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市原麻梨 さん
大阪運輸倉庫株式会社

東北支部
ドライバー歴：４年
ニックネーム：まりちゃん、まりっぺ

協会本部で広報を担当している林です。
第1回目では、
清水急便サービスの市川しのぶさんを密着取材いたしましたが、
仕事、
主婦業のお話をお伺いして、
「両立するのは大変だけど毎日仕事
が楽しい」
と話される姿がとても印象に残りました。
2回目となります、
今回取材させていただくのは、大阪運輸倉庫株式会社の市原麻梨さ
んです。市原さんは、私と同世代と聞いているので、仕事のことから、
プ
ライベートまで幅広く聞いてみたいと思います。
まずはご挨拶

Ｑ：大 型車の助手席に私 初めて乗せてい
ただいたんですよ。想像していた以上
に大きいですね。
Ａ：こ
 のトラックは、まだ小さいほうなんで
すよ。
Ｑ：高 さがあるので、見晴らしがめちゃく
ちゃいいですね。

Ｑ：市 原さんが運転してるのを見て、かっ
こ良過ぎるなと思いましたよ（笑）
ところで、市原さんは、大型免許をいつ
取得されましたか？

Ｑ：仕事中にお客様とコミュニケーションを

Ａ：こちらにお世話になる前に中型免許を
取得して、入社してから１年くらいで大
型免許を取得しました。

Ａ：入
 社した 時 は ２トン車 に 乗っていま
したが、大型車に乗るようになってか
ら、運転が上手くなったと感じるので、
「最近、運転上手になったよ」とか、特
に「バックの運転」が良くなったねと言
われたら嬉しいですね。

Ａ：高 いので、遠くまで見ることができて、
運転しやすいですね。

Ｑ：初めて大型車を運転された時の気分は？

Ｑ：社 会人になってどのようなお仕事をさ
れてましたか？

Ｑ：毎日トラックを運転されていて気をつ
けていることはありますか？

Ａ：大 学を卒業してから、引越業者で１年
間働いていました。

Ａ：やっぱり、事故をしないように安全運
転を心がけています。

Ｑ：どうして「トラガール」に？

Ｑ：何を運んでる？

Ａ：ドライバーが大型トラックを運転して
るのを見て凄くかっこいいなと思い、私
も運転したくなりました。

Ａ：タンクローリーなので原酒や液体など
を扱ってます。

Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？

Ａ：荷 主の工場間の輸送が多いので、大
阪、滋賀と長距離では、千葉、静岡、山
梨あたりが主となります。

Ａ：運 転中は一人なので気楽に仕事をさ
せていただいてます。

Ａ：言葉にならないくらい緊張しましたよ。

Ｑ：配達先は、
どのあたりですか

Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？

Ｑ：仕事のやりがいは？

Ａ：日野の１０トントラックです。

Ａ：運 転は苦にならないので、いろんな場
所に行けることが、
とても楽しいです。
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取られる中で一番嬉しかったことは？
 れとお客様や上司の方から掛けられ
そ
た言葉で一番印象に残っている言葉は？

Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：長
 距離に行ってる時は、家に帰れない
時もあるので、お風呂に入れない時が
女子として一番辛いですね。
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市原さんのある１日のお仕事

10:00 八日市出発
（Ｓ
 Ａでの休憩）

5：15 出社
点呼、アルコールチェック

ここからは、ちょっとだけ
プライベートなことをお聞きして
いいですか

Ｑ．休日はどのように過ごされてますか？
Ａ：ゲームセンターで気分転換をしていま
す。今、はまっているのはＵＦＯキャッ
チャーです。
Ｑ．それ以外に今後やってみたいことや趣
味とかはありますか？

12:30 港区荷主工場着
（荷積み）

運行前点検

Ａ：スノーボードが得意なので、冬はよく
行きますね。
Ｑ．家族構成をお伺いしていいですか

14:30 港区荷主工場出発
運 転風景

Ａ：両親と弟と犬と猫です。
Ｑ．お付き合いされてる方とかは
Ａ：今は、いないです。
広報誌に掲載したら、問い合わせがあるかも
しれませんので。
念のためにお聞きしますね。

5:30

Ｑ．市 原さんは、
どんなタイプの人が好み
ですか

会社出発

Ａ：性
 格が良く、私が喋らなくても大丈夫な
人、自然体でいられる人が良いですね。

16:30 大 阪運輸倉庫着
点呼、アルコールチェック

Ｑ．ワ ンちゃんと子 猫ちゃん は い つ から
飼っていますか
Ａ：犬
 は３年で、猫は10年で。
先ほどもおっしゃってましたが、ワンちゃんと
子猫ちゃんに会えないときは淋しいですよ
ねー。

Ｑ．普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか
ミーティング

Ａ：入
 社したての頃は、若かったので毎日
遊んでましたけど、年が経つにつれて
半年に１回くらいになりましたね。やっ
ぱり、朝が早いので仕事優先です。
Ｑ．普 段料理とかはされますか、得意料理
は？
Ａ：お
 母さんが留守の時に弟に作る程度
です。得意料理は、ないです。
Ｑ．市原さん休日は何をしてるんですか

17:00

業務終了

Ｑ．普段行っている仕事のポイントは
Ａ：食 品関係の荷物を運んでいるので、衛
生面には気をつけています。

8:30

滋賀県八日市の荷主工場着
（荷 卸）

Ｑ．今後の目標は？
Ａ：事故ゼロに向けてがんばります。
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Ａ：休
 みの日でも７時頃起きて、朝御飯を
食べてから、
また寝る時が多いですね。
家族サービスじゃないですけど、家族
や近所にお爺ちゃんとお婆ちゃんが住
んでいるので、乗せてドライブに行った
り、休みの日でも運転手してますね。
夜 は、次 の日の 仕 事 の 関 係もあるの
で、お酒もほどほどに９時頃には寝て
ますよ。

Ｑ．小池所長が言ってますが、市原さんは、
負けず嫌いなんですか？
Ａ：負けず嫌いと言うか、
トラックの運転に
男も女も無いと思うんですよ。
よく言わ
れるのが「女子やからって」、その言葉
を言われると嫌なんで、負けず嫌いと
思われてるんですかね。
Ｑ．最 後に運送業界に就職を考えている
女性にアドバイスをお願いします。
Ａ：トラックの種類によっては、重たい荷物
を運ばなくてもいけますよ。
それに一人が好きな人は、運転中は一
人なので気楽にできますよ。

大阪運輸倉庫株式会社
〔代表取締役社長
・本社所在地
・設

立

坂本正朗〕

大阪市旭区赤川１丁目11番8号
昭和15年

・従業員数

520人（ドライバー330人）

・車両台数

345 台

・特色

坂本社長

お客様の様々なニーズにお応えいたします

市 原 麻 梨さんの 上 司 になりますロー
リー営業所の小池容子所長にお伺い
いたします。
Ｑ．所
 長から見た市原さん
（トラガール）
はどんな人？
Ａ．
しっかり者で、責任感が強く、負けず
嫌いです。

小池所長

Ｑ．市原さん（トラガール）の仕事ぶりは
Ａ．真面目で仕事が丁寧です。
Ｑ．
トラガールは社内に何人いますか
Ａ．10人です。
Ｑ．市 原さん（トラガール）を採用した
理由は
Ａ．男 性ばかりの職場の中で女性特有
の華やかさ、やわらかさで新しい風
を入れて明るくしてくれると期待し
たからです。

普段着です。

Ｑ．採用して変わったことは

これが愛車です。

Ａ．社 内の雰囲気が、
とても明るくなり
ました。

Ｑ．
トラガールの採用の難しさは
Ａ．男 性が多いので、女性専用の施設
が手薄な点を改善していく必要が
あります。
Ｑ．今 後もトラガールを採用していき
たいという理由は
Ａ．荷主や同業者に対して、やわらかい
印象を与え、女性らしい気配りがあ
り、仕事一つ一つに慎重で丁寧に
取り組んでもらえるところです。

職場の皆様です
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