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今回は以前出題した問題の復習です。覚えていますか？
問題
合図について、車両の運転者は、左折し、右折し、転回し、
徐行し、停止し、後退し、または同一方向に進行しながら進
路を変えるときは、手、方向指示器又は灯火により合図をし、
かつ、これらの行為が終わるまで当該合図を継続しなけれ
ばならない。
〇 or ×
答えはこちら

第2回 会員企業訪問ツアー企画

大宝運輸株式会社様 事例

実施日：2022年2月17日（木）、18日（金）
訪問先：株式会社沖食商事（沖縄県浦添市）

2021年12月2日（木）にロボット点呼を活用している大宝運輸㈱（愛知
県名古屋市、小笠原社長）様へ視察に行ってきました。ここではその様
子とともにロボット点呼について取り上げていきます。
同社では1年ほど前からナブアシストの「Tenko de unibo」の導入をはじ
め、現在は全9営業所にこれを導入し点呼を行っているそうです。

主な内容

Tenko de unibo

●会社・取り組み紹介
●意見交換会

●現場見学ツアー
●懇親会 等

会員企業訪問ツアー第2弾は沖縄県にある株式会社沖食商事様への訪問ツアー
を企画しています。詳細は別紙をご覧ください。皆様のご参加お待ちしております。

ロボット点呼について
現時点ではロボットのみの点呼は認められていません。必ず運行管理者がその場にいる必要が
ありますが、今後国土交通省でもさらなる活用のための整備が進められていく予定です。働き方改
革によってドライバーはもちろん、管理者の長時間労働も問題になってきます。管理者の負担軽減、
労働時間短縮にも役立つロボット点呼はいずれメジャーなものとなるのではないでしょうか。
ロボット点呼のメリット
ロボット点呼のメリットは様々ありますが、ここでは2点ご紹介します。
☆確実な記録
ロボットが自動で点呼を行うことで点呼の抜け漏れ防止とともに自動で点呼簿が作成されるため運
行管理者の負担軽減が可能です。

答え：〇
右左折、進路変更についてはウインカーでの合図ですので理解
しやすいと思いますが、停止・後退時にはその行為と同時に合図
が自動的に出ているので意識して合図をしていると感じている方
は少ないかもしれません。
特に、徐行についてはブレーキを踏んでストップランプがつくこと
により停止あるいは“徐行”をするという合図を後方に対して行うと
いうことになりますので意識して行っている方はさらに少ないかも
しれません。
意識的に後方に対して“止まる”“徐行”の合図をするにはポンピングブレーキが有
効です。後方からの追突防止の予防の観点からかもぜひ励行しましょう。
もう一つ意識すべき点について・・・
“行為が終わるまで当該合図を継続しなければならない”とあります。しかし、進路変更
など走行している車をみていると進路変更をはじめてからウインカーが出てその途中で
ウインカーを切ってしまう方が多くいるようです。
皆さんは行為が終わるまで当該合図を継続していますか？
今一度、自分の運転が法律に則った正しい運転かを見直してみてはいかがでしょうか？

いかがでしたでしょう。正解できましたか？
事故を防ぐためにも合図を出すこと、また合図のタイミングを意識していきましょう。

☆個別の指示事項の伝達
あらかじめ指示内容を設定しておくことでドライバー各自に必要な指示を伝えることができます。この
連絡事項はドライバー自身がそれを確認し、ボタン操作を行わないと次に進むことができない仕組み
になっているので「言った、言わない」「聞いていない」といったトラブルを防ぐことが出来ます。

実際の点呼の様子とドライバーの反応
導入当初はドライバーからの抵抗を予想していたとのことですが、
実際は高齢のドライバーも興味津々といった様子で受け入れてくれ
たようです。最初に顔認証等の登録を行うのですが、登録の際も楽
しんで取り組んでくれたとのことです。
「ユニボがかわいらしい見た目だったこともあり受け入れられやす
かったのでは」といった声がありました。
実際見学させていただきましたが、ロボット自体がかわいらしいこ
ともあり、ロボット点呼に抱いていた機械的で無機質な点呼という印
象は受けませんでした。

ロボットの目を見つめる
ことで顔認証を行います。

顔 認 証 中

これであれば忙しくて殺気立っている状態の運行管理者に点呼を
してもらうよりいっそロボットにしてもらったほうがドライバーも気が楽
だろうという感想を抱きました。

実際にロボット点呼の様子を見学されたいという場合は0562-45-5087（アノダ）までご連絡ください。

訪問先②ダイセー倉庫運輸株式会社様（吉田憲三社長、愛知県小牧市）
今月は2021年12月3日（金）に実施した第1回会員企業訪問ツアーの様子を特集し、各社でどのよう
な取り組みをされているのかをご紹介していきます。

「朝起きたらすぐに行きたくなる会社」

ダイセー倉庫運輸様では理念をとても大切にされていて、吉田社長
が社長に就任された際、今後どのような会社にしていきたいかをまず
考えられたそうです。その中で、吉田社長自身の経験を元に「朝起きた
らすぐ行きたくなる会社にしたい」とう想いから

ダイセーエブリー二十四株式会社

ダイセー倉庫運輸株式会社

名備運輸株式会社

「朝起きたらすぐ行きたくなる会社をつくりましょう！明るく！楽しく！そして逞しく！」という企業理念
を定め、これに基づいた会社経営、社員教育が行われています。
今年はこの理念の普及のため新たに日めくりカレンダーを作成し、従業員へ周知する取組みもさ
れています。
社員教育
全社員に対し「ダイセー憲法」を同じ人が解説。社長
の想いをよく理解している人が直接、しつこく理念を指
導しています。

訪問先①ダイセーエブリー二十四株式会社様（田中孝昌社長、愛知県一宮市）
Bright Future Field（輝かしい未来のための場所）
SDGｓの実現に向け、その意思を体現した場所として本社敷地内に「Bright Future Field」を開設。
オープンな自然の中でコミュニケーションをとることで、新たな価値を想像するための場としてつく
られました。
ここには、焚火台やデッキ、ワークスペース、トレーラハウス等が設置されています。自然の中
でのデスクワークや休憩時に使用したり、社内イベントでの活用も想定しつくられています。11月
末には、開園を祝して200人程が集まりバーベキューを行ったそうです。見学させていただいた日
はちょうど打合せでトレーラーハウスが利用されていました。

全員に統一された同じ教育を施すということにこだわり
やられているとのことでした。
倉庫内見学

フォークリフトの後ろに3本の線が引かれてい
ます。後方確認はこの線上に何もないことを確
認してくださいねという意味が込められている
そうです。ただ「後方確認をしましょう」と言って
も人によって見ている場所はまちまちです。こ
の線を目安にしてもらうことで確実な安全確認
の徹底を図っていました。

訪問先③名備運輸株式会社様（丸川靖彦社長、愛知県小牧市）
「もの」から「人」へ
教育について
自社独自の教育制度を設け、徹底した教育を行っています。新
人ドライバーには「新人ドライバー検定」があり、学科・構内運転・
運行前点検・路上運転の試験が科されこれに合格したドライバー
のみが単独乗務を行います。
また、横乗り指導者検定というものもあり、これはドライバーを指
導する上で、注意するべき態度や話の聞き方、話し方をはじめ、感
覚で行っている指導を言葉で説明できるかを確認する試験となっ
ています。
新人ドライバーに対しては構造機能学習車を用意し教育を行って
います。これは点検を効率的に行うために制作されたもので、「最
低限この点検だけは実施すると異常がわかる」といった観点でつく
られています。各部品を見て、触って興味を持ってもらうことで車両
知識の向上と路上故障を未然に防ぐための指導を展開されていま
す。
写真はないのですが、エブリー24様はベルトコンベアで荷主工場と直通
のラインを築き業務の効率化を図っています。また、倉庫の屋上には太陽
光発電機が設置されており、倉庫の電気を賄っています。

創業当初はトラックや建物といった「もの」の整備を進めながら発
展してきた名備運輸様。現在の丸川社長が社長に就任されてから
今のような「人」を大切にする社風を築いてきたそうです。

丸川社長が社長を引き継がれた当初、社長自身は会社に行くのが苦痛で
楽しくなかったそう。従業員のプライベートは関係ない、踏み込むべきでない
と考え仕事に取り組んでいたそうです。
そのような中で、丸川社長が「師匠」とする人より会社が楽しくないのは、従
業員が楽しくなさそうなことについて、「原因は社長であるあなただ」といった
ことを言われたことが転機となり現在のような人を大切にする会社へと方針
転換し様々な取り組みを始められたとのことです。
現在の取り組み
現在は家族も巻き込みながら、人を大切にする会社としての取り組みを始められました。具体的に
は、ドライバーが誇りを持てるようトラックのデザインや制服を変更したり、働き方改革に取り組んだり、
ニュースレターを発行し社員の家族や取引先に配布することで自社の取り組みを発信するということ
をしています。また、従業員が利用できるような保養所を設けるなど、今後さらに社員が安心して幸
せに働き暮らしていける会社づくりに取り組まれています。

Ⅸ.運転者の運転適性に応じた安全運転

適性診断結果の活用

トラックの特性に合わせた運転
適性診断とは？
運送事業者は、事故惹起運転者、初任運転者、高齢運転者に対し、国土交通大臣
が認定する適性診断を運転者に受診させることが義務付けられています。適性診断
は、ドライバーの運転に関する長所や短所といったような運転のクセを見出し、それを
もとに自分自身の運転を見直すためのものです。
一般診断

任意

初任診断

新たに採用された者

皆さんは自分自身の適性診断結果を見たことがありますか？それにはどのような
結果が出ていたでしょうか。
安全運転のためには、自分の運転に対する姿勢や傾向を正確に把握しておくこと
も大切です。無意識のうちに悪いクセが出てしまっている場合もあるかもしれません。
プロトラックドライバーとして、短所があればそれを上手くカバーできるように心がけ
ましょう。

性格診断項目

判断・動作のタイミングと運転
「判断・動作のタイミング」の評価が低い場合
に現れる運転として、例えば、安全確認の前
に車線変更をしてしまうというようなことがあり
ます。
本来は進路を変更する場合は
①安全確認
②進路変更の合図（進路変更の3秒前）
③再度安全確認
④進路変更
といった手順で行う必要があります。

性格は運転の癖にも影響が大きく、
なかなか自分では気づきにくいもの
です。自分の性格特性を把握し、そ
れがどのような事故に繋がる可能性
があるか把握しましょう。

しかし、実際は事前に安全確認を行わず合図と同時に動作に入る、もしくは動作が
始まってから合図を出す人も多く見受けられます。
これは非常に危険な行為です。安全のため、またプロトラックドライバーとして、正し
い手順で運転することを徹底しましょう。

適齢診断

65歳以上の者

特定診断Ⅰ

死亡又は重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こしたことがな
い者
軽傷事故を起こし、かつ、当該事故前の3年間に事故を起こしたことがある者

特定診断Ⅱ

死亡または重傷事故を起こし、かつ、当該事故前の1年間に事故を起こした者

診断項目について
トラックの特性に合わせた運転

判断・動作のタイミング
動作の正確さ

危険感受性

認知・処理機能診断項目
他人に対する好意

運転中は状況の認知・判断・操作の
作業を繰り返し行っています。自分
の状況判断は適切か、動作の正確
性はどうかを診断結果で確認しましょ
う。

注意の配分

安全態度
気持ちのおおらかさ

安全運転態度診断項目
運転に対する態度や交通道徳、交通
法規などに対する考え方を測定して
います。運転を甘く考えていないか、
自分の運転技術を過信していないか
チェックしてみましょう。

協

調

性

感情の安定性

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

タイミングが早すぎる場合は
確認よりも動作が先走りしやすい

点呼と適性診断
適性診断の結果を点呼時に活用することも有効です。管理者がドライバー一人一人
の適性を把握しておくことが出来れば、その日その日のドライバーの様子を見て適切な
声掛けを行うことができるかもしれません。
点呼と適性診断については先々月配布しました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」の中でも解説されています。是非そちらも併せて
ご覧ください。

自分の運転のクセや性格をよく把握し事故防止に活かしましょう！

2022年
●1月の予定
・19日（水）、20日（木）
・22日（土）

プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
プロドラ2級認定講座（愛知開催）

●2月の予定
・9日（水）、10日（木）
・12日（土）
・17日（木）、18日（金）

プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
プロドラ2級認定講座（愛知開催）
第2回JTDO会員企業訪問ツアー（沖縄県）

Vol.4 自分の性格を語らせる
この半年の間に神奈川県湘南地区で既に２０名を超すドライバー職応募者と面談してきました。
この人手不足の時代に多くの応募者が訪れてくれるのは非常にありがたい。しかし、採用するか否か
においては話は別です。
「採ってはいけない人」を
採用しないこと

どんな時代背景でも採用基準は下げないこと！
第一印象を重んじること!

求人側である当方が一方
的に話してしまい「相手を
見抜けないまま面談を終
わらせてしまうこと」

口数の多い応募者は比較的性格が把握しやすいので、問題視しなくても良い
しかし、口数の少ない寡黙なタイプの応募者は特に注意が必要。
このタイプには、「はい」「いいえ」でこたえられる質問は控えるように心がける
例） × 直近の会社は3年で辞めていますね。
→「はい」→馴染めなかったですか？→「そうですね」
〇 直近の会社の3年間について詳しく聞かせてください。
→聞きたいことが引き出しやすい

私がこの半年間で面接を繰り返す中で最も多用しているのが、「あなたの性格を説明してください。」
です。自分分析できている者は、冷静な言動ができるし、トラブルにもなりにくい傾向があるように思い
ます。特に欠点が言える者は「気をつける」「抑える」ことができます。別の観点から述べると、自身の性
格を話せない者は自分自身にすら関心がない、行き当たりばったりの生き方をしてきた者かも知れま
せんね。
ここで重要なのは、自己分析の内容やその人の生き様だけではありません。対応力を試しているとい
うことです。どれだけ相手の求めに対して尽くそうとするかを見極めるのです。自分分析など慣れてい
ないし、煩わしさすら感じることだと思われます。そういったことにどれだけ対応ができるかを見抜くには
良い質問なのです。

淡白な答えしか返って来ない者の場合、仮に入社してから事故を起こしたとしても詳細まで聞くことが
できない人物となる可能性はあります。よって、適切な再発防止対策に繋げるのも困難になる訳です。
是非、直近の面接時に試してみていただければと思います。

編集後記

