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大森加菜子 さん
株式会社永尾運送
中央支部

ドライバー歴：5カ月

協会本部で広報を担当している林です。
第3回目では、
タイムス物流の田中藍さんと下井良美さんを密着取材
いたしましたが、
トラックの運転、
フォークリフトでの積込み作業、荷主
での梱包作業など、間近で取材させていただいて２人とも自分の仕事
に対して責任感をもってされていると、強く感じました。特に下井さんが
「無駄なく仕事を早くすることを常に頭に置いています」
と話された言
葉がとても印象に残りました。
4回目の、今回取材させていただくのは、株式会社永尾運送の大森加
菜子さんです。
永尾運送は、女性ドライバーがたくさん在籍しており、施設面でも女性
更衣室を設けたり、小さいお子様の為に社内に託児所を設けるなど女
性ドライバーの為、
いろいろ工夫されている会社と聞いておりますので、
そのあたりも含めて大森さんに、
お話をお伺いしたいと思います。
Ｑ：社 会人になって運送業以外にどのよう
なお仕事をされてましたか
Ａ：美容師をしてました。父が理容師をして
たので、将来、美容と理容で何かできな
いかなと思ってたのですが、結局、私が
薬品負けが酷くなって辞めてしまいま
した（笑）
他に水泳のインストラクターもしてまし
たよ。
わたしは今日でトラックの助手席が４回目で
すが、いつ乗っても緊張します（笑）

Ｑ：大森さんは、初めてトラックを運転した
時はどうでしたか
Ａ：前 職でハイエースを運転していたの
で、そこまで緊張はなかったですね。
ただ、バックは怖かったのは覚えてい
ます。
Ｑ：どうして
「トラガール」に？
Ａ：運転することが好きだからです。目的が
ないと家から中々出ませんからね。
Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：良かったなあと思います。毎日が楽しい
です。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：三菱の２トントラックです。
Ｑ：トラックの運転ですが、慣れるまでどの
くらいかかりましたか
Ａ：もともと車の運転が好きで、
トラックに
乗りたい、
これを仕事に出来たらと言う
想いがあったので、入社してトラックを
乗り始めてすぐに慣れましたよ。
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：や
 っぱり、事故をしないように安全運転
に心がけています。
Ｑ：何を運んでいて、配達先は、
どのあたり
ですか
Ａ：新 聞「大阪スポーツ」の配送なので、堺
市の配送センターで積込み、阪神沿線
の駅売店などに届けてます。
Ｑ：トラックを運転しているとき、大森さん
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：新
 聞配送なので、たまに早朝に夜景が
見えるコースを走る時があって、そこが
めちゃくちゃきれいなんですよ。
どのあたりですか？
中環を豊中方面に向いて走っていたら見え
てくるんですよ。天候によってきれいに見え
たり、
くもって見えたりするので毎回通るたび
に違う光景が見えて感動します。

Ｑ：仕事のやりがいは？
Ａ：販
 売店さんに顔を覚えてもらった時は
嬉しかったですね。
特に「待ってたよ」
と言われたら力が出
ます。
以前、配送中に前の差し歯が折れた時
にマスクをいただいた時は本気で嬉
しかったし、助けられました。人の繋が
りって大切なんだなと感じました。
Ｑ：上司の方から掛けられた言葉で一番印
象に残っている言葉は？
Ａ：私
 、結構すぐに緊張してしまうので「あ
せらなくていいよ」
って言ってもらった
ら心が落ち着きますね
私は、あせることがないんですよ、内心ではあ
せってるんですが、外にでないんですよ
（笑）
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だから、会社の人には私の緊張しいの性格
は見抜かれていますね。

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：何 でも言ったらすぐに改善してくれる
ので、助かります。
会社に託児所があったと聞きましたけど？
私も最初知らなかったんですよ。同僚が子供
をお願いしますって連れて来たので預けら
れるんやって思いました。
めちゃくちゃ良いですよね。保育園に入れなく
てもいいですもんね。
私が入社した時は、子供が大きくなっていた
ので、働くママさんを応援する会社です。

Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：一
 番は雨の日です。新聞を濡らしてしま
うと商品にならないので気を遣います。
二番は日焼けです。日焼け止めを塗っ
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ても塗っても薄く日焼けしてしまうの
で、大変です。

荷主の大阪スポーツ新聞

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：友人とオンラインゲームやってます。
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？
Ａ：ボ ルタリングをやってたのですが、今
は お 休 みしてる の で 、再 開した いと
思っています。

大森さんのある１日のお仕事

Ｑ：ボルタリングは体力いりますよね。
Ａ：めちゃくちゃ力が入ります。鍛えられる
ので筋トレにはなります。

8：20 出社
点呼、アルコールチェック


Ｑ：大 森さんは、
どんなタイプの人が好み
ですか

積 込み

10:00 販 売店、駅売店に向けて出発
数箇所に配達

Ａ：見た目、怖い人がタイプですね。
付け加えるなら、見た目は怖くても中
身は真面目で優しい。
私のことを考えて思ってくれている人
がいいです。
Ｑ：お付き合いされてる方とかは
Ａ：います。
Ｑ：顔の怖い人ですか

運行前点検

Ａ：厳しくて怖い系です。
Ｑ：家族構成をお聞きしていいですか
Ａ：息子が一人います。
Ｑ：おいくつですか？
Ａ：今年２０歳になりました。
Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか

出発の準備

15:00 永 尾運送着
点呼、アルコールチェック

Ａ：入 社したころは、
どうしていいかわから
なくて、家のことが疎かになった時もあ
りました。
寝ることが優先でしたね。ある時から、
計画を立て、寝る時間、掃除、仕事など
時間を決めてするようにしてるうちに
両立できるようになりました。
Ｑ：普段料理とかはされますか
Ａ：時間があったら作ります。作り置きがで
きるカレー、シチューとかが多いです。

8:50

荷積みへ会社出発
17:00

9:30

堺市の大阪スポーツ新聞着
（荷
 物積込み）

業務終了

Ｑ．普段行っている仕事のポイントは
Ａ：毎 日のことな ので 渋 滞 に ハ マッてし
まった時、
どの道を使って回避するかで
すね。
Ｑ．今後の目標は？
Ａ：ノーミスを継続していきたいです。
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定番なものが多くなりますよね。
冷凍してたら腐らないのでやっぱり多くなり
ますね。
得意料理は何ですか
煮込みハンバーグです。
美味しそうですね
私、料理作るの苦手なんですよ
私の親も料理しない人だったので、料理本
買ってきて勉強しましたよ。
息子には幼稚園から低学年くらいまで一緒
に料理作っていたので、毎日自分の弁当を
作ってくれています。
煮込みハンバーグの作り方教えてもらっても
いいですか。
企業秘密ですが、林さんの為に教えますね
（笑）

Ｑ：休日はどんなふうに過ごされてますか
Ａ：そうですね、普段掃除ができないので
休みの日に一気にします。
あと友達とネットゲームをしたり、爪を
切ったり、塗ったりしています。
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：トラック運転手は男の人のイメージが
強いじゃないですか。
でも入ってみたら、男も女も関係なく
対応してくれるので助かります。
トラックに乗ってしまったら一人なので
気を使わなくていいですよ。

株式会社永尾運送
〔代表取締役社長

永尾 弘〕

・本社所在地

摂津市鳥飼本町４－５－８

・設

昭和32年

立

・従 業 員 数

112人（ドライバー

・車 両 台 数

43 台

・特

子育てママやシニアを応援する会社

色

103人）

永尾社長

今回は大森加菜子さんの上司の
浦田達夫部長にお伺いいたします。
Ｑ．部
 長から見た大森さん
（トラガール）
はこんな人！
Ａ．少々おっちょこちょいですが、仕事
の飲み込みが早いです。
ちょっとしたミスは明るさでカバー
してくれます。
Ｑ．大森さん（トラガール）の仕事ぶりは
Ａ．真 面目で仕事が丁寧です。
社歴は短いですが、貴重な戦力に
なる逸材です。
Ｑ．
トラガールは社内に何人いますか
Ａ．17人です。
Ｑ．大 森さん（トラガール）を採用した
理由は
Ａ．面接から明るく、
業務内容の説明をし
ている時に興味を示していたので。
Ｑ．採用して変わったことは
Ａ．男 性ばかりの職場が一転。女性の
声が響き渡り職場環境が柔らかく
なりました。

普段着です。
これが私の愛車です。

浦田部長
Ｑ．
トラガールの採用の難しさは
Ａ．そ れぞれの家庭環境に応じての業
務内容や時間調整が必要となって
きますね。
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．もちろん採用します。女性らしいき
め細かさや気配りがありますし、何
より荷主様や配送先、同業他社のウ
ケもいいです。それに慎重で交通事
故や荷卸しミスが少ないですから

本社全景
職場の皆様です

─ 3 ─

