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自動車運送事業のための 「働きやすい職場認証制度」 の概要 【資料６】
（正式名称：「運転者職場環境良好度認証制度」）

＜申請方法＞
認証実施団体の「一般財団法人日本海事協会

（ＣｌａｓｓNK）」が受付、審査及び認証手続きを実施。

評価制度の創設により、職場環境改善に向けた各事業者の取り組みを「見える化」。

求職者のイメージ刷新を図り、運転者への就職を促す。また、更なる改善取り組みを促すこと
で、より働きやすい労働環境の実現や安定的な人材の確保を図る。

＜認証の審査要件＞

中小事業者による申請を容易にし、取組み
の円滑な浸透、普及を図る観点から、
① 法令遵守等
② 労働時間・休日
③ 心身の健康
④ 安心・安定
⑤ 多様な人材の確保・育成
の５分野について、基本的な取組要件を満た
せば、認証を取得可能。
併せて、自主的、先進的な取組みを参考点と
して点数化。

＜令和２年度認証事業者＞
北海道
バス（乗合・貸切）事業者 ４社

タクシー事業者 ７社

トラック事業者 ７５社

合 計 ８６社

全国
バス（乗合・貸切）事業者 １７２社
タクシー事業者 ６５６社

トラック事業者 １,７１７社

合 計 ２,５４５社

＜今後のスケジュール＞

・申請受付期間 ： 令和３年７月21日～ ９月21日

・認証事業者の公表 ： 令和４年２月21日（予定）

＜認証結果等の活用＞

厚生労働省と連携し、ハローワークにおける
求人票への認証マークの表示や、認証事業者
と求職者のマッチング支援を実施。また、求人
エージェント協力の下、認証事業者の紹介等

業界のイメージ刷新に向けた情報発信を実施。

（Sample）
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2020年度「働きやすい職場認証制度」認証事業者（トラック） 令和３年５月２０日公表

運輸支局 事業者名 本社所在地 主要貨物 運輸支局 事業者名 本社所在地 主要貨物

札幌（37） エコライン 株式会社 札幌市 建築資材、土木資材、引越 函館（9） 株式会社 エス・シー・ティ 知内町 冷蔵冷凍食品、雑貨、引越

株式会社 エース 札幌市 総合物流 株式会社 小野運送 北斗市 セメント

株式会社 エフ・シー・ティー 北広島市 建設資材、家具、飲料、雑貨 株式会社 カネカ物流 森町 発泡スチロール

開発運輸建設 株式会社 札幌市 合材、骨材、土砂 キョーツー 株式会社 函館市 総合物流

共通運送 株式会社 札幌市 総合物流 システムライナー 有限会社 七飯町 重量物

株式会社 ケンウン 北広島市 建設機械 株式会社 西武建設運輸 函館市 冷蔵冷凍食品

株式会社 広信工業 札幌市 骨材、建設資材、一般雑貨 函館運送 株式会社 函館市 通運、総合物流

幸楽輸送 株式会社 札幌市 飲料 ヤマダイ大作運輸 株式会社 北斗市 生鮮物、冷凍品、雑貨、引越

株式会社 弘和通商 札幌市 食品 株式会社 山田運送 函館市 食品、野菜、雑貨

有限会社 札新運輸 札幌市 建築資材、雑貨、食品 旭川（7） 旭川通運 株式会社 旭川市 通運、総合物流

札幌定温運輸 株式会社 札幌市 冷蔵冷凍食品 空間倉庫輸送 株式会社 旭川市 引越、家具

株式会社 札幌豊興 札幌市 建築資材、医薬品、雑貨 士別運送 株式会社 士別市 通運、農産物、生乳

三新輸送 株式会社 恵庭市 建築資材 中舘建設 株式会社 名寄市 建設資材

三和物流サービス 株式会社 札幌市 一般貨物 北興運輸 株式会社 旭川市 総合物流

株式会社 ジャスト・カーゴ 石狩市 建設資材、製材、食品 有限会社 丸千急送 旭川市 農作物、農業用資材、一般貨物料

株式会社 食品急送 石狩市 食品 有限会社 北空知貨物 雨竜町 農作物、農業用資材

しらいトランク・サポート 株式会社 札幌市 食品 室蘭（3） 北日本エクスプレス 株式会社 苫小牧市 トレーラ輸送

大同運輸 株式会社 小樽市 セメント、生コン 共立運輸 株式会社 苫小牧市 トレーラ輸送

太陽運輸 株式会社 札幌市 一般雑貨、食品 北海道三八五流通 株式会社 苫小牧市 冷凍品、生コン

武田運輸 株式会社 札幌市 食品、鋼材加工品、大型機器 釧路（10） 荒井貨物 株式会社 標茶町 肥料、飼料、農機具

テーオー運輸 株式会社 恵庭市 生鮮食品、冷凍食品、一般雑貨 泉車輌輸送 株式会社 釧路市 商品自動車

株式会社 道南エース 北広島市 総合物流 株式会社 泰政輸送 釧路町 水産物、花卉、雑貨

株式会社 トッキュウ 岩見沢市 建設資材、食品、雑貨輸送 太平洋運輸 株式会社 釧路市 石炭、セメント、危険物

日晶運輸 株式会社 北広島市 食品、精密機械 内陸運送 株式会社 釧路町 医薬品、雑貨

株式会社 ビデフ 札幌市 日用雑貨、食品 中野トラック 株式会社 釧路市 鮮魚、雑貨、肥料、砂糖

北海道トナミ運輸 株式会社 札幌市 総合物流 野村運輸 株式会社 白糠町 一般貨物

北海道フーズ輸送 株式会社 札幌市 食品 有限会社 北創運輸 釧路町 骨材、土砂、アスファルト合材

北海道郵便逓送 株式会社 札幌市 郵便物 丸越運輸 株式会社 標茶町 土砂、建設資材、建設機械

ホッコウ物流 株式会社 札幌市 生乳、石油、外貨コンテナ 三ッ輪物流 株式会社 釧路市 総合物流

北方運輸建設 株式会社 札幌市 アスファルト合材、採石、骨材 帯広（5） 京北運輸 株式会社 音更町 冷蔵・冷凍食品

株式会社 丸運路線共同センター 札幌市 一般貨物、引越 佐山建設工業 株式会社 幕別町 土砂、建設資材

株式会社 丸日日諸産業 札幌市 建設資材、農産品 有限会社 たけむら 芽室町 冷蔵冷凍品、農産品

丸大トラック 株式会社 小樽市 小麦粉製品 道東運輸 株式会社 帯広市 農産物、飼料、肥料、食品

有限会社 宮野リース産業 石狩市 建設機械、建設資材 株式会社 北海運輸 芽室町 農畜産品、飼料、肥料

森田運輸倉庫 株式会社 札幌市 総合物流 北見（4） 網走交通 株式会社 網走市 合材、骨材、生乳、石油、セメント

有限会社 米内搬舎 奈井江町 建設機械 遠軽通運 株式会社 遠軽町 通運、農産物、生乳、土砂

株式会社 ロードリーム 札幌市 乳製品、農産物 斜里通運 株式会社 斜里町 通運、農産物、澱粉、肥料

株式会社 美咲興業 斜里町 重機、木材、土砂、農産物


