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中森真智子 さん
新栄運輸株式会社
当時「中」のつく
人が多かったの
で短縮された

東北支部
ドライバー歴：20年
ニックネーム：モリコ

協会本部で広報を担当している林です。
先月号では、SANWA・TRANS・NET㈱の藤原未弥袈さんを密着取
材いたしましたが、喋りやすく、今どきの女性という感じがしました。
ただ、
仕事のお話をする時は表情がかわって「大型免許を取ったので、大型車
に乗って、男の人たちを超えるくらい働けるようになりたい」
と話された言
葉が強く印象に残りました。
まずはご挨拶

今回取材させていただくのは、新栄運輸㈱の中森真智子さんです。
トラガール歴が20年のベテランの方で、
トラックドライバーになった理由
や仕事中の苦労話、運行管理者試験に1回で合格されたということなの
で、勉強の仕方などもお話をお伺いできればと思います。

Ｑ：社 会人になって運送業以外にどのよう
なお仕事をされていましたか
Ａ：今と同じ感じの職種ですね。朝も今と
変わらず、早かったですね。
Ｑ：どうして
「トラガール」に？
Ａ：最 初は、倉庫内作業をしていたのです
が、誘われて運転免許を取得し、
ドライ
バーとなりました。
Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？
Ａ：運 行 中 は １ 人で 行 動でき「自由 だぁ
〜」
って、開放感にひたっています。
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も苦労され
ているお話をお聞きしましたが、中森さ
んは、
どういうところが大変でしたか
Ａ：得 意先に行っても同世代の女性ドライ
バーが少なく、年上の方が多いので話
をするのに気を使いますね。挨拶程度
が多いですね。
Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？

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：前
 の会社ですが、免許取得して3日ぐら
いだったので、練習がてらに乗った感
じですね（笑）
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：朝 のラッシュ時や、交通渋滞の時は気
を使いますね。追突事故などもあるの
で、より一層気を張って運転していま
す。
Ｑ：今まで事故とかは
Ａ：ありますよ(笑)
Ｑ：主に運んでいる荷物は
Ａ：かご車に積載した段ボール入り野菜。
重さは毎回約1.5トンくらいになります。
Ｑ：運
 んでいる荷物は野菜が中心なんですか
Ａ：野
 菜のほかにも、加工肉やヨーグルト、
パックの飲み物ですね。スーパーにあ
るものですよ。

Ａ：いすゞの３トン冷凍冷蔵車です。
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Ｑ：どの辺りまで行かれますか
Ａ：色々行きますね。遠くて京都や奈良に
もいくことがあります。
Ｑ：トラガールのやりがいは？
Ａ：事 故も無く、商品に傷をつけることなく
搬送を終了したときの「やりきった」
と
いう達成感を感じたときです。
Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：雨（台風や梅雨時）の際の現場におけ
る荷物の積み下ろしです。
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？
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Ａ：やっぱり、頑張っているね！と言われた
ときですね。
Ｑ：運 行管理者試験は１回で合格された
んですね
Ａ：そ
 うですね。なんか合格しちゃいました(笑)
Ｑ：夜とか遅くまで勉強されたのではない
ですか

17：00 帰社

Ａ：会
 社で勉強会を開いてくれたので、そ

点呼、
アルコールチェック

こで勉強していました。家では、会社で
もらったプリントを覚えるくらいでした。

９：00 荷物を積み込む

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：特にないですね。月一回にミーティング
があるので、その時に改善してほしいこ
とは言っているので。
Ｑ：毎日出社時間は早いんですか。

18：00 業務終了

Ａ：４ 時 から５ 時で すね 。朝 が 早 いで す
が、慣れました。

配達

Ｑ：残業はどうですか
Ａ：トラブルがあったときはあったりもしま
すが、ほとんど残業は無いです。

中森さんのある１日のお仕事
８：00 出社
点呼、
アルコールチェック

12：00 午後からは
中央区で荷物積み込み
配達の繰り返し
【普段行っている仕事のポイントは】
箱モノの野菜を搬送する際、温度管理

運行前点検

には気をつけてます。野菜は、冷蔵車で
冷やしすぎるといたむので注意してい
ます。
Ｑ：今後の目標は？
Ａ：事 故を起こさないよう、気をつけたい
です。

８：30 荷主に向けて出発
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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：父と母と暮らしています
Ｑ：中森さんはどんなタイプの方が好みで
すか。

新栄運輸株式会社
〔代表取締役社長

増田 信之〕
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Ａ：気を使わない人ですね。一緒にいて楽
な人がいいです！
Ｑ：猫を飼ってるのですね
Ａ：飼っているというか、野良猫なので勝
手に家に入ってきます(笑)
名前をお聞きしていいですか
黒いから、
クロちゃんって呼んでます。
Ｑ：普段料理はされますか
Ａ：煮たり焼いたりするぐらいですが、でき
ます(笑)

今回は中森真智子さんの会社の上司
の中隈南港営業所長にお伺いいたし
ます。

ています。
Ｑ：トラガールは社内に何人いますか
Ａ：2人です。
Ｑ：中 森さん（トラガール）を採用した

Ｑ：中 隈 所 長 から見 た 中 森さん（トラ
ガール）はこんな人！
Ａ：常
 に安全運転に心がけ、
本年８月に
実施された運行管理者資格試験に
挑戦し、
１発合格した勤勉な人です。

理由は
Ａ：以前勤めていた運送事業所におい
ても、安全運転に徹しており、人に
優しいとの評判を耳にしました。
Ｑ：採用して変わったことは

Ｑ：中 森さん（トラガール）の仕事ぶり
は
Ａ：仕 事 が 正 確 で 、得 意 先 か ら の ク

Ａ：人 に公平で、他の男性運転者や得

Ｑ：好きな食べ物はなんですか

レームは全くなく、勤務後も駐車場

Ａ：早 朝（AM３時〜４時）の出勤もあ

Ａ：肉ですね！
！

設置のトイレなどの清掃をしてくれ

り、１人乗車でもあることから女性

Ｑ：得意料理があれば教えてください
Ａ：特
 にないです。煮るか焼くかは出来ます（笑）

意先にも評判がいいです。
Ｑ：トラガールの採用の難しさは

であるがゆえの心配もあります。

Ｑ：趣味はなんですか

Ｑ：今 後もトラガールを採用しますか。

Ａ：音楽を聴くことですね。

その理由は

Ｑ：休日の過ごし方は

Ａ：募 集し、採用に向けます。女性ドラ

Ａ：買い物や読書、家の掃除などです。

イバーの活躍によって我が社の看

Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで

板になってもらいたいと思っていま

すか

す。

中隈所長

Ａ：全然できていますよ。朝が早いので、な
かなか起きるのはつらいですけど
（笑）
Ｑ：中 森さんのある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 は8時〜9時に起きる。それから買い
物にいったり、帰ってきたら家のことを

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：働
 くにあたっては、
覚悟をして就職しな
いといけない。何かあっても融通が利

かず代わりもなかなかいない為、すぐ
には帰れないので。男性と同じ仕事な
ので、
結婚したら男性にも家事など協力
してもらうことが大切だと思います。

します。

社員のみなさまと
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