
ていることを痛感してお
ります︒こうした状況の
中で︑国民の皆様の命と
暮らしを守るために︑こ
れまでの教訓や検証を踏
まえた抜本的な防災・減
災︑国土強靭化対策が必
要と感じております︒ま
た︑ハード・ソフト両面
の対策とともに︑国民の
皆 様 の防 災 意 識 の向 上
と︑地域防災力の向上を
具体的に実現していくこ
とが必要です︒

国土交 通 大 臣

昨年は︑台風第 号・
号・ 号・ 号など︑
相次ぐ大規模な自然災害
により︑防災・減災の取
り組みの重要性が再認識
される年となりました︒
大臣就任直後から︑これ
まで延べ 道県の被災地
域に足を運んでまいりま
したが︑いずれの被災地

令和となって初めての り越えようとする者への
新年を迎え︑謹んで新春 重点支援﹂などの施策が
の御挨拶を申し上げます︒ 盛り込まれております︒
昨年９月に第４次安倍 国土交通省としても︑こ
第２次 改 造 内 閣 が 発 足 れらの施策が迅速かつ着
し︑新たに国土交通大臣 実に実行されるよう︑し
の任に当たることとなり っかりと取り組んでまい
ました︒本年も国土交通 ります︒
行政に対する皆様の変わ
また︑今年はいよいよ
らぬ御理解と御協力を宜 東京オリンピック・パラ
しくお願い申し上げます︒ リンピック競技大会が開
催を迎えます︒国土交通
省としても︑円滑な輸送
の確保など︑関係者と連
携して大会の成功に万全
を期してまいります︒
昨年 月︑新たな経済
対策として﹁安心と成長
の未来を拓く総合経済対
策﹂が閣議決定されまし
た︒この経済対策には︑
﹁相次ぐ自然災害からの
復旧・復興の加速や︑防
災・減災︑国土強靱化の
取組の着実な推進と更な
る強化など︑災害からの
復旧・復興と安全・安心
の確保﹂︑﹁中小企業・小
規模事業者の生産性向上
のための環境整備など︑
経済の下振れリスクを乗
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東京２０２０大会の開催
を目前に控えた現在︑これ
から大切になってくるのは︑
東京２０２０大会後を見据

博之

国土交通省自動車局貨物課長

伊地知

英己

が発生し︑各地において甚大な いただきました︒これまでに卸
被害に見舞われました︒そうし 売業︑製造業︑運送業等の６５
た中︑トラック運送業界には︑ ８者（昨年 月末現在）から本

をいただきました︒平常時・災
害時においても絶え間ないご尽

力によって我が国の国民生活・ ても最も重要な一昨年 月の貨

そして︑業界の皆様方にとっ

援物資の輸送等に多大なご協力 宣言を提出いただきました︒

食料やブルーシートなど緊急支 運動の賛同表明である自主行動

11

細田
特に重要な︑取引環境の適正

令和２年の新春を迎え︑謹ん んで参ります︒
で年頭のご挨拶を申し上げます︒
新年を迎えますこの機会に︑ 化に向けた取り組みとしては︑
日本経済を支える物流の第一線 昨年４月より︑取引適正化等に
れる経営者︑ドライバー︑従業 う﹁ホワイト物流﹂推進運動を

でトラック産業に携わっておら 向けた荷主等への呼びかけを行
員など関係者の皆様のご活躍に 展開して︑昨年 月以降には全
国 ブロックで荷主・運送事業

号や 号などの大規模な災害 り︑私自身も各地で説明させて

昨年を振り返りますと︑台風 ミ ナーを 開 催 したところであ

敬意を表する次第です︒

10

者向けの取引適正化に向けたセ

10

近年︑ドライバー有効求人倍率 を図り︑昨年 月にはこれらの

一方︑トラック運送業界では︑ 入を制限する等の規制の適正化

確化など︑不適正な事業者の参

献やご苦労に感謝申し上げます︒ り︑新規参入時の許可基準の明

経済が支えられており︑その貢 物自動車運送事業法の改正によ

12

ご要望を実現させるべく︑働
きかけを精力的に展開してま
いりました︒その結果︑本対
策では︑﹁災 害 時にも地 域の
輸送等を支える道路のミッシ
ングリンクの解消﹂﹁中小トラ
ック運送事業者の荷役効率化
の導入支援﹂﹁物流生産性向
上のための高速道路料金の大
口・多頻度割引の拡充措置の
延長﹂などを実現させること
ができました︒本対策の内容
は︑令和元年度補正予算と２
年度当初予算に反映させ︑機
動的かつ万全の対策を講じて
まいります︒
自民党といたしましても︑
我が国経済の下振れリスクを
避けるべく︑政府と連携しな
がら懸命に取り組んでまいり
ます︒
最後になりますが︑今年も
トラック運送業界の皆様方か
らの貴重なお声を頂戴しなが
ら︑トラック運送業界の健全
な発展に向けて︑様々な施策
に精一杯取り組んでまいりた
いと考えております︒会員事
業者の皆様の社業のご発展と
ご健勝を祈念申し上げ︑新年
のご挨拶とさせていただきま
す︒

荷主企業から適正な運賃を
収受し︑ドライバーの労働条
件改善とトラック運送事業の
健全な運営の確保に繋げてい
くためには︑標準的運賃の告
示制度導入は欠かせないもの
であると考えております︒ト
ラック運送業界のさらなる健
全化のために︑制度の早期施
行を期待したいところです︒
本年も︑トラック運送業界
の皆様が日本経済の発展に一
層貢献され︑活力に満ち溢れ
た地域社会の構築に尽力され
ますことを︑私たち公明党ト
ラック議員懇話会といたしま
しても大いに期待しておりま
す︒
会員事業者の皆様におかれ
ましては︑引き続きご指導︑
ご鞭撻のほど︑よろしくお願
い申し上げます︒
最後になりますが︑会員事
業者の皆様の社業のご発展と
ご健勝を祈念申し上げ︑新年
のご挨拶とさせていただきま
す︒

19

ているところであります︒
引き続き︑消費税率引上げ
による影響に十分注意しつ
つ︑各種対応策を着実に実
施してまいります︒
ところで︑昨年は台風
号や 号など︑自然災害に
よる被害が頻発した年でも
ありました︒被災された皆
様方に対しまして︑心より
お見舞い申し上げます︒
また︑トラック運送業界
の皆様方には︑緊急物資輸
送の面で大いにご活躍いた
だきました︒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︒

一雄

こりうる自然災害といった先
行きリスクが視界に入りつつ
ある今こそ︑これらのリスク
に対して強靭な経済構造を構
築し︑経済の力強い成長軌道
を確実なものとしていかなけ
ればなりません︒
様々な経済の下振れリスク
を確実に乗り越え︑未来の安
心を確保していくために︑政
府は昨年 月︑財政措置 ・
２兆円程度︑事業規模 兆円
程度の新しい経済対策﹁安心
と成長の未来を拓く総合経済
対策﹂を決定いたしました︒
本対策では︑①災害からの
復旧・復興と安全・安心の確
保︑②経済の下振れリスクを
乗り越えようとする者への重
点支援︑③未来への投資と東
京オリンピック・パラリンピッ
ク後も見据えた経済活力の維
持・向上︱︱を３本柱とし︑
経済運営に対して万全の対応
を取っていくことを主眼に置い
ております︒
本対策決定に先立ち︑昨年
月 日に開催いたしました
自民党トラック輸送振興議員
連盟総会では︑トラック運送
業界の皆様方からの税制改正
・予算に関するご要望をお伺
いいたしました︒自民党トラ
ック議連では︑皆様方からの

15

こうした自然災害が相次
いだことにより︑経済活動
にも大きな影響が見られて
おります︒我が国経済が緩
やかながら回復基調を保っ
ている中で︑不安定な海外
経済や今後ともいつでも起

北側

19

12

懇 談 会を立 ち上 げたところで
す︒個々の輸送品目ごとに抱え

向上に資するＩＴツールの活用
促進を図るため︑﹁中小トラッ

この改正では︑さらに︑運送

らず︑厚生労働省︑経済産業省︑

さらに︑標準的な運賃の告示

を確保することが可能となり︑

現在︑これらの制度を実効性

等を進めているところです︒
法改正の趣旨に沿って適切に

きく変革する契機となることが

イドブック﹂を昨年 月に公表 一年となりますよう︑衷心より

ク運送業のためのＩＴツールガ 皆様方にとってよりすばらしい

最後になりましたが︑本年が

また︑ 働き方 改 革・生 産 性 期待される年です︒

を進めていきます︒

労働時間改善を図るための検討 じめとして︑物流のあり方が大

の生産性向上及びドライバーの メント（ＴＤＭ）
﹂の推進をは

えつつ︑関係者が連携して物流 の開催年です︒
﹁交通需要マネジ

る課題や特性の違いなども踏ま ック・パラリンピック競技大会

今年は東京２０２０オリンピ

紙・パルプについて︑それぞれ 考えております︒

多かった加工食品︑建設資材︑ 働き方改革を進めていきたいと

結果において︑特に荷待件数が 運用を行っていくこと等により︑

まず︑荷待時間に関する調査

取り組んでいるところです︒

間労働是正のための環境整備に 政機関とも連携をしながら検討

き方改革に取り組むため︑長時 のあるものとするよう︑関係行

送業について政府一丸となって働

トラック運送業を含む自動車運 することを確信いたします︒

このため︑国土交通省では︑ 我が国の物流の健全な発展に資

ております︒

得ることが重要であると実感し と運送事業者の適正な取引環境

り︑発・着荷主の理解と協力を 制度が創設されたことも︑荷主

の努力だけでは対応に限界があ

におきましては︑個々の事業者 です︒

だきましたが︑トラック運送業 制度が盛り込まれたことが重要

地の様々な現場を見させていた 協力や公正取引委員会への通知

私自身︑着任してから全国各 農林水産省など関係行政機関の

適用されることになります︒

以内の時間外労働の上限規制が な制度では︑国土交通省のみな

令和６年４月より年９６０時間 制度等が創設されました︒新た

づき︑トラックドライバーは︑ 為を行った荷主への新たな勧告

た︑﹁働き方改革関連法﹂に基 事業者の法令違反につながる行

不足が深刻化しております︒ま

が過去最大となるなど︑担い手 規定を施行しました︒

11

19

15

15

13

26

自由民主党トラック輸送振興議員連盟会長

新年あけましておめでと 外交等様々な課題の解決に
向けて全力を尽くしており
うございます︒
全国のトラック協会会員 ます︒
自 民 党 とい た し ま し て
の皆様方には︑旧年中はひ
と かた な ら ぬ ご 厚 情 を 賜 も︑政府・内閣と連携し︑
り︑
厚く御礼申し上げます︒ 新しい令和の時代を切り開
いてまいりたいと考えてお
昨年７月に実施された参 ります︒
議院議員選挙におきまして
さて︑経済状況を概観し
は︑自由民主党は﹁政治の
安定﹂を争点とし︑選挙戦 ますと︑米中貿易摩擦や中
を繰り広げてまいりました︒ 国経済の先行き︑英国のＥ
その結果︑連立与党で 議 Ｕからの離脱︑さらには中
席と︑改選議席の過半数を 東地域や香港を巡る情勢の
大きく上回る議席をいただ 影響など︑世界経済の先行
くことができました︒
﹁安定 きには不透明感が見られま
した政治基盤の上に︑新し す︒一方︑我が国経済では︑
い令和の時代の国づくりを ７年近くにわたるアベノミ
しっかりと進めよ﹂という︑ クスの推進により︑国内総
国民の皆様からの力強いご 生産（ＧＤＰ）は名目・実
信任を頂戴できたことに︑ 質ともに過去最大規模に達
改めて厚く御礼申し上げま しており︑内需を中心に景
気は緩やかな回復基調にあ
す︒
また︑昨年９月には第４ ります︒
次安倍第２次改造内閣が発
一方で︑昨年 月に消費
足しました︒同内閣では︑ 税率を引上げましたが︑軽
安定した基盤の上に立ち︑ 減税率制度や臨時・特別の
内閣が一丸となって内政︑ 措置など各種対応策を講じ
10

11

14

12

に乗り越え︑我が国経済の生
産性・成長力の強化を通じて
公明党トラック議員懇話会会長
民需中心の持続的な経済成長
の実現を図っていくために策
定されました︒
公明党といたしましては︑
新年あけましておめでと 京オリンピック・パラリンピ えた持続的な経済成長を実 政府・与党と強く連携し︑持
うございます︒
ック競技大会組織委員会で 現していくことであると考 続的な経済成長の実現を図っ
トラック協会会員事業者 は︑﹁２０２０ＴＤＭ推進プ えております︒そのために てまいる所存です︒
の皆様方には︑平素より格 ロジェクト﹂として︑ 大会 は中小企業への生産性向上
別のご高配を賜り︑謹んで 開催時の交通量の抑制や分 などといった重点支援を力
一方︑トラック運送業界に
散︑平準化を行う﹁交通需 強く進めていく必要があり おかれましては︑ドライバー
御礼申し上げます︒
要マネジメント（ＴＤＭ）
﹂ ます︒
不足が一層深刻化しつつある
しかしながら︑米中貿易 現状があります︒トラック運
昨年は我が国でラグビー を推進し︑円滑な大会輸送
ワールドカップが開催され︑ の実現と経済活動の維持と 摩擦などに伴って世界経済 送業界が持続的な成長を実現
日本中が大いに盛り上がり の両立を目指すこととして の先行きが不透明な状況で していくためには︑ドライバ
あることに加え︑昨年は台 ーの労働環境を改善させてい
ました︒今年はいよいよ東 おります︒
昨年 月には︑荷主企業 風 号︑ 号などによる深 くことが喫緊の課題であると
京２０２０オリンピック・パ
ラリンピックが開催され︑ や 物 流 事 業 者に対 し ま し 刻な被害も発生しており︑ 承知しております︒
諸外国から多くの観光客が て︑関係省庁︑都︑大会組 我が国経済に与える影響が
トラックドライバー不足に
観戦に訪れます︒
織委員会の連名で﹁東京２ 懸念されております︒
より物流が滞ることのないよ
我が国が︑東京２０２０ う︑ドライバーの労働条件の
公明党では︑東京２０２ ０２０オリンピック・パラリ
０大 会の大 成 功 を 目 指 し ンピック競技大会期間中の 大会後も経済成長を果たし 改善等を図り︑トラック運送
て︑政府や自治体と心をひ 物流に係るご協力のお願い﹂ 続けていくためには︑自然 業において﹁働き方改革﹂を
災害からの復旧・復興の加 進めていく観点から︑一昨年︑
とつにして︑最大限の努力 が発出されました︒
をしてまいりたいと考えて
トラック運送事業者の皆 速化や︑米中貿易摩擦など 議員立法によって︑貨物自動
おります︒
様におかれましても︑ＴＤ の景気下振れリスクに備え 車運送事業法の改正が行われ
Ｍへのご協力をお願いした た万全な対策が求められま ました︒﹁規制の適正化﹂﹁事
す︒昨年 月に閣議決定さ 業者が遵守すべき事項の明確
いと考えております︒
れました﹁安心と成長の未 化﹂﹁荷主対策の深度化﹂と
来を拓く総合経済対策﹂
は︑ いった改正事項が昨年施行さ
自然災害からの復旧・復興 れ︑残るは﹁標準的な運賃の
を加速させていくとともに︑ 告示制度の導入﹂のみとなっ
経済の下振れリスクを確実 ております︒

71

一方で︑ 東 京２０２０大
会の開催による︑我が国の
物流に与える影響は小さく
ありません︒国土交通省や
経済産業省︑農林水産省な
ど関係省庁と︑東京都︑東

の利活用が促進するよう取り組 す︒

ック運送業におけるＩＴツール 年のご挨拶とさせていただきま

したところであり︑今後︑トラ ご祈念申し上げまして︑私の新
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21

主側としても大きなメリ
ットがあった︒ 同事業を
通じて︑﹁トラックドライ
バーの拘束時間削減等︑
生産性向上が荷主側にも
大きなメリットがある﹂
ことが荷主側に理解され
たこともあり︑以前はあ
まり聞き入れてもらえな
かったような同社からの
改善要望も︑積極的に受
け入れてもらえるように
なってきたという︒

﹁以 前は﹃要 請 するこ
とで取引を止められてし
まうのではないか﹄と︑
荷主との交渉を恐れるよ
うなところもありました
が︑パイロット事業への参
加を通じて﹃輸送に関す
と﹁改善後﹂の２通りで る問題を荷主と運送事業
進めていた︒しかし︑試 計測し︑着荷主先での手 者が共有し︑改善に繋げ
験導入中だったため︑同 待ち時間や荷役時間︑ま ていくことが必要﹄とい
社の車両は利用できなか た車両留置時間の比較を う認識が双方に生まれた
こともあり︑その後はド
った︒これを︑ 同事業の 行った︒
実施期間中は同社車両に
比較結果は表の通りと ライバーの労働時間の削
もシステムを開放したこ なり︑その結果︑着荷主 減や運賃・料金など︑荷
とで︑待機時間の解消を 先での車両留置時間も大 主に対して積極的に要請
図った︒
幅に削減させることがで ・交渉するようにしてい
ます︒ただ︑他の荷主に
実証実験は︑﹁改善前﹂ きた︒
関する輸送ではまだまだ
（ 年 月 日・ 日）
と﹁改 善 後﹂（ 年１月 ﹁正 直なところ︑ 実 証 荷待ち時間や荷役時間が
日・ 日・ 日）に分 実験前にはここまで大き 多いものもあります︒パ
けて実施︒始業～発荷主 な効果が出るとは思って イロット事業での経験を
先での積み込み～運転～ おらず︑削減効果が想像 活かし︑積極的に荷主の
﹃輸 送
着荷主先での作業終了ま 以上に大きかったことに もとに足を運 び︑
での各時間を︑
﹁改善前﹂ 驚きました﹂
（早川社長） 効率化は運送事業者のみ
ならず︑ 荷主にとっても
運行効率を高めて従業員の待遇改善へ前進
大きなメリットがある﹄
経営環境改善を実現する「生産性向上」 と説明していくことで︑
実証実験の効果を他の輸
28

ト ラ ッ ク 運 送 業 界 の「 働 き 方 改 革 」実 現 に 向 け て
挙げてのアクションプランへの力強い取り
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事
業者の事例を紹介していきます︒
今回は前編として︑﹁労働生産性の向上﹂
と﹁適正取引の推進﹂に取り組んでいる運
送事業者の事例を紹介します︒
改善後
改善前

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
ションプラン﹂（平成 年３月）を取りま
とめ︑同プランを推進しています︒罰則付
き時間外労働の上限規制の適用が開始され
る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事業者
の割合を﹁ゼロ﹂とするためには︑業界を

わ が 社 に お け る「 働 き 方 改 革 」へ の 取 り 組 み（ 前 編 ）
「 労 働 生 産 性 の 向 上 （ 荷 待 ち 時 間 ・ 荷 役 時 間 の 削 減 ）」

改善前

これらの問題点の解決
を図るため︑同事業にお
ける実証実験では︑主に
次のような改善策が取ら
れた（図）
︒
①パレットの配数・段数
について、 発 荷 主が着 荷
主先の自動倉庫の仕様に
合わせることで、パレット
下ろしを実現
同事業では︑一貫パレ
チゼーションの仕 組みを
取り入れ︑発荷主先から
着荷主先まで同じパレッ
トを使用するようにした
ことで︑着荷主先での荷
下ろし時間の削減を図っ
た︒
②着荷主先で試験導入
中であった受付予約システ
ム（Ｗｅｂサービス）を、
実験期間中同社車両にも
開放し、着床時間を事前
予約
着荷主側では︑到着後
受付開始時間前の待ち時
間の解消を図るため︑受
付予約システムの導入を

比較結果（実験期間の平均）

﹁ド ライバー不 足が深
刻化している中で︑戦力
となるドライバーを確保
していくためには︑ドラ
イバーに満足してもらえ
るような賃金を保証でき
る経営環境を整えていく
ことが大事になってきま
す︒インターネットを活

実証実験を通じて︑着 用して他の運送事業者と 送にも広げていきたいと
荷主先での滞在時間短縮 の連携を図りながら︑運 考えています﹂（早川社長）
とドライバーの業務終了 行効率を高めていくこと
時間が読めるようになっ で︑ドライバーの待遇改 （取材協力）㈲早川運輸
早川孝雄代表取締役、
たことで︑運行計画の精 善を一層進めていきたい
度を向上させる効果もあ と考えているところです﹂ 早川礼史専務取締役
った︒ 同社ではこれを活 （早川礼史専務取締役）
かし︑帰り荷の確保を進
めるなど︑運行効率改善
パイロット事業への参加
と同社の経営改善に繋げ 以降︑荷主側にも意識の
ようとしている︒
変化がみられるようにな
った︒ 改 善によって荷 主
先に滞留するトラックが
増えると︑荷主側でもそ
の管理のために社員の拘
束時間が増える傾向にあ
った︒しかし︑改善によ
って敷地内に滞留するト
ラックが減少したことで︑
荷主社員の拘束時間が減
少し︑人件費も減少︒荷

表

荷主にもメリットの多い「労働生産性向上」
パイロット事業参加を通じ時短効果を実感
要請・交渉積み重ね労働環境改善を実現へ

28

図 パイロット事業の実証実験における改善策
手下ろしからパレット下ろしに
改善したことで、
荷役時間の大幅
削減を実現した

29

29

させていく必要があります︒
アクションプランの取り組み﹁労働
生産性の向上﹂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
取り組み︑労働生産性向上と自社の経
営改善を図ろうとしている︑山梨県笛
吹市の㈲早川運輸（早川孝雄代表取締
役）の事例を紹介します︒

中央市に本社を構える穀
物食品メーカーの㈱はく
ばくが発荷主となる輸送
について︑ 年度の同事
業の対象とすることを決
めた︒
山梨運輸支局では︑発
荷主の製品輸送に携わっ
ている運送事業者の中か
ら︑県外への輸送も実施
していたこともあって同
社を対象運送事業者に選
定︒発荷主と着荷主（日
本生活協同組合連合会
﹇ ㈱ シ ーエッ ク ス カ ー
ゴ﹈
）
︑そして運送事業者
が連携して︑ドライバー
の拘束時間削減に向けて
踏み出すことになった︒

18

20

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

㈲早川運輸（山梨県笛吹市）
荷主にも広がりつつある「業界の窮状」
荷主と連携して拘束時間削減に動き出す

度に﹁トラック輸送にお
ける取引環境・労働時間
改善協議会﹂を中央およ
び各都道府県に設置︒
・ 年度には︑荷待ち時
間の削減や荷役作業の効
率化など長時間労働の抑
制を図るための﹁パイロ
ット事業﹂を実施した︒
山梨県協議会では︑同県
28

「一貫パレチゼーション」で荷役作業減

29

待機時間削減に繋がる「受付予約システム」
けようとしなかったとい
さて︑同事業の対象と 桶川流通センターでの受
う︒しかし︑少子高齢化
が加速するにつれて︑ド なる輸 送の概 要について 付待ち︑荷下ろしとなる︒
ライバー不足がより深刻 説明していきたい︒
その後︑他荷主先への運
同社のトラックは︑は 転とそこでの荷役作業が
化したことで︑荷主企業
も徐々に業界の窮状に対 くばく中央工場（山梨県 あり︑
帰庫となる︒特に︑
して理解をもつとともに︑ 中央市）で製造された製 着 荷 主 先での︑﹁受 付 順
運送事業者からの改善提 品を︑チャーター便（平 番確保のため早めに到着
案に向き合い始めるよう 均 週４便 ）でシーエック して待機している時間と
スカーゴ桶川流通センタ 受 付 後の待 ち時 間﹂（４
になってきていた︒
︑また﹁手 下ろし
そうした中︑国土交通 ー（埼玉県桶川市）まで 時 間 ）
省と厚生労働省では︑ト 輸送する︒同社のドライ による荷 役 時 間﹂（２時
ラック運送事業における バーの業務内容としては︑ 間）に時間を要すること
取引環境の改善および長 はくばく中央工場での積 があり︑他荷役先での作
時間労働の抑制を実現す み込み（フォークリフト 業なども含めたドライバ
︑ 運 転（原則と ーの拘束時間は 時間に
るための環境整備を図る を利用）
︑ も及んでいた︒
ことを目的に︑平成 年 して高速道路を利用）

［早川 孝雄 代表取締役］
所在地
山梨県笛吹市一宮町新巻 516
資本金
930 万円
設 立
昭和 50 年 8 月
従業員数
34 人（うちドライバー 29 人）
車両数
34 台

早川 礼史
専務取締役
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令和２年新春特集
㈲早川運輸は︑山梨県
を中心に︑関東から中部
・東海地方にかけてスポ
ット・チャーター便の輸
送を行っている運送会社
である︒
さて︑同社では以前か
ら荷主先での荷待ち時間
や荷役時間が増加傾向に
あり︑それに伴ってトラ
ックドライバーの拘束時
間が多くなっていた︒そ
のため︑ドライバーの労
働環境改善を図りたいと
考えていたが︑以前は運
送事業者からの要請に対
して多くの荷主が耳を傾

㈲早川運輸

早川 孝雄
代表取締役
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30

（4）
第2145号
（第3種郵便物認可）

令和2年（2020年）1月1日

信頼を得ている︒
この状況を作り出して
いる背景として︑同社に
は社歴 年や 年といっ
たベテランドライバーが
多く︑中には 歳を迎え
たドライバーがおり︑長
年経験を積み重ね︑商品
知識を熟知している人材
が豊富なことがある︒こ
うした人材は配送ルール
遵守への思いも強く︑同
社では︑こうした経験豊
富な中高年ドライバーが
多く活躍していることが
強みとなっている︒
さらに︑輸送品質をよ
り高めていくための取り
組みも行っている︒ 同社
では︑
月に２回社内で﹁輸
送品質会議﹂を行ってい
るほか︑
荷主とは月に１度
﹁パートナー協議会﹂を
開催している︒輸送品質
会議では︑社内における
輸送トラブル防止への方
策などを検討し︑実行に
移している︒また︑パー
トナー協議会では︑輸送
品質会議で話し合われた
内容を荷主に報告するほ

［樋口 義弘 代表取締役］
所在地
宮城県仙台市宮城野区蒲生 2-2-16
資本金
2,345 万円
創 立
昭和 42 年 6 月
従業員数
148 人※（うちドライバー 54 人）
車両数
57 台
※パート従業員を含む

樋口 義弘
代表取締役

90

42

再生産可能な運賃収受実現へ

輸送品質向上のため、月に２回社
内で「輸送品質会議」を行っている

仙台中央運送㈱

50

70
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出典：「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（解説書）」全日本トラック協会
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「交渉力」を強化

き方改革実現に向けたア
か︑その月に発生したト 業を行った際に︑積み付 こととなった︒
同社では︑ 年５月か クションプラン
（解説書）
﹂
ラブルについても報告し︑ け後の様子を写真で撮影
「 適 正 取 引 の 推 進 （ 適 正 運 賃 ・ 料 金 の 収 受 ）」
トラブル防止に向けてお し︑本社営業所にメール ら地元の労働基準監督署 で紹介されている内容で
互いに何ができるのか検 で送るようにしている︒ や同社が契約している社 ある︒同社でも︑これと
製品に傷がついたなどの 会保険労務士などと協議 同じような形で荷主との
討を重ねている︒
例えば︑製品の積み下 トラブルが発生した場合 を重ね︑昨年４月から新 交渉に向けた準備を進め
ろしを何度も行うと︑製 には︑保存した写真を荷 しい労働規則を導入して た︒
同業他社にない「強み」を武器に
同社では︑労働規則変
品が傷んでしまうことが 主に対して提供し︑ルー いる︒
説得力あるデータを提示し交渉に挑む
また︑同社では従業員 更後となる︑昨年４月の
ある︒そのため︑積み下 ルに準じた形で積み付け
ろしを行う際には慎重な を行ったことを証明する 向けの独自カレンダーを 人件費総額を調査した︒
ムバスやキッチンなどを 作業が求められるととも ための材料として活用し 制作している︒このカレ その結果︑同社の人件費
運送事業者が人材を確保していくた 繋げていく必要があります︒
ンダーによって従業 員の 総額は前年同期比で９・
めには︑少なくとも全産業平均と同程
アクションプランの取り組み﹁適正 新築・改築家屋の現場ま に︑積み付けの際にはル ている︒
運送事業者の側から積 年間労働時間を管理して ４％上がったことが分か
度の年収を担保できる人件費︑法定福 取引の推進﹂では︑良質な輸送サービ で輸送するだけでなく︑ ールに沿った形で行い︑
利費︑納税や再投資等を前提とした原 スの提供を通じて荷主からの信頼を得 施工も併せて行うように 荷崩れを起こさないよう 極的に提案し︑輸送トラ おり︑同社における１日 った︒調査結果を受け︑
価計算を行い︑再生産可能な適正運賃 るとともに︑適正運賃・料金収受に向 した︒また︑全国各地に にすることは当然のこと ブル防止を実現していく の所定労働時間（８時間 同社では賃金水準上昇と
分）と年間の所定労働 いう目標の達成に必要な
・料金を設定することが求められま けて交渉力を高め︑ドライバーの処遇 ある展示会場への同社製 だ︒さらに同社では︑物 ことで︑荷主からの信頼
（２０８２時間 分） 運賃アップ率の想定を行
す︒適正運賃・料金を荷主から収受し︑ 改善を目指している︑宮城県仙台市の 品の輸送にとどまらず︑ 流センターで積み付け作 は高まっていくのである︒ 時間
をカレンダーに落とし込 い︑調査結果を示しなが
賃金水準を維持・上昇させていくこと 仙台中央運送㈱
（樋口義弘代表取締役） 展示会場での製品の設営
んでいる︒
ら荷主に対して運賃値上
・撤収なども手がけるよ 「労働環境改善」に欠かせない適正取引
で︑トラックドライバーの処遇改善に の事例を紹介します︒
目に見えるデータをもとに納得度高い説明を
なお︑同社では︑年間 げを提案︒現在︑荷主と
うにしたのである︒
勤務日数２３８日︑年間 の交渉を進めているとこ
しかし︑その当時は軽油
価格が非常に高騰してお ﹁当社はもともと運送
さて︑同社は先代社長 社に集め︑様々な意見な 休日日数１２８日（２０ ろである︒
仙台中央運送㈱（宮城県仙台市）
り︑トラックを走らせて 業務を行っておりました である樋口晃 氏によって どをヒアリングする機会 １９年度）と︑運送会社
も自社の収益増になかな が︑当社から提案を行い︑ 創業されたが︑先代社長 があるという︒荷主側で としては年間休日日数が ﹁運送事業者が人材を
か結び付かなかった︒そ 今では荷主から様々なお は荷主に対して簡単に運 もドライバー不足の深刻 多いのが特 徴となってい 確保していくためには︑
「差別化」を図り輸送以外の業務にも進出
る︒これは︑荷主である 賃金アップが大前提にな
付加価値を提供し「オンリーワン」企業へ こで︑樋口社長は﹁高騰 仕事を頂戴するようにな 賃・料金の値上げをお願 化が徐々に認識され︑
している燃料を使わずに りました︒輸送だけでは いすることに消極的だっ 年の春には一時的にトラ 大手総合メーカーの稼働 ってきます︒原価を賄う
にあって︑ どんなに荷主 稼ぐ﹂ために︑輸送・倉 なく︑様々な付加価値を たという︒先代社長は︑ ックが集まらなくなる事 日に合わせているためで︑ だけの運賃では︑事業を
との関係が良好であった 庫管理以外の業務にも手 荷主に提供していくこと ﹁物流コスト削減を実現 態 が 発 生 し たこ と も あ 同社では創業してすぐの 維持・発展させていくこ
年ほど前から土曜日が とができません︒再生産
としても︑その状態にあ を広げた︒
で︑
﹃この会社以外にはう するために︑まずは自助 り︑運送事業者の経営状
ぐらをかかず︑懸命に他
この荷主は︑システム ちの仕事は任せられない﹄ 努力を重ね︑それでも苦 況などを小まめに聞くよ 午前中のみの出勤（いわ 可能な運賃・料金を収受
︑ 年ほど していくためには︑目に
の運送事業者との﹁差別 バスやキッチン︑ 床 材な という︑荷主からの厚い しいのならば︑苦渋の思 うになっているとともに︑ ゆる半ドン）
化﹂ を図っていかなけれ ど様々な住宅建材を扱っ 信頼感の醸成に繋がるの いで先方に値上げをお願 運送事業者からの要望に 前から完全週休２日制が 見える形で荷主に対して
仙台中央運送㈱は︑主 ば︑荷主から撤退されて ている︒ そこで︑システ です﹂（同）
いする﹂という考えの持 ついてもより理解される 採用されている︒もとも データを示し︑丁寧に説
に東北を輸送エリアとす しまう危険がある︒そこ
ち主だった︒平成 年に ようになってきているとい と休日が多かったことも 明を重ねていくことで︑
先代社長の後を継いで就 う︒また︑輸送にかかわ あって︑同社の従業員定 値上げ交渉を進めていく
る運送会社である︒
で︑８年ほど前から他の 輸送品質向上への取り組みも次々展開
同社では︑大阪に本社 運送会社との差別化に繋
必要があると考えていま
荷主企業からの信頼を高めていく 任した樋口社長も先代社 る契約書については毎年 着率は高い︒
長の考えを受け継いでお 内容を更新しているとと
を置く大手総合メーカー がる︑ある方策に打って
一方︑運送事業者が優 す︒もちろん︑説得力の
り︑軽油価格が高騰した もに︑輸送にかかわる附 秀な人材を確保していく ないようなデータでは︑
からの仕事が全体の ％ 出た︒
同社では輸送や倉庫管
を占めている︒この荷主
それまで同社では︑荷 理の面でも︑同業他社と
際に運賃値上げを行った 帯料金などについても２ ためには︑賃金水準を維 荷主は値上げを認めては
と同社との取引関係は︑ 主の製品を全国の工場か の差別化に繋がる取り組
ことはあるものの︑それ 年に１度見直しの場が設 持・上昇させていくこと くれません︒日頃から良
も大切である︒ドライバ 質な輸送サービスを提供
同社が創業した昭和 年 ら宮城県名取市にある荷 みを進めている︒
以外には値上げをお願い けられている︒
から 年以上にわたって 主の物流センターに輸送
さて︑昨年４月から︑ ーの﹁働き方改革﹂を進 し︑荷主からの信頼を得
することはなかったとい
荷主である大手総合メ
労働者がそれぞれの事情 めるために労働時間削減 ていくことはもちろんの
続いており︑まさに﹁こ し︑そこで南東北エリア ーカーの製品は種類が多
う︒
の会社に育てていただい 各地にある店舗ごとに製 く︑ 型番でみると１００
荷主との交渉に際して に応じた多様な働き方を に取り組むことで︑ドラ こと︑荷主との交渉力を
たからこそ︑今の当社の 品を仕分けし︑店舗への ０万種類にも及ぶ︒荷主
は︑まず荷主物流センタ 選択できる社会を目指す イバーの賃金ダウンが生 確かなものにし︑適正運
姿がある﹂（樋口社 長 ） 輸送を行うことを主な業 の製品を正確に管理し︑
ー長に対して行い︑それ ための﹁働き方改革関連 じる可能性が出てくる︒ 賃・料金を収受していく
ということができるだろ 務としていた︒当時は輸 間違いのないように輸送
をもとに大阪の本社で検 法﹂が順次施行されてお 労働時間が減っても給料 ことで初めて︑ドライバ
う︒
送の仕事が主体であり︑ するためには︑豊富な商
討されることになる︒そ り︑同社としてもトラッ が減るようでは︑ドライ ーの労働環境改善が実現
しかしながら︑競争の ﹁走って稼ぐ﹂ことが同 品知識がないと難しい︒
れとは別に︑同社を含め ク運送業界における働き バーのモチベーション低下 するのではないでしょう
激しいトラック運送業界 社の業務の中心であった︒ また︑配送の際のルール
た荷主と直接契約のある 方改革実現のために︑速 にも繋がりかねない︒
か﹂（同）
も厳しい︒同社では︑高
同社では︑新しい労働
運送事業者を年に２回本 やかな対応が求められる
いレベルが求められる輸
規則の導入に併せ︑賃金 （取材協力）仙台中央運
送品質や商品管理品質の
体系についても検討︒従 送㈱ 樋口義弘代表取締
面でもライバル会社の追
来よりも人件費の増加が 役
随を許さず︑荷主からの
想定されたことから︑荷
主との運賃交渉の必要性
を感じていた︒
荷主との運賃交渉に際
しては︑運送事業者側が
一方的に要求するのでは
なく︑データなどをもと
に︑丁寧に説明していく
ことが肝要である︒図は︑
適正運賃・料金収受によ
って賃金水準を維持・上
昇させるための対策につ
いて︑全日本トラック協会
﹁トラック運送業界の働
50

大手総合メーカーの製品輸送のほか、住宅建材の施工など様々な業務を手が
けている同社

40

45

50
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ニュース・ターミナル （トラック協会ニュース）
標準的な運賃の告示制度、改善
基準告示見直しに向けて協議

ないトラックド ライバー
による車内ゴミの﹁ポイ
捨て﹂は︑沿道住民に多
大な迷惑を及ぼす悪質な
行為であり︑トラックド
ライバーやトラック運送
業界全体のモラルが問わ
れている︒
全ト協では︑トラック
運送業にとって大切な﹁職
場﹂である道路を︑安全
で快 適 な 場 所に するた
め︑ゴミのポイ捨ては絶
対にしないよう協力を呼
びかけている︒
ＴＳ（トラックステーション）
情報

コインシャワー利用再開
奈良・針トラックステーション

奈 良・ 針 Ｔ Ｓは︑ ボイ
ラー工 事のた め９月２日
月

日

から休止していたコインシ
ャワーの利 用 を
から再開した︒
女性用コインシャワーを
一時休業

月

日

岡山トラックステーション

岡山ＴＳは︑

から女性用コインシャワー
用再開日が判明次第全日

を一時 休 業 している（ 利
本 ト ラック 協 会 ホ ー ム ペ
ージに掲載予定）
︒

（１月１日〜１月 日）
▽１月９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

・令 和 ２ 年 新 年 賀 詞 交 歓 会
▽１月 日

・第 ３ 回 施 設 事 業 委 員 会

雪道での燃費悪化や暖房などの使用によ
り︑ＥＶの航続可能距離はさらに短くな
るので︑その状況で立ち往生が起きたら
どれほどの交通渋滞が起きるでしょうか︒
想像してみてください︒冬場︑
電池切れになったＥＶや︑夏用
タイヤを装着したクルマが︑交
通を妨げ︑物流と人流を止める
︱︱そんな事態が発生しかねま
せん︒全国一律は難しくとも︑
これまでに雪の降ったことのある
地域ではスタッドレスタイヤの
装着義務化が必要だと考えます︒
冬場のトラック輸送体制を守
るためにも︑ＥＶのさらなる進
化と併せ︑スタッドレスタイヤ
の装着義務化も本格的に考えて
いかなければならない時代が訪
れようとしています︒

12

第 回物流政策委員会
第 回﹁物流政策委員 が行われた後︑同制度に
会﹂（馬渡雅敏委員長） ついて審議が行われたほ
が 月 日に開催された︒ か︑改善基準告示の見直
議事では︑国土交通省 しに向けた検討等につい
自動車局の伊地知英己貨 て審議した︒さらに︑取
物課長から標準的な運賃 引環境・労働時間改善協
の告示制度について説明 議会や運転者職場環境良
好度認証制度の進捗状況
などが報告された︒
そのほか︑①働き方改
革実現に向けたアクショ
ンプラン等周知セミナー
の開催状況︑②厚生労働
省主催・荷主と運送事業
者のためのトラック運転
者の労働時間短縮に向け
たセミナーの開催状況︑
③﹁ホワイト物流﹂推進
事業者（１２５事業
所）を認定

第48回物流政策懇談会（12月23日、全ト協）

全日本トラック協会は
車内ゴミのポイ捨て防止
徹底のため︑啓発用チラ
シ（写真）を作成し︑
月 日号の﹃広報とらっ
く﹄
に折り込んだ︒また︑
月 日に全ト協ホーム
ページ上で公開した（同
ページよりダウンロード
可能）
︒
公共道路を使用して輸
送サービスを提供するト
ラック運送業界にとって︑
道路環境の美化・保全が
責務であるのに対し︑心
20
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月 日︑第 回﹁物
流政策懇談会﹂が開催さ
れた︒
国土交通省から一見勝
之自動車局長︑全日本ト
ラック協会から坂本克己
会長︑労働関係団体を代
表して全国交通運輸労働
組合総連合（交通労連）
から園田龍一中央執行委
員長がそれぞれあいさつ
を行ったあと︑伊地知英
己国交省自動車局貨物課
長が改正貨物自動車運送
事業法や令和２年度トラ
ック運送業界関連予算︑
改善基準告示見直しに向
けた検討などについて説
明した︒
続いて︑全日本運輸産
業労働組合連合会（運輸
労連）の福本明彦中央書
記次長
（産業政策部長）
︑

16

16

運動︑④食品流通合理化 ライバーの働き方に関す 改善施策に関する要望に
があいさつを行った後︑
検討会︱︱などについて る実態調査の中間報告な ついて﹂を提出した︒
辻 卓 史 全 ト協 副 会 長が
も報告された︒
どが行われた︒
﹁本日お集まりいただい
改善基準告示の見直し
また︑同見直しに関し︑
た皆様は︑立場は異なれ
官
労
使
が
労
働
環
境
改
善
に向けた検討については︑ 赤上信弥委員（秋田県ト
ど︑トラック運送業界を
に向け意見交換
同 日に開催された第１ ラック協会会長）が馬渡
より一層よくしていこう
回﹁自動車運転者労働時 委員長に︑東北トラック 第 回物流政策懇談会
ということでは一致してい
間等専門委員会﹂
（７面 協会連合会（須藤弘三会
る︒これからもぜひ互い
に詳細）の報告や︑同見 長）からの要望書﹁長距
に支え合い︑協力して諸
直しに向けたトラックド 離輸送における諸問題の
課題に取り組んでいきた
い﹂と閉会あいさつを述
﹁特殊車両通行許可に関
交通労連の貫正和トラッ べ︑懇談会を締めくくっ
国交省道路局長に
する要望書﹂
を提出した︒
ク部会事務局長︑全日本 た︒
特車通行許可制度に
要 望 内 容 は 表 の通 り
建 設 交 運一般 労 働 組 合
関する要望書を提出
で︑全ト協からは坂本克
（建交労）の鈴木正明全 「車内ゴミのポイ捨て防
重量部会 己会長︑内宮昌利重量部
国トラック部会事務局長 止」
啓発用チラシを作成
会長︑西光彰男同副部会
が︑各労働組合からの意
道路環境美化呼びかけ
全日本トラック協会は 長︑佐々木幸一同常任委
見発表を行った︒
月 日︑国土交通省の 員︑桝野龍二理事長が出
各意見を受け︑国交省
池田豊人道路局長に対し︑ 席した︒
の伊地知貨物課長と石田
勝利安全政策課長が回答
を行った後︑意見交換を
実施︒健康経営に関する
取り組みや健康起因事故
防止対策など︑トラック
ドライバーの健康対策の
強化等について活発な議
論が行われた︒
会の最後には︑労働組
合を代表して運輸労連の
難波淳介中央執行委員長
17

写真左から、佐々木全ト協重量部会常任委員、坂本全ト協会長、池
田国交省道路局長、内宮全ト協重量部会長、西光同副部会長（ 月
日、国交省）

12

２０１９年度引越事業者
優良認定制度

全日本トラック協会は
月 日︑﹁引越事業者
優良認定制度（引越安心
マーク）
﹂の２０１９年度
認定事業者を発表した︒
今年度は︑新規申請と

更新申請の受付を行い︑
引越サービス名称単位で
申請総数 事業者（１３
０事業所）のうち 事業
者（１２５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
（１０２事業所）で︑認
定の有効期間は２０２０
年１月１日から２０２２
年 月 日までの３年間︒
今回の認定により︑こ
れまでの認定事業者と合
わせ︑３１８事業 者（１
８３９事業所）が引越優
良認定を受けたこととな
った︒
23

48

１．夜間 21 時～ 6 時の通行時間帯条件の緩和
２．誘導車配置条件の見直し
３．特殊車両通行許可手続きの簡素化・短期化
①特殊車両通行許可の人手審査をなくすようシステムを整備
し、審査を迅速化すること
②重要物流道路における一般的制限値の引上げ措置（特
殊車両通行許可の不要化）の対象を全車種に拡大し、
審査そのものを削減すること
③地方道のみの特殊車両通行許可をオンラインで一括処理
できるよう措置すること
④更新申請の簡便化、および原則即日で手続きを完了する
こと
⑤既存許可に同等以下の車両を追加する場合、原則即日
で手続きを完了すること
⑥オンライン申請における経路作成での時間・手間のロスを
なくすこと
４．特殊車両通行に関する制度の抜本的見直し
５．高速道路における通行可能幅員の許可基準統一
６．重要物流道路への追加指定、および集中投資による早期
完成等
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「スタッドレスタイヤの装 着 義 務 化 」
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スタイヤの装着義務化です︒
ＥＶを普及させるなら︑﹁バッテリーの
第 回
電池切れによる走行不能﹂は絶対に回避
米国カリフ 定比率をＺＥＶにしなければならないと ＥＶに含まれていますが︑ＺＥＶに含ま したいところです︒特に冬場の時期は︑
ォ ル ニ ア 州 書けば︑
その規制の強さが分かるはずです︒ れる代表的な日本車は︑トヨタのミライ
（加州）の行
同年からは規制対象となるメーカーが （燃料電池自動車＝ＦＣＶ）や日産のリ
っている環 境 ６社追加されるとともに︑一定比率が
ーフ（電気自動車＝ＥＶ）などの車種の
政策が︑全世界の自動車メーカーに大 ％から ％に引き上げられました︒また︑ みです︒加州で１万台の新車を販売する
きな影響を及ぼそうとしています︒そ ガソリンを使用したハイブリッド・低排出 ためには︑その ％にあたる１６００台を
の中身は︑加州がかねてから行ってきた ガス車︑加えて天然ガス車がＺＥＶに該 ミライやリーフにしなければ︑次の１万台
﹁ＺＥＶ規制﹂の︑２０１８年施行の 当しなくなり︑トヨタのプリウスやアクア は販売できないということです︒
規制強化です︒
しかも加州は︑世界の自動車メーカー
も除外されたのです︒
﹁ Ｚ Ｅ Ｖ ﹂ は﹁ Zero Emission 特にプリウスは︑ガソリン１㍑で ㌔ にとって超主要な市場︒加えて︑最先端
（ゼロ・エミッション・ヴィーク ㍍もの距離が走行できる︑異次元の超ハ の環境技術や自動運転技術を競い合うと
Vehicle
ル）
﹂の英語略称で︑﹁排気ガスを一切 イブリッド車です︒世界累計販売台数が ころなので︑こうした世界事情を考える
出さない自動車の普及を促すことで地 １０００万台を超えたこのクルマでさえ︑ と︑２０２０年から日本国内でもＥＶ化
ＺＥＶには含まれていません︒
が一気に加速する可能性が高いです︒
球環境を保護する規制﹂です︒
かろうじて︑ＥＶの機能をもつプラグ
そこで提言したいのが︑ 月～３月な
加州内で一定台数以上の新車の乗用
車を販売するためには︑販売台数の一 イン・ハイブリッド車（ＰＨＥＶ）はＺ どの冬期における全一般車へのスタッドレ
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表 特車通行許可に関する要望事項

（6）
第2145号
（第3種郵便物認可）

令和2年（2020年）1月1日

化

13

く味を含む︒水炊きはヘ
ルシーな野菜料理でもあ
るのだ︒
食べるときは︑自家製
ポン酢にさらに地元産の
だいだいを絞りかければ︑
香りがよくなって爽快︒
薬味には小ねぎを入れる
と風味が際立つし︑北九
州特産の柚子胡椒もいい
アクセントになる︒

20

スープは締めくくりに
も味わいたい︒ご飯を入
れ︑薄口醤油︑塩︑溶き
卵︑小ねぎを加えてひと
混ぜすれば︑体の芯まで
温まるおじやのできあが
り︒農林水産省の﹁農山
漁村の郷土料理百選﹂で
水炊きが福岡県代表にな
っているのももっともだ︒
（むかさ・ちえこ）

20

19

うるうどし

備審議会道路分科会国土
幹線道路部会（部会長・
朝倉康夫東京工業大学環
境・社会理工学院教授）
が平成 年に取りまとめ
た﹁高速道路の安全性︑
信頼性や使いやすさを向
上する取組 基本方針﹂
の中で提案された各具体
施策について︑国交省は
中期的な整備方針等を示
した﹁高速道路における
安全・安心基本計画﹂を
令和元年９月に策定︒そ
れを受け︑具体施策の実
施主体である高速道路３
社が︑当該施策の計画的
かつ着実な推進を図るこ
とを目的に︑同計画を策
定した︒
同計画では︑高速道路
の安全性︑信頼性や使い
やすさを向上する具体施
策として︑﹁暫 定２車 線
区間の解消﹂﹁自動運転
等のイノベーションに対応
した高速道路の進化﹂︱
︱などを掲げている︒そ
の中で︑高速トラック輸
送 の効 率 化 を 図 る た め
に︑ダブル連結トラック
の利用促進に向けたイン
フラ環境整備や︑令和４
年度以降に商業化が見込

まれている︑後続車無人
隊列走行の実現を見据え
たインフラ環境整備を進
めていくことなどが盛り
込まれている︒
具体的には︑平成 年
１月からダブル連結トラ
ックの本格導入が始まり︑
運行対象区間が東北から
九州まで広がったことを
踏まえ︑対象路線内の休
憩施設にダブル連結トラ Ｔ導入によって解決に導
ックの駐車マスを順次整 くための情報発信サイト
備していく︒また︑トラ ﹁ＩＴプラットフォーム﹂
ック隊列走行実現を見据 （写真）を開設した︒
中 小 機 構 で はこ れ ま
えた６車線化では︑新東
名高速道路（御殿場ジャ で︑経営や業務効率化に
ンクション︹ＪＣＴ︺～ 役立つビジネスアプリの
浜松いなさＪＣＴ）間に 検索等ができる﹁ここか
ついては令和２年度から︑ らアプリ﹂を運営してき
新名神高速道路（亀山西 た︒今回開設された同サ
Ｊ Ｃ Ｔ ～ 大 津 Ｊ Ｃ Ｔ な イトでは︑アプリ検索に
ど）では令和４年度から 新たな機能を追加したほ
の開通を目指す︒
か︑中小企業・小規模事
業者のＩＴ導入事例動画
中小
や記事を掲載し︑ＩＴ導
 事業者向けＩＴ
導入支援サイトを開設 入事業者の成功体験の発
中小機構 信を通じてＩＴ導入の裾
野を広げていく︒
（独）中小企業基盤整
なお︑同サイトは中小
備機構（中小機構）では 機構のトップページから
このほど︑中小企業・小 アクセス可 能となってい
規模事業者の生産性向上 る︒
に関する経営課題を︑Ｉ

表）
﹂ という形にするよう
だ︒だが︑実際の現場の実
態は多様化しているので︑
あらゆる取引形態について
全部をカバーするようなタ
リフ表の作成は不可能であ
る︒したがって︑基本的に
はタリフとい
う形になると
し て も︑﹁ 標
準的運賃﹂を
有効な武器に
するた めに
は︑例えば割
増など各社の
業務実態に応
じた活用が必
要である︒つ
ま り︑﹁ 標 準
的運賃﹂を実
際の運賃交渉
に活かせるか
どうかは︑事
業者自身にか
第 回
かっている︒
昨年４月から﹁働き方改
革関連法﹂が順次︑実施さ
れている︒猶予期間が設け
られている項目もあるが︑
猶予期限はだんだん残り少
なくなってくる︒一方︑ 厚
生労働省では﹁自動車運転

者 労 働 時 間 等 専 門 委 員 会﹂
を設置して︑改善基準の見直
しに着手した︒新しい改善基
準は令和６年４月までに実施
する予定なので︑今年は見直
しを検討するための基礎的な
データの収集などに終始する
ものと思われる︒また︑長距
離輸送などでは機械的に適用
するのではなく︑実態を踏ま
えた配慮なども今後の検討次
第ではあり得るだろう︒だが︑
だからといって悠長に構えて
いるわけにはいかない︒
そもそも事業法の改正は︑
﹁緊急に運転者の労働条件を
改善する必要﹂などの目的で
成 立したものである︒﹁働 き
方改革﹂の実現をバックアッ
プするための事業法改正とも
いえる︒その法改正の趣旨に
則って﹁荷主対策の深度化﹂
や﹁事業者に対する規制の適
正化﹂などが実施されてきた︒
そして年度内には﹁標準的運
賃﹂が告示される予定だ︒
今度は事業者自身が働き方
改革を進め︑事業の健全な発
展の実現に向けて取り組まな
ければならない︒今年は事業
者の姿勢が問われる年である
ともいえる︒

31

ニュース・ターミナル （官公庁ニュース等）

12

12

改善基準告示見直しに向け

などからは同実験に対し されたもの︒黒字廃業の
て︑﹁大 会 期 間 中に駐 車 可能性のある中小企業の
場を予約して利用できる 技術・雇用等の経営資源
では︑国立代々木競技場 取り組みはありがたいの を︑次世代の意欲ある経
ぜひ進めてほしい﹂
﹁複 営者に承継・集約するこ
周辺の時間貸駐車場を予 で︑
約専用駐車場に転換︒物 数のウェブサイトで広く とを目的としている︒
同パッケージにおける
流車両等を対象に優先利 取り組みをアナウンスし
用案内した場合の予約・ てほしい﹂ などといった 取り組みとして︑①経営
者の売却を促すためのル
利用状況の確認や現地運 意見が上がった︒
同協議会では実験結果 ール整備や官民連携の取
用方法の検証などを行っ
を受け︑事前広報の改善 り組み︑ ②マッチング時
た︒
同実験では︑物流車両 および強化を図るととも のボトルネック除去や登
等の優先利用案内が行わ に︑駐車場の利用状況に 録事業者数の抜本増加︑
れたことで︑駐車場の利 応じて予約時間帯を変更 ③マッチング後の各 種コ
用が減少するとともに︑ するなど柔軟に対応でき スト軽減︱︱を挙げてい
対象車両の利用割合が高 る仕組みづくりを検討す る︒
経産省では︑同パッケ
まった︒また︑物流業界 るなどとしている︒
ージを 年間集中実施す
宅配便再配達率は
への対応として︑﹁総合物 ることにより︑ 万者の

・０％に 流施策推進プログラム﹂ 第三者承継の実現を目指
令和元年 月調査結果 で削減目標（平成 年度 している︒
％程度↓令和２年度
「高
国土交通省は 月 日︑ ％程度）を設定し︑対策
 速道路における安全
・安心実施計画」公表
﹁宅配便再配達実態調査 に取り組んでいる︒
高速道路 社
結果﹂（令和元年 月分）
「第三者承継支援総合
を発表した︒
東日本高速道路㈱︑中
パッケージ」を策定
それによると︑ 月の
後継者不在の中小企業 日本高速道路㈱︑西日本
宅配便再配達率は ・０
％で︑前年同月比０・２
の事業承継を支援 高速道路㈱の高速道路３
社は 月 日︑﹁高速道
ポイントのマイナスとなっ
経済産業省は 月 日︑ 路における安全・安心実
た︒﹁都市部近郊﹂（ ・
３％）
︑﹁地方﹂（ ・５％） ﹁第三者承継支援総合パ 施計画﹂をそれぞれ公表
では前年から改善してい ッケージ﹂を策定し︑公 した︒
国土交通省社会資本整
る一方︑﹁都市部﹂では
表した︒
・６％と同０・１ポイン
これは︑後継者不在の
トのプラスとなった︒
中小企業に対して︑第三
国交省では︑近年増加 者による事業承継を総合
している宅配便の再配達 的に支援するために策定

文

化が出るし︑ボリューム
も十二分だ︒
野菜で印象的なのはキ
ャベツ︒３代 目 主 人・林
田三郎さんも﹁鶏スープ
をいくら吸っても︑キャベ
ツにコシがあるから︑しゃ
きしゃきなんです﹂と︑
太鼓判を押す︒スープが
濃いおかげで︑ねぎ︑に
んじん︑えのきなどもよ

「季節のごちそう①」博多の水炊き
折衷のスープ料理を工夫
したのが始まりという︒
福岡の水炊きはスープ
のうま味が特徴︒鶏肉や
鶏ガラを煮出して濃厚な
白濁スープをとる店もあ
るが︑﹁水月﹂のスープは
クリアなコンソメ風︒ガ
ラは使わず骨付き肉を１
時間ほど炊くので︑味は
濃いけれど澄んでいて︑

29

12

実態調査を実施へ

11

食

24

風合いもさらりとしてい
る︒だから︑スープに塩
と小ねぎを入れて︑くい
くい飲むのがおすすめだ︒
さて︑主役の鶏肉は南
九州産の生後４︑５か月
の雄を用いるので︑コク
があって︑歯応えがいい︒
また︑鍋には骨付き肉と
大きな鶏団子の両方を入
れるから︑口当たりに変

16

経 産 省

専 門 委 員 会 立ち上 げ 検 討スタート

19

財政運営と改革の基本方
た︑動画﹁トラック運転
針２０１９﹂において︑﹁就
者の﹃いま﹄とあなたに
職氷河期世代支援プログ
できること﹂では︑トラ
ラム﹂を取りまとめ︑政
ック運転者が運転以外に
府として３年間の集中的
どんな仕事をしているの
な支援に取り組む方針を
かという点を主軸に据え
打ち出している︒同プロ
て︑トラック運転者が置
グラムを着実に実行する
かれている実態とその改
ため︑元年 月に閣議決
善に必要な取り組みを紹
定した﹁安心と成長の未
介している︒
来を拓く総合経済対策﹂
物流車両の利用増加
において︑行動計画を年
オリ・パラ開催に向け
内に取りまとめることと
駐車場対策実証実験
されたことを受け︑関係
（写真）
府省会議において検討が ポータルサイト﹂
国土交通省や東京都︑
に新コンテンツを追加し
行われてきた︒
東京オリンピック・パラ
具 体 的 な 施 策 と して た︒
今回新たに加わったの リンピック競技大会組織
は︑就職氷河期世代向け
の﹁短期資格等習得コー は︑荷主企業・トラック 委員会などからなる東京
ス（ 仮 称 ）
﹂ を創 設︒ 運 運送事業者向けの自己診 ２０２０オリンピック・パ
から６年３月までの間を 輸等人材ニーズの高い業 断ツール
﹁簡単自己診断﹂ ラリンピック競技大会に
周知・施行準備期間にあ 界団体に委託し︑職場見 と︑一般向けの周知用動 関する駐車場対策協議会
てた上で︑自動車運転者 学・職場体験とハローワ 画﹁トラック運転者の﹃い は 月 日︑物流車両等
の上限規制適用猶予期間 ーク等と連携した就職支 ま﹄とあなたにできるこ を優先利用案内した予約
が終わる６年４月に施行 援等を組み合わせ︑正社 と﹂︒﹁簡単自己診断﹂で 専用駐車場の実証実験結
される予定︒
員就職を支援する出口一 は︑﹁運転時間﹂﹁荷扱い 果を公表した︒
同協議会では︑大会期
体型の訓練を行うことな 時間・付帯作業時間﹂﹁待
就職支援を目的とした訓 どが盛り込まれている︒ ち時間﹂の３つの視点か 間中の輸送対策の一環と

練の実施などを盛り込む
ら︑貨物運送の現状に関 して︑空き駐車場を探し
運送事業者向けの自己 するチェックシートに回 て移動する﹁うろつき交
就職氷河期世代支援に

診断ツールなどを追加
関する行動計画
答することで︑トラック 通﹂による交通渋滞等の
﹁トラック運転者の長時間 運転者の労働時間削減に 抑制に向けて︑会場周辺
厚生労働省は 月 日︑
労働改善に向けた 向けて︑自社の取り組む の駐車場対策等の検討を
﹁就職氷河期世代支援に
ポータルサイト﹂ べき課題を抽出すること 進めている︒同実証実験
関する行動計画２０１９﹂
が可 能となっている︒ ま （令和元年 月に実施）
厚生労働省は 月 日
を取りまとめ︑
公表した︒
政府は︑令和元年６月 より︑﹁トラック運転者の
に閣議決定された﹁経済 長時間労働改善に向けた
13

福岡は九州の食の都︒
屋台のラーメンから辛子
明太子︑おきゅうと︑が
め煮と︑ドライバーがさ
っと食べられるものがそろ
っているほか︑じっくり食
べる水炊きがまたうまい︒
水炊きは中央区平尾の
﹁水月﹂の初代主人が明
治時代に香港で修業し︑
日本人に合う西洋・中国

10

15 10

14

16

15

10

改善基準告示見直しの主な論点

表

喫緊の対応が求められる 検討会に参加している馬
食品流通
（花き流通含む） 渡雅敏全日本トラック協
について︑サプライチェー 会 副 会 長 が︑﹁ト ラック
ン全体で一貫した合理化 運送業界の現状と課題︑
対策を検討するために開 取り組みについて﹂と題
催されているもの︒
して長時間労働の実態や
今回は︑委員として同 業 界のアクションプラン
などについて発表すると
ともに︑全ト協が参画し
ている（一社 ）農産物パ
レット推進協議会の取り
組みについて紹介した︒
また事業者の取り組みと
して︑㈱マキタ運輸の牧
田信良代表取締役社長が
安全・品質の取り組みに
ついて発表を行った︒
併せて︑食品流通合理
化への取り組みやトラッ
ク運送業の取引適正化に
向けた取り組みを国交省
が発表︒また︑経済産業
省資源エネルギー庁がト
ラック輸送の省エネ化推
進事業について発表を行
った︒

23

12

11

10

12

3

29

新しい年の始まりである︒
今年は閏年で︑東京オリンピ
ック・パラリンピック競 技 大
会が開かれる︒日本選手の大
活躍で︑国中が大いに盛り上
がることを期待したい︒
ところでトラック運送業界
にとって︑今年はどのような
年になるのだろうか︒昨年は
貨物自動車運送事業法の改正
に伴う関係省令や通達など︑
内容の具体化が進められた︒
７月からは﹁荷主対策の深度
化﹂︑ 月からは﹁事業者に
対する規制の適正化﹂が実施
された︒残された大きな項目
は﹁標準的な運賃の告示制度
の導入﹂である︒昨年暮れに
は国土交通省から﹁標準的運
賃﹂についての基本的な策定
方針が示された︒この方針に
基づいて作業が進められてお
り︑年度内（３月末
まで）には具体的な
内容が告示される予
定である︒
当然かもしれない
が︑事業者の﹁標準
的運賃﹂に対する関
心は高い︒策定方針
によれば︑基本的に
は﹁タリフ表（運賃

今年は事業者の姿勢が問われる年
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森田 富士夫

物流ジャーナリスト

60

11

20

③駐車場の除雪・融雪は万全に、出入口などにも注意する
駐車場内や駐車場から職場までの通路の除雪や、融雪剤の散布を行いましょう。
また、出入口には転倒防止用マットを敷き、照明設備を設けて夜間の照度を確保しま
しょう。

12

12

167

12

②時間に余裕をもって歩行、作業を行う
悪天候による交通機関の遅れが見込まれる場合は、時間に余裕をもって出勤するよ
うにし、落ち着いて作業をするように心がけましょう。
屋外では、小さな歩幅で靴の裏全体を地面に付けて歩くようにしましょう。

12

※冬靴の耐滑性には注意を！
「水・油用の耐滑靴」「氷上用の耐滑靴」「粉体上の耐滑靴」は、それぞれ対策が異
なります。市販されている耐滑靴の多くは「水・油用」ですので、雪や氷の上では滑るこ
とがあります。したがって、耐滑靴といえども、冬季の屋外使用では注意が必要です。

続運転時間といった各項
厚 生 労 働 省は 月
日︑第１回﹁労働政策審 目について︑幅広く見直
議会労働条件分科会自動 しを検討していく（表）
︒
車運転者労働時間等専門
同専門委員会には︑学
委員会﹂（委員長・藤村 識者などで構成する公益
博之法政大学大学院イノ 代表委員のほか︑労使か
ベーション・マネジメント らト ラック・バス・タク
研究科教授）
を開催した︒ シーの各モードの関係者
﹁自動車運転者の労働 が参加︒トラックの使用
時間等の改善のための基 者側委員として︑馬渡雅
準﹂（以下︑
改善基準告示） 敏全日本トラック協会副
については︑ 平成 年４ 会長︑浜島和利日本通運
月に施行されている﹁働 ㈱執行役員が参加してい
き方改革関連法﹂の国会 る︒
附帯決議事項を踏まえ︑
今回は︑自動車運転者
過労死防止等の観点から の労働時間等の実態把握
総拘束時間等の改善など ・調査を目的に︑モード
の見直しが求められてい ごとに設置される﹁自動
る︒同専門委員会では︑ 車運転者の労働時間等に
拘束時間︑休息期間︑連 係る実態調査検討会﹂に
おいて︑令和２年秋をめ
どに実態調査を実施︒同
結果を踏まえ︑同専門委
員会では３年１月以降︑
改善基準告示の見直しの
検討結果を取りまとめた
上で︑労働条件分科会に
報告することとされた︒
なお︑新しい改善基準
告示は︑３年 月の改正
・公布を予定︒４年１月

①天気予報に気を配る
寒波が予想される場合などには、労働者に周知し早めに対策をとりましょう。

経 産 省

冬季における転倒防止対策
積雪・凍結路面での転倒災害に注意！

拘束時間
・働き方改革関連法の施行を踏まえどうあるべきか
（※労働時間〔法定＋時間外 （令和６年４月から時間外労働の上限が年 960 時間）
＋休日〕＋休憩時間）
・過労死等の防止の観点から、どう見直すべきか
休息期間
・拘束時間の議論を踏まえどうあるべきか
（※１日－拘束時間）
・インターバル規制との関係について
連続運転時間
・安全性を確保しつつ、生産性向上に資するための見直
（※４時間の後 30 分の休憩） しについて
・年 960 時間の猶予期間終了後のさらなる改善につい
その他
て（将来的に一般則適用）
・危険物輸送など緊急時の拘束時間の適用除外について

④職場の危険マップ、適切な履物、歩行方法などの教育を行う
職場内で労働者が転倒の危険を感じた場所の情報を収集し、
「危険マップ」などに
より労働者に伝えるようにしましょう。また、作業に適した履物選びや、雪道や凍った
路面上での歩き方を教育しましょう。

12
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第１回労働政策審議会労働条件分科会自動車
運転者労働時間等専門委員会（12月19日、厚
労省）

冬季は、積雪や路面の凍結などにより転倒災害が多く発生する傾向があります。
厚生労働省「職場のあんぜんサイト」では、冬季における転倒防止対策を紹介して
います。
以下の４点に注意して、転倒災害を防ぎましょう。

トラック運送業界 省︑経済産業省は 月
の取り組みについ 日︑第２回﹁食品流通合
を開催した︒
て全ト協が発表 理化検討会﹂
第２回﹁食品流通
同検討会は︑トラック
合理化検討会﹂ ドライバーの人材不足が
深刻化する中で︑物流に
農林水産省︑国土交通 係る諸課題の中でも特に

厚労省 「職場のあんぜんサイト」より

第2145号
（第3種郵便物認可）

令和2年（2020年）1月1日

（7）

令和2年（2020年）1月1日

（第3種郵便物認可）

全ト協

まちがいさがし
Ａ

【作画】前川しんすけ

（8）

令和２年度税制改正・予算に関する要望と結果

20か所みつけられるかな？
テーマ「ネズミ村のお正月」

第2145号

全ト協 税制改正関連要望項目

令和２年度税制改正大綱（令和元年12月20日閣議決定）の主な内容

１. 自動車関係諸税の簡素化・軽減の実現
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

・ 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。

⑵ 自動車税における営自格差見直し反対

・ 自動車税における営自格差は堅持された。

⑶ 自動車重量税の道路特定財源化

・ 自動車重量税の道路特定財源化について、要望は見送られた。

２. 特例措置の延長
⑴ 物流総合効率化法に基づく特例措置の延長

・ 一部見直しの上、適用期限が2年延長された。
・ 常時使用する従業員数の要件を500人以下（現行1,000人以下）に引き下げる等した上で、適用期
限が2年延長された。
・ 特定建物等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度の適用期限が2年延長された。
・ 雇用者数が増加した場合の税額控除制度について、一部要件の変更等を行った上で、適用期限
が2年延長された。
（※いずれも地方活力向上地域等におけるもの）

⑵ 少額資産即時償却の延長
⑶ 地方拠点強化税制の延長
３.

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。

全ト協 予算関連要望項目

令和元年度補正予算案・令和2年度予算案の主な内容

１. 高速道路料金の更なる引下げ
Ｂ

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

４. 環境対策及び省エネ対策のための補助

５. 交通安全対策のための補助

Ⓐ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）。

６. フェリー等利用に対する補助・助成制度の創設

７. 下関北九州道路の早期実現
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中央近代化基金「補完融資」公募概要

公募期間

令和 2 年 1 月 6 日（月）～ 1 月 31 日（金）

推薦対象者

都道府県ト協に加入している貨物自動車運送事業
者、その共同体およびその持株会社（傘下の貨
物自動車運送事業者に係る資金調達を行う者に限
る）であって、㈱商工組合中央金庫およびその代理
店との取引資格があるもの（予定を含む）

対象事業

・トラックターミナル・配送センター等の物流施設の
整備に要する資金
・福利厚生施設の整備に要する資金
・荷役機械購入に要する資金（車両購入および改
造は除く）

融資推薦限度

事業規模が 1 億円以上の大規模プロジェクトで、
令和元年度以降の投資額の 30％以内で未払金
の範囲内
推薦の上限金額は 5 億円とし、投資額の 30％を
乗じた額が 5 千万円未満の場合の推薦は 5 千万
円とする

10

50

39

50

56

利子補給率
推薦適否決定
通知予定日

年 0.3%
令和 2 年 2 月 21 日㈮

20

31

03

追加公募を実施

20 億円

の詳細等については︑全ト協ホ
ームページ掲載の公募要綱を参
照のこと︒
問い合わせは︑各都道府県ト
ラック協会または全ト協経営改
善事業部（☎ ・３３５４・１
０５６）まで︒

桃色がひときわ浮き立っていたから
に違いありません︒そこに︑異彩を
放ちながらもたくさんの人に囲まれ
てきたご主人の人生を垣間見た気が
しました︒▼という訳で︑
昨年末は︑
知り合いの農家から自家製の沢庵を
本ほど分けていただきました︒味
は勿論保証済み︑何十年と守られて
きた糠 床の味は家 庭の味そのもの
で︑人の温もりにも似ています︒▼
新年が明け︑令和２年がスタートし
ました︒干支は﹁子年﹂で︑株式市
場の格言にもある﹁子年は繁栄﹂の
ように︑今年は昭和 年以来 年ぶ
りに日本でオリンピック・パラリン
ピックが開催され︑経済が大いに加
速するものと期待されています︒▼
﹁ねずみ＝寝ず身﹂になぞらえ︑今
年も粉骨砕身の心根で１年を頑張り
抜 き た い も の で す︒ 誰 に も 悟 ら れ
ず︑コツコツと地道に頑張った分だ
け︑その努力が報われる素晴らしい
１年にしたいものです︒▼私が好き
な﹃男はつらいよ﹄シリーズの 周
年記念・ 作目の映画が昨年末に封
切られました︒主人公﹁フーテンの
寅﹂こと車寅次郎を演じ︑一世を風
靡した故・渥美清さんが︑仕事に恵
ま れ な かった 時 代 に︑
﹁一生 煙 草 を
喫いません！代わりに仕事をくださ
い﹂と願掛けを行い︑国民的俳優へ
と駆け上る足掛かりとなった小野照
崎神社（東京都台東区）が︑にわか
に脚光を浴びています︒東京・下町
にある︑今ではマンションに囲まれ
た神社の境内に一歩足を踏み入れる
と︑ 喧 騒 が 嘘 の よ う に 消 え 去 り ま
す︒私も︑当時の寅（渥美清）さん
が思いを込めて祈願した社に︑また
手を合わせに行きたいと思っていま
（山崎薫）
す！

公募推薦総枠

全ト協 令和元年度中央近代化基金

12

表

全日本トラック協会では︑令
和２年１月６日から１月 日ま
で︑令和元年度中央近代化基金
﹁補完融資﹂の追加公募（表）
を実施する︒
公募推薦総枠は 億円で︑申
し込みに必要な書類や融資条件

▼沢 庵 がぎ
こちら広報室
っしりと詰
まった黄色
い樽を︑台
車で運ぶ近
所のご主人︒毎年 月半ばを過ぎる
と︑必ず﹁ほんの気持ちです︒食べ
て下さい︒今年は良く漬かっていま
す﹂が︑
そのご主人の常套句でした︒
趣味の域を超え︑漬物作りに情熱を
燃やしたご主人の沢庵は︑味わい深
く︑確かに美味でした︒▼大根に含
まれる辛味成分が分解され︑他の成
分と結合し黄色く変化する様は︑自
然の恵みそのものです︒京都では
﹁辛
漬（からづけ）
﹂
︑九州では﹁百本漬
（ひゃっぽんづけ）
﹂などと呼ばれ︑
土地土地で親しみやすい名称になっ
ているようです︒▼私は︑漬物が好
物ですが︑それは幼い頃から必ず食
卓に一品として添えられていたから
でしょう︒毎年冬季になると︑母が
菰樽（こもだる）２樽に漬ける﹁白
菜漬﹂は絶品で︑
ご飯が進みました︒
▼この時期に商店街を歩くと︑私の
目に留まるのは八百屋の﹁糠漬け﹂
です︒キュウリ︑ダイコン︑カブな
ど︑野菜のどれも糠床に馴染みます
が︑中でもキュウリの糠漬けは別格
です︒お店の糠床により︑かなり味
が異なり︑自分好みの糠漬けに出会
えた時の喜びはひとしおです︒▼沢
庵を丹精込めて作られたご主人は︑
数年前に天国に召されました︒それ
は突然の訃報で︑私はご遺族へのお
悔やみの言 葉の接 ぎ穂 が見つから
ず︑途方に暮れた記憶があります︒
告別式の天候は霧雨で︑斎場への道
すがら１本の﹁山桜﹂が咲いていま
した︒山桜が鮮やかに見えたのは︑
恐らく新緑の木々に混じって︑淡い

2020・1・1

「補完融資」推薦申込の

２. 令和２年度予算案
令和２年度予算案については、令和元年12月20日に閣議決定した。
（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（39.65億円）＜環境省連携事
業＞
②車両動態管理システム、予約受付システム等導入支援（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（5.12億円の内数）
④事故防止対策（先進安全自動車、デジタル式運行記録計等の導入等）支援推進事業（8.74億円の内
数）
⑤働き方改革の推進（輸送品目別の取り組みの強化、ホワイト物流推進運動の展開等）
（0.95億円）
⑥健康起因事故防止のための運転者向けスクリーニング検査の普及促進（0.4億円）
⑦輸送高効率化（連結トラック導入、スワップボディコンテナ車両導入）支援事業（7.8億円の内数）＜環
境省関係＞
（道路関係）
①効率的な物流ネットワークの強化（4,304億円）
・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、特殊車両通行許可の効率化、高速道路インフラ活用策の検討等
②災害時における人流・物流の確保（4,094億円）
・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（1,688億円）
・高速道路の暫定２車線区間の４車線化及び付加車線設置等の推進、SA（サービスエリア）・PA（パ
ーキングエリア）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（2,579億円）
・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IC（インターチェンジ）の活用等
（厚生労働省関係）
①中小企業・小規模事業者等に対する働き方改革推進支援事業（91億円）
・「働き方改革推進支援センター」における長時間労働の是正、同一労働同一賃金等に係る窓口相談
の実施等
②自動車運送業、建設業、情報サービス業における勤務環境の改善（84億円）
・生産性向上を図り時短に取り組むための助成金の活用促進、取引環境・長時間労働改善ガイドライ
ンの周知等

３. 道路の積極的な活用に向けた諸施策の実現

【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】令和2年1月31日（金）
（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。

１. 令和元年度補正予算案
令和元年度補正予算案については、令和元年12月13日に閣議決定した。
⑴ 令 和元年度末で期限を迎える、自動車運送事業者のETC2.0搭載車を対象とした高速道路料金の大
口・多頻度割引50％枠について、令和2年度末（令和3年3月末）まで継続するための予算として、78.49
億円が措置された。
⑵ トラック運送業における労働生産性の向上や持続的な経営の確保を図るため、荷役作業の効率化に
資する機器（テールゲートリフター、ユニック車、フォールドデッキ）の導入支援のための予算として、1
億円が措置された。
⑶ 物流ネットワーク強化のため、三大都市圏環状道路の整備や財政投融資を活用した新名神高速道路
の6車線化、トラック隊列走行の実現に向けた準備・調査を実施する（補正予算113.69億円、財政投
融資5,500億円）。

