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問題

右図の標識は最大積載量が5.5t以上の貨物自動車
は通行が出来ないことをさす

〇 or ×
答えはこちら



JTDO代表理事酒井が関西大学大学院にて研究中のトラックドライバーの左折に関する実験がまも
なく開始予定です。

実験は「トラック左折時に注意すべき対象と効果的な教育方法の研究」ということで
①ドライバーが大型車左折時にどのようなタイミングでどんな安全確認を行っているかの確認

②「安全な左折」について、いくつかの教育方法をその教育方法ごとにグループ分けしたドライバー
に受けてもらいその教育効果を比較検討する

といったことを行っていきます。

大型左折実験まもなく開始！ トラックシュミレーター

答え：×

「超える」、「以上」の違いにも注意しましょう！

この場合、最大積載量３ｔ以上の車が通行できません。

この標識は車両総重量が表示された重量を超える車は通行できない。

最大積載量の制限などについては補助標識で特に「大型貨物自動車通行
止め」の標識に付けるなどして生活道路での大きな車や重量の重い車の
通行を禁止する場合に設けられます。

今回の実験には会員の株式会社セイリョウライン（愛
知県大府市、弊旗貴行社長）のドライバーの方にもご
協力いただく予定です。

今回の実験が左折教育訓練に有効となった場合は
いずれJTDOでの研修にも取り入れていく予定です。

実験の詳細は来月号でご紹介します。お楽しみに☆

実験用運転席モニターセット

実際の大型トラックの運転席を再現。フロントガラス、左窓、
セーフティウインドウ、右ミラーの位置にそれぞれモニター
を設置。各モニターへ映像を映し出します。

会員継続のお礼

この度の後期会員更新に当たり、コロナ禍の厳しい状況下ではありましたが、今回全会員様より会
員をご継続いただきましたこと、心よりお礼申し上げます。
皆様のお役に立てるよう精進して参りますので今後とも、何卒よろしくお願い申し上げます。

株式会社ダイセー倉庫運輸様（愛知県小牧市、吉田憲三社長） 2020年9月15日 11面

「経営の根幹は現場力」FL競技大会を開催

9月5日に同社の第2物流センターにてフォークリフト競技大会を実施された様子が紹介されています。
フォークリフトの安全運転、操作技術向上を図ることを目的に、今年で13回目の開催となったようです。

輸送経済

2020年9月15日～2020年10月10日までの期間で見つけた

会員企業様に関する新聞記事を簡単にご紹介します。

株式会社マイシン様（愛知県豊橋市、辻直樹社長） 2020年9月15日 7面

今期売上高2.5％増 浜松営業所を拡大移転

同社で行われた8月30日の経営方針発表会について取り上げられています。

岐阜梱包株式会社（岐阜県、堀部友里社長） 2020年9月15日 7面

トラドック活用 法令順守 「やるべきこと」確認

岐阜県トラック協会が独自に行っている「トラドック」を活用しコンプライアンスの徹底を図っている様子
が紹介されています。トラドックとは、事業所が会社の法令順守状況を確認するチェックシートのことだ
そうです。

三福運輸株式会社（新潟県新発田市、五月女奈緒美社長） 2020年9月22日 10面

ハローワークで講演 使命感持ち働いて

9月11日にハローワーク新発田で行われた求職者向けセミナーにて、同社の五月女社長が講師を務
めたことが取り上げられています。

株式会社トワード（佐賀県吉野ヶ里町、友田健治社長） 2020年9月29日 6面

ヤマエ久野 トワードと業務提携 九州エリアの低温物流

食品卸大手のヤマエ久野が温度管理物流を手掛けるトワードと九州を中心としてエリアでの定温物流
について業務提携することが取り上げられています。

萬運輸株式会社（神奈川県横浜市、東海林憲彦社長） 2020年10月6日 7面

「ビーコル」トラ納車式 プロバスケクラブロゴを印刷

9月25日に行われたデザイントラックの納車式について紹介されています。

萬運輸創業60周年を記念して同社で行われたデザイントラックコンテストで

応募されたものの中から選ばれたデザインがプリントされています。

実際の記事については
こちらをチェック

物流ニッポン



2020年9月21日（月）、22日（火）の各日、東京にてJTDO講師向け研修会を実施しました。

JTDO専任マナー＆モラルインストラクター及びプロドラ準1級認定講師を対象として、講師陣のフォロー
アップとJTDOの研修内容をよりよいものにしていくということを目的に実施しました。

講師はJTDO設立当初にも講師トレーニングを依頼した講師養成のカリスマ講師大谷由里子氏に依頼し
実施しました。

【講師紹介】 大谷 由里子 氏
京都ノートルダム女子大学卒業後、吉本興業（株）に入社。横山やすしのマネージャー
を務め、宮川大助・花子，若井小づえ・みどりなどを次々と売り出す。 23歳の時には、テ
レビ番組「花王名人劇場」のプロデューサーを任されるなど「伝説の女マネージャー」と

して知られる。また、「よしもと印天然素材プロジェクト」の立ち上げの際には、ナインティ
ナインなどの売り出しにも尽力。

現在は、人材活性プロデューサーとして、企業・自治体を中心に「自立・自走」の人づくり
を精力的に支援している。 とりわけ、『笑い』を用いたユニークな「人材育成法」は、【NHK
スペシャル】 や日本経済新聞など、数々の メディアに取り上げられ話題となっている。
国民民主党所属。衆院選岐阜2区より立候補予定。トラック業界のために動きたいです!

21日参加者

亀山 清雄 氏

萬運輸株式会社 取締役

【1期生】プロドラ準1級認定講師

堀部 友里 氏（WEB参加）

岐阜梱包株式会社 代表取締役

【2期生】プロドラ準1級認定講師

宮本 一成 氏

有限会社宮本運輸 代表取締役

【3期生】プロドラ準1級認定講師

東海林 憲彦 氏

萬運輸株式会社 代表取締役社長

【3期生】プロドラ準1級認定講師

江上 朋彦 氏

株式会社トワード

【6期生】プロドラ準1級認定講師

松元 克浩 氏

鳴海急送株式会社 愛知営業所所長

【6期生】プロドラ準1級認定講師

参加者のご紹介

折笠 修一 氏（WEB参加）

株式会社ナルキュウ西部 取締役社長

【5期生】プロドラ準1級認定講師

22日参加者

佐藤 晴美 氏

株式会社エス・ティライン 代表取締役

JTDO専任マナー＆モラル講師

研修会アンケートでいただいた参加者の方からのご感想等を一部ご紹介いたします。

参加者からの声

人に伝えることの難しさ、大切さ、楽しさを再認識致しました。スピーチ後
の先生の言葉はとてもは励みになり、心に刺さるものばかりでした。

今後アンテナを高くし、様々な情報をインプットし、聞き手の行動、感情を
変えられる話が出来る“心に残る講師”を目指してまいります。

大谷先生のお話は勿論、他の受講者の発表も聞きつつ、自分の発表の
内容を考え、まとめていく作業は結構大変でした。非常に集中、充実した1
日となりました。

会話には心理学とコーチング技術を合わせ持つ必要を再認識しました。

日ごろじっくり自分自身を振り返り棚卸をする ということが出来なかったの
でとても貴重な時間となりました。また、他の参加者の話を聞くことで
色々なヒントをもらうことができました。

「3分～5分の短い話をたくさん作る。
それらを組み合わせて60分、90分の話を構成する」

大谷先生の研修ではこのことをモットーに、参加者の事例を引出しコンテンツを作り上げていきます。

また、話を作るときは伝えたい「メッセージ」に「事例」「スキル」をセットにする。

「メッセージ」だけでは単なる説教になりがちで伝わらない。ここに「事例」とすぐにできる「スキル」を足す
ことで聞く側に「気づき」を与え、考え・行動に変化をもたらす価値ある話になる。

こういったことを意識してもらいながら、参加者にはお題に沿ってこの「3分～5分の話を作る」→「発表」
を繰り返し行ってもらいました。

研修の様子



適切な運行経路の選択の必要性

安全な運行を行うためには、到着時間、経済運転、気象条件などの運行条件を配慮した上で、適切
なルートをあらかじめ検討し、決めておくことが必要です。

また、適切な運行経路の選択にあたっては、到着時間等を配慮した効率性も必要ですが、夜間の住
宅地走行、通学路や人ごみの多い場所の走行などはなるべく避けた、安全性に富んだルート選択
が重要となります。
下記の「最適ルートを選ぶポイント」も参考にしてみてください。

Ⅶ.適切な運行の経路及び当該経路における道路及び交通の状況

動画でチェック！
DVD「安全なプロトラックドライバーを育てる

マナーとモラル 応用編」 なぜ？コミュニ
ケーションを高めなければならないか より

安全運行のために～コミュニケーションの重要性～

情報共有は危険予測の選択肢を増やす

運行経路情報の把握

運転者は、ルート選択とともに、そのルートの道路事情、交通状況、気象状況など、事前に把握でき
る情報は、運行前に確認する必要があります。
特に、積雪などの気象状況については、事前に気象予報などを確認しておくことが重要です。

また、事故が発生しやすい交差点、ヒヤリハットの多い場所などについても、事前に確認し、その場
所を走行する際には、十分に注意しながら走行する必要があります。

書籍『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』p.59より

道路
状況

気象
状況

安全・
適切な
経路

工事や渋滞等の情報
→・何時に出発するか？
・どこで休憩するか？

天気予報
（特に積雪、台風情報）
→事前に準備すべき装備

着時間・休憩時間を考慮
安全かつ経済的な経路
→ヒヤリハット情報

最 適 ル ー ト を 選 ぶ ポ イ ン ト

安全運行をするためには、社内での情報共有も大切です。

道路上の危険な場所の共有は危険予測の選択肢を増や
すことができ、事故防止のための重要な情報となります。

あなたが持っている情報が他の人にとってとても重要な情
報となるかもしれません。

是非積極的に他のドライバーともコミュニケーションを取り
情報交換をしていきましょう！

許可運送について

凍結シーズンに向けて

天候不良に対するプロとしての対応

トラックは車体が大きいため、どこでも走って良いというわけにはい
きません。
車両や積載物がある一定の制限を超える場合は法律に基づき運送の許
可を得る必要があります。

書籍『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』
p.156,157より

最近は天候の異常時にはいち早く「出勤停止」「避難
勧告」「操業停止」の指示が出ます。しかし、全ての
ケースにおいてそうとは限りません。

台風や大雨についての情報は、ある程度天気予報等か
ら事前に得ることが出来ます。

こういった情報をもとに、いつも通りのサービスを提
供するには「何時に出発すればいいか？」「どのよう
な運行ルートを通るか？」などを検討し、荷主にも状
況連絡をしながら運行にあたることがプロのトラック
ドライバーです。

イレギュラーのときこそ、通常と差のないサービスをしようとする意識が最大の
サービス

＜ルート＞
どのルートを選択すべきか？
Ex)高速道路？一般道？

＜荷主の欲しい情報は？＞
・道路状況 ・現在位置
・荷物の状態

＜どんな状態？＞
・燃料はあるか？
・携帯電源は？
・疲労度は？
・所持金は？

＜許可が必要な場合＞

①車両の構造が特殊（特殊車両）：クレーン車やトレー
ラーなど

②貨物が特殊：建設機械、電車の車体、大型発電機など

※一般的制限値のいずれかを超える場合

一般的制限値

2.5m

12m

3.8m

積雪や凍結の予報が出た場合は迅速な対応が求められます。
いざという時、慌てることのないよう上図を参考に備えをしていきましょう。

書籍『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』
p.154,155より

□運行計画の変更

□早めの出発

□スタッドレスタイヤに履き替え

□タイヤチェーンなどの装備の確
認

凍結シーズンのトラブル対処法



メディア掲載について

●11月の予定

・7日（土）、8日（日） 【7期生】プロドラ準2級認定講座 （愛知開催、WEB配信あり）

・21日（土） 【31期生】プロドラ2級認定講座 （愛知開催）

・26日（木）、27日（金） 【8期生】プロドラ準2級認定講座 （愛知開催、WEB配信あり）

●12月の予定

・11日（金）、12日（土） 【9期生】プロドラ準2級認定講座 （愛知開催、WEB配信あり）

・19日（土） 【32期生】プロドラ2級認定講座 （愛知開催、WEB配信あり）

編集後記

物流ニッポン新聞社様の「秋の全国交通安全運動」特集で、オンライン座談会「ウィズコロナ時代の教
習所の在り方」が企画され、この座談会のコーディネーターを当機構代表の酒井が務めました。
座談会は8月18日（火）に行われ、その内容は9月18日（金）の新聞に掲載されました。

＜パネリスト＞
・太陽商事株式会社 代表取締役 小林 郡司 氏
・株式会社テクノ自動車学校 代表取締役 竹内 勝博 氏
・株式会社おんが自動車学校 力武 浩一 氏

＜主な座談会の内容＞
●政府の休業要請による事業への影響
●トラックドライバーなど安全教育の変化、対応
●道路交通法の改正による大型免許取得要件緩和への所管
●「ウィズコロナ時代」における運営方針 オンライン座談会中の様子

プロドラ認定講座実施の様子

2020年9月24日、25日の1日半に渡りプロドラ準2級認定講座を実施しました。
WEBのみでの実施となりました。


