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三浦朝子 さん
越野運送株式会社

東北支部
ドライバー歴：14年10ヵ月
ニックネーム：姉さん

協会本部で広報を担当している林です。
先月号では、新栄運輸㈱の中森真智子さんを密着取材いたしました
が、喋りやすい方で人気者、社内でも上司の方や、同僚の方にも愛されて
いるという感じがしました。運行管理者試験を合格したことについてお聞
きしましたが、
そんなに勉強していないですが、受けたら合格しましたって
答えてくれました。
なぜか任せたら必ず期待に応えてくれると思えるような
方でした。

まずはご挨拶

Ｑ：ドライバー歴が14年と10ヵ月とお聞き
していますが？
Ａ：ずっと越野運送さんにいるわけではな
く、最初にトラック乗ったのは、コンビ
ニの配送ですね。
Ｑ：ドライバーになる前は運送業以外にど
のようなお仕事をされていましたか
Ａ：ダスキンでマットとかモップの交換作
業員をしていました。
Ｑ：どうして
「トラガール」に？
Ａ：元々、
トラックに乗りたいという想いも
あって、私自身、女性ドライバーに憧れ
ていたので、母子家庭で子どもも大き
くなり正社員で働きたいと思い、思い
切って転職しました。
Ｑ：トラガールになってみてどうでしたか？

今回取材させていただくのは、越野運送㈱の三浦朝子さんです。
トラガール歴が14年10ヵ月のベテランの方で、
トラックドライバーになった
理由や仕事中の苦労話、旦那様と同じ会社で働かれておられるので、
そ
の辺のお話もお伺いできればと思います。

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、三浦
さんはどういうところが大変でしたか
Ａ：力
 仕事は苦じゃないのですが、何の仕
事にしても人間関係がしんどいのがつ
らいなあというのがあります。

のなんですか？
Ａ：なんせ、路上走ったことなかったので、
３日目までは無理からで（笑）、４日目

Ａ：い
 すゞの３ｔ車で、天然ガス車です。

ちょっと慣れたんですね

Ｑ：今
 オートマ車のトラックもありますが、
三
浦さんのトラックはミッションですか？
Ａ：ミッションです。
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：元
 々、オートマ限定で運転免許を取得
したので、限定解除をするために教習
場でトラックを運転したときは路上に
は出てなかったので、仕事でトラック、
それもマニュアル車に乗ったときは、

Ｑ：昨 年４月から取材させていただいて、

ラックって、それは普通に運転できるも

でいけるかなに変わりましたね。

すが、それでもまだ珍しいのか、
「 すご
いね！」や、
「かっこいいです」、
と言われ

Ｑ：初 めてマニュアル車を運転したのがト

Ｑ：仕事で乗ってるトラックは？

Ａ：最 近は、女性ドライバーも増えていま

るのは嬉しいです。

心が折れそうになってましたよ。

1週間くらい緊張で頭痛がしていました
（笑）
幅も長さも大きいし、３日目くらいで、
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それで、１週間くらいで頭痛がなくなっ
ていきました。
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？
Ｑ：今まで事故とかは？
Ａ：いまの会社に入って、２日目に車庫を
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出る時に前のお寺の屋根にぶつけまし
た。それ以来は無事故です。
Ｑ：主に運んでいる荷物は
Ａ：工場から販売店へのカゴテナーでの配
送。ダスキンの荷物ですね。あと、たま
に楽器の配送です。
Ｑ：どの辺りまで行かれますか？

Ｑ：朝早いのは大丈夫ですか？
Ａ：大 丈夫じゃないですが、まあまあ慣れ
ましたね。
Ｑ：残業はどうです？
Ａ：ありますよ。私の場合は、日が決まって
いて、火曜と木曜が残業です。
ドライバー全員で交替で出ています。
大東

Ａ：大 東市のダスキン工場がメインなの

大阪東工場

で、その周辺の輸送が多いです。
Ｑ：トラガールのやりがいは？

三浦さんのある１日のお仕事

Ａ：トラックドライバーは男性の仕事と思
われがちですが、女性でも出来る仕事
だと思います。
男性社員と全く同じ事が出来るかと言

6：00 出社
点呼、
アルコールチェック

えば力的に無理もあるかもしれません
が、反対に男性では気付けない女性な
らではの観点で出来る事があると思い
ます。
Ｑ：仕事で辛いことは？
Ａ：夏 場の構内作業です。
（構内での作業

運行前点検

が多いので、暑さが辛いです。）
Ｑ：体力とかは要りますか？
Ａ：ま
 とめて入ってる荷物は200〜300kgあ
りますが、コマがついているので平坦
なところは良いですが、坂とかはきつい
ですが、鍛えられます。
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？

6：30 荷主に向けて出発

Ａ：お客様からしたら、女性ドライバーは珍

15：00 帰社

しいので「すごいですね」とか「頑張っ
てるね」
とか言われたら嬉しいです。
学生さんの楽器を運ぶ仕事があって、

点呼、
アルコールチェック

そのとき学 生さんたちが、
「かっこい
い」って言ってくれたのを覚えていま
す、照れました（笑）
トラックを運転している女性は昔よりは
増えていますが、
男性が多いですからね。
Ｑ：折 角なので、会社に対して何か聞いて

7：00 荷物を積み込む

16：00 業務終了

ダスキン今津店

欲しいことや施設関係の改善とか何か

【普段行っている仕事のポイントは】

要望はありますか？

難しい事はないですが、荷物によってはか

Ａ：施 設関係とかの改善はないですが、言

なり重いものもあるので、荷積み・荷下ろし

いたいことは沢山ありますね。何処の

時、ゲートの作業時は落下など特に気を使

企業でも不平不満はありますよね。た

います。
トラックは車体が大きいので作業

だ、言えませんよね。でも、
うちの会社

時の通行の妨げや近隣様の騒音に気を付

は良い方だと思います。

けて作業しています。

Ｑ：毎日出社時間は早いのですか？

Ｑ：今後の目標は？

Ａ：朝６時頃です。

いつまで働けるかは分からないですが、
目指せ！定年退職です。
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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？

越野運送株式会社
〔代表取締役社長

Ｑ：旦那さんと同じ職場ですが、
どうですか？
Ａ：私 が前の部署のときに上司としておら
れたんで、ムードメーカーで上手く私
を和ませてくれたりしてくれたので、働
きにくいというのはなかったです。今
は、私がトラックで外に出てるので、離
れて良かったと思います。
Ｑ：旦那様とは帰る時間はどうなんですか？
Ａ：終 わる時間が違うので、会社にも別々
の車で来てます。
Ｑ：普段料理はされますか？
Ａ：会 社が早く終わる時は作りますが、遅
い時はしないです。
Ｑ：得意料理があれば教えてください
Ａ：簡単にできる炒め物ですかね。

泰弘〕

・本社所在地

大阪市都島区都島本通5-4-22

・設

１９５３年

立

・従 業 員 数

Ａ：旦那様と２人暮らしです。
さっき、事務所におられたのが旦那様
です。

越野

６５人
（ドライバー

６４人）

・車 両 台 数

５３台

・特

2t, 3t, 4t全車パワーゲート付、

色

4tフルワイド、ウィング使用

今回は三浦朝子さんの会社の上司の
寄川本社営業所長にお伺いいたしま
す。
Ｑ：寄 川 所 長 から見 た 三 浦さん（トラ
ガール）はこんな人！
Ａ：男 勝りですが、
とにかく客受けがい
いです。
Ｑ：三 浦さん（トラガール）の仕事ぶり
は
Ａ：要 望される前に行動し、女性ならで

Ｑ：何でも食べてくれますか？

はの気遣いでお客様のことを考え、

Ａ：ほとんど食べてくれますよ。

荷下ろしをしています。

好き嫌いはないですね

越野社長

Ｑ：トラガールは社内に何人いますか
Ａ：1人です。
Ｑ：三 浦さん（トラガール）を採用した
理由は
Ａ：それまでは男性のみでしたが、女性
にも可能な業務として採用。社内が
明るくなりました。
Ｑ：採 用して変わったことは
Ａ：当初は、周りも戸惑っていましたが、
溶け込むのも早く、雰囲気はかなり
明るくなりました。
Ｑ：トラガールの採用の難しさは

Ｑ：お子さんはおいくつですか？

Ａ：特に難しさなどはないと思います。

Ａ：娘一人で29歳です。

Ｑ：今 後 もトラガ ー ル を 採 用しま す
か。その理由は

３年前に結婚して、今度娘夫婦と同居
することになったんですよ。

Ａ：業務的にも可能な部署があるので、

楽しみですね
子供ができたら娘は楽かも知れない
ですが、
こっちが大変ですよね
（笑）
Ｑ：趣味は何ですか？

応募があれば採用します。やはり社
寄川所長

内の雰囲気が明るくなるので。

Ａ：温泉旅行が大好きです。
Ｑ：どのあたりまで行かれるのですか？
Ａ：土 曜日曜が休みなので、兵庫方面の近
場が多いですよ。３連休のときは、遠く
の温泉まで足を延ばしますね。
Ｑ：旦那様と一緒ですか？

Ａ：朝
 は７時半頃から御飯食べて、予定が
無かったら朝風呂に行ってます。風呂
のあとは、道の駅行って帰ってくるくら
いですね。
夜は12頃寝てますね。

Ａ：一緒に行ってます。

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：ドライバーの仕事は一人なので慣れる
まではしんどいですが、慣れたら運転
も含めて自分のペースで出来るところ
が良いです。

仲いいですね
Ｑ：今まで行った中で、一番良かった温泉
は何処ですか？
Ａ：草 津温泉ですね。周りは何も無いです
が、温泉が最高なんですよ。正月は和
歌山の串本の方の温泉に行きました。
色々な温泉を回りましたね。
Ｑ：お酒とかは？
Ａ：私は、
一切飲まないですよ。
Ｑ：普 段の生活と仕事の両立は難しいで
すか？
Ａ：そんなことないですよ。
Ｑ：三 浦さんのある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？

同僚のみなさまと
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ツーショット

