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大山淳子 さん
株式会社マツダ運輸大阪
泉州支部

ドライバー歴：10年

協会本部で広報を担当している林です。
第4回目では、
株式会社永尾運送の大森加菜子さんを密着取材いた
しました。
とても明るい方で取材中も色々話していただいて緊張している
私をリラックスさせてくれました。
大森さんの上司の方が言ってますように
「真面目で仕事が丁寧で貴重な戦力」。
その言葉どおり、
仕事になれば
顔つきが変わり責任感をもってされている姿がとても印象に残りました。
5回目の今回取材させていただくのは、株式会社マツダ運輸大阪の
大山淳子さんです。
マツダ運輸大阪は、
陸送事業をされていると聞いています。
大山さんには、
新車などを輸送するにあたって気を使うところや女性としてのプライ
ベートの部分まで、沢山お話をお伺いしたいと思います。
Ｑ：この間の地震の時、何か被害とかはな
かったですか
Ａ：あの時、南港大橋をトラックで走ってい
て、地震の時、
ちょうど私のトラックが橋
の上で、全ての車が停止したので、
「橋
がつぶれる前に動いて！」
って叫んでい
ました。
Ｑ：社 会人になって運送業以外にどのよう
なお仕事をされていましたか
Ａ：結 婚してからは、ガソリンスタンドのス
タッフなどをしていました。
わたしは今日でトラックの助手席が5回目で
すが、いつ乗っても緊張しますね（笑）
今まで滅多にトラックに乗る機会がなかった
ので、横に乗せていただいて、すごく景色も見
えるし、
トラックの中がこんなに広いというの
を実感しました。

Ｑ：大 山さんは、
トラックを運転したときは
どうでしたか
Ａ：結 婚する前に別の所で２トントラック
を乗っていましたので、
こちらにお世話
になって10年ぶりにトラックに乗りまし
たが、緊張はなかったです。
Ｑ：どうして
「トラガール」に？
Ａ：学 生の頃、友達に10トンの助手席に乗
せてもらい、その時景色に感動したの
がきっかけです。

Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？

Ｑ：仕事で辛いことは？

Ａ：毎日が楽しすぎます。

Ａ：長距離に行けない事ですかね、将来的
にはスキルアップして大型に乗りたい
です。

Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：い
 すゞ自動車の４トントラック 積載車
です。
Ｑ：毎日トラックを運転されていて気をつ
かっていることはありますか？
Ａ：毎日のことなので、事故を起さないよう
に気をつけています。
Ｑ：主に運んでいる荷物は
Ａ：マ
 ツダの新車を販売店に運んでいます。
Ｑ：どの辺りまで行かれますか
Ａ：今
 は、大阪府内、兵庫の豊岡、舞鶴辺り
です。北陸はトレーラで運んでいるの
で、行かせてもらえないんですよ。
Ｑ：トラックを運転しているとき、大山さん
が、
この場所が良いとか、
ここのＳＡの
食べ物が美味しいとかありますか
Ａ：食
 べ物は、たしか名阪国道のサービス
エリアやったと思います、激辛の鬼ラー
メンが美味しかったです。大型トラック
で全国色々なところに行って景色を見
てみたいです。
今まで行ったことがある中では、冬の
北陸の日本海と東名高速道路の夜桜
は、凄く綺麗でしたね。
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Ｑ：上司の方やお客様から掛けられた言葉
で一番印象に残っている言葉は？
Ａ：女性の武器である
「笑顔」を頻繁に使っ
ています（笑）
お客様に「いつも笑顔で良いね」
って言
われる時が一番うれしいです。
Ｑ：折 角なので、会社に対して施設関係の
改善とか何か要望はありますか
Ａ：会社では、
トイレも女性と男性を分けて
いただいていますし、シャワー室も使う
機会は少ないですが、完備してくれて
いるので、今の所要望とかはないです。
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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？

大山さんのある１日のお仕事

Ａ：趣 味じゃないですが、
トラックに乗って
日本の中で行っていないのが、北海道
と沖縄だけなので、
トラックで全国を
制覇するのが夢ですね。

７：00 出社
点呼、
アルコールチェック

凄いですね、旅行もいれてじゃなく仕事だけ
ですよね。
そうなんです。
こちらでお世話になる前も、
ト
ラックには別のところで乗っていたので、過

９：30 関西マツダの富田林店
（新車の輸送）

去も合せてです。

Ｑ：大 山さんは、
どんなタイプの人が好み
ですか
Ａ：難しいですよ
（笑）
ガッツリ系でヤンキー、ぽちゃっとして
いてお腹のお肉をつかめる人がいい
です。

運行前点検

Ｑ：大山さんはお母さんですよね？
Ａ：４人の子どもの母です。
Ｑ：お子様はおいくつですか？

16：00 帰社

点呼、
アルコールチェック

Ａ：3女1男です。
上から20歳、19歳、15歳、一番下が13
歳で男です。
女の子が多いので、賑やかです。
毎日笑いが絶えませんね.
Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか

８：30 出発の準備、荷積み
積込み

Ａ：はっきり言って、出来ていないです。
ただ、平日の家事は、子供がしてくれる
ので、私は仕事が中心です。
子供の弁当は、夏は腐りやすいので、
長女が出る前に作ってくれています。
Ｑ：私
 は料理作るのが苦手なんですが得
意料理とかはありますか

17：00 業務終了

Ｑ．普段行っている仕事のポイントは
Ａ：新 車を積むときに傷をつけないように
しています。

Ａ：得 意 料 理 に なるか わ かりませ ん が 、
作って子供たちが喜んでくれるのは、
チャーシューです。
お話を聞いているだけで、食べたくなりますね。
ほんと美味しいですよ。今度作ったとき、林
さんの分も作りますね。
ありがとうございます。楽しみにしときます。

Ｑ．今後の目標は？
Ａ：大
 型・牽引免許を取得したいです。

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：スポーツは何かされていますか

Ｑ：休日はどのように過ごされてますか
Ａ：家
 事は程々にして、至福の昼寝をするこ
とで心身ともリフレッシュしています。
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Ａ：何も体を動かすことはしていないですね
学生の頃クラブ部活動なんかは
帰宅部でしたね
勉強を必死にしていたのですね
いや、アルバイトを必死にしてました（笑）

Ｑ：大 山さんのある１日の休日、朝から夜
までどんなふうに過ごされてますか
Ａ：朝 、ゆっくり起きて家の事をちょっとし
て、お昼寝して、休みの日は夕飯作るの
で、その準備ですね。
ちなみに直近のお休みの日は何を作られましたか
牛すじカレーです。圧力鍋があったら早いし
何でもつくれるんですよ。

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：トラックに女性が乗るのは、本当にト
ラックが 好きな 人で な いと乗 れ な い
し、続かないと思います。
私は、
この仕事しんどいけど、やりがい
があるので、自分で 選ん だ 仕 事 な の
で、全国制覇に向けて頑張ります。

株式会社マツダ運輸大阪
〔代表取締役社長
・本社所在地
・設
立
・従 業 員 数
・車 両 台 数
・特
色

沖中 龍三〕

堺市西区築港新町３－38
昭和28年
63人（ドライバー 24人）
15台
創業81年の実績、高頻度の
安全輸送、笑顔では絶対負け
ない会社です

沖中社長

今回は大山淳子さんの上司の第一輸
送業務部 岡持裕治部長にお伺いいた
します。
Ｑ：部
 長から見た大山さん
（トラガール）
はこんな人！
Ａ．明るくて元気で責任感が強いです。

岡持部長

Ｑ：大
 山さん
（トラガール）
の仕事ぶりは
Ａ．当 社はマツダの新車を扱っている
ので仕事が丁寧でありますし、男性
乗務員とかわらない仕事をこなして
くれているので心強いです。
Ｑ：ト
 ラガールは社内に何人いますか
Ａ．１人です。
Ｑ：大
 山さん
（トラガール）
を採用した理
由は

普段着です。

Ａ．自 走のアルバイトで来てた時に以
前トラックに乗務したとの事で、
ちょ
うど２台積が募集中でしたので誘
いました。

本社全景

Ｑ：採
 用して変わったことは
Ａ．社 外のお客様のところでも、気さく
で元気が良いと評価をいただいて
います。
社内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．
ドライバーである前に母親ですの
で仕事と家庭の両立です。
Ｑ：今
 後もトラガールを採用していきた
いと言う理由は
Ａ．女 性でも活躍できる職場ですので
機会があれば採用したいです。

職場の皆様です
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