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トラック運送事業の現状

自動車, 
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単位：千トン
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貨物自動車運送事業者数の推移

わが国の国内貨物総輸送量は、トン数では年
間約４１億トン。
トラック輸送は90％以上の極めて高い分担率。

（出典）資料 国土交通省「航空輸送統計年報」「自動車輸送統計年報」
「数字で見る海事」「鉄道輸送統計年報」「内航船舶輸送統計年報」

（出典）資料 国土交通省「自動車関係統計」

平成２年に施行された規制緩和により、事業者は、
増加傾向で推移、平成20年より横ばい傾向
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トラック運送事業の働き方をめぐる現状

①労働時間 全職業平均より約2割（３００ｈ～４００ｈ）長い。 ②年間賃金

④年齢構成
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全産業平均より若年層と高齢層の割合が低い。
中年層の割合が高い。

③人手不足 全職業平均より約2倍高い。
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全産業 道路貨物運送業

34.7％
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（出典）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

有効求人倍率の推移

9.5％

全産業平均より５％～10％（20万～50万円）低い。
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物流の２０２４年問題（トラック運転手の時間外労働の上限規制）

３６協定の限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫
・自動車の運転業務は、一般則（※）の

適用を除外
・別途、改善基準告示により、拘束時間

等の上限を規定

（※）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
・ただし、臨時的で特別な事情がある場
合、延長に上限なし（年６か月まで）（特
別条項）

３６協定の限度

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫
・自動車の運転業務の取り扱いについては、

年９６０時間（月平均８０時間）
・将来的には、一般則（※）の適用を目指す

（※）・原則、月４５時間 かつ 年３６０時間
・特別条項でも上回ることの出来ない年間労
働時間を設定
① 年７２０時間（月平均６０時間）
② 年７２０時間の範囲内で、一時的に事務
量が増加する場合にも上回ることの出来な
い上限を設定

【現行制度】 【2024年4月以降】

【物流の2024 年問題】
労働時間減少に伴うドライバーの賃金低下による人材不足の加
速化への懸念から、輸送力の低下を起因とする物流停滞の危機 6



●労働時間のルール「改善基準告示」の改正

【その他】
▸ 連続運転時間：「運転の中断」は「原則休憩」とする。SA・PA等に駐車できない等、やむを得ない場合は３０分延長可。
▸ 分割休息特例：分割の方法を見直し（現行：４H＋６H、５H＋５H等 → 見直し後：３H＋７Hも可）、分割休息が連続する期間を短縮。
▸ ２人乗務特例：車両が一定の基準を満たす場合には、拘束時間を延長。ただし、運行終了後１１時間以上の休息を確保。
▸ 予期し得ない事象：事故、故障、災害等やむを得ない場合の例外的取扱いを規定。

改正前
1年の
拘束時間

3､516時間 原則：3,300時間

1ヶ月の
拘束時間

原則：293時間
最大：320時間

原則：284時間
最大：310時間

1日の
休息時間

継続8時間
継続11時間を基本とし、
９時間下限

改正後

１年の拘束時間が３,４００時間

を 超えない範囲で年６回まで

※２８４時間を超える月が３か月を超えて連続しないこと。
※月の時間外・休日労働が１００時間未満となるよう努める。

※長距離・泊付きの運行の場合は、運行を早く切り上げ、
まとまった休息を取れるよう例外を規定。

改善基準告示 令和４年１２月２３日に改正、令和６年４月１日から適用

7https://www.mhlw.go.jp/content/001071672.pdf （厚生労働省HP）



貨物自動車運送事業法の一部を改正する法律（議員立法）の概要 （平成30年法律第96号）

経済活動 ・ 国民生活を支えるトラック運送業の健全な発達を図るため規制の適正化を図るほか、その業務について、令和６年度から

時間外労働の限度時間が設定される（＝働き方改革法施行）こと等を踏まえ、その担い手である運転者の不足により重要な社会インフ

ラである物流が滞ってしまうことのないよう、緊急に運転者の労働条件を改善する必要があること等に鑑み、所要の措置を講じる。

改正の目的

改正の概要

① 欠格期間の延長等

② 許可の際の基準の明確化

③ 約款の認可基準の明確化

１．規制の適正化

① 輸送の安全に係る義務の明確化
事業用自動車の定期的な点検・整備の実施 等

② 事業の適確な遂行のための遵守義務の新設

２．事業者が遵守すべき事項の明確化

【令和５年度末までの時限措置】

(1) トラック事業者の違反原因となるおそれのある行為を荷主がしている疑いがある場合

→ ① 国土交通大臣が関係行政機関の長と、当該荷主の情報を共有

② 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、荷主の理解を得るための働きかけ

(2) 荷主への疑いに相当な理由がある場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、要請

(3) 要請をしてもなお改善されない場合

→ 国土交通大臣が、関係行政機関と協力して、勧告＋公表

荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合→ 公正取引委員会への通知

① 荷主の配慮義務の新設
トラック事業者が法令遵守できるよう、荷主の配慮義務を設ける

・ 制度の対象に、貨物軽自動車運送事業者を追加

・ 荷主勧告を行った場合には、当該荷主の公表を行う旨を明記

③ 国土交通大臣による荷主への働きかけ等の規定の新設

② 荷主勧告制度（既存）の強化

３．荷主対策の深度化

４．標準的な運賃の告示制度の導入 【令和５年度末までの時限措置】

法令に違反した者等の参入の厳格化

・ 欠格期間の延長（２年⇒５年）

・ 処分逃れのため自主廃業を行った者の参入制限

・ 密接関係者（親会社等）が許可の取消処分を受けた者
の参入制限 等

・ 安全性確保（車両の点検・整備の確実な実施等）

・ 事業の継続遂行のための計画（十分な広さの車庫等）

・ 事業の継続遂行のための経済的基礎（資金） 等

以下について、適切な計画・能力を有する旨を要件
として明確化

荷待時間、追加的な附帯業務等の見える化を図り、

対価を伴わない役務の発生を防ぐために基準を明確化

→ 原則として運賃と料金とを分別して収受

＝ 「運賃」：運送の対価 「料金」：運送以外のサービス等

・ 車庫の整備・管理

・ 健康保険法等により納付義務を負う保険料等の納付
（労働条件の改善・事業の健全な運営の確保のため）

国土交通大臣が、標準的な運賃を定め、告示できる

トラック事業者の努力だけでは働き方改革・法令遵守を進めることは困難 （例：過労運転、過積載等）

→ 荷主の理解・協力のもとで働き方改革 ・法令遵守を進めることができるよう、以下の改正を実施

（許可後、継続的なルール遵守）

※ 「荷主」には元請事業者も含まれる。

【公布日 ： 平成30年12月14日】

【背景】 荷主への交渉力が弱い等
→ 必要なコストに見合った対価を収受しにくい

→ 結果として法令遵守しながらの持続的な
運営ができない

法令遵守して運営

する際の参考となる

運賃が効果的

標準的な運賃の告示制度の導入
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「ホワイト物流」推進運動とは

深刻化が続くトラック運転者不足に対応し、国民生活や産業活動に必要な物流を安定的に確保するとともに、
経済の成長に寄与することを目的に、次の点に取組む運動。平成30年度から実施。
① トラック輸送の生産性の向上・物流の効率化
② 女性や60代以上の運転者等も働きやすいより「ホワイト」な労働環境の実現

国 民

イメージアップ↑

売上増・就職者増 価格競争回避
取引企業の増

信頼性向上↑＝ ＝

理解・協力

※ホワイト物流推進運動の
取組企業が働きやすく
なっていることについてPR

荷主企業

[自主行動宣言企業]
※1,556社（令和5年２月末時

点）

ホワイト物流推進運動

物流事業者

その他企業

理解・協力

期待できる効果

企業の社会的
責任の遂行等

事業活動に
必要な物流を
安定的に確保

物流の効率化に
よる二酸化炭素
排出量の削減

業界の商慣習や
自社の業務プロセ
スの見直しによる
生産性の向上

①「自主行動宣言」の必須項目に合意し、運動への賛同表明(企業名公表)
必須項目 ●取組方針 ●法令順守への配慮 ●契約内容の明確化・遵守

②自社で取り組む「推奨項目」を選定
推奨項目 Ａ.運送内容の見直し

予約受付システムの導入､パレット等の活用､リードタイムの延長 等
Ｂ.運送契約の方法

運賃と料金の別建て契約､燃料サーチャージの導入 等
Ｃ.運送契約の相手方の選定

働き方改革等に取り組む物流事業者の積極的活用 等
Ｄ.安全の確保

荷役作業時の安全対策､異常気象時等の運行の中止･中断 等
Ｅ.その他

宅配便の再配達の削減への協力､引越時期の分散への協力 等
Ｆ.独自の取組

業態別 企業数

物流事業者 813
【53.1%】

荷主企業 719
【46.9％】

（荷主企業内訳）

製造業 396

卸売業･小売業 129

情報通信業 52

サービス業 44

その他 98

９



①長時間のムダな
荷待ち時間の常態化

②手作業での大量貨物
の積込･積降しの負担

③夜間や早朝の積込み
作業が発生していた

課題 課題 課題

取組み 取組み 取組み

成果 成果 成果

納品先で､先着順での積込・積降ろし
が行われていた。一方で、納品先の
荷受け処理能力やトラックバース数に
は限りがあり、特定時間帯に納品車両
が日常的に集中。結果、長時間のムダ
な荷待ちが常態化。

車両にレタスのバラ積み1,200ケース
分の大量の段ボールを手積み・手降し
しており、トラック運転者にとって重労働。
荷主側には、リードタイムが長くなる
要因に。

当日12時受注締切⇒翌日午前配達
を行っていた。
※予測物量で荷役と配車を行うため、
作業が遅延し、積込み作業も夜間や
早朝になり、出発も遅延。

納品先が「予約受付システム」
を導入し、物流事業者が活用
併せて、各トラックバースの荷役予定時
間を事前設定する運用変更を実施。

パレットの活用
パレットを使用するように物流事業者と
発荷主･着荷主が調整。パレットの費用
負担や保管･返却方法を
関係者との間で合意。
これを踏まえて、手作業からフォーク
リフトによる荷役作業に移行。

リードタイムの延長
当日12時締切⇒翌々日 午前配
達に変更。受注時間の前倒しまた
は配達時間の後ろ倒しにより、受注
から配達までのリードタイムの延長。

〇荷待ち時間・荷役時間の
短縮

〇納品先の庫内作業が効率化

〇荷役時間が大幅に短縮
〇リードタイムも短縮

〇夜間や早朝の積込み作業
が減少

〇納品時刻遵守

「ホワイト物流」推進運動の取組み事例
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標準的な運賃について （告示：令和２年４月24日）

元請け・下請けの関係 ⇒ 元請事業者の庸車費用等は考慮せず、 実運送にかかる原価等を基準に算出

車両費 ⇒ 環境性能や安全基準の向上を踏まえた車両への設備投資等ができるよう償却年数は５年で設定

人件費 ⇒ ドライバーの労働条件改善のため、全産業平均の時間当たりの単価を基準

帰り荷の取扱い ⇒ 帰り荷がないことを前提に実車率50％の前提で算出。

利潤 ⇒ 事業の持続的な経営のために必要な利潤を確保する観点から、自己資本に対する適正な利潤額を設定

運賃表の基本 ⇒ 貸切運送を前提に（１）距離制、（２）時間制の運賃表を設定

車種等の違い ⇒ 車格別（2t, 4t, 10t, 20t）にドライバン型のトラックを基準として算出

地域差 ⇒ 地方運輸局ブロック単位で運賃表を策定

運賃と料金の考え方 ⇒ 高速道路料金やフェリー料金等については運賃と別に収受

基本的な策定方針

適正な原価・利潤の確保

今後は、標準的な運賃を実勢運賃に反映させていくことが重要

標準的な運賃は、ドライバーの労働条件（賃金・労働時間等）を改善し、持続的に事業を運営するための参考となる指標

12



標準的な運賃

平成30年改正後の貨物自動車運送事業法に基づき、運賃交渉力の弱い運送事業者の適正な
運賃収受を支援することを目的に、令和２年４月「標準的な運賃」を告示。
「標準的な運賃」では、運転者について全産業並みの給与、車両の更新期間５年、一般的
な利潤（自己資本金の10%）などの経営改善につながる前提を置いて、参考となる運賃を
示している。
荷主との運賃交渉をさらに促進し、燃料費の上昇を踏まえた適切な価格転嫁が可能となる
環境を整備することを目的に、従来、解釈通達として位置づけられていた「燃料サーチャー
ジの算出方法等」を告示（令和５年３月１日）して広く周知。
運送事業者は自己の経営状況を踏まえて運賃を分析し、荷主との運賃交渉に臨むことが肝要。

STEP１ 標準的な運賃制度を理解する

STEP２ 自社で運賃を計算する

STEP３ 荷主と運賃を交渉する

STEP４ 運賃の事後届出を行う

標準的な運賃 届出までのプロセス

「標準的な運賃」を提示して荷主との運賃交渉を行った事業者は17%、「標
準的な運賃を考慮した自社運賃」を提示して荷主との運賃交渉を行った運送
事業者は35％。このうち、荷主から一定の理解を得られた事業者は33％、
交渉中の事業者は40％、理解を得られなかった事業者は25％。

標準的な運賃を考慮した自社運賃の原価計算について、32％が実施済み、
21％が計算中、47％が未実施と回答。

標準的な運賃の届出率：52.6％ （令和5年1月末時点）

13

令和4年3月国土交通省調査

金額や原価計算の方法などすべて理解していると回答した事業者は33%、金額について
のみ理解していると回答した事業者は43%、名称のみ知っている・聞いたことがあると
回答した事業者は20%。



燃料費の動向（直近５カ年の軽油価格の推移）
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137.4 

131.4 

106.2 

130.5 

154.2 

148.2 

90.0

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

（出典）資源エネルギー庁「給油所小売価格調査」
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燃料サーチャージ制度について
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働きかけ 要 請

※令和５年２月２８日現在

勧告・公表

荷主対策の深度化

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

貨物自動車運送事業法改正法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけ等

国交省HPの意見募集窓口、地方運輸局からの連絡、適正化事業実施機関との連携等により、国
交省において端緒情報を収集。事実関係を確認の上、荷主関係省庁と連携して対応。

荷主起因の違反原因行為の割合

対応内容 荷主数

要 請 ３

働きかけ ７６

「働きかけ」等を実施した荷主数

※ 荷主の行為が独占禁止法違反の疑いがある場合は、公正取引委員会へ通知

43.1%

13.1%

11.5%

11.5%

10.0%

8.5%

2.3%
長時間の荷待ち

依頼になかった附帯業務

過積載運行の要求

運賃・料金の不当な据置き

無理な配送依頼

拘束時間超過

異常気象時の運行指示
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要請の実施事例①

18

○違反原因行為：長時間の荷待ち

(製造業・発荷主) ～中部運輸局管内
〇 令和3年1月に「働きかけ」、令和４年８月に「要請」を実施

《「働きかけ」後の相談者からの申告内容》

● 昼過ぎから待機しているが、夕方１８時ころの積込になるのが常。

● 積込待ちがかなり長くて、お昼に受付しても夜７時になる。

～ 国土交通省において調査を実施し、情報との整合性を確認

〇 発荷主において、改善計画に基づいた各種取組（「入構時間の指定」「出荷口の増設」「搬送先付近の倉庫

を『中継地点』として活用」など）を実施した結果、「1時間以上の待機台数比率」は大幅改善。

引き続き、業界及び客先に対する「オーダーの早期化」への働きかけの強化を継続

(倉庫業・発着荷主) ～関東運輸局管内

〇 令和４年７月に「働きかけ」、令和５年２月に「要請」を実施

《「働きかけ」後の相談者からの申告内容》

● 受付後、2時間半以上荷待ちがあり、現在も待っている。

● 朝8時過ぎに受付したにも関わらず、12時現在も呼ばれない。

〇 業務体制として、「積卸時間(～14:00)」と「積込時間(14：00～)」とを分けており、積卸時間帯には積込みは

できない状況であったところ、体制の変更を含め、改めて改善計画の策定に着手



要請の実施事例②

19

○違反原因行為：過積載運行の指示

(運送業（元請）)
（相談者からの申告内容）～関東運輸局管内
● 軽貨物車による飲料水配送において、委託を受けている荷量を運ぶために過積載となっていることを相談し

たが、対応してもらえない。（この他、複数の違反原因行為にかかる情報あり）

～ 令和４年１0月、「働きかけ」を実施

～ 申告内容の事実確認とともに、改善計画の作成に着手

（追加申告内容）～近畿運輸局管内
● 過積載とわかっていながらトラックに荷物を積むように強要してくる。過積載である旨を忠告しても聞いて

もらえない。

～ 令和４年１１月、「要請」を実施

〇申告内容の事実確認とともに、当該違反原因行為の防止に向けた全社レベルの対策強化について着手
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パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化会議（2021年12月27日）

（出席者）

〇閣僚等：総理大臣、新しい資本主義担当大
臣、国土交通大臣ほか関係閣僚、公正取引委
員会委員長

〇経済団体：日本経済団体連合会会長、経済
同友会代表幹事、日本商工会議所会頭、全国
商工会連合会会長、全国中小企業団体中央会
会長

〇事業者団体：全日本トラック協会会長、日本
建設業連合会会長ほか

（食品産業センター、情報サービス産業協会、
全国警備業協会、電子情報技術産業協会、日
本印刷産業連合会、日本化学工業協会、日本
金型工業会、日本建材・住宅設備産業協会、
日本航空宇宙工業会、日本広告業協会、日本
産業機械工業会、日本自動車工業会、日本自
動車部品工業会、日本スーパーマーケット協会、
日本製紙連合会、日本繊維産業連盟、日本鋳
造協会、日本鉄鋼連盟、日本動画協会、日本
フランチャイズチェーン協会）

（趣旨）
中小企業等が賃上げの原資を確保できるよう、取引
事業者全体のパートナーシップにより、労務費、原材
料費、エネルギーコストの上昇分を適切に転嫁できる
ための必要な環境整備について議論。

21



転嫁円滑化に係る政府の施策取組

22

５．公共工事品質確保法等に基づく対応の強化
（２）貨物自動車運送事業法、内航海運業法に基づく対応の強化

・トラック運送業について、燃料サーチャージの導入等を通じて燃料価格上昇分が適切
に運賃に反映されるよう、荷主企業等に協力を求めるとともに、貨物自動車運送事業
法に基づく標準的な運賃の導入を促す。国土交通省本省、地方運輸局等に相談窓口
を設置する。荷主への働きかけ、要請、勧告・公表など同法に基づく法的対応を強化す
る。

Ⅰ 物価高騰・賃上げへの取組
３．継続的な賃上げの促進・中小企業支援
（２）中小企業等の賃上げの環境整備
① 中小企業等が価格転嫁しやすい環境の実現

・トラック運送事業、内航海運業及び倉庫業に係る燃料等の価格上昇分を反映した
適正な運賃・料金収受に関する周知及び法令に基づく働きかけ等の実施

○物価高克服・経済再生実現のための総合経済対策（2022.10.28）（抄）

○パートナーシップによる価値創造のための転嫁円滑化施策パッケージ（2021.12.27）（抄）

※一部抜粋



今般の燃料価格の上昇に対する対応について(トラック関係)

39.6%

11.9%5.8%6…
2.0%

19.5%

14.8%
人件費

燃料油脂費

修繕費

減価償却費

保険料等

その他

一般管理費

＜営業費用に占める燃料費の割合＞

〇適正な運賃収受のための荷主周知活動

⇒「燃料費を含む適正な運賃の収受」という基本的考え方に基づき「標準的な
運賃」や「燃料サーチャージ」の導入等により、燃料価格上昇分を反映した
適正な運賃等への見直しを行うよう、荷主企業に理解と協力を呼びかけ。
（荷主団体に文書により周知するとともに、各種協議会やセミナー等を通じ
て実施）

〇相談窓口の設置

⇒トラック事業者が、燃料費の上昇分への運賃等への反映について相談がで
きるよう、国土交通本省、地方運輸局、運輸支局に、全国で合計６４の相談
窓口を設置。
⇒国土交通省目安箱（web）にも意見募集の対象として燃料価格に関する事

項を明記

〇荷主働きかけ等の法的な対応
⇒燃料費の上昇分を運賃等に反映することを求めたにもかかわらず不当に

据え置くことは、独占禁止法の違反（買いたたき）等になるおそれがあるとと
もに、改正貨物自動車運送事業法に基づき、国交省による荷主への働きか
けや、要請、勧告・公表等の対象にすることとし、この点につき、関係省庁
等と連携して対応。

⇒上記の荷主周知活動や相談窓口、目安箱を活用して、こうした国交省の対
応を関係者に周知するとともに、不当な据え置きに関する情報収集を行う

出典：全日本トラック協会「経営分析報告書」（令和２年度決算版）

対応策

＜貨物自動車運送事業法改正法附則第１条の２に基づく荷主への働きかけのフロー＞

働きかけ 要 請 勧告・公表

違反原因行為を荷主がしている
疑いがあると認められる場合

荷主が違反原因行為をしていること
を疑う相当な理由がある場合

要請してもなお改善
されない場合

＜相談窓口・目安箱（国交省HP）＞

相談窓口

目安箱 23



燃料高騰による価格交渉・転嫁の状況について（R3年度輸送実態調査より）

【集計期間：R4.1月～2月、有効回答数：運送事業者984社】

46.8%

39.3%

11.3%

2.7%
【実運送→荷主･元請】

価格改定等行った

価格交渉しなかった

価格交渉したが、改定に至らなかった

・以前断られた、言い出しにくい。 ・荷主も原価が高騰している。
・過去交渉して仕事量を減らされた。 ・価格が下がった時、値下げ交
渉される。 ・仕事を失う可能性がある。 ・交渉まで手が回らない。
・自社の準備不足 ・安く仕事を取る他社に仕事を取られる。
・今後交渉する予定。

価格交渉しなかった主な理由

燃料高騰による価格転嫁状況（実運送事業者の回答）

○荷主等との価格交渉の結果、「価格改定等行った」と回答した実運送事業者は47％
（「運賃等の改定」（24.7％）、「燃料サーチャージの導入」（16.3％）、「運賃、燃料サーチャージ以外の名目で燃

料費相当分を受け取ることとした」（5.9％））

○「価格交渉しなかった」と回答した実運送事業者は39.3％
「荷主等と価格交渉したが、改定に至らなかった」と回答した実運送事業者は11.3％
「価格交渉に応じてもらえなかった」と回答した実運送事業者は2.7％

・元請からの運賃が改定されないため。 ・真荷主からもらえてない
ので、支払えない。 ・今期の運賃が決まっているため。

価格交渉したが、 改定に至らなかった主な理由

価格交渉に応じてもらえなかった 国交省において追加調査を実施中 24



○ 政府として、価格転嫁に向けた様々な取組を進めている中、道路貨物運送業について
は、「価格交渉促進月間」のフォローアップ結果において、価格転嫁状況が調査した２７
業種中最下位となるなど、業界内における価格転嫁が進んでいない実態が明らかに
なっている。荷主と元請の適正取引の確保とともに、運送業界の元請・下請・孫請等の
構造の中での適正取引の確保が強く求められている状況を踏まえて、主要な元請運送
事業者に対して理解と協力を呼びかけるため、標記の会議を開催。

○ 会議では、国土交通省、公正取引委員会、中小企業庁から適正取引の確保のための
法執行の強化等の施策、厚生労働省から改善基準告示の改正内容等の説明の後、
全日本トラック協会及び元請事業者５社（下記の下線部）から、適正取引確保のための
取組の説明があった。

＜事業者＞
・全日本トラック協会 ・松岡満運輸 ・第一貨物
・ＮＸトランスポート ・ヤマト運輸 ・中越運送
・新潟運輸 ・信越定期自動車 ・トナミ運輸 ・西濃運輸
・エスラインギフ ・近物レックス ・名鉄運輸
・佐川急便 ・センコー ・岡山県貨物運送
・福山通運 ・宇和島自動車運送 ・博運社 ・日本通運
・日本郵便 ・日本郵便輸送

＜行政＞
・国土交通省 ・公正取引委員会 ・中小企業庁
・厚生労働省

出席者

トラック運送業に係る適正取引推進会議 （2022.12.16）

概要
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適正な運賃収受に向けた動き

（令和５年１月27日 佐川急便発表資料） （令和５年２月６日 ヤマト運輸発表資料）

大手元請運送事業者が、燃料費や人件費等の上昇、自社及び協力会社のドライバー労働環境
改善の必要性等を背景に、運賃改定を実施する旨発表。適正な取引環境の確保や働き方改革
の実現が期待される。
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まとめ①

１．トラック運送事業の現状

⇒ トラック事業者はかなり厳しい

２．２０２４年問題と働き方改革

⇒ さらにトラック供給力が減少

３．標準的な運賃と燃料サーチャージ

⇒ 荷主も厳しい

４．荷主対策の深度化

⇒ 荷主の理解・協力は必要不可欠

５．価格転嫁に向けた行政の取組

⇒ 行政も様々な取組を展開

６．まとめ（皆様へお願い）
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まとめ②

２０２４年問題

トラック事業者・荷主・消費者みんなの問題

関係者が連携・協力した取組が必要 → 「共創」

【価格転嫁の円滑化推進】 → 「連携協定」

問題の解決はトラック事業者だけの努力では限界

消費者も含め多くの関係者の理解と協力が不可欠 → この問題を広く周知
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さいごに

物流を将来にわたり持続可能なものとするためには、
荷主、トラック事業者、消費者、行政が

２０２４年問題を「自分事」として認識し、
関係者間で「共創」していく取組が重要です！ ！

引き続きご理解・ご協力をお願いします。
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