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問題

あおり運転の違反となる10類型の「妨害運転」の一つ

である高速自動車国道での最低速度違反について、
対面通行でない区間での最低速度は時速何キロでしょ
うか？

答えはこちら



答え：時速50キロ

実施日：2022年4月22日（金）
訪問先：三福運輸株式会社

（新潟県新発田市）

三福運輸㈱様が「道の駅加治川」の指定管理者となり、2022年4月22日（金）にリ
ニューアルオープンすることにあわせ訪問ツアーを企画しています。

この日にリニューアルオープンする「道の駅加治川」と三福運輸様の本社へ見学訪
問を予定しています。

詳細は決まり次第ご案内いたします。また、この他にも会員企業様への訪問ツアー
を企画していく予定です。お楽しみに☆

大変ながらくお待たせしております、DVD『高めよう！プロトラックドラ
イバーとしての安全マインド 管理者編』が10月下旬に遂に完成いた
します。
完成次第、会員企業様には1社につき1枚進呈いたしますので今し
ばらくお待ちください。

会員企業訪問ツアー企画

DVD『高めよう！プロトラックドライバーとしての安全マインド 管理者編』

「道の駅加治川」現在リニューアル工事中

正確には「時速50キロに達しない速度で走行してはならない」です。

急ブレーキ・急減速はもちろんですが、最低速度に達しない速度で
走行するいわゆる「ノロノロ」運転も妨害運転だという事を理解してお
きましょう。

株式会社カイソー様

会社名：株式会社カイソー

本社所在地：〒734-0011 広島県広島市南区宇品海岸3丁目13-28（広島海上ビル新館6階）

代表者：代表取締役社長 古岡 照康 創 立：1972年(昭和47年)  10月2日

拠点 広島支店（広島県広島市）
防府支店（山口県防府市）
岡山支店（岡山県倉敷市）
広島営業所（広島県広島市）
四国営業所（香川県高松市）
九州営業所（福岡県北九州市）
五日市事務所（広島県広島市）

名備運輸株式会社様 創立50周年

名備運輸株式会社（愛知県小牧市、丸川靖彦社長）様が今年
創立50周年を迎えられました。

50周年を記念したラッピングトラックの製作や従業員とその家
族のための保養所を福井県敦賀市に新設するなどされています。

メイビ村構想

同社では、創立100周年へ向けた新構想として、「メイビ村構想」

を打ち出しています。これは、働きやすい環境、雇用機会の確保、
社会貢献活動を通して同社に関わる人々に安心を与えられる村
社会のような会社を創るというものだそうです。

株式会社沖食商事様 全国トラックドライバー・コンテストへ向けて

株式会社沖食商事（沖縄県浦添市、大城浩幸社
長）の宮城若子様が前回大会に続き全国トラックド
ライバー・コンテスト出場を決められました。

2021年10月5日付の物流ニッポンに全国大会へ

向けた取り組みが紹介されていました。詳しくは右
のQRコードよりご覧ください。

廿日市事務所（広島県廿日市市）
苅田事務所（福岡県京都郡苅田町）
関東営業所（千葉県船橋市）
五日市第1配送センター（広島県広島市）
五日市第2配送センター（広島県広島市）
五日市納整センター（広島県広島市）

HPはこちら↓

新聞記事は

こ ち ら ↓

5 0 周 年 記 念 品

宮城さん大城社長

2021年163号のブツリュウアイで名備運輸の丸川社長のインタビュー記事
が掲載されていました。詳しくは左のQRコードよりご覧いただけます。

記事はこちら↓

自動車の回送運行業務からスタートした会社で、この回送運行のノウハウをベースに、輸送ネット
ワークを広域化する中で、建材や食品など取り扱い商品も次々と拡大。その結果、現在では海陸
一貫輸送の物流システムを特徴とする特色ある物流企業となっています。



今回は、『JTDO教育動画データVol.1～車庫入れ時のバックのポイント～』の内容から抜粋して、右
バックでの車庫入れのポイントを特集していきます。

バック事故について

トラックは死角が大きく、ミラーだけでは全てを確認することはできません。とくに後
方は荷台があるため確認が難しく危険です。

場合によっては窓を開けて顔を出して確認したり、音で確認したり、一旦降車して周
囲の安全確認をする必要があります。

バック事故を起こさない一番の方法はバックをしないことですが、実際には一切バックをしないとい
うことは難しいです。しかし、極力バックをしないようにすることは出来ます。

どのようにすれば極力バック走行をしないで済むか考えて業務に取り組むことが大切です。

運転に「一か八か」はありません。「一か八かバックしてみよう」という選択は非常に危険です。確実
に安全な方法を取るようにしましょう。

バック事故の原因

バックカメラは主に真後ろを映し出すもので、左右の状況までは把握するこ
とはできません。
また、バックカメラの取り付け位置や角度で見え方は変わってきます。
カメラのみを頼りにしすぎてしまうと思わぬ落とし穴があるかもしれません。

バック走行時の事故というのは、公道よりも私有地内で発生することが多く、統
計されない場合が少なくありません。そのため、表面化していないだけで、実は
追突事故や右折時の事故以上に多い事故です。

●バック走行に慣れていない

●ミラーのみでの確認

●バックカメラだけを頼りにしてしまう

例えば、トラックで1日300キロ走るとして
●1日3回バック
●1回のバックで10mバックする

と仮定した場合

バック走行は・・・
1日のバック走行距離／1日総走行距離

３０ｍ／３００，０００m
つまり、１ｍ／１０，０００ｍ

このように仮定すると、バック走行は前進走行
の1万分の１となり、圧倒的にバック走行をす

る機会は少ないことが分かります。そのため、
そのような中で長い距離をバック走行すること
になった場合、かなりリスクを伴います。

同じ位置から車庫入れをする場合

右バックでの車庫入れ

ここからは右バックでの車庫入れのポイントを見ていきましょう。バック時の状況はその時々により
様々で一概には言えませんが、車庫入れバックの際の参考にしてみてください。

画像の黄色いコーンが車庫入り口、緑のコーンが左右の壁だと考えてください。

<主な内容>

同じ位置からのバックでもハンドルを切るタイミングでその後の車の動きは大き
く変わってきます。この動画では車庫入れ時のバック走行について右バック、左
バックそれぞれについてバック時の軌道やハンドルを切るタイミングなどを解説し
ています。

『JTDO教育動画データVol.1 ～車庫入れ時のバックのポイント～』
時間：約22分 容量：404MB 会員へは無料でご提供

今回の内容のもとはこちら

切り返すスペースがある場合は切り返しをして、車体を車庫に対
してまっすぐにしてからバックするほうが安全です。

ちなみに右バックの場合、切り返しの方向は右、左どちらがよい
でしょうか？

この場合は車体後部を車庫の左側に合わせて切り返すほうが
良いでしょう。最初に内側の後輪（右後輪）が車庫の延長線上の
内側にくるように位置取りをすると無駄な移動距離と余計な危険
を少なくすることができます。

同じ位置から車庫入れをスタートしても衝突してしまう場合とそ
うでない場合があります。なぜでしょう？

その違いは、ハンドルを切るタイミングの差です。早めにハンド
ルを切ることで外側に大きく膨らむことがなく、衝突することを防
ぐことが出来る場合もあります。

しかし、運転に「一か八か」はありません。ぎりぎりのハンドル操
作が必要となる状況で一度で車庫入れしようとするのには無理
があります。では、より安全な選択をするにはどうするべきか、次
の2つを参考にしてみてください。

画像②は画像①に比べ、トラックが車庫から離れています。このように車庫から距離を取ることで車
体を車庫に対してできる限りまっすぐに近い状態にすることが出来ます。まっすぐバックできるようにす
ることで、真後ろだけに集中すれば良い状態を作ることができます。

この状態からハンドルを切りながらバックするの
と、めいっぱい切った状態からバックするのとで
はトラックの軌道が変わってきます。

まっすぐな状態にしてバック

切り返しをして

画像①

画像② 画像③ 画像④

画像③は画像①の状態からの車庫入れ、画像④は画像②からの車庫入れの様
子です。③と④を比べると④のほうが余裕があるのが分かります。

バックする距離を極力減らすことが安全にバックするための基本です。
どのようにすればバックの距離を減らすことができるかを常に考えて運転・作業をするようにしてみてください。

バ ッ ク す る 余 裕 を つ く る

切り返して車庫入れをする場合



危険はないか？
人通りはどのくらいか？
通学路ではないか？等々

天気はどうか？
大雨や積雪、台風等の予報が
あれば備えを！

渋滞は発生していないか？
通行止め等はないか？

トラックの特性に合わせた運転

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

適切な運行経路について

運行経路情報とは、道路事情、交通状況、気象状況などを把握
しておくことなどをさします。運転者は運行前にこれらのことを把
握する必要があります。同様に運転者は、ヒヤリハットなどに遭
遇した危険地点についても事前に把握しておく必要があります。

運行経路情報の事前把握

「快適」ではなく「最適」なルートを選ぶ

運行ルートは、運行前の点呼で、運行管理者がドライバーに運行計画指示書を
作成し、指示を出すのが一般的です。運行管理者は、運行上の安全確保をベー
スに、スピードや効率性を念頭に入れ、運行計画を立案しています。

参照：酒井誠著『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』同文舘出版 平成31年6刷 p.58

しかし、このスピードや効率性を常に優先していると、運行上の安全確保が出来
なくなる場合があります。運行ルートを決める際は、運行管理者の判断だけでなく、
運行管理者とドライバーがよく打合せをした上で決めていくことも時には必要です。

事故や渋滞、天災などにより予め決めていた運行ルートが続行できない場合も
あります。その際は、ドライバーから運行管理者に情報を入れ、再検討するように
しましょう。

スピード 車速の他、信号の数、右左折の数、走行距離なども加味

効率性 無駄な走行を抑える（走行距離、労働時間、高速代）

積載物が制限を超える場合には、「道路運送車両の保安基準」「道路法」「道路交通
法」に基づき、許可申請などを行う必要があります。

特殊車両や貨物が特殊なもので左の一般的制限値の
いずれかを超える場合は許可を得る必要があります。

許可運送を行う場合に遵守すべきこと

●許可証の携行

●指定されている通行時間、通行期間、通行経路の遵守

●誘導者の配置が義務付けられている場合の誘導者の配置

●通行経路の道路情報の事前入手と確認

●事故時における道路管理者への報告

許可運送

参照：『自動車運送事業者が事業用自動車の運転者に対して行う一般的な指導及び監督の実施マニュアル・トラック事業者編《第2編本編》』 国土交通省 平成28年6月

運行ルートを外れてしまった時

ドライバーはあらかじめ決められた運行ルートを通る必要がありますが、元々予定し
ていたルートが事故や災害によって突然通行できなくなることもあります。また、道を
間違えてしまう可能性もあります。

そのような場合はどのように対処をすべきか予め会社でルールを決めておくと良い
でしょう。

自力での解決よりも早めの相談・報告、SOS！

運行中にトラブルに見舞われると自力でなんとかしようとすることもあるかと思いま
す。しかし、安全や周囲への影響を第一に考えると状況次第では早めに会社や警察
等に助けを求めることが必要です。

2019年9月5日に神奈川県横浜市の京急本線の踏切で、快速特

急列車と大型トラックが衝突する事故が発生し、トラックの運転手
が死亡、列車の乗客30名以上がけがを負うという事故がありました。

この事故を起こしたトラックは、予定にはなかった運行ルートを通
り、道に迷った末、踏切で立ち往生してしまったと考えられています。

間違えて車両が通れないようなところに迷い込むと焦ってしまうと思
いますが、そういったときは、自力でなんとかしようとせず、警察に連絡
しましょう。警察に交通誘導してもらうことができます。このような場合、
違反切符を切られるということはありません。

安全第一でどのような行動をすることが最適か考えて落ち着いて行
動しましょう。

許可が必要な場合

一 般 的 制 限 値



2021年

●11月の予定
・11日（木）、12日（金） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・20日（土） プロドラ2級認定講座（神奈川開催）
・26日（金）、27日（土） 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
・8日（水）、9日（木） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・18日（土） プロドラ2級認定講座（愛知開催）

編集後記

私はそういう場合、必ずすることがあります。それは「最後まで見届けること」です。先日、面接をし終
えて、車に乗り込む応募者を見送りました。少しだけ追いかけてみると敷地の門を出るところが見えま
した。完璧な面接対応をするドライバーでしたが、緊張感が抜けきってしまったのか、ウインカーを点灯
させず、一時停止も減速したのみで右折していきました。本質はこんなふうに覗き見えるものなのかも
しれませんね。

さて、この話はこれで終わりではありません。私は彼を「採用しました」。ただし、最後まで見送った時
に見た光景も告げた上で採用することをご本人に告げ知らせました。

採用しない理由はありません。外見を良く見せるのが上手いドライバーという本質が見抜けたことは
今後の育成に役立ちます。不採用としなかったのは、私が働く者に求めていることは完璧であることで
はなく、持ち味を生かしてもらうことだからです。

Vol.3 最後まで見届ける

模範的なドライバー候補が会社説明会や面接にやってくることがあります。面
接し慣れているのか、それとも本当に良い人材なのか？判断しかねることがし
ばしばあります。

実際に入社させてみると数ヶ月もかからず真相は見えてきます。良い人材であ
れば問題ありませんが、そうでなかった場合、ドブにお金を投げ捨てた方がマシ
だったと言う事例も起こり得ます。人の真意を見抜くのは本当に難しいものです。


