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候などによって中継拠点
への到着が遅れてしまい︑
スムーズに乗継ができず︑
結果として着荷主先への
到着も遅れてしまうこと
である︒同社でも︑なか
には 分という限られた
時間で乗継をしなければ
ならない便もある︒同社
では︑渋滞などで到着が
遅れそうになった場合に
は︑乗務中のドライバー
から会社に携帯電話で連
絡を入れてもらうように
し︑着荷主に対して状況
報告を行っている︒それ
とともに︑中継拠点から
先の運行を受け持つドラ
イバーにも連絡を入れ︑
出社時間を調整してもら
うようにしているという︒
﹁荷主への提案のもとで
２人体制﹂への移行を荷 ︱神奈川県横須賀市での 配車計画を立て︑荷主に
主に提案︒その結果︑同 運行が開始された︒
もご理解をいただいて実
社における中継輸送︵乗
なお︑現在は図で示し 施に踏み切っていますの
継輸送︶
の第１号として︑ た４便で中継輸送︵乗継 で︑仮に到着が遅れそう
愛 知 県 豊 田 市 ︱浜 松 市 輸送︶を実施している︒ になっても荷主側で柔軟
に対 応して下さっていま
す︒一方で︑ 中 継 拠 点へ
本社を拠点にしてドライバーが乗継
の到着が遅れることで︑
従来通りの設備・人員体制で効率化を実現 ドライバー同士が揉めて
しまうこともあり︑その
点では注意が必要です﹂
︵渡辺裕常務取締役︶
ドライバー２人がペア
になって運行を担っている
ことから︑中継輸送︵乗
継輸送︶の配車計画を立
てる際にはどのドライバ
ーをペアにするかがポイ
ントになってくるという︒
運行中のトラックが中継
拠 点に遅 れそ う な 時に
は︑乗務しているドライ
バーには﹁遅れてはなら
ない﹂と焦りのような気
持ちが湧き上がってくる
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車 両の稼 働 率 を 飛 躍 的 に高 める﹁ 中 継 輸 送︵ 乗 継 輸 送 ︶﹂

㈲ハロー・テンリュー

深刻な労働力不足に悩
事例紹介
︵静岡県浜松市︶
まされているトラック運
送業界には︑労働力不足
トラック運送業界の喫緊の課題と 輸送効率化の効果︑現状における課
の一因となっている長時間
なっているトラックドライバーの﹁長 題︑また今後の展開などについて取
労働などの﹁厳しい労働
時間労働﹂と﹁人材不足﹂
︒これを り上げていく︒
環境﹂の改善が強く求め
解消させるための方策のひとつとし
今回は︑静岡県浜松市の有限会社
られている︒改善に向け
て︑輸送の効率化を避けては通れな ハロー・テンリューにおける︑﹁中継
た取り組みとして︑宿泊
い︒そこで︑
﹃広報とらっく﹄では︑ 輸送︵乗継輸送︶の実施による車両
を伴う長距離運行におけ
トラック運送業界における輸送効率 稼働率向上と︑それに伴うドライバ
るドライバーの労務負担
化を目指すための様々な取り組みを ーの長時間労働解消﹂への取り組み
軽減を図るために︑長距
シリーズで紹介︒取り組みの現状や について取材した︒
離運行を複数のドライバ
ーで中継していくことで
１人あたりの拘束時間を
﹁１車２人体制﹂でドライバーの拘束時間を削減
減少させようとする﹁中
﹂が
０㌔㍍︒途中の休憩など 継輸送︵乗継輸送︶
も加味すると︑渋滞がな 各所で行われるようにな
くスムーズに流れたとし ってきている︒ただ︑ 中
ても︑高速道路を利用し 小運送事業者では中継輸
て８時間程度の道のりと 送︵乗継輸送︶に対応で
なる︒もちろん︑大都市 きるだけの人材の確保が
圏内では渋滞に巻き込ま 難しいこともあり︑取り
宿泊が必須だった関東・関西間の輸送
れる 可 能 性 も 高 まる た 組みがあまり進んでいな
複数人で運行を分担して日帰りを可能に め︑所要時間がさらにか い現状も見られる︒
かることも想像に難くな
ここでは︑東京・大阪
松市に本社を構えている︒ い︒ そのため︑ド ライバ のほぼ中間点となる浜松
物流の大動脈である東名 ー１人乗務の場合は２日 に本社を構える︑ドライ
高速道路と新東名高速道 で１運行にせざるを得ず︑ バー数 人規模の同社に
路が︑浜松市内を東西に それだけドライバーの拘 おける︑中継輸送︵乗継
貫いている︒東京・大阪 束時間も長くなってしま 輸送︶への取り組みについ
て紹介していく︒
間は︑距離にして約４７ う︒

㈲ハロー・テンリュー
︵渡辺昭人代表取締役︶
は︑主に自動車の部品・
ユニットの輸送業務を行
う運送会社である︒
さて︑同社は静岡県浜

労務管理の面で長距離輸送が大きな負担に

法令遵守の観点から中継輸送を提案
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た︒しかし︑近年のドラ 日間費やされてしまうた
イバー不足もあり︑労務 め︑荷主の輸送ニーズに
管理の面で大きな負担に 柔軟に対応することが難
なっていた︒一方︑同社で しく︑運行ロスが顕在化
は県内の近距離輸送も行 していたという︒
ドライバーの厳しい労
っていたが︑長距離輸送
に車両やドライバーが取 働環境を改善させ︑コン
られてしまっていたため︑ プライアンスを遵守しな
近距離輸送に充てる車両 がら荷主のニーズに応え
やドライバーの数が不足 ていくために︑同社では
する状況にもなった︒ま これまでの１車１人体制
た︑１車１人体制の場合 から︑１運行をドライバ
は１運行を終えるのに２ ー２人で乗り継ぐ﹁１車

渡辺 裕
常務取締役

点を置いており︑関東・
関西間や関東・中京間と
いった 長 距 離 輸 送へのニ
ーズが高かった︒同社で
もかつては︑関東圏や関
西圏などへの輸送にあた
り︑１運行をドライバー
１人で担う﹁１車１人体
制﹂での運行を行ってい
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関東―関西間などの長距離運行を１台の運行車両につき２人体制にすることで、ほぼ中間地点で
乗り継ぐことが可能となり、それぞれのドライバーの労働時間削減などの効果を生み出した

それでは︑図をもとに︑ 体制の強化を行わなくて
同 社 にお ける 中 継 輸 送 も︑従来通りの設備や人
︵乗継輸送︶の概要につ 員体制で日々の運行管理
いてみていきたい︒
を可能としている︒
同社では︑４便で中継
ドライバーの乗継は︑
輸送
︵乗継輸送︶
を実施︒ 本社または本社近くにあ
全ての便で１車２人体制 る車庫︵自社敷地内︶で
を採用しており︑４便を 実施している︒ドライバ
運行するのに必要なドラ ーには︑会社から携帯電
イバーは８人となる︒
話を支給している︒本社
１車１人体制での運行 には 時間体制で運行管
と１車２人体制での運行 理者等が待機しており︑
を比較すると︑１車１人 不測の事態に備えている︒
体制ではドライバーが乗
乗継の際に問題になっ
務を終えて退社してから てくるのは︑渋滞や悪天
次に出社するまでの間︑
トラックは車庫に留め置
かれたままとなり︑大き
なロスとなる︒一方︑１
車２人体制の場合は︑ド
ライバーが交替してもト
ラックは稼働したままと
なる︒トラックが稼働し
続けることで︑運送会社
としてはロスカットや生
産性向上に繋がるのであ
る︒
さて︑同社の中継輸送
︵乗継輸送︶で特徴的な
のは︑ 全ての便で２人の
ドライバーがそれぞれ同
社本社所在地の浜松市か
ら乗務を開始するように
し︑乗務前と乗務後の点
呼を社内で実施している
ことである︒それにより︑
新たな設備の導入や人員

乗り継ぐ際には、伝票の受け渡しなど貨物情報の伝達を行うほか、相互に貨物積載状況を確認す
るなど、輸送品質の維持・向上にも取り組んでいる

渡辺 昭人
代表取締役

同社が中継輸送︵乗継
輸送︶を開始したのは︑
平成 年６月のことであ
る︒
同社の荷主である自動
車メーカーや自動車部品
メーカーは︑同社の地元
である静岡県内だけでな
く関東圏や関西圏にも拠
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︵取材協力︶㈲ハロー・テ
ンリュー 渡 辺 昭 人 代 表
取締役︑渡辺裕常務取締
役

先の両方で積卸作業があ よってド ライバーの負 担 業 者へのアドバイスを︑
ったため︑﹁乗務が終わっ が軽減されたことで︑当 渡辺社長からもらった︒
た時にはヘトヘトに疲れ 社にとっては人材獲得の ﹁ド ライバーの拘 束 時
切ったようなドライバー 面で大きなメリットが生 間削減に向けては︑荷主
も少なくありませんでし まれています︒ドライバ と相談して１車２人体制
た﹂
︵渡辺常務︶という︒ ーが﹃毎日帰宅できる﹄ を取り入れ︑改善させて
しかし︑１車２人体制で ことを強くアピールでき いくことが効果的です︒
は︑発荷主先での積卸作 るようになり︑当社の求 ドライバーの長時間労働
業と着荷主先での積卸作 人募集への応募者数も増 やドライバー不足が叫ば
業はそれぞれ別のドライ 加傾向にあります︒また︑ れている現在︑荷主側で
バーが担当するため︑荷 採用率や定着率も向上し も労働環境の改善に向け
役作業におけるドライバ ており︑乗継輸送導入が た提案に対して聞く耳を
ーの負担軽減にも繋がっ 優秀な社員の獲得に繋が 持っていただけている状
ている︒
﹃今がまさにドラ
っていると言えるでしょう﹂ 況です︒
﹁１車２人体制の導入に ︵渡辺社長︶
イバーの労働環境改善の
契機﹄と捉え︑拘束時間
削減に資する乗継輸送の
今がまさに労働環境改善の契機
導入に積極的に挑戦して
いた だきたいと願ってい
ます﹂︵同︶

拘束時間削減に向けて積極的な提案を

化

［代表取締役 渡辺 昭人］

ことがある︒一方で︑ 中 など︑軽い清掃をしてか ラブル等の防止に努めて
継拠点で待つ側のドライ ら相手に車両を引き渡す います﹂︵同︶
バーも﹁待っていなけれ などのルールを作り︑ト
ばならない﹂とじっと待
機 する︒こうした ちょっ
とした出来事がストレス 優秀な社員の獲得にも繋がる中継輸送
となって徐々に蓄積され ﹁適正運賃・料金収受﹂実現が今後のカギに
てしまい︑ 場 合によって
ところで︑同社では中
はドライバー間のトラブ
ルに繋がってしまうので 継輸送︵乗継輸送︶への
移行にあたっては︑荷主
ある︒
﹁乗 継 輸 送では︑２人 からは従前どおり１車１
のドライバーが同じ車両 人体制当時と同じ額の運
を使って仕事をするわけ 賃・料金を収受している
ですから︑
﹃お互い様﹄と という︒これは︑ドライ
いう気持ちで乗務しなけ バーから見れば﹁１運行
ればなりません︒例えば︑ で 収 受 し た 運 賃・ 料 金
一方のドライバーが喫煙 を︑２人のドライバーで
者で整理整頓が苦手なタ 分ける﹂こととなり︑収
イプで︑も う一方のドラ 入減に繋がってきかねな
イバーが非喫煙者できれ い︒そこで︑同社では中
い好きなタイプだったと 継輸送︵乗継輸送︶実施
したら︑後者のドライバ により減収となるドライ
ーはきっといい思いをしな バーに対しては︑中継輸
いでしょう︒ 当 社では︑ 送︵乗継輸送︶とは別の
乗継時にはハンドルをウェ 仕事でカバーしてもらっ
ットティッシュで軽く拭く ているという︒

文

本社所在地 静岡県浜松市中区
高丘西 3-21-1
創立
平成９年１２月
資本金
1,100 万円
従業員数
37 人（うちドライバー25 人）
車両数
23 台
のである︒
この海岸の沖は︑江戸
時代からずっといわしの
好漁場として知られてき
た︒かつての漁法は地引
き網だ︒浜辺が広くて遠
浅で︑砂地だから網が岩
などに引っかかる心配が
ないし︑網は陸から引っ
張るから女性たちも安全
に手伝えたのである︒

家畑の唐辛子︑自宅の庭
の柚 子を使っている︒ 家
族経営で水産加工をして
いるから︑材料にも仕事
にも心と時間を込めてい
るのだ︒
さて︑ごま漬けを一口
かじると︑小さいくせに
歯応えはしっかり︒噛み
しめると︑いわしのうま
味があふれ出し︑ごまが
香り︑唐辛子がぴりっ︑ 酢が全体を引き締めてい らない︒
︵むかさ・ちえこ︶
柚子がほんのり︒そして︑ る︒これはもう手が止ま

あったら︑いわしのごま
漬 け が お 土 産 にお す す
め︒長さ２〜３㌢㍍ほど
のいわしの頭とわたを取
って酢漬けにした保存食
だ︒
何種類も並んでいるな
かでも︑ 本
｢ 家留蔵 の
｣
ごま漬けは︑いわし以外
も地元の食材を使った地
産地消品で︑保存料など

﹁風薫る季節の味②﹂
九十九里浜のいわし
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有限会社ハロー・テンリュー

の添 加は一切なし︒ びっ
しり整列したいわしは︑
めざしの子どもというか︑
煮干しの小さな弟といっ
たサイズだが︑銀色にぴ
かぴか光っている︒
本
｢ 家留蔵 で
｣ は︑吟
味したカタクチイワシを︑
指先を使って
﹁手開き﹂
し︑
風味付けのごまは鹿児島
県の鬼界島産︑そして自

中小運送事業者であり 継に余裕のない運行を担
ながら︑中継輸送︵乗継 当 するド ライバーにとっ
輸送︶へのチャレンジを果 ては負担感があるようで
敢に続け︑トラック運送 す︒できれば１時間ほど
業界の最大の課題となっ 乗継時間を確保するとと
ている
﹁長時間労働解消﹂ もに︑ドライバーの労務
と﹁人材獲得﹂をともに 負担を減らしながら︑最
実現しようとしている同 終的には拘束時間 時間
社︒渡辺社長に今後に向 程度を実現できればと考
けた中継輸送
︵乗継輸送︶ えています︒また︑拘束
の改善ポイントを尋ねる 時 間 の平 準 化 を 図 る た
と︑﹁道路状況や作業状 め︑浜松よりも東京に近
況を反映した乗継時間の い静岡県牧之原市に中継
設 定の推 進﹂ と︑﹁新た 拠点を整備することも検
な中継拠点の整備﹂を挙 討しています﹂︵同︶
最後に︑これから中継
げた︒
﹁現 状では乗 継 時 間に 輸送︵乗継輸送︶に取り
バラつきがあるため︑乗 組もうという中小運送事

食
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それだけに︑郷土料理
海を見ながら運転する
ほど気分のいいことはな はいわし尽くしのうまい
い︒直線道路なら︑ます ものぞろいだ︒味噌味の
ます爽快だ︒そんなルー たたきの な
｢ めろう ︑｣
トの代表は九十九里有料 たたきを薄く延ばして貝
道路︒ ㌔㍍足らずの道 殻やフライパンなどで焼
路だが︑傍らに見える海 いた さ｢んが焼き は
｣︑
はずっと砂浜で︑なんと ご飯のおかずにぴったり
約 ㌔㍍も続いている︒ だし︑お碗はいわし団子
数字を聞くだけで︑心が 入りがいい︒
伸び伸びしてくる地域な
直売店をのぞく時間が
66

﹁中継輸送︵乗継輸送︶
﹂のメリット

金子 光秀さん

愛 知 県 名 古 屋 市 ・ 豊 田 市 ↓ 浜 松 市の輸 送 を 担 当

塩谷 侑希さん

車両を引き継ぐ時にはハンドルを拭くなど軽い清掃を行うほか車内を整理整頓するなど
次に乗るドライバーへの想いやりも必要となる
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〝拘束時間減少〟の喜びを実感

﹁将 来 的には︑ 乗 継 輸
送用の新しいカテゴリー
の運賃体系を整備し︑荷
主に対して１車２人体制
での運賃の導入を相談さ
せていただきたいと考え
ているところです﹂︵渡辺
昭人代表取締役︶
また︑図の①で示した
運行のように︑中継拠点
が必ずしも運行ルートの
中間地点となるわけでは
ないため︑ドライバーに 前に別の近距離輸送に就 イバーのメリットは数々
よっては乗務時間が減少 いてもらうようにするな ある︒その中でも最も大
﹁拘束時間の減
してしまうこともある
︵図 ど︑ドライバーの拘束時 きいのが︑
の●で示した運行は︑ド 間や収入に極力差が生じ 少﹂である︒
ライバーＢの乗務時間が ないように調整している︒ これまで︑長距離運行
︒その場
もちろん︑
中継輸送︵乗 では２日で１運行となって
約５時間と短い︶
合には︑当該運行の乗継 継輸送︶導入によるドラ いたために︑宿泊を伴う
など拘束時間が長く︑プ
ライベートを楽しむため
の時間的余裕は限られて
いた︒しかし︑中継輸送
︵乗継輸送︶に変わって
からは拘束時間が減り︑
家族との時間を楽しむこ
とができるようになった
浜 松 市 ↓ 神 奈 川 県 厚 木 市の輸 送 を 担 当
ドライバーが増えている︒
以前よりも荷役作業
また︑１車１人体制の
が減 少したことで︑ 時には発荷主先と着荷主
体力的にも楽になり
ました︒
乗継輸送では︑同
じ運 行を受 け持つパ
ートナーのことを考
える必要があります︒交
通トラブル発生による遅
延などの際には小まめに
連絡を取るようにするな
ど︑パートナーとはいい
関係で仕事をしていくよ
うに心がけています︒

【解 答】２面に問題

法令

!!

に道幅が広い道路を通行しているとき
は、左方優先は適用されない。
❹ ×（法第42条第1号）徐行が義務づ
けられているのは、左右の見とおしがき
かない交差点に入ろうとし、
又は交差点
内で左右の見とおしがきかない部分を
通行しようとするときであり、
見通しのき
く交差点では徐行は義務づけられてい
ない。
❺ ○（教則第5章第7節交差点の通り方
1-3）車が右左折するときは、内輪差が
生じる。特に大型車は内輪差が大きく、
左後方が見えにくいので左側を通行し
ている歩行者や自転車などを巻き込ま
ないよう注意する。
❶ ×（法第34条第1項、
2項）右折時に
おいても、あらかじめその前からできる
限り道路の中央に寄り、かつ、交差点
の中心の直近の内側（道路標識等によ
り通行すべき部分が指定されていると
きは、その指定された部分）を徐行し
なければならない。
❷ ×（法第37条）車両等は、交差点で
右折する場合において、当該交差点に
おいて直進し、又は左折しようとする車
両等があるときは、当該車両等の進行
妨害をしてはならない。
❸ ×（法第36条第1項、2項）道幅が
同じような道路の場合は、左方優先が
適用されるが、交差する道路より明らか

になり︑１車２人 体
制で乗務を行うよう
になってか らは︑ 自
分の時間が確保でき
るようになったので︑
本当に助かっています︒
１人で乗 務してい
これまでの１車１人体
ると︑トラックが﹁自分
の城﹂のようになってし 制の頃は︑プライベート
まい︑整理整頓は二の次 の時間が限られていまし
になってしまいがちでし た︒乗継輸送になったこ
たが︑今では車内の整理 とにより︑平日でも自分
整頓に気を遣うようにな の時間が持てるようにな
り︑嬉しいです︒また︑
りました︒

〜交差点編〜

クイズ
バツ
マル

従来は︑長距離乗務に
加えて荷役作業も多いな
ど︑１人では本当に大変
な乗務でした︒体力的に
も厳しく︑また自宅に戻
る時間もないような状況
でした︒金子さんとペア

キャプション

ドライバーに聞く！

［第22回］
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