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問題

けん引自動車は車両通行帯のある本線車道では標識や標示によって
通行区分が示されているときはそれに従いそれ以外ではもっとも左側
の車両通行帯を通行しなければならない。しかし、次の場合はもっとも
左側以外の車両通行帯を通行することができる

●通行している車両通行帯の進路変更が禁止されている場合

●緊急自動車に進路をゆずる場合

●道路の状況によりやむを得ない場合

●最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越す場合

〇 o r ×
答えはこちら



以前ご案内しました4月22日（金）三福運輸株式会社様への会員企業訪問ツアーについて、日
程を変更することとなりました。

変更後日程：4月23日（土）

ご迷惑お掛けし申し訳ございませんが、何卒よろしくお願い申し上げます。
詳細は後日お知らせいたします。

第3回 会員企業訪問ツアー企画

私共のナルキュウグループでは「幸福度の高い 200人体制の会社」をスローガンに掲げ5年程
かけて実現させていきたいと考えております。その中で、今年2022年は「とりこぼしのない年」 に
したいと思っています。

この「とりこぼし」とは、「事故を起こさない」「荷主様を失わない」「従業員をやめさせない」という３
つを指しています。本業においてはこの抱負を掲げていきます。

JTDOに関してはコロナ収束はまだ数年かかると思われる中で、会員様に映像や教育ツールをご
提供しより満足いただけるよう新しいアイデアをどんどん出して取り組んで参ります。

また、今年からはこのJTDO通信を会員様の各営業所へお届けしていく予定です。ただいま準備
中ですのでお楽しみに。

それでは、本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 代表理事 酒井 誠

謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

昨今の働き方改革への実現に向け、ますます管理者の役割の重要性が
高まるとともに負担も増えてしまっているのではないでしょうか。

事故のない組織・風土づくりに管理者の力・働きかけは欠かせません。し
かし、特に中小零細企業にとって優秀な管理者を育成することは容易では
ありません。なぜなら日々の業務に忙殺され管理者自身に心身ともに余裕
がないことが多々あるからです。管理者が殺気立っている、余裕がないとな
るとドライバーにも良い影響を与えません。

三福運輸様の道の駅に関連する記事が
2022年1月11月付の物流ニッポンに掲載さ
れていました。
詳しくは右QRコードよりご覧いただけます。

2022年2月17日（木）、18日（金）に予定しておりました第2回会員企業訪問ツアー（沖縄）につい

て、新型コロナウイルスの感染が急拡大していることを受けまして、延期することに決定いたしま
した。

お申込みいただいた皆様にはご迷惑をお掛けし申し訳ございませんが、ご理解賜りたくお願い
申し上げます。なお、延期日程については感染状況をみて今後検討して参ります。またご案内申
し上げますのでよろしくお願い致します。

第2回 会員企業訪問ツアー 延期のお知らせ

関東近郊を中心とする共配輸送の他に、大型トラック及び4ｔトラックでの関東～全
国（北海道を除く）を中心とした中長距離輸送をされています。また、海上コンテナ―
や倉庫業もされています。

ヤマニ屋物流サービス株式会社様

会社名：ヤマニ屋物流サービス株式会社

本社所在地：〒306-0402 茨城県猿島郡境町猿山3-1

代表者：代表取締役社長 相良 拓弥 創 業：昭和57年6月

拠点

古河共配センター（茨城県古河市）

東牛谷物流センター（茨城県古河市）

YBS整備株式会社（茨城県古河市）

HPはこちら↓グループ企業拠点

関東ロジテム㈱（茨城県古河市）

北関東ロジテム㈱（茨城県古河市）

東京支店（東京都大田区）

群馬営業所（群馬県邑楽群）

大利根物流センター（群馬県邑楽群）

小山営業所（栃木県小山市）

物流ニッポン掲載記事について

2022年1月4日付の物流ニッポンにヤマニ屋物流様の記事
が掲載されていました。左QRコードより記事をご覧いただけま
す。古賀の拠点拡張に着手されること等が紹介されています。

答え：〇

上にあげた４つ以外は同じ左側の車線を通行しないといけないという事ですが、特
に“最低速度に達しない速度”とは高速自動車国道では50km/h未満の速度となりま
す。速度50km/hの速度で走行している前車は“最低速度に達しない速度の自動車”

には含まれないという事になります。実際はなかなかそうもいかないと思いますが、
正しい知識を持っておくことは必要だと思います。

・通行している車両通行帯の進路変更が禁止されている場合
・緊急自動車に進路をゆずる場合
・道路の状況によりやむを得ない場合
・最低速度に達しない速度で進行している自動車を追い越す場合

トレーラーは高速自動車国道ではもっとも左の車両通行帯を走行しなければなり
ません。事故の観点からみるとトレーラーは重量や大きさからみても速度の低い車
線を進路変更しないで通行させることで安全を確保するために効果があるという考
えのようです。



全日 本 ト ラ ッ ク 協 会 リ ー フ レ ッ ト 「 大 型 ト ラ ッ ク の 車 輪 脱 落事故が激増中 ！ 」
https://jta.or.jp/wp-content/uploads/2021/10/tire_datsuraku_boushi2021.pdf（参照日：2022.1.11）より

今月はタイヤとそのローテーションについて取り上げていきます。

タイヤ点検の重要性

タイヤ点検のポイント

①空気圧
空気圧は高すぎても、低すぎてもバーストの原因になります。空気圧が低いまま高速回転し、
タイヤ内のエアーが高温膨張するとバーストしやすく、大きな事故に繋がる可能性があります。
点検の際は、タイヤが冷えている時に点検しましょう。なぜかというと、走行直後は最大1割く
らい空気圧が高くなってしまうためです。

②溝の深さ
残り溝は一般道で1.6mm、高速道路走行時には倍の
3.2mm必要となります。点検の際は、目視だけでなく、
手で触って確かめる癖をつけるといいです。溝の深さが
手の感触でも確認できると、より点検の精度が増し、安
全意識も高まります。

③亀裂、偏摩耗、異常摩耗
前荷や片荷といったように重心が偏った荷物の積み方をしていると、タイヤは偏摩耗（偏った減
り方）をしてしまいます。そのような場合は荷物の積み方を見直す必要があります。

タイヤは荷物だけではなく、ドライバーの命も載せて高速で回転しています。適切な点検を怠る
ことは正常な運行に支障をきたすだけでなく、ドライバー自身の安全も脅かすことになります。

昨今は大型トラックの車輪脱落事故が相次ぎ増加傾向にあります。これを防ぐにはタイヤ交換
後のナットの増し締めや日ごろの日常点検が欠かせません。

車輪脱落事故の傾向
♢時期

11月～3月の冬季に7割が脱落
冬用タイヤ交換時は特に注意が必要。取り付け状態の点検を確実に。

タイヤ交換から2か月以内に約8割が脱落
特に、劣化・摩耗確認不備や増し締め未実施が原因と思われるものが合わせて約5割。

♢脱落箇所
脱落するタイヤは左側後軸が全体の9割強

♢車両
車輪脱落事故の約半数は「前1軸 後2軸」車で
初度登録年が4～7年経過車両に多く発生

タイヤ点検解説動画

タイヤ点検について、空気圧・ナット・ディスクホイールの点
検方法を解説しています。

不良個所を確実に見抜き、未然に事故を防ぐことができるよ
うな点検スキルを身につけていってください。

動画はこちら→

参照：同文舘出版『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』酒井誠著 7刷

参照：「トラック＆バス用タイヤの上手な使い方」（トーヨータイヤHP）https://www.toyotires.jp/product/tb/care/select_tb2.htm
同文舘出版『小さな運送・物流会社のための「プロドライバー」の教科書』酒井誠著 7刷

タイヤローテーションについて

タイヤチェーンについて

ローテーションの方法

偏摩耗が進んだままの状態での走行は事故のもとです。特に、雨天時はスリップ事故やブレー
キの効きが悪くなり、事故を起こしやすくなってしまいます。

タイヤ交換やローテーションは会社が管理して行っているところもあるかと思いますが、プロトラッ
クドライバーとして、知識を身につけ、チェックできるようにしておくと良いでしょう。

タイヤローテーションはタイヤの耐久性向上と事故防止に有効です。タイヤの回転方向は、タイ
ヤのローテーションによって変えることができます。例えば、前輪の左右を入れ替えるだけでも双
方のタイヤの回転方向が逆になります。ローテーションのスパンは５,０００㌔が目安です。

この冬は寒波の影響によりいつになく各地で雪が降り積もっています。普段滅多に雪の積もらな
い地域でも降り積もることもあり、車のスリップ事故のニュースが連日報道されています。

チェーンをかけるとき

偏摩耗の影響 ローテーションのメリット

・車両振動 ・ウェット性能の低下 ・摩耗寿命
の低下

・快適な走行 ・安全性の向上 ・経済性の
向上

全輪同サイズの場合
（前輪2軸、後輪1軸）

全輪同サイズの場合
（前輪1軸、後輪2軸）

タイヤチェーンは駆動する車軸についたタイヤにかけなくては意味がありま
せん。また、後輪の車軸が複数の場合、転がりのタイヤにもかける必要はあ
りません。たいていはダブルタイヤの外側にのみかけます。

チェーンを実際にかける際は、

①予め広げたチェーンの上にトラックを動かして巻く方法

②トラックを動かさずチェーンをタイヤにかぶせて巻く方法があります。

トラックのタイヤは乗用車よりも大きくチェーンを巻くのも一苦労です。実際に
雪が積もった状態で、または凍結した場所でのチェーン掛けは容易ではあり
ません。いざという時のために、事前に練習しておくといいですね。

1回目（A） 2回目（B） 1回目（A） 2回目（B）

3回目以降は （ A ） （ B ） を繰り返して ください 。

https://www.toyotires.jp/product/tb/care/select_tb2.htm


トラックの特性に合わせた運転

Ⅹ.交通事故に関わる運転者の生理的及び心理的要因及びこれらへの対処方法

疲労と運転

疲労は心身機能の低下を示すサインのようなものです。疲労が運転に与える影響
としては次のようなものがあります。

・注意の範囲が狭くなる ・動作や言動が乱暴になる
・おっくうになり、作業の手を抜くようになる ・集中力がなくなる
・動作を正確にやろうという意欲がなくなる

疲労を早める運転

疲労を招く要因には、睡眠不足や過度な運動、風邪による体調不良などさまざまな
ものがありますが、運転の仕方が疲労を早めることもあります。

無謀な運転
強引な車線変更を繰り返したり、目的地に早く到着しようとスピードを出す
行為は緊張感を高めることになり疲労を早める原因となる

長時間運転
走行中は絶えず周囲の状況に注意を向けなければならないため、精神的な疲
労がたまりやすく、それが漫然運転などに繋がる

悪い運転姿勢
シートの背もたれを倒しすぎたり、シートとの腰の間に隙間ができている、
また、前かがみの姿勢など安定しない姿勢で運転していると疲労を早めるこ
とになる。
参照「事業用トラックドライバー研修テキスト10 安全運転のための心身の健康管理」 日本貨物運送協同組合連合会 平成29年3月

正しい運転姿勢について

正しい運転姿勢は安全確認の面からはもちろん、運転中の疲労軽減にも効果が
あります。正しい運転姿勢のためのシートポジションについてみていきましょう。

①シートの高さを合わせる ②背もたれを合わせる

③前後を合わせる ④ハンドルの位置を合わせる

・足を床に垂直にし、シートと
膝の裏に隙間をつくる

（シートと膝の間に手のひらが
入るくらいの隙間）

・一度背もたれを直角に

・直角の状態から1～2段階
倒して調整する

・クラッチやブレーキを足の裏
全体で踏み込む

・この状態で膝が少し曲がると
ころで前後を合わせる

・シートに背をつける

・その状態のままハンドルの
一番遠い所を握ったまま回
せるように調整

・お腹にハンドルがあたる場合は少し上げて隙
間をつくる

薬物について
道路交通行では、下記のもの等が薬物として該当します。

麻薬、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー、眠気を誘発する風邪薬等

飲酒運転について

違反数値は0.15mg以上（呼気1リットルにつき）

但し、運行管理では 0 mg以外は運転してはいけない

飲酒や薬物の影響による危険運転防止のために

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

特に注意すべきは「眠気を誘発する薬」です。健康管理
のためには、薬と上手に付き合っていくことも必要ですが、
眠気を招くような薬の服用は事故の原因となりえます。

市販の風邪薬や花粉症の薬のほとんどには、眠気を誘
発するような成分が含まれています。服用の際は事前によ
く確認し、不安であれば薬剤師等に相談しましょう。

右QRコードからは独立行政法人医薬品医療機器総合機
構HPにアクセスします。使用中に運転等をしてはいけない
薬について書かれていますので参考にしてみてください。

アルコールの１単位

酒酔い運転

●5年以下の懲役
又は 100万円以下の罰

金
●違反点数35点
※免許取消し
（3年間は免許が取得できな

い）

酒気帯び運転

●3年以下の懲役
又は 50万円以下の罰

金

●違反点数13～25点

危険運転致死傷罪

●死亡事故の場合
1年以上20年以下の懲役

●負傷事故の場合
15年以下の懲役

NPOアルコール薬物問題全国市民協
会では、純アルコール20gを含む酒類
を「1単位」とし、これを体内で分解処理
するには、約4時間かかるとの目安を
提唱しています。

これを目安に、翌日に乗務がある場
合は飲酒量を調整し飲酒運転とならな
いようにしていきましょう。



2022年

●2月の予定
・9日（水）、10日（木） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・12日（土） プロドラ2級認定講座（愛知開催）
・17日（木）、18日（金） 第2回JTDO会員企業訪問ツアー（沖縄県） ※延期

●3月の予定
・10日（木）、11日（金） プロドラ準2級認定講座（愛知開催、WEB配信あり）
・19日（土） プロドラ2級認定講座（愛知開催）

編集後記

Vol.6 会社に残る人、残らない人

デスク回りの年末の掃除をしていたら、１０年以上前に開催した集合研修「同期研修」の受講記録が
出てきた｡ある年の１０名ほどのメンバーの大多数がもう退職していない、大変落ち込んだ。しかし、あ
る別の年の同期研修の１０名ほどのメンバーは大多数が残ってくれている。この極端な差はなんなの
だろうか？

その真因はしっかりと残されていました。受講記録です。大多数が離職してしまった同期研修では「前
向きさ」が表れておらず、大多数が在職している同期研修では「希望または感謝」が表れている。

受講記録には自己主張は強い分、自分の不甲斐なさは棚に上げ、会社批判をする。権利は主張する
ものの義務は果たさない。ほとんどが退職した。一方、大多数が在職している年の同期研修では仕事
があることの喜びや感謝、研修機会の提供に対し、感謝の言葉も散見された。

のちにハッとして、受講者らの入社年を調べた。景気の良い時に採用した年の同期研修メンバーは
ほとんど残っていないが、リーマンショックの翌年に採用した年の同期研修メンバーの大多数が残って
くれていることに気付かされた。

たまたまかも知れません。

しかし、コロナ禍で苦しい昨今ではありますが、積極的に人を募るチャンスととらえて良いのではない
か。そんな風にも思います。

採用した社員が一年足らずで辞めてしまえば、一人あたりおよそ１００万円の損失が出ます。この先
の１０年を占うのが、採用に関してどの様に考えるべきか。大変なターニングポイントを迎えております。


