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隣>は じめ に

者が 一体 とな り議論が行 われ ました。

トラ ック運 送 業 の企 業 数 は全 国 で 6万 2,900社 、

その結果、運送業の取引環境 につい ては、従来 は

保有車両数 は約 137万 両、運転者数 は約 100万 人 を超

荷 主企 業 の物流 の仕組 み の 中 に定着 して慣行 で行 わ

えて い ます。それ らが国内の貨物輸送 の 9割 を担 い、

れてお り、そ の 中 で長 時 間労働 にな らざるを得 ない

まさに 日本全 国各地域 の 国民生活 を確保 してい ます。

ような仕組み となっていることが判明 しました。そ

企業規模 としては保有車両 10両 以下の 中小事業者が

うした慣行 を改善す るとなると、 トラック運送業者

運送業全体 の 6割 を占めて い ます。

のみではどうす ることもで きず、積込先 の荷 主及び

しか しなが ら、 中小事業者 の 中には、荷主 に比 べ

荷卸 し先の荷主の改善協力 が必然的に必要不可欠 と

立場 が弱 く、手待 ち時間等の長時 間労働 の負担 を余

なることがわか り、結局、運転者 の長時間労働 の実

儀 な くされて い る事業者 も多 く、適正 な運賃収受が

態 の把握 とその現場 で どのように長時間労働がなさ

なされて い ない現状があ ります。そ のため、低賃金

れているのかを調査 し、検討す ることとな りま した。

な労働環境 とな り、 トラック ドライバー の人材不足
が懸念 されて い ます。 この現状 を受 け、厚生労働省

また、国土交通省では、平成27年 9月 1日 よ リド
ライバーの労働時間な どを定める改善基準告示に違

と国土交通省 が連携 し、 取組 みが行 われることとな

反 し労基署か ら通報 された事業者 に対 し、運輸支局

りました。

の監査前に トラツク協会 に業務 を委託 している貨物

行政 の取組み の 内容 とそれ を受 け ての社労士 の果

自動車運送適正化事業実施機関による巡回指導が行

たすべ き役割 を解説 します。

われます。運輸支局が適正化 事業実施機関か らの結
果報告 によ り改善 されていない と判断す ると監査の
実施 とな ります。平成25年 10月 1日 の改正では、国
土交通省 では悪質性 の高 い事業者 の場合 は巡回指導
の結果に よ り運輸支局に通報することが義務化 され、
社会保険未加入事業者など法令 を遵守 しない不適正
な事業者へ の指導強化 。退出促進 を図ってい ます。

取引環境 。長時間労働 ・ 賃金等 の
労働条件 の改善

雇用管理 の知 識取得 。実践 の推進及 び

厚 生 労働省 の労働政策審議会 で、 労働時 間 に係 る

助成制度の活用の促進

労働基準法 の改正が議論 され、長時 間労働 を抑制す
る観点で、中小企業 にお け る月60時 間超 の時 間外労

雇用管理改善促進事業 として、道路貨物運送事業

働 に対す る割増賃金 の引 き上げが平成31年 4月 に施

等の人材不足分野の事業主に対 し、雇用管理制度 を
導入 。運用するための コンサ ルティング支援 を行 い、

行 され る予定 となってい ます。そ のため、長時間労
働 が多 い と言 われる運送業 につい て「 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」が設

専門家 による事業所 の課題を分析 し、改善提案や導
入のためのア ドバ イスを受けることがで きるように

置 され、 トラック運送事業者、荷 主、 行政等 の 関係

な りました。 また、職場定着支援助成金 による支援
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や高齢者雇用安定助成 金 として高齢者 が就 労 しやす

ばな らない ため、 事業所 は トラ ック輸送がで きませ

い環境整備 へ の支援があ ります。

ん。そ して、新 たに平成26年 1月 1日 よ り「30日 の
事業停 止」が追加 され、引 き続 き、法令違反 の改善

運送業が長時 間労働 となるのは、 労働時 間 と休憩

な きときは運送許可 の取 り消 しに もな ります。

時 間の 区別が曖味であ り、手待 ち時間 も労働時間 と

実際、そ の翌 年 の27年 1月 、北海道 の事業所 にお

考 え られ、拘束時間が長 くな る傾 向 にあるためです。
あ る程度 の時間短縮 はで きて も運送事業所 だ けでの

いて、乗務時 間等 の基準 の遵守違反等 12件 の違反が

努力 では改善 は難 しい と考 え られ ます。

認 め られ、初 の「30日 の事業停 止」及 び輸送施設 の
使用停止処分 とな り、そ の荷 主 にも荷 主勧告制度 に

また、 国土交通省 では、事業者 は貨物 自動車運送

基 づい た警告書が発令 され ました。

事業輸送安全規則 によ り国土交通大 臣が告示 で定 め
る基 準 に従 って運転者 の勤務時間及 び乗務時 間を定
め、 当該運転者 にこれ らを遵 守 させ なければな らな
い ため、それが厳守 で きない な どの罰則 につい ては、
一般 的な懲役 や罰金 とは異 な り、運送業独特 な行政
処分 として事業停 止や車両停止 とな ります。

トラ ック運送業 へ の入職促進

事業停 止や車両停 止の場合 は、 営業ナ ンバーで あ

ハ ロー ワー クでは、 マ ッチ ング支援 として、 トラ

るナ ンバー プ レー トを運輸支局 に一 時返還 しなけれ

玲

国土交通省

骰

厚 生 労働省

トラック運送業の業界団体や企業 と連

トラック運送業の業界団体 や企業が、人材

携 し、就労環境の整備や人材確保 ・育

確保 ・育成等に取 り組 む際の助成金の支給

成に向けた取 り組み等 を実施

やハ ローワークにおける就職支援 を実施

・ トラック運送業界 への入職 を促 すため、 トラック

・ トラック ドライバーの処遇 を改善 し安心 して働 け

運送業界の魅力の向上や人材育成等に向 けた、 き

るための環境整備

め細 かな直接的な取 り組みを実施

・取引環境 ・長時間労働 ・賃金等の労働条件 の改善
・雇用管理の知識習得 。実践 の推進

・ トラック運送業 への入職促進

・雇用管理 に資す る助成制度 の活用促進

・女性の活躍促進
・ 関係団体等 との連携 による人材育成・定着支援の

。現場の安全管理 の徹底

推進
・事業主等 による人材育成の推進

国交省・厚労省 「 トラック ドライバーの人材確保・育成に向けて」に筆者が加筆
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ック運送業 を含む求人者に対 し、応募者を増やすた

る合 同労組 )へ 加入す る例が増 えて きました。運転

めの求人条件 の設定についての助言等を行 うととも
に、求人内容 にふさわしい能力 ・適性 のある求職者

者が組合 員 になる と、会社 関係者が必要以上 に戸惑

に応募 の働 きかけを行 うな ど、早期 の充足 に向けた

を指摘 されるなど、混乱 をきたす ことが往 々にして

取組みを実施 してい ます。

あるようです。

い、団交拒否の姿勢 を貫 こ うとして、不当労働行為

都道府県労働委員会 のあ っせん制度を活用す るこ
とによ り解決す る方法 もあ りますが、組合員 となっ
た社 員や元社員のみではな く、小規模 な事業所では、
平成 24年 4月 29日 に関越 自動車道で防音壁 にツア

他 の現役社員を含 めて会社全体 の経営 自体 にも影響

ーバ スが衝 突 し、乗客 7人 が死亡、乗客乗員39人 が

を及ぼす場合 もあるので、早め早めの対応 で解決を
図るべ きです。労使紛争の未然防止 はなかなか難 し

重軽傷 を負 った交通事故があ りました。 この事故 が
きっかけで、国土交通 省 は貸切 バ ス において「 ビジ
ネス環境 の適正化 。改善」 と称 し、運 賃 の下限 をつ

い問題 ではあ りますが、運転者がユニオ ンに加入す

くり、公示運賃 の下限を下 回る違反 には罰則が科 さ

また、改正労働基準法 の月60時 間超 え残業 の場合

れる とい う措置 を定 め、 平成26年 4月 か ら実施 され

の割増賃金率な ど、運送業界 の中小事業者 にとって

てい ます。運賃 の適正イいこよ り、貸切 バ スの ドライ

厳 しい現実 をつ きつ け られている実態 もあ ります の

バ ーの職場環境が改善 された事例があ ります。

で、社労士 としては、運送業者 に対 して、運転者の

る前に体制整備 を図ってお くことが肝要です。

賃金 の基 は運賃です。 トラック運送業界 にも貸切

拘束時間の現状把握 をす るように指導 しましょう。

バ スの よ うな制度 を適用 す ることがで きれば、実際

トラック ドライバー は、改善基準告示 に基づいた

に走行す る事業者 に適正 な運賃が支払 われ、運 転者

特殊 な時間管理が必要であ り、それに合わせた就業

に対 して も適正 な賃金が支払 われることによ り、職

規則 と労働契約書 の文言内容 を整備、確認す ること

場環境 を改善 す ることがで きます。

が必要です。

しか し、現実 には長 時 間労働 であるにも関わ らず、

また、無用 な残業代 の発生 を抑えるため、現状 を

運転者 に対 して賃金が適正 に支払 われてい ない こと

把握 した上で、合法的な時間短縮策を見出す ととも

が多 く、時間単価 にす る と、 最低賃金 もしくは最低

に、適正な賃金 となるよう賃金制度の見 直 し等 を提

賃金割れ の ところも見 受 け られ ます。運転者 の待遇
改善策 として、運 送業界 の最低賃金 の大幅 ア ップや、

案す るなど、労働条件 の整備改善を提案することに
よ リトラ ック ドライバーの処遇改善を進めることが

それに伴 い一定額 に満 たない賃金 しか支払 えない零

できます。

細小規模事業所 へ の賃金相 当額 を支給 す るな どの助

人材 を確保す るためには、現在、勤務 されている
トラック ドライバーの居心地 よい職場環境 づ くりが

成金制度があれば よいのでは ないか と思い ます。
土交通省 の推進す る「輸送 に関わる運 賃設定 につい

必要です。その会社、事業主のカラー に合 った様 々
な工夫 を推 し進めてい くべ きであ り、関与する社労

て原価計算等 を踏 まえた適正 な ものにす るこ と」 を

士 としてはその実現 に向けた様 々 な方策を提示する

条件 とす るな ど、 国土交通、厚生労働両省 の連携 に

とい う重要な役割があ ると思います。

よる運送 業界 の活性化 に向け ての総合 的な対策 を検

その役割 を果たす ことによって、 トラック ドライ
バーの処遇改善 と人材育成 の促進につ なが り、個 々

また、そ の助成金制度 を 申請す る前提 として、 国

討 してほ しい と思い ます
なお、最近 は、解雇 問題、残業代不払 い な どを原

の企業利益の拡大、 さらには運輸業界全体 としての

因 として トラック運転者がユ ニ オ ン (1人 で も入 れ
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利益 の最適化 の実現 を目指 しましょう。
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