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ドライバー歴：24年

協会本部で広報を担当している林です。
先月号の丸常運送株式会社の池田恭子さんを密着取材いたしました
が、
プロのドライバーとして日常点検を入念に実施している姿が目に焼
きついています。
それと池田さんが今後の目標としておっしゃった言葉
で「無事故、
無違反、
商品事故なしを継続していきたい」
と話された言
葉が印象に残りました。
7回目の、
今回取材させていただくのは、
株式会社ヤマザキ物流の藤
千尋さんです。
ヤマザキ物流は、
山崎製パングループの物流専門企業と聞いていま
す。
その中で藤さんは、
大型車に乗務されているので、
運転で苦労され
ていることや、
ご家族などのプライベートの部分、
休日の過ごし方などの
お話をお伺いしたいと思います。
Ｑ：どうして
「トラガール」に？
Ａ：レンタカー勤務をしてたのですが、M/T
車を運転できなくて、その時、小型のミ
キサー車ドライバーの募集があったの
で練習もできるし給料も入ると思い転
職したのが切っ掛けです。
Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：M /T車を乗れるようになったら、次は4
ｔ、次は10ｔ、次はトレーラに乗ってい
きました。
当 時 は 大 型 に 乗っている女 性ドライ
バーは、ほぼいなかったので、周りの人
の反応が楽しかったです。
私は、オートマチック限定免許ですが、M/T車
に乗るなんて絶対無理ですよ
（笑）
大型車やトレーラを運転している女性って
カッコいいなと思います。

Ｑ：４月から取材させていただいています
が、今までのトラガールの方にも苦労さ
れているお話をお聞きしましたが、藤さ
んは、
どういうところが大変でしたか
Ａ：夏 場ですね、汗かきなので、日焼け止
めをぬってもぬってもとれてしまうのが
大変なんです。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：いすゞの10トントラックです。

Ｑ：社 会人になって運送業以外にどのよう
なお仕事をされていましたか

Ｑ：4 ｔ、10ｔ、
トレーラと乗られてますが、
藤さんにあってるトラックはどれですか

Ａ：初
 めて就職したのがレンタカー屋さん
で受付事務と配送をしてました。

Ａ：普 段乗りなれているので10ｔですか
ね。

Ｑ：初めてトラックを運転したときはどんな
感じでしたか
Ａ：す
 べてが新鮮で楽しかったですね
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：事
 故に関することです、歩行者や自転
車に気をつかってますが、見えないとこ
ろがどうしてもあって、極力見える方向
に向けてまがったりとか、信号でまがる
ときに自転車や歩行者がいるかを確認
しておいて、ちょっと速度を落として見
える位置で確認したりしています。
Ｑ：主 に運んでいる荷物と、その荷物の特
徴などありますか
Ａ：荷物は山崎製パンのパンです。
たまにコマが悪い台車もありますけど、
台車に乗ってるので積み下ろしは楽な
方だと思います。
Ｑ：どの辺りまで行かれますか
Ａ：西は岡山、東は名古屋までです。
それは、毎日行き先が変わったりするんです
ね。

そうなんです。
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4ｔ車のほうが小さいので乗りやすくないん
ですか。

知らないとこに行く時は4ｔのほうがい
いときもありますが、知ってる道を通る
ときは、10ｔ車のほうが乗りなれてい
るのでいいですね。
Ｑ：トラガールのやりがいは？
Ａ：配送先が決まっているので、行く先々の
工場の方や他のドライバーの方との雑
談が楽しいです。
それと到着、出発の際に工場の方に「い
らっしゃい」
「いってらっしゃい」と言わ
れたときは嬉しいですね。
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Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：やっぱり夏場ですね、工場なので、冷房
を入れてくれても暑いです。
特に私は汗かきなのでつらいです。
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？

藤さんのある１日のお仕事
10：00 出社
点呼、
アルコールチェック

Ａ：工 場から工場への輸送なので、ある程
度行ってたら顔見知りになるので、
「い
らっしゃい」とか「いってらっしゃい」と
声を掛けられた時は嬉しいですね。
取材に行かせていただいた、
トラガールの方
がおっしゃってたんですが、
「女子やから」
って
言われた方が多かったのですが、そういうの
は無かったですか。

運行前点検

最初の頃は、女性ドライバーが、ほとん
ど居てなかった時、電話で募集等の連
絡をいれましたが、女子はいらないっ
て何回かいわれました。
Ｑ：折 角なので、会社に対して何か聞いて
欲しいことや施設関係の改善とか何か
要望はありますか
Ａ：特 にないですが、
ここの会社は職場懇
談会をしてくれるので、その時意見を出
せば検討してくれます。
Ｑ：毎日出社時間は早いんですか。

11：00 山崎製パン㈱大阪第二工場に
向けて出発

Ａ：お 昼の勤務と夜の勤務で、お休みを挟
んで替わったりします。

12：00 山
 崎製パン㈱大阪第二工場
を出発
14：30 姫路営業所着（荷物積み込み）

朝早いときで何時ですか

15：30 姫路営業所出発

Ａ：８時半です。
夜は遅くて何時頃ですか

Ａ：ここは24時間体制なので、夜の11時半
からです。

17：30 帰社
11：15 山
 崎 製 パン㈱ 大 阪 第 二 工 場
で荷物積み込み

点呼、
アルコールチェック

【普段行っている仕事のポイントは】
Ａ：コ ースによったら混載することがある
ので、下ろすときに間違えないように気
をつけてます。
Ｑ：今後の目標は？
Ａ：一 番は無事故・無違反ですね。それと、
「女性ドライバーはあかんわ」と言わ
れないような仕事、運転を心がけてい
きたいです。

山崎製パン㈱大阪第二工場

18：00 業務終了

Ｑ：休日の過ごし方は
Ａ：お 天気の良い日は、ほとんど洗濯をし
ています。
後は料理とヘンプの小物作りです。た
だ、その気持ちはあっても疲れている
時は1日寝てる時もあります。

待機

愛犬の
リンネです
私の愛車です。

積み込み
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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：ご家族は
Ａ：子供が2人います。
Ｑ：子供さんはおいくつですか
Ａ：高校2年生の双子です。
そうなんですか

双子さんかわいいですよね
小 さいとき は 、か わ い かった で すよ
（笑）
ただ、今は何かと助けてくれるので。
Ｑ：男の子ですか
Ａ：男と女です。
女の子は御飯とか作るの手伝ってくれますよね

まったくなんですよ、習い事が忙しくて
Ｑ：なにをやってるんですか
Ａ：踊りの方のバレエです。毎日帰って来
るのが9時、10時なので。
Ｑ：普 段仕事から帰ってから料理をされて
るんですか
Ａ：そうですね、その日と次の日の夕食と
お弁当のおかずの準備をします。
Ｑ：得意料理を一つ教えてください
Ａ：エビクリームパスタですかね。

株式会社ヤマザキ物流
〔代表取締役社長

山下淳一〕

・本社所在地
・設
立
・従 業 員 数

東京都清瀬市旭ガ丘1-255-3
平成１３年
７１８人
（ドライバー ４２９人）
・車 両 台 数 ２７５台
・特
色 山 崎製パングループの物流部門
を担当する物流専門企業
今回は藤 千尋さんの上司になります
岡本所長にお伺いいたします。

Ｑ．
ト
 ラガールは社内に何人いますか

Ｑ．
所
 長から見た藤さん
（トラガール）
は
こんな人！

Ｑ．
 さん
藤
（トラガール）
を採用した理由は

Ａ．身 体は小さいのに人一倍頑張り屋
で負けず嫌いですね。
でも女性らしい気配りがあり、以前、
酒のつまみを作って持ってきてくれ
ました。
単身赴任の私は感激したことを覚え
ています。
Ｑ．
藤
 さん
（トラガール）
の仕事ぶりは
Ａ．作 業の確実性がありますね、
この業
界では交通事故と同時に労災事故
が怖いですから確実な基本作業を
してくれています。

それの作り方なんか教えていただいていい
ですか

Ｑ：趣
 味でやっておられるヘンプの小物っ
て何ですか

作ってるんですよね

ストレスが溜まったときに黙々と作って
ます。
娘の文化祭のバザーに出すのが、
手作り
の物だったので、
頑張ってつくりました。
Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか
Ａ：もうなれましたね。
Ｑ：最初は大変でしたか

Ａ．12人です。
Ａ．女性でもできる仕事だからという理
由ではなく、これからの時代は、女
性が活躍できる現場が勝ち組だと
思います。
実際、女性ドライバーは、前向きな
人が多いです。
Ｑ．
採
 用して変わったことは
Ａ．男 性だけの仕事場に女性が入るこ
とによって明るさがでます。
Ｑ．
ト
 ラガールの採用の難しさは
Ａ．男 性が多いので、女性専門の施設
が求められます。
又、
どうしても女性は、家庭環境に左
右されてしまいます。
Ｑ．
今
 後もトラガールを採用しますか。
その理由は

機関誌にその作り方を掲載しますね。

Ａ：麻 のヒモでつくった小物なんですが、
ミサンガみたいな感じです。

山下社長

岡本所長
子供さんと仲がいいですね

仲いいですよ、
ラインでもグループライ
ン作ってるので（笑）
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：運送業界は男の人が多いので、女やか
ら手伝ってくれるという考えなら続か
ないと思います。

Ａ：家の用事などで大変でした。
Ｑ：藤 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 6時に起きて、お弁当を作って、子供
たちが出て行ったら、天気のいい日は
洗濯ですね、そのあと、ちょっとだけ昼
寝をして、ヘンプを作ったり、ビデオを
見たり、買い物に行って夕飯を作って
犬の散歩ですね。
Ｑ：犬はどんな種類ですか
Ａ：ポメラニアンです。

Ａ．今、
ドライバー不足が運送業界の悩み
です。すでに女性なしでは、成り立た
ない状況です。当社は、これからも「ト
ラガール」の募集をしてまいります。
本日お聞きした
藤さんの得意料理の
レシピです。

海老クリームパスタの作り方
（材料）
パスタ、
有頭海老、
タマネギ、
にんにく、
ホールトマト、生クリーム200ｇ
（作り方）
① にんにくをみじんぎり
② タマネギをみじんぎり
③ にんにくとタマネギを炒める
④ ホールトマトを入れる
⑤ コンソメを１つ入れる
⑥ 海老の頭を外して味噌をとる
⑦海
 老の身と味噌を入れて、生ク
リームを入れて塩こしょうで味
を調整
⑧ 茹でたパスタを具材に入れて混
ぜて

飼って2年たちますね
名前は何ですか

完成♡

リンネと言います。子供の名前が、娘が
ネネで息子がリクトなので、そこから
とって2人で名前を決めてくれました。
息子さんも娘さんもかわいい名前ですね。

職場の皆様です
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