
 
 
1 

平成 30 年度第 10 回「トラック輸送における取引環境・労働時間改善 

佐賀県地方協議会」における発言内容 

（平 31.2.22 佐賀第二合同庁舎） 

 

１【荒牧座長】 

 それでは、皆さんに配られております議事次第に従いまして進めて参ります。議題は３つ

ありまして、まず、働き方改革について事務局の方から先に説明していただいて議論を深め

ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

佐賀労働局からの説明 

  議題１ 働き方改革について 

   資料１-1 各改正事項の施行・適用時期 

   資料１-2 36 協定で定める時間外労働及び休日労働について留意すべき事項に関す 

る指針 

   資料 1-3 年次有給休暇の時季指定義務 

   資料 1-4 中小企業・小規模事業者の長時間労働是正・生産性向上と人材確保に関す 

るワーキンググループの開催について 

   資料 1-5 働き方改革の推進に向けた中小企業における労働条件の確保・改善に関す 

る公正取引委員会・中小企業庁との通報制度等について 

 

２【荒牧座長】 

 どうもありがとうございました。それでは今の件について、ご質問ありませんでしょうか。

尋ねてみたいことがあったら、お願いします。 

 

３【馬渡会長】 

 トラック協会の馬渡でございます。今、資料 1-5 ですかね、ご説明をいただいて、運送業

も含めていろいろ、短納期の対応だったり、いろんなことを書いてあるのですけれども、是

非、下請法違反になるとかですね、いろんな周知徹底も、我々も運送業のほうで、こういう

事があったら相談しなさいよということは当然言っていく訳ですけれども、どちらかと言

うと荷主に当る方々、いろんな大企業を含めて、今までと同じようにしていただけなのにと

仰る場合があるんです。ですから、パラダイムが変わりましたよということをもっと強く言

っていただかないと周知徹底がなかなか難しいのかなと感じていることがひとつ。 

 それからもうひとつは、中小は特に人が入ってこなくて困ってますよという話を荷主さ

んにもするのですけれども、それにも関わらず、休日を取らせようという話をした時に、い

や別の人を派遣してもらえれば良いから、と簡単に仰る荷主さんが非常に多くてですね、苦

慮しているんです。他のところが見つかるならば、何も苦労していない状況なので、そのへ
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んのところも含めてですね、単純に他の人を雇い入れて派遣すれば良いんじゃないですか

というようなことも、ひいては、下請法というか、優越的地位の濫用に当たりますよという

ようなことも含めて言っていただけると助かるなと、現場に則しては、そういう風に感じて

いるところでございますので、よろしくお願いいたします。 

 

４【佐賀労働局 菊池局長】 

 ありがとうございます。資料 1-5 は、通報制度ということでご紹介をしましたけれども、

今日この協議会にも事業主団体或いは個別事業の方々にもおこしいただいておりますけれ

ども、私どもとしても通報して、中企庁、公取に調べていただくということが趣旨ではあり

ませんので、こういうことがもしあると、無闇な手間が掛かりますよ、こういうことがない

ように是非ご理解をいただければありがたいですと、こういう趣旨でございますので、事業

主団体代表の方々、欠席の方にも後日この資料をお送りして、是非会員の皆様方への周知を

よろしくと、或いは今日のこのメンバーの団体の方に限らず、やれる機会を捉えて事業主団

体の皆様方にはご理解いただけるような周知に努めていきたいと思います。 

 

５【馬渡会長】 

 毎回申し上げますけれど、ここに出て来ていただいているような荷主さん達は、基本的に

ご理解をいただいて出て来ていただいているのですけれども、出て来たくないと仰った荷

主さん達がたくさんいらっしゃるみたいですので、そういった方々にどうにかして周知徹

底を、できれば、労働局の方から言っていただくと、我々も助かるなと思っている趣旨でご

ざいますので、よろしくお願いいたします。 

 

６【荒牧座長】 

 はい、他にどうぞお願いします。今、馬渡会長が言われたように、荷主さん達の団体の中

ではそういう現状に対する認識を共有する学習会とか連絡会みたいなものって行われてい

るのですか。 

 個別の企業さん達、農協さんがいて、今日、戸上電機さん居られますけれども、方々は先

ほど言われましたようにここに出て来られるから、多分、江口さんから戸上電機の方に言え

ば大体事情が分かるし、農協さんも分かると思うけれども、一般の荷主さん達のところでそ

ういう状況が、輸送のところがネックになってくるという認識は共有できているんですか

ね。 

 

７【佐賀労働局 菊池局長】 

 会長が仰るように、団体に加盟されているような企業さんは比較的に理解が進んでいく

と思いますけれども、主要な事業主団体に加盟していないようなところだと、団体経由の情

報はなかなか伝わり難いですし、そもそも私どももどうやって把握して伝えていくかとい
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う難しさがあって、そこは簡単にはいかないところがありますけれども、まずは組織化され

ている団体の方々にしっかりご認識をいただいて、それが少しずついろんなところに染み

渡っていくようなことで、長い間継続的に取り組んでいくのが王道かなという風に思って

います。 

 

８【小野教授】 

 今ご説明いただいたのですけれども、一応確認までなのですが、下請け取引に関する確認

シートがございました。正確な区別をしておくと、荷主さんと運送会社の関係で優越的地位

の濫用ということで、公取が基本的には指導する立場にあるということになっていますが、

下請法については基本的には製造業から来た法律なので、中小企業庁ですかね、ということ

なので基本的に同業種間の取引ということで確認しておいたほうが良いと思うので、簡単

に言えば、運送業で言えば元請運送会社と例えば大手運送会社、そして中小零細の運送会社、

この間の取引が下請法の対象になりますので、ある意味、先程の下請け取引に関する確認シ

ートということで見れば、あなたの会社は中小の運送業で、通報の対象になる親会社は元請

運送会社ということに限定されるんですよね。 

一応確認までということで、ここに荷主さんを書いても意味がないと思います。 

 

９【荒牧座長】 

 荷主さんとの関係は、後で出てくるガイドラインの間で契約ということで出てくるので

すかね。 

 先ほど、説明されたやつはそれに当たるのですか。資料 1-4 のほうで。 

 

10【労働局 事務局】 

 小野先生からご質問の件ですけれども、下請法については先生からのご指摘のとおりで、

もう一枚めくっていただきますと独禁法の物流特殊指定というところがありますので、荷

主さんとの関係でいうとこちらに該当します。そういう趣旨でございます。 

 

11【荒牧座長】 

 はい、分かりました。今言われたことは、別添２の中小企業をいじめるような無理な取引

は見逃しません、に当るということですね。はい分かりました。 

 他にどうぞありませんでしょうか。ここの部分はよろしいでしょうか。 

 私達大学の教員には全く関係ないのですけれども、この年次休暇、必ず取らせる方法とい

うのは、ドイツで経験したことですけれども、ドイツでは一週間出入り禁止になった教員が

いました。それは年休を取っていないから、あなたは違反的なことをやっている。だから一

週間学校に出て来てはいけないという風に言われた教員がいて、私がせっかく行った時に

居なかったので会えませんでした。だからそういう風にいろんなところでそういうことが
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行われている。教員ですら年休を 10 日以上持っているのに行使していないと出入り禁止で

す。それを命令している人は、その教室の事務職員の方でした。女性の方が一人おられて、

あなたは出入り禁止です、何故なら一年間で年休を取っていないからと、やられていました

けれども。こんなことやるのかなという風に初めて思いましたけれども、そういうものがや

ってくるなと、分かっていましたけれど、ついに来たのかということで、多分建設業は、年

度末になったら一番忙しい時に年休取れと言わざるを得ないことになる日が来るのかなと

いう風に思いますけれども。全業種でしょう、これ。関係なしなんですよね、業務とは。ま

あそういうことが働き方改革なんだということが象徴的に見える形なので、皆さん興味が

おありかと思いますけれども、他によろしいですか。次のテーマに行ってから戻っても構い

ませんので、議論を進めたいと思います。それでは、トラック運送業界を取り巻く最近の状

勢について事務局の方からご説明をお願いいたします。 

 

九州運輸局からの説明 

議題２ トラック運送業界をとりまく最近の状勢について 

   資料２ トラック運送業界をとりまく最近の状勢 

 

12【荒牧座長】 

 はい。どうもありがとうございました。では、今のご説明に関してご質問ありましたらお

願いいたします。ご意見でも構いませんが、いかがでしょうか。 

 

13【馬渡会長】 

 ホワイト物流の話は、中央協議会の中でも出たのですけれども、いろいろ頑張って荷主さ

んにもご協力をいただくようにという呼び掛けもうれしいのですけれども、我々が５年以

内に法規制を受けても違反者を出さないようにするために、やはりもっと目に見えるよう

なはっきりしたものがないと、目標じゃないですけれどなかなか難しいなということが感

想でして、今、荷主さん達も含めて大手の企業さんは、デパートとかの特殊な企業は別にし

て、土曜日・日曜日休みという方は多いんです。我々は、いろいろ受発注も含めて、土曜日

は受発注ないよと、ただし、配送は土曜日ちゃんとやってねと言われることが多くて、結局

荷主さんの中では自分たちは５日で作業、仕事は終わるけれども、現場の作業は６日若しく

は場合によっては天候によっては７日やってねと、現場は動かしてちょうだいという発想

の基で動いているような気がしておりまして、これを荷主さん達が稼働されている５日間

に合わせていただく運動というものが、どうしても必要なんじゃないかという風なことを

感じています。そうじゃないと、誰しもが見てもトラック屋さん土曜日動いているのは変だ

よねという風に思っていただかない限り、運転手さん達は休みを取るということはちょっ

と不可能かなと。現場が動いているのに何で休むの？という風な、反対の常識みたいなこと

があっておりまして、荒牧先生たち建設業も似たような部分があるのかもしれませんけれ
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ども、是非世の中に合わせて、今までは日曜日が休みだったということが常識だったんでし

ょうけれども、これからは土日が休みだと、特殊な場合に土曜日に出たり、日曜日に出たり

とか、そういうことが特殊ですよという風なことをこの５年の間に当たり前のこととして

いかないと、なかなか現場の運転手達の休みを増やしていくということは難しいなと。 

 そして、残業時間を縮めれば良いかという話になるとそうでもなくてですね、労働生産性

は６日でやっていたことを５日でやれるように、労働生産性を上げたうえで残業時間を縮

めないといけないということです。これは相当荒業が必要な気がしておりまして、デットエ

ンドが５年以内という風に考えるとですね、土日は休みですよと、普通にそれが当たり前に

なるような雰囲気を全国で醸し出していただく必要があるのかなと。 

 ここは佐賀県の話ですけども、中央協議会でも、なんとか休みを取るのが当たり前と言っ

ていただかないと、そもそも我々の業界に他は全部５日でやれてる。もう特殊な場合のみ土

曜日出勤ですよと言っているのに、我々の業界、特に現場の運転手さんは６日稼働ですよと

いうことが当たり前だと誰も入ってきませんよね。入ってこないのが当たり前だと思って

いるんですよ。ですから他と同じように５日勤務なんだけれども、特殊な場合土曜日出勤が

あったり、日曜出勤があったりしますよと、その場合は、労働の対価はちゃんと貰えますよ

という風なことにならないかなと思っています。これはもう願望も含めて、年数が経ってい

くともっとそういうことを声高に言わないといけないのかなと思っているのですけれども、

とりあえずは４月スタートだと思って、５年でそういう雰囲気を醸し出したいなという風

に思っています。 

 誰かに応えてくれという話ではないのですけれども、そういう世の中になってくれない

かなと。 

 

14【荒牧座長】 

 結局 900 時間？ 

 

15【馬渡会長】 

 960 時間、月 80時間。 

 

16【荒牧座長】 

 九州は、この図（資料２・Ｐ６）の見方をちょっと教えていただきたくて、よく分からな

いのですけれども、例えば、拘束時間が 13 時間 21 分というのは、これはどういうことを意

味しているのですか。例えば、月 80 時間ということは、大体１日に３時間半か。３時間半

拘束すると超えますよね。毎日それをやっちゃうと。だから、13時間 21分拘束していると

いうことは何の値を示していますか。運転だけで７時間運転しています。それから荷役のと

ころで２時間 53 分拘束している。九州はこういう風に拘束時間が長いというのは、まあ運

転時間が長いのは分かりますね。長距離運送が多いということでしょう。東京まで運ばない
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といけないとか、そういうことだと思うんだけれども、これの値の意味はどういうことを表

していますか。先ほどの 960 時間、月 80 時間とすると、とても沖縄くらいのところに縮め

ないとこれに違反になっちゃいますか。全国違反になるのかな、このままだと、という風に

読んで良いのですか。ということは、その法律が５年後に施行されて皆さんが違反しないと

いうことになると、これが全部ずっと沖縄くらいまで下がるのですか。どういうことを意味

されているのでしょうか。ちょっと教えてください。 

 

17【小野教授】 

 まず、これは平成 27年の実態調査の数字です。九州で見れば、点検等、点呼、まず車に

乗る前の時間がありますよと。そして平均すると運転時間が７時間９分でしたと。手待ち時

間、お客さんのところに行って待ち時間が 47 分でしたと。あと積み込んだり荷卸ししたり

する荷役時間が２時間 53分でした。付帯、いろんな作業です。それから拘束時間というも

のは労働時間とちょっと違っていて、休憩時間も含めた時間ですね。休憩時間は、ここに数

字は載っておりませんけれども、多分２時間くらいはありそうですね。あとは不明な分その

他の部分があります。合計すると平均して九州のドライバー13時間 21 分、概ね２時間くら

い休憩がありそうなので、労働時間として見れば 11時間強なのかなという感じに見えます。  

それで、先ほどの 960 時間というのは、時間外労働が年間 960 時間でそれを超すと罰則

を受けますよと。 

 

18【荒牧座長】 

 月々で割ると大体 80 時間位ですね。80 時間で 25 日働いたとすると、３時間ちょっとく

らいですが、それを毎日やっちゃうと超えちゃいますね。 

 

19【小野教授】 

 ３時間ちょっとくらいが、時間外労働となりますね。それをずっと年間で 960 時間を超え

たら駄目だという事なので、これは少し予想としてはちょっとだけ増える、多いかもしれま

せんね。 

大体基本的な考え方は、１週で 40 時間なので、月間換算だと 172、3 時間になりますか

ね。それに 80 時間を足すと、170 数時間＋80 時間ですので、250 数時間くらいまでですよ

ということが今回の５年後の姿なんですよね。250 数時間、だから休憩時間が 20 数時間乗

るので、270 数時間くらいが、今で言う 293 時間の改善基準告示の拘束時間の上限、一応基

本的な上限と比べれば約 20 時間くらい減るというイメージ、換算していいものです。これ

はなかなか長いので、九州についてはやっぱり縮めないといけないのかなと。 

 

20【荒牧座長】 

 これは、やはり違反に？ 
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21【小野教授】 

 このまま行くと、相当数違反の可能性は高いですね。 

 

22【荒牧座長】 

 だから、相当量で落としていく努力をする。しているということを荷主さん達が分かって

いないと、まずいですよね。もうとにかく法律で縛られてしまう訳だから、業者さん達はも

う働けない。これ以上働くと違反になって馬渡さん（ら経営者）が捕まっちゃうということ

になると、もうこれ以上運べませんということを荷主さん達が理解するのか。先ほど同じこ

とをやっていると荷主さん達は言うと仰ったけれど、このことを一番理解してほしいのは

荷主さん達になる。 

 

23【馬渡会長】 

 世の中の方々も含めてになりますね。 

 

24【荒牧座長】 

 運んでくださいと言われても、実は我々もう動けないんですという状態がくるというこ

とですか。そういう感じですか。 

 

25【小野教授】 

 そういう感じですね。今、沢山の事業者のヒアリングをしていますと、ＩＴを使っていろ

んな労働の条件、或いは、時間管理をしていくような会社がすごく多くなっています。まぁ

ＩＴというか、パソコンですか。それで、最近の中心になっているのが、おもしろいことに

残量計みたいな仕組みが一番多いです。この運転手は、この月あと何時間働けるのか、あと

何時間運転できるのか、そういうことの残量を数字で見て、このドライバーは、営業日だと

あと６日もあるのに、上限時間までは 40 時間しかないので、近い所だけの配送にしてしま

おうとか、そういった形で法令違反をしないようなシステムを入れている。 

 

26【荒牧座長】 

 個人毎にくるわけですよね、上限規制というものは。だから例えば会社平均のデータで出

しても意味がないと。個人個人について、労働時間残量はあとこれくらいしかありませんと

いう人がいっぱい出てくると。 

 

27【馬渡会長】 

 それもあるのですけれども、960 時間の法規制が始まる１年前に、先ほど仰っていた 60

時間を超えると、５割増しの残業代を払いなさいというものが始まるのですよ。これはもう、

全部に始まる。今まで大企業の方は払っていたけれども、中小企業は猶予を与えられていた
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のが始まります。 

ですから、80時間と思っていると、20時間分は毎月５割増しの残業代を払いなさいとい

うことになります。それを払わないでいると、それこそ監督署のほうからあなた達払ってな

いでしょうと、これはもう必ず払いなさいという話にしかならないからですね。我々は、960

時間と言いつつ、実態から言うと 720 時間に限りなく近づけておかないと５割増しの残業

代を荷主さんに払ってくださいと言っても、どの荷主さんのせいで 20 時間が延びたのかが

分かりませんから、毎日ちょっとずついろんな荷主さんの仕事をして、ということになるの

で、実質はやはり 60 時間の規制が前の年から始まることと同じですよね。５割増しを払い

なさいということは。５割増しを払う分を余計にくださいと言っても、それぞれの荷主さん

から言うと、また不合理が生じますから。うちはちゃんと時間内にやれるようにやっている

よ、という話になると。そこが今、もう現場のそれぞれの、我々協会もそうですけれども、

会員さんの間ではですね、料金は上げていただきたい、でも時間はこうしてもう４年後には、

この 60 時間規制が始まるということは皆、経営者の方は認識しておられるので、さっき言

った休日の話は、今、新しく新卒の求人をしてもですね、ＩＴが進んでいるので、休日が例

えば 52 週あって週休二日と言ったら 104 じゃないですか、104 でもついこの間までは良い

ほうだなと我々も思っていたんですけれども、今やそのパソコンでクリックする時に 110 以

上とかいうクリックの仕方がちゃんとあるらしいんですよ。ですから、110 日以上ちゃんと

休める業種業態はこれ、という風に出て来て、110 以下をクリックする生徒さん達があまり

居ないと。 

 

28【荒牧座長】 

 分かります。建設業も同じですよ。 

 

29【馬渡会長】 

 だから、建設業とか運送業は 110 と嘘を書くか、本当のことを書いたら最初から対象に入

っていないと、だからそれを同時にやらないといけないので、これを本当にやるためには土

日が休みということが当たり前になっていかない限りその中で残業時間が月に 60 時間、日

にしたら、先生 25 日と仰いましたけれども、20 日ですから、20 日で換算すると３時間しか

ないということです。 

 

30【荒牧座長】 

 建設業は 25 日で計算します。日曜日しか休めない。土曜日は働けと言っていますから。 

 

31【馬渡会長】 

 だから、働きたいのですよ、働きたいというと変ですけれど、規制は来ますから。 
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32【荒牧座長】 

 40 時間だとそうですから。 

 

33【馬渡会長】 

 そうなのですよ。だから 40を５で割ると８ですから。 

 

34【荒牧座長】 

 ５日しか働いてない。 

 

35【小野教授】 

 まさに今、馬渡さんが仰ったように 60 時間超が５割増しになります。中小企業も。そう

すると今の九州の考えで一度シュミレーションしているのですけれども、今の運転手の労

働コストは、その約 20 時間分に対して 25％が 50％割増しになるので、労働コストが概ね

1.5％増えるんですね。そうすると全体の中の労働コスト自体が 50％を超したような状況な

ので、事務員も入れれば、ということなので全体的に言うと 0.8％くらい営業経費が簡単に

上がってしまう。そうすると今、大体１％程度しか業界平均の利益がないので、それが吹っ

飛ぶということなので、その時点で何か対処をしておかないと黒字の企業なんてどこにも

ないという状況になりかねない。だからこれは何か生産性を上げて、労働時間を減らして、

なるべく 60 時間超の部分を減らしておかないと業界がもたない。 

 それからもうひとつ 22ページ目、国交省からご説明いただきました。多くの会社が確か

に約款の届出を出されているのですが、先ほど説明はなかったのですが、新約款での届出、

そして旧約款での届出があると思うんですね。結構旧約款の届出が多い。それで、新約款が

折角出ているのですが、運賃と料金の別立てとかそういう風な話できているのですけれど

も、新約款でどうして届出ないのかということで、運送事業者何社かに聞いているのですけ

れども、１つの理由として、今まで運賃に例えば積込みだったり、或いは多少の待機時間も

すべて込み運賃として、すべていっしょにして請求していた。それで、新約款として届出る

と、その待機料金だったり、積込み或いは荷卸し、こういった料金を挙げていかないといけ

ないんですよね。その時の原価が分からない。例えば待機を 30 分した時の原価がいくらか。

積み込んだ時の原価が分からないので、料金の設定がとても難しいと。そして、当然のよう

にそれを荷主さんに持って行くときには、ある程度は明解なバックデータを見せる時の材

料がないので、新約款にし難いということがひとつあるということでした。 

 それからもう一つは、会社の請求システム、当然だいたいパソコンでやってますので、そ

れが運賃と料金に分けられたような仕組みになっていないということなので、すぐに新約

款で届けると事務のほうが破たんしてしまうんですね。そういったことがあるので、行政に

対しても新約款で届けてほしい、そちらのほうに引っ張っていこうと考えていただいてい

るのであれば、是非とも待機料金、積込み料金、荷卸し料金の原価の考え方を示してほしい。
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我が社にもそれを当てはめて、原価を計算できるような仕組みでやるとこうなるねと。これ

は料金に転嫁して、この部分を荷主さんに持って行こうじゃないかと。そしてもう一つは、

ＩＴのシステムがまだ追いついてないので、できていないので、是非ともシステム屋さんは、

こういった請求を料金と分けるような仕組みに変えていけるような、そういったシステム

の改変にもお金掛がかりますので、行政もそれは支援していただけたらと、そのような意見

もありましたので、一応ご披露しておきます。 

 

36【荒牧座長】 

 いかがですか、何か、今のご説明に対して。他の方でも良いですよ。何か今のご質問ご意

見に対して。 

 この資料だけ見ても結構厳しいですね。私はトラック協会さんと付き合い始めたのは、多

分ずっと昔から付き合っているので、これの３ページのところの求人倍率が 0.5 って書い

てある、その辺りから付き合っていたので、これ過当競争の時代ですね。それからわずか５

年でリーマンショックですね。５年で１倍を超え始めた。その辺から事態が変わっているけ

れども、そのことがなかなか理解されていなくて、そのリーマンショックでちょうど下がっ

た頃の話をまだ荷主さん達の感覚として持っているのではないかという風に、ずっと聞い

ていました。ところが、それからわずか５年で１倍を超えて、あと５年で２倍を超え始めて

いる。こういう状況の中で、いったいどうやって行くかということが問題になるだろうとい

う風に考えました。例えば、建設業も同じなんですけれども、次のページを見てください。  

４ページのところで、これは運輸業が利益をあげる対生産性が低くて、利益をあげる体質

になっていないので、全産業としては 400 何十万の所得があるのに対して、大型で 454 万

円、中小型になると 415 万円で、建設業は 375 万円なんですよ。それくらいの値しか出てこ

ないということで、賃金を沢山払わないから人が来ないんだと言われちゃうんです。それで

本当かと、ちゃんと発注してくれない、人数が多い時の話があるからですね、今足りなくな

っても、多分それほどトラック業界さんと荷主さんとの間で上げますということがうまく

いっていない。これ、平均のところくらいに持って行かないと、ただでさえ先ほど労働時間

が長いし、賃金が安いとなると、どんどん来なくなっていくということが何となく分かる。 

建設業もそうだし、トラック運送業も多分そうなってきているという風に思うので、根本

的に考えないと、もうよほど皆が困っていった時に初めて賃金が上がり始めるのかなと思

いますね。潰れるわけにはいかないので、滅んでしまえば簡単なのだけれども、滅べないの

で、だからいつかどこかの時点で上がり始めないと、基本的に人は集まらないということに

なるだろうなと思います。建設業は、滅ぶと皆思っていましたから、もういらないと言われ

るだろうと。ただ、災害がこれだけ頻発すると、助けてくれと言われても、知るか、と言っ

て。もうお前さん達はこれだけいじめてきたのだから、もう無理よと言うほど啖呵を切りた

いくらいの状況になっていたのですけれども、今更そんなこと言えないので、皆さん必死に

なって次世代を育てていると言うか、労働環境を改善しようとしているというところにあ
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るので、この図を見ると厳しいですね。運送業というのが、これから先この人手不足の中で

やっていけるのかどうか。これ、馬渡さん、外国人労働者の話は出ないのですか。運送業は、

出ませんよね。 

 

37【馬渡会長】 

 出ないですね。明確に否定をされまして、もちろん３年くらい前から要請をしているんで

すけれども、今般 14 業種を採用された時に明確に否定されたのは、建前が技能を高める。 

農業もそうですよね。技能を日本で高めて、自国に持ち帰ってその技能を活かすという建

前になっているので、トラックは世界中どんな新興国でも皆運転しているじゃないかと言

われてしまって、いやいやいろんなことをフォークリフトでやっているんですよというご

説明をしたんですけれども、それはやはり駄目だと。 

 

38【荒牧座長】 

 だから、外国人労働者がいないから、単価を上げて日本人をこっちに持って来る以外に手

がないんでしょう。 

 

39【馬渡会長】 

 はい。 

 

40【荒牧座長】 

 だから、それは単価が上がってきますよね。建設業は労働者を 30万くらい一気に入れる

んです。だから賃金の単価が上がらないのです。という逆矛盾を抱えている。企業の経営者

は良いかもしれませんけれども、労働者は賃金が上がっていかない。ますます来なくなる。

先ほど仰ったように、労働時間が物凄く長いのですから、拘束時間が。だから、多分このま

まいくと賃金が上がらないまま外国人労働者だけが働いていくと、研修制度でやれるのか

やれないのかという話になってしまっている。もっと深刻な状況な気もしないでもないで

すけれども、ただ、運賃がどんどん上がっていくのかなと正直感じます。ごめんなさい、自

分が建設業なものだから、そっちのほうに興味があって、こういう資料をいつも作っている

ものだから、非常に興味があります。 

 

41【馬渡会長】 

 多分、賃金が上がって、全産業平均ぐらいになっても、あとは比較ですから、我々の業界

に進んで入ってくる人はそう多くはないでしょう、日本人だけに限るわけですから。 

 

42【荒牧座長】 

 いやいや、トラック野郎の魅力はありますから、私はそう言っている。建設業の魅力は絶
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対ある。だってうつ病にならないからとずっと言い張っている。自然が相手なので、うつ病

になる暇がないと。それは、我々の業界が自信を持って言わないと、賃金は安いけれど、自

然を相手にしていると楽しいよとでも言い張らないと。それはだからトラック野郎さんも

絶対居る。そこはあまり気を落とさないでやっていただければ。 

 変なことを言って申し訳ない。他にないですか。最後までいってからまた元に戻ってかま

いませんので。最後の３つ目の議題を説明頂いたらありがたいです。よろしくお願いします。 

 

野村総合研究所からの説明 

議題３ 取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドラインの策定について 

   資料 3-1 荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けた 

ガイドライン 

   資料 3-2 ガイドライン事例集目次 

   資料 3-3 ガイドライン事例集のＵＲＬ紹介 

 

43【荒牧座長】 

 どうもありがとうございました。それでは、このガイドラインについてのご質問ご意見あ

りませんか。 

 

44【松尾委員】 

 農業なんですが、今、宮崎の事例もありましたけれども、鮮度の問題とかいろんな作物に

よっても違うし、結局は着荷主というか、ほとんどは市場なんですよね。だからいつも言っ

ていますけれども、国交さんや厚労さん、農水が関わることが大切なんですよ。実は、私ど

もの中央会の会長が全中の副会長をやっておりまして、畜産酪農だけではなくて、これにも

少しメスを向けろということで、今、馬渡会長さんと一緒になって、高速道路の無償化とか

そんなことも含めてお願いしようかと思っているんですけれども、やっぱり市場側がどう

対応するのかを農水さんが本当にやっていただかないと、先ほどの宮崎の事例でも、１日延

ばすためにはそれだけの施設を造らないといけないんですよね。低温倉庫とか、野菜の品目

でも違うし、我々もＪＡグループですから、場合によっては全中とか全農さんにトラックの

ローテーションを作るとか、ＳＰを作るとかそんな風で、ＪＡグループの中でできること、

或いは国交さんじゃなく農水さんにお願いしないといけないこと。どうも農水さんが抜け

ているような気がして、水産物もじゃないですか。セリが決まっていますから。何時からっ

て。何か所も持って行く、そういうことがありますから、是非、ここは佐賀県内ですけれど

も、全国でも農水さんの関わりをもう少し明確にしていただきたい。農林水産物の話です。 

 局長が言われた、Ａｍａｚｏｎなんかは、結局小売りに転嫁する訳です。私達は、小売り

に転嫁できないんです。市場が全部握っている訳です。だから、着荷主さん市場側の対応も

パレットにしても全てそちらも一緒にやらないと、トラック業界、私たちＪＡグループと、
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着荷主さんとトータルにそこも行司役はやはり農水さんに入っていただかないといけない

のではないかなという気がしています。 

 

45【荒牧座長】 

 ありがとうございました。今のことでなにか。 

 

46【馬渡会長】 

 松尾常務が仰るとおりでして、実は、今週の 20日に中央協議会がありました。食品流通

課長さんが出ておられました。中央協議会には。私も同じようなちょっと不満じゃないです

けれども、パレット協議会というのに出てですね、皆思惑が違うんですよ。どうかすると今

仰ったように、東京はもう物は東京に向かってくるので、あまり向かってこないという様な

状況は考えておられない。しかも市場に着いたら、夜中に着いたやつを俺達が受け取れるわ

けがないでしょうと。自分達で整理して置いて行ってくださいよと仰る。更にはパレットを

回収するための協議会が出来たのですが、パレットがなくなると仰るんですよ。なくなる理

由はなんですかと聞くと「分からない」と。卸しの中でもいろんなところが皆ぱっと取って

行って使う。それからもっと言うと、市場の転送があると。東一さんだったら東一さんから

川﨑に行ったりとか、多摩に行ったりします。その時には、そのパレットはそっちに行くで

しょうと仰る。だから、行くでしょうじゃなくて、それをきちんと追跡する。しかも農産物

が上に乗っている訳ですから、農産物の市場、佐賀から出ましたとか、佐賀から出た美味し

い苺ですよとか、群馬から出たコレですよとかいうものが当然ＲＦＩＤって綺麗事を書い

てあるのですけれども、全部手で読めと言われるのです。考えられないじゃないですか。も

う今どき、工場だと手で読めなんてことはないですよね。工場内にセンサーがちゃんとあっ

て、自動的に読み取るか、フォークリフトを使った時に自動的に読み取るようにしてあるん

ですよね。ところが、市場は手で読み取れと。それなら市場に人は夜中居られるのですかと

言うと、居ないと言う。誰が読むんですか、おのずと知れているじゃないですか。トラック

の運転手が読めと。でも、言葉ではトラックの運転手には絶対に読ませませんからと言われ

るのですけれども、もう信用できない訳です。なんと言うか、スーパーさんや仲卸さん達も

含めて、参加して、皆でパレットを回収して産地に持って行けるようにしてくださいよと、

当たり前のことを協議会で言っているのですけれども、全然そういう話に実はなっていな

いので、もう頭にきて、中央協議会の時に、農水省さんがちゃんと旗振り役をしてくれない

と、何か他人事のようにされているものですから、しっかり旗振り役をしてもらわないと空

中分解しますよ、という話を 20 日の中央協議会でしてきたばかりですので、そのへんも含

めて、折角労働局さんも国交省さん達も頑張っておられるのに、経産省さんや農水省さんは、

関係がある時だけ出て来ますみたいな感じでは、ここの地方協議会もなかなか立ち行かな

くなるなということが私達の実感でもありますので、是非松尾さんも含めて農水省さんに

も農政局さんに制度がないのかわかりませんが、今までは JA さん達とか、農家の人達を指
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導すれば良かったのでしょうけれども、やはり流通の部分がボトルネックになっています

よということを認識していただきたいなと思っているところです。ですから、今日は、たま

たまご欠席だったんでしょうけれど、基本的には出席して頂いていろんな議論があってい

るのを参加していただきたいと思うのですけれども、野村さんにお聞きしたいのですけれ

ども、農水省さんは全部に入っておられるのですかね。 

 

47【野村総合研究所 山田上席コンサルタント】 

 地方協議会ですか。あまり入っておられないです。 

 

48【馬渡会長】 

 あまり入ってないですよね。だから他人事なんですよ。だけど、農産物は必ず行っている

んですよ。 

 

49【野村総合研究所 山田上席コンサルタント】 

 問題が多いところの、非常に大きなところになっていますし、着荷主さんのご理解という

意味合いで、まさに仰られたとおりだと思います。 

 

50【松尾委員】 

 工場製品だったらあれですけれども、農産品は、土日も夜中もできるんですよね。じゃあ

それを低温にして置いておけば良いじゃないかと言う話、鮮度問題がある物もあるし、いろ

んな問題があるんですよ。一番は着荷主、市場なんですよ。市場も大きいところ、小さいと

ころ、さっき言われたように東一さんなんて、東一さんが市場からまた市場に流通している

わけですから。そんなことをやったら、もう東一さんにまとめたほうが良いですよね。国が

ですね。今、市場の改善とかいろいろ言いましたけれども、農水省さんにもう少しリーダー

シップを取っていただきたいですね。と思いますけれども。 

 

51【馬渡会長】 

 パレットが、市場から先がどこに行ったのか分からないと他人事のように仰るものです

から、それならもう東一さんで返したらどうですかという話をしたら、何か、補助金でパレ

ットを替える機会があるそうですけれども、でも本人さん達も仰っているのですけれども

中身がちょっと傷むと仰るわけです。そしたら、傷まないように替えるのか、若しくは、ち

ゃんとＲＦＩＤを付けるのだから、トレーサビリティが効くようにすれば良いじゃないで

すか。今、佐賀でも畜産の佐賀牛のトレーサビリティは完璧ですよ。どういうところから生

まれて、それがどこに行き、解体はどこでしましたという風に完璧です。だから、すぐでき

るはずだなと思うのですけれども、やはり市場ですかね。東一さんが悪いという訳ではなく

て、東一さんはパレット協議会に参加されているから、参加されていない市場がいっぱいあ
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るらしいのですけれども、パレットに関して言うなら、農産物でパレットを何千万枚という

統一をしたら、機械物の方も参加したいなと言う方は沢山いらっしゃいました。経団連の機

械工業会の方も、部品とかは特殊パレットではなく、ワンテンで良いんですよと。 

だから、早く農業のほうでもやっていただいて、我々もそれに相乗りして、その費用分担

は構わないと仰るから。早くしたほうが良いなと思っているのですけれども。今はそんな状

況ですね。 

 

52【荒牧座長】 

 先ほどの資料 2の６ページでも、やっぱり九州の拘束時間、九州の 16時間超の割合とい

うものは、こういうものを引き上げているものはやはり、大消費地に向かって農産物を送る

ということがあるからですよね。だから市場のあるところに持って行くということは当然

のことだと思うんだけれども、一番左下のところには農水産品のところの拘束時間が長く

なっているということは、正にそのとおりなので、ここを集中的にやらないと、所謂市民達

の食料品に関して、一番身近なものが一番値上がりしたりして、トラック業界の矛盾がそこ

にぐっと出てくるような感じがしますね。だから、多分そこをやるのは農水省の一番重要な

仕事で、前から思っているけれど、作るところは一生懸命にやられるけれども、消費のとこ

ろまではいかない。 

 

53【松尾委員】 

農畜産品の中で一番頭が痛いのは、量が毎日変わる青果物なんですよね。畜産とかは満車

でオーダーがあって行くわけだから。青果物が一番大変ですよね。市場の話も含めて、天候

によって今日の苺の出来が違う訳ですから、毎日の量がね。だから、選果場を集約するとか、

コントロールセンターを作って、今度から少し改善しようという方向には行っているんで

すけれども。 

やはり、トラック業界と私どもの荷主と、向こうの着荷主さんに影響しないと、最初から

ではなくてすべての面で。そのためには、前にも言いましたけれども、やはり農水さんがも

っと中に入っていただかないといけないのかなという気がしました。 

 

54【荒牧座長】 

 一番危機感を持たないといけない役所が今日居られないということを見ると、今、仰った

ようなことに対し、危機感が足りていないのでは、という風に言われるような気がしますけ

れども、食の一番基本のところをサポートするのは農水省の仕事でしょうから。 

 

55【松尾委員】 

 それは言ったように、青果物なので。他は満車で行くんですよ。米でもオーダーがあって、

ちゃんと 10ｔ車や 12ｔ車で満車で行くんです。あとは、先ほどの時間短縮の話ですが、高
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速道路を使わせていただきたい、使っていただきたい。ツーマンで行ったら、結局時間がオ

ーバーする。やはり、高速を使っていただくようなことを私もここで言ったけれども、なん

とか高速料金を大臣さんに農畜産物・水産物に対して、遠隔地については、もう少しなんと

か、千円とは言いませんが、一万円くらいで上限とか、助成をお願いできるような、そした

らトラックドライバーの皆さんも高速を使うので。昔、民主党政権の時にあったじゃないで

すか、千円でと。あんなこともどうにかできないかなと思いますね。 

 

56【荒牧座長】 

 他に議論はありませんか。個人的な感想を申しますと、我々もそれこそ建設業でもこんな

ものを作りたいですよ、所謂ガイドラインを。しかもこういう風な事例を沢山積み上げたう

えでの分析になっていますので、すごく分かり易くなっているかなと思います。ですから、

これを活用してやるということをリードしていくのは、行政単位であったり、それから県で

あったりと、生き残りを賭けてやるわけだから、そういうことになるのだと思いますので、

先ほど仰ったように、トラック運送業界の方は読むのかも知れないけれども、発荷主さん、

特に先ほどちょっと出たのは着荷主さん達のところがきっちりとこれを読んでおかないと

自分達のところにネックが来るよということを、これを読めば大体いろんなところで分か

ってくるかなと。まぁ一生懸命に読まないとなかなか分かっていただけないのかも知れな

いけれども。そういう点では事例研究をやったうえで取りまとめを行うという手法が良い

なという風に思いました。 

 ですから、いろんなところで今から人手不足の話ということは出てくるでしょうから、労

働時間の短縮であったり、労働環境の改善であるとかということをやっていくでしょうけ

ど、やはりパイロット的にいろんなところで頑張ってみて、それを普遍化していくというこ

のやり方は、すごく的を射たようなイメージを持ちました。 

 ですから、我々の佐賀の事例も載せていただいていますけれども、佐賀でいろいろ苦労し

ながら、失敗したのかと思うようなことも勿論ありますけれども、そういうところをやって

みて、問題点を整理してみて、という作業は一つの方法なような気がしました。 

小野先生まとめていただいて、なにかご意見ありませんでしょうか。 

 

57【小野教授】 

 これらの事例は、26載っているんですね。13の対策に対応した形での事例。これ自体は

２年間行ったパイロット事業を合計すると３つやった県もあって、110 くらいあるんです。 

その内の 26 ということですが、この中に佐賀県の事例が入っているのは良かったかなと

思います。この事例につきましては、確かにワークシェアリングというドライバーの業務分

割ということなので、コストが高くなってなかなか現実的には実施できなかった事例です

が、それぞれの事例の中に実は隘路があって、進められないという理由があるんですよね。

ということがあるので、例えば農産物のパレット化でも、実際のところは 30％近く積載率
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が落ちるので、ケースあたりの運賃契約をしていると運送会社のほうが逆に取り分が少な

くなってしまうという隘路があったりするので、そういったところも是非、本編のほうには

書いてあるので、その辺りもこれを読む時には、単純に鵜呑みにせず、詳しい部分も読みな

がら活用していただいて、こういう課題があるんだなと、これは単純にうまくいくように書

いてあるんですが、この課題をどう解決するのかを荷主さんと話し合っていただいて、取り

入れられる対策はないかと、この中から見つけていただけたら良いなと思います。 

 

58【荒牧座長】 

 仰るとおりですね。すぐ自分のほうに引き込んでしまいますけれども、報告の最初にあり

ましたように、こういう話し合いの場が持てれば、もうだいたい解決だよという風に仰った

のは、建設業は同じように発注者はだいたい公ですけれども、公が居てそれからコンサルタ

ント会社・測量会社が居て、そして検査をして、計画を立てて、施工に回した時に、この三

者の話がほとんど行われないのです。というようなところから、とにかく業者さん達と、ず

っと僕はいろいろ面談をして、何十時間も話しましたけれども、その中で出てきたのはやは

り、同じような場ができるかどうかということが勝負だという風に、共有化ということが勝

負だと書いた覚えがあります。ここで最初に出て来ていますけれど、そういうことをもっと

活発に行っていかないと、もうはっきり言って荷物が運べない状態に陥ってしまいますよ

という危機感があっても良いかなという気がします。 

 建設業のほうも、もう仕事ができませんと、入ってみたら全然準備が出来ていない状態で、

もうできませんと、もう全部引き上げてしまうというようなことが起こっているそうです

から、そういうことを考えると、本当に運べない状態が来るかもしれないという危機感を、

私も見せてもらいながら思いましたので、是非皆さんで知恵を出し合って問題点を整理し

てやっていただきたいと思います。 

他になければ事務局にお返ししますけれども、いかがでしょうか。よろしいですか。では

事務局にお返ししますので、３つの議題を終わったということで、よろしくお願いします。 


