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池田恭子 さん
丸常運送株式会社
浪速南支部
ドライバー歴：17年

協会本部で広報を担当している林です。
第5回目では、株式会社マツダ運輸大阪の大山淳子さんを密着取材
いたしましたが、
４人子供さんがおられるということで、仕事との両立
が大変と話されていました。
ただ、
「私が今仕事を中心にできているの
は、家族の協力があってのこと、長女たちが家事などをしてくれるので、
とても感謝しています。」
と話された言葉が印象に残りました。
6回目の、今回取材させていただくのは、丸常運送株式会社の池田恭
子さんです。
丸常運送は、
長尺物を専門に輸送をされていると聞いています。
池田さん
には、
普段、
荷物を運ばれて苦労されていることや、
女性としてのプライベー
トな部分、
特に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：アルバイト先でトラックに乗っている女
の人を見て、かっこいいと思ったのが
きっかけです。
Ｑ：ト
 ラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：思ったより大変でした。
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も苦労され
ているお話をお聞きしましたが、
池田さ
んは、
どういうところが大変でしたか
Ａ：雨
 の日が一番大変かな、特にシートを
かぶせたり、
取ったりするのが大変です。
お客さんが１件じゃないので、その都
度シートを取る必要があるので凄く手
間ですね。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？
Ａ：日野の４トントラックです。
塗装がめちゃくちゃ派手ですよ。
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
丁度17年前になるんですよね。

Ａ：そうですね、運転免許を取得してすぐ
に働いて、ほとんどが車を運転する仕
事に携わってきました。
Ｑ：運転系が好きだったんですか。
Ａ：車を運転していろんな所に行くのが良

かったのでピッタリ嵌りましたね。
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：大
 阪市内をよく走るんですが、人が多
いので、歩行者や原付バイクの巻き込
みには充分注意しています。
Ｑ：今
 まで事故とかは
Ａ：な
 いですね
私は軽自動車に乗ってるんですが、内輪差が
わからなくて、
よく擦ったりするんですよ
（笑）

普段仕事でトラックに乗っていて、たま
に乗用車乗ったらめちゃくちゃ下手な
時がありますよ。
Ｑ：主
 に運んでいる荷物は
Ａ：お 客様が粟井鋼商事さんで、主に特殊
鋼がメインです。
Ｑ：先
 ほど粟井鋼商事さんで、
機械で荷積み
してるところを拝見させていただきまし
たが手積み手卸しとかはないんですか
Ａ：基
 本的には、全て機械です。
たまに特殊鋼でも細いものがあって、重
さで言うと10ｋ、20キロのものは手で卸
すときもあります。
Ｑ：今日機械で積んでいたので、
どのくらい
ですか
Ａ：３
 トンくらいありますよ。
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えっそんなに重いんですか、私でも頑張った
ら持てそうにみえました、無理です（笑）

Ｑ：どの辺りまで行かれますか
Ａ：昔
 は長距離も行ってましたが、
こちらで
お世話になってからは大阪市内ですね。
Ｑ：こちらに来る前というのは毎日不規則
だったんですか
Ａ：めちゃくちゃ不規則でしたね、
「おっちゃ
ん化」
してしまいましたよ
（笑）
それで、
ちゃんと時間が決まってるところで働
きだしたんですね。

ほんとは、
トラックを運転するのは卒業
したかったのですが、
こちらで採用され
てすぐに午前中のみトラックでの仕事
があったので、昼からは事務ワークで
主に伝票整理ですね。
殆ど、毎日同じ時間に終わってます。
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Ｑ：1日トラックに乗っているよりは、ちょっ
とは楽ですか
Ａ：ずっと乗っていることを考えたら、
しん
どさは半減しますよ。
Ｑ：トラックを運転しているとき、池田さん
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

池田さんのある１日のお仕事

8：00 大
 阪市内のお客様のところに
荷物を配達

6：30 出社
点呼、
アルコールチェック

Ａ：一人で御飯屋さんに入って食べるのは
苦手なので入らなかったですね、静岡
方面を走っていたら富士山が見えた時
は凄く感動しました。

9：00 粟 井鋼商事で2回目の積み込

Ｑ：トラガールのやりがいは？

み終了

Ａ：荷 物を届けた時にありがとうと言って
もらえること

運行前点検

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：
「 女のドライバーは珍しいなあ」とか、
女であるという目でみてはるからやと思
うんですが、
「運転上手いな」
とか言われ
たことがあります。
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要望
はありますか
Ａ：凄く良くしてくれるので、要望とかは無
いです。

6：50 荷
 主の粟井鋼商事
（住之江区南港）に向けて出発

9：30 大
 阪市内のお客様のところに
荷物を配達

Ｑ：毎日出社時間は早いんですか。
Ａ：今日は来られるいうのを聞いていたの
で、いつもよりちょっとだけ早いです。
いつもは、午前６時45分に出社して、業
務の終了は午後４時までです。
４時に終われるのは良いですね

この 業 界で、こういう行 程 のところは
めったに無いですね。

7：30 粟井鋼商事に着
荷物（特殊鋼）を積み込む

Ｑ：残業はどうですか
Ａ：基本的には無いですよ。
1度、事故で道が渋滞していて全く動か
ず、それで帰ってくるのが4時を過ぎた
ときがありました。

12：00 帰社
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：荷締、商品事故を起さないことです。
Ｑ：今後の目標は？
Ａ：今までどおり、
「無事故、無違反、商品事
故なし」でいきたいです。

荷主様 の コメント
13：00 事務ワーク

粟井鋼商事株式会社
南港センター
近松敏浩部長待遇
「池田さんは、
いつも元気で明るい娘
ですね、
仕事もテキパキしてくれるの
で、
早く積み込みができています」

16：00 業務終了
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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：ご結婚はされていますか？
Ａ：してないです。
Ｑ：１人暮らしですか
Ａ：い え、一 緒 に 住 んで いる人 は 居ます
が、籍は入れてないです。

丸常運送株式会社
〔代表取締役社長
・本社所在地
・設
立
・従 業 員 数
・車 両 台 数
・特
色

竹谷 徳一〕

大阪市中央区瓦屋町1-11-17
昭和２７年
６０人（ドライバー ５０人）
５０台
主に長尺物専門の小口混載便
を展開しています（近畿一円）

Ｑ：２人で生活してるんですか
Ａ：そう、２人と犬が４匹です。
Ｑ：種類は何ですか
Ａ：ジャクラッセルテリアが３匹とミニチュ
ワダックスが１匹です。

今回は池田恭子さんの会社の竹谷社
長にお伺いいたします。

竹谷社長

た為、
トラガールの採用でも対応出
来るのではと。他にもメリットなど考
え方が変わりました。

Ｑ．
社
 長から見た池田さん
（トラガール）
はこんな人！

Ｑ．
採
 用して変わったことは

３匹おったらイライラしますね。

Ａ．明るくて真面目で非常に気が利く人
です。

Ａ．職
 場内
（ドライバー間）
の会話の中で
華が出来たような感じになりました。

Ｑ：これ以上増えることはないですか

Ｑ．
池
 田さん
（トラガール）
の仕事ぶりは

Ｑ．
ト
 ラガールの採用の難しさは

Ａ：お金もかかるし、絶対ないですよ

Ａ．負けず嫌いな面があり、それが丁寧
かつ確実な作業につながっている。

Ａ．女 性専用の施設の整備や男性ドラ
イバーの言葉遣いです。

Ｑ．
ト
 ラガールは社内に何人いますか

Ｑ．
今
 後もトラガールを採用しますか。
その理由は

ジャクラッセルテリアって友達も飼っている
んですが、凄く騒がしいですよね

Ｑ：散歩とかは行けてますか
Ａ：１日１回ですね、朝は早いので夜に散
歩に行ってます。
犬の話しは横において置きますね

Ｑ：池 田さんが一緒に暮らしてる方はどん
な感じの方ですか
Ａ：同じ会社に居てるんですよ、だいぶ年
上です。
Ｑ：だいぶ年上なんですね、話が合わない
ときとかは無いですか

Ａ．１
 人です。
Ｑ．
 田さん
池
（トラガール）
を採用した理由は
Ａ．当 初は、当社の仕事内容から「男性
しかできないかな」
っと考えていま
したが事務員を増員する際に、たま
たま半日運行の仕事に空きが出来

Ａ．今後のドライバー確保という観点で
は、まず自社の労働環境を改善し、
トラガールを活用していく事で、男
の職場（3K）のイメージを払拭して
いきたい

Ａ：普 通に暮らして喋っているので思った
こと無いですね

Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか

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。

Ｑ：普段料理は池田さんが作るんですか

Ａ：多
 分できていると思います。

Ａ：作
 ってますね、
得意料理はこれっていう
のはないですが、
レンジで小松菜と薄
あげの煮浸しは楽なので良く作ります。

Ｑ：池 田さんのある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：男の人が多い分、きつい事を言われる
事が多々あるけど、色々勉強ができて
面白いと思います。

Ｑ：お
 昼ごはんはお弁当を作ってるんですか
Ａ：夏 は腐るので、お弁当を買ったりして
ますね。

Ａ：朝
 8、9時に起きて洗濯物を干して、犬を
ドッグランに連れて行ったりしていた
ら夕方で晩御飯の支度をして食べて、
夜10時頃には寝てます。

他、いろいろな 場 所 にも行 けるし、
ト
ラックの中は一人なので気分的にも楽
ですよ

Ｑ：寒い時期は作るんですか
Ａ：作るときもあります。
というか前日の晩
御飯のおかずが残らないんですよ。
出せば全てなくなるので、お弁当の材
料がなくなってしまうんですよ。
（笑）
Ｑ：お 休みの日はキャンプとか行かれるん
ですか
Ａ：大型連休の時に行きますね
Ｑ：沢山お休みとれるんですか
Ａ：うちの会社はカレンダーどおりなので、
その時に行ってますね。
Ｑ：キ
 ャンプはどの辺りによくいかれますか
Ａ：この間は琵琶湖に行ってきました。
他、淡路島や愛知県にもいきましたよ。
テ
 ントで寝るんですよね
そうですよ。
私は虫がダメなんですがテントの中には出な
いんですか
ブンブン言ってましたよ、この間も騒がしかっ
て目が覚めたら蝉が上のほうで飛んでました
（笑）

普段着です。

職場の皆様です
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