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株式会社タイムス物流

北大阪支部

物流課係長

田中 藍 さん

下井良美 さん

ドライバー歴：９年
ニックネーム：あいちゃん

ドライバー歴：17年
ニックネーム：よしこ

協会本部で広報を担当している林です。
第2回目では大阪運輸倉庫株式会社の市原麻梨さんを密着取材
いたしましたが、同世代ということで仕事のことからプライベートまで、
幅広くお聞きすることができました。
その中で、
「トラックの運転に男も
女も関係無い。女子やからって言われると嫌なんです」
と言う言葉が
とても印象に残りました。
3回目の、今回取材させていただくのは、株式会社タイムス物流の田
中藍さんと下井良美さんです。2人ともベテランの方でトラックの運
転以外にも事務作業や倉庫での管理業務もされているので、運転
以外の業務についてもお聞きしたいと思います。
今回はお二人の紹介になります。

まず田中 藍さんです
Ｑ：社会人になって運送業界以外にどのよ
うなお仕事をされてましたか？
Ａ：以前も運送業です。
Ｑ：どうして「トラガール」に？
Ａ：車の運転をする事が好きなのと体を動か
すような仕事に就きたかったからです。
Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：好きな仕事だったのでうれしかったで
す。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：特 に決まってないですが、大型車が多
いです
Ｑ：何を運んでる？
Ａ：印刷物です。
Ｑ：配達先は、
どのあたりですか
Ａ：毎 週木曜日は、市内への配達ですが、
長距離に行く時は、遠くて山形、群馬あ
たりです。休憩挟んで8時間くらい掛か
りますね。
Ｑ：運転の際に気を使っていることは
Ａ：特 に長距離に行った時は、市内で走っ
てる時よりも事故のないよう気を使っ
ています。

Ｑ：仕事のやりがいは？
Ａ：いろんな所に行かせていただいてい
るので、道をたくさん知ることができま
す。
Ｑ：仕 事中にお客様とコミュニケーション
を 取られる中で 一 番 嬉しかったこと
は？それとお客様や上司の方から掛け
られた言葉で一番印象に残っている言
葉は？
Ａ：あ
 まり喋るのは得意じゃないですが、
荷物を積みながら世間話などはしてい
ます。
Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：本 音いいますね、
トラックの運転は良
いですが、事務作業は辛いです。
じっと
してるのと文章をまとめたりするのが
苦手です。
Ｑ：トラックの運転以外にされている業務
は
Ａ：フ
 ォークリフトで倉庫の整理や事務作
業です。
先ほどフォークリフトでトラックに荷物を積
んでるところを拝見させていただきました。
プロの技ですよね。私も運転できますかねぇ

Ａ：無理やと思います（笑）
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田中さんのある１日のお仕事
7：50 朝礼
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13:00	社 内で荷 物の整 理、フォーク

アルコールチェック

リフトを使用してトラックに積
込み

Ｑ．すばらしい趣味をお持ちで羨ましいで
す。私も健康のために体を動かさない
とダメですね。
田中さんはソフトボール歴はどれくら
いですか
Ａ：小 学３年生から野球を始めて、中学か
らソフトボールを始めて、現在もしてい
ます。
Ｑ．仕 事をしながら趣味を楽しむのは難し
いですか？
Ａ：出 社時間もそんなに早くないし、仕事
もそんなに難しいとは思わないので普
通に両立出来ていると思います。

17:00 事務整理等
運行前点検

18:00 業務終了
Ｑ．仕事で気をつけてることは
Ａ：無事故で帰社することです。
Ｑ．今後の目標は？
Ａ：やっぱり、
トラックに乗ってるときは、事
故をしないようにしたいです。

8:30

会社出発

ここからは、ちょっとだけ

荷主倉庫での荷物（新聞）の積込み

プライベートなことをお聞きして

そうなんですか、泊めてください（笑）いや残
業で遅くなったときは、お願いします。

考えておきますね。
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：どういう働き方を希望するかにもよる
と思いますが、お母さんなら、時間に融
通が利くところがいいと思います。
Ｑ．田中さんのある休日！

いいですか
Ｑ．今の家族構成をお伺いしていいですか
Ａ：両 親と兄 が ２ 人で すね 、小さい 頃 は
兄におもちゃみたいに扱われましたね
（笑）

大阪市内（荷卸）

Ｑ．体 力のいる仕事ですが食事には気を
使っていますか
Ａ：今 は、友達と一緒に住んで6、７年にな
りますかね、協会本部から５分くらいの
ところなんですよ。
食事は、友達がいなかったら一人で飲
んでます。友達が居るときは、御飯を
作ったりしますよ。

Ｑ．休日はどのように過ごされてますか
Ａ：体を動かすのが好きなので、スポーツ
ではソフトボールです。
あと、
リフレッシュも兼ねてキャンプに
もよく行きます。

11:30 会社着（点呼等）
12:00 昼食

My バイクです。
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Ａ：毎 週日曜日の休みは、９時、１０時に
起きて、朝昼兼用の御飯を食べます。
午後１時から５時までソフトボールの
練習をしたあと、ソフトボールチーム
のメンバーと飲みに行って、家に帰っ
たらバタンキューで零時には寝ます。

所属している
ソフトボールチームです。

つづいて、下井良美さんです

Ａ：仕 事をする以上は少しくらいのことは
辛いと思いませんね。

9:00

京都の新聞販売店へ出発

Ｑ：トラックの運転以外にされている業務
は
Ａ：荷 主の印刷工場で仕分けと梱包作業
です。

10:00	京都着 各販売店で荷物（チ
ラシ等）を搬出
11:50 会社着

Ｑ：社会人になって運送業界以外にどのよ
うなお仕事をされてましたか？
Ａ：前 職は整備士の資格を持ってますの
で、メカニックを3～4年してました。
Ｑ：どうして「トラガール」に？
Ａ：昔、
トラックの整備士をしていて、
その経
験を生かしてドライバーになりたいと思
うようになったのと、元々トラックが好き
だったというのが一番の理由です。

12:00 昼食

下井さんのある１日のお仕事
7：50 朝礼

Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：初 めてトラックで一人で仕事したとき、
キツイとはあまり思わず、色々なところ
に行けることが楽しいなと思いました。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：日によって違いますね

13:00	枚方の新聞販売店へ出発
15:30 会社着
荷主工場で荷物整理
点呼等

Ｑ：何を運んでる？
Ａ：印刷物とケース類が主ですね。

18:00 業務終了

Ｑ：配達先は、
どのあたりですか
Ａ：私 は大型の免許を持っていないので、
近畿圏内です。

Ｑ．普段行っている仕事のポイントは

Ｑ：運転の際に気を使っていることは
Ａ：普 段から事故を起さないよう気を使っ
てますが、歩行者の飛び出しや自転車
の巻き込みは特に気にして運転してい
ます。
Ｑ：仕事のやりがいは？
Ａ：荷 物を運んだ時に「お疲れさま」とか
「ありがとう」
って言われたら嬉しいで
す。
Ｑ：仕 事中にお客様とコミュニケーション
を 取られる中で 一 番 嬉しかったこと
は？それとお客様や上司の方から掛け
られた言葉で一番印象に残っている言
葉は？
Ａ：夏 場など暑いので、飲み物を差し入れ
たときに「ありがとう」
って言われたと
きは嬉しいですね、それとドラコンの
全国大会で３位に入賞した時に周り
の人から「よくやったね、頑張ったね」
と言われたとき、頑張って良かったな
と思いました。

Ａ：印 刷物の仕分作業等、無駄なく仕事を
早くすることを常に頭に置いてます。
積込み等もケースの破損をしないよう
に作業をしています。
Ｑ．今後の目標は？
運行前点検

Ａ：若 い頃に比べてパワーがなくなってき
てるのは感じます、足を引っ張らない
よう、キビキビと仕事をしていきたい
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
8:30	荷 主 工 場で車 両へ荷 物の積
込み
フォークリフトで積込み

いいですか
Ｑ．休日はどのように過ごされてますか
Ａ：バ イクが好きなので、いじったり、走り
に行ったりしてリフレッシュしていま
す。それと、
リサイクルショップに行くの
も楽しいです。
Ｑ．下 井さんは、バイクに乗られるんです
ね、
どの辺りまで行かれますか。
Ａ：たまに奈良とかにツーリングに行った
り、普段買い物に行ったり、主には通勤
に使っていますかね。

ドラコン全国３位って凄いですね

その時、社長が会社でも表彰してくれ
たんですよ、ほんと社長に感謝です。
Ｑ：仕事で辛いことは？
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株式会社タイムス物流
〔代表取締役社長

平良和博〕

・本社所在地

大阪市北区大淀４丁目15－25

・設

平成２年

立

・従 業 員 数

48人（ドライバー

・車 両 台 数

23 台

・特

38人）

色 「しんぶん赤旗」を輸送するために

平良社長

創られた会社です
私 は バ イクに は 乗りませ ん がリサ イクル
ショップにはよく行くんですが、今までどのよ
うな物を購入されましたか

今回は田中さんの上司の輸送部物流課
石井淳一課長にお伺いいたします。

衣類とか小物が多いですよ。
Ｑ．今の家族構成をお伺いしていいですか
Ａ：今は一人ですね。
Ｑ．仕 事で生活のリズムが狂ったりするこ
とは
Ａ：長 いこと、
この仕事をやっているので、
普通にできていると思います。
Ｑ．体 力のいる仕事ですが食事には気を
使っていますか
Ａ：あまり気は使っていないです。家で御
飯は、たまに作ります、一週間くらいま
とめて作って、お弁当に入れたりしてい
ますよ。
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：車 の運転が好きで、男の人に負けたく
ないと思っている人なら大丈夫なので
考えて下さい。
Ｑ．下井さんのある休日！
Ａ：休 みの日は、一旦仕事の時間に目を覚
まします、朝同じ時間に起きるのが毎
日の日課になってますね、そのあと、も
う一度寝て昼ごろに起きて、買い物に
行ったりします。あとダラダラ過ごして
零時には寝てますね。

Ｑ．所
 長から見たトラガールはこんな
人！
Ａ．体 育会系で元気で正直で人気者で
す。

石井課長

Ｑ．
トラガールの仕事ぶりは
Ａ．丁 寧、確実で信頼感があり、男性ド
ライバーに負けないぐらいの仕事
ぶりです。
Ｑ．
トラガールは社内に何人いますか
Ａ．２人です。

Ｑ．
トラガールの採用の難しさは
Ａ．当 社は、男女平等の職場づくりを目
指していますが、新聞輸送の夜勤業
務には女性を活用できないので、
他の業務で頑張ってもらっていま
す。

Ｑ．
トラガールを採用した理由は
Ａ．男 女が平等に働ける職場づくりの
構築を目指すためです。

Ｑ．今 後もトラガールを採用していき
たいと言う理由は

Ｑ．採用して変わったことは

Ａ．従 業員数の１０％を目標に採用し
たいです。それは、
トラガールの仕
事ぶりで述べている内容の通りで
す。

Ａ．男職場の独特な雰囲気が払拭され
明るくなりました。

バイクで通勤
しています。

職場の皆様です
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