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１．トラック運送業界の現状
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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割長い。 全産業平均より約1割～2割低い。②年間賃金

④年齢構成

（出典）厚生労働省「令和元年賃金構造基本統計調査」ほかより国土交通省作成

（万円）
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全産業平均より若年層の割合が低く、
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③人手不足 全職業平均より約2倍高い。
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「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」に対する附帯決議（参議院）（抜粋）
荷主の理解と協力を確保するための施策を強力に講ずるなど、取引環境の適正化や労働生産性の向上等の長時間労働是正に向けた

環境整備に資する実効性ある具体的取組を速やかに推進すること。

自動車運送事業における時間外労働規制の見直し

現行規制
見直しの内容「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」

（平成30年7月6日公布）

原則
≪労働基準法で法定≫

（１）１日８時間・１週間４０時間

（２）３６協定を結んだ場合、
協定で定めた時間まで時間外労働可能

（３）災害復旧その他避けることができない事由により臨時の
必要がある場合には、労働時間の延長が可能（労基法３３条）

≪同左≫

３６協定の
限度

≪厚生労働大臣告示：強制力なし≫

（１）・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）

（２）・自動車の運転業務は、（１）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

（貨物自動車運送事業法、道路運送法に基づく行政
処分の対象）

≪労働基準法改正により法定：罰則付き≫

（１）・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

a.２～６ヶ月の平均でいずれも８０時間以内（休日労働を含む）
b.単月１００時間未満（休日労働を含む）
c.原則（月４５時間）を上回る月は年６回を上限

（２）自動車の運転業務の取り扱い
・施行後５年間 現行制度を適用

（改善基準告示により指導、違反があれば処分）
・令和６年４月１日以降 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

○ 平成30年7月6日に公布された「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」において、長時間労働の是正を
図る観点から、時間外労働について罰則付きの上限規制が導入されることとなり、自動車の運転業務についても、改正法施行の
５年後（令和6年4月1日）に、年960時間（＝月平均80時間以内）の上限規制を適用することとなった。
○ 自動車の運転業務のポイントは以下のとおり。
①５年間の猶予期間の設定 ②段階的実施（年960時間以内の規制で適用開始。将来的には一般則の適用を目指す。）
③長時間労働を是正するための環境整備を速やかに推進

ポイント2ポイント1
ポイント3 4



改善基準告示の見直しのための自動車運転者労働時間等専門委員会の設置

専門委員会の設置
自動車運転者の多様な勤務実態や業務の特性等に応じ、
産業・物流の状況も踏まえた検討を要するため、労働条件
分科会の下に、新たに公労使の三者で構成される「自動車
運転者労働時間等専門委員会（以下単に「専門委員会」と
いう。）」を設置し検討を行う。
※令和元年11月25日の「第156回労働政策審議会労働条
件分科会」にて決定。

※厚生労働省が作成した資料を国土交通省において加工して使用。

「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準（平成元年労働省告示第７号）」について、「働き方改
革を推進するための関係法律の整備に関する法律（平成30年法律第71号）」の国会附帯決議事項に基づき、
過労死防止等の観点から、労働条件の基本事項として労働条件分科会において審議。

専門委員会の今後の進め方

（以降、数回開催）

検討会の設置
トラック、バス、ハイヤー・タクシーの３分
野について、それぞれ専門家による検討会を設
置し、自動車運転者を使用する事業場に対する
実態調査等、今後実現すべき具体的事項等につ
いて各分野で検討を行う。

参考：改善基準告示改正に関する全体スケジュール

改善基準告示改正・公布
周知・施行準備期間

施行

令和３年12月
令和４年１月～
令和６年３月

令和６年４月

5

専門委員会を設置
第１回専門委員会を開催
第２回専門委員会を開催
第３回専門委員会を開催
第４回専門委員会を開催

令和元年11月25日
令和元年12月19日
令和２年6月12日
令和２年8月27日
令和２年10月5日



２．改正貨物自動車運送事業法
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（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 7

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

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

施行日 ： （１． ・ ２．）令和元年11月１日 （３．）令和元年７月１日 （４．）令和元年12月14日 （運賃の告示：令和２年４月24日）
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規制の適正化

公平・公正な競争環境を構築するなど、トラック運送業における取引適正化を図るためには、不適正な事業者

の参入を認めないことや、許認可基準を法律において明確に定めることが求められていた。

 安全性確保（車両の点検・整備を確実に行える体制の整備等） ⇒ 一定車両数規模で、常勤の整備管理者を確保すること

 事業の継続遂行のための計画（十分な事業用自動車台数、車庫の広さの確保等） ⇒ 必要な設備を備えるなど、事業遂行上適切であること

 事業の継続遂行のための経済的基礎（事業を継続的に行うに足る資金の有無等） ⇒ 資金見積にあたり、一部経費について見積期間の拡大

 欠格期間の延長⇒ 懲役・禁錮後の許可を受けようとする者の許可禁止期間が二年から五年に延長

 処分逃れのため自主廃業者の参入制限⇒ 許可の取消処分を受ける前に自主廃業した者を欠格事由に追加

 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⇒ 許可の取消処分を受けた密接関係者を欠格事由に追加

引き続き、改正内容を踏まえ、トラック運送業の健全な発達に資するよう、これらの基準を適確に運用していく

許可基準の明確化

約款の認可基準の明確化

 附帯業務等の見える化、対価を伴わない役務の防止⇒ 原則運賃（運送の対価）と料金（運送以外のサービスの対価）を分別・収受する旨を明記

法令違反者の参入厳格化

背景

主な内容



働きかけ 要 請

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
国交省ＨＰ：意見等の募集窓口荷主への働きかけのフロー

55.6%22.2%

7.4%

11.1%

3.7%
長時間の荷待ち

過積載

拘束時間超過

無理な配送依頼

依頼になかった附帯業務

窓口投稿における違反原因行為(疑い) 働きかけにおける違反原因行為の割合
＜投稿で寄せられている主な項目＞
・ （恒常的な）長時間の荷待ち
・ 拘束時間超過
・ 過積載
・ 無理な配送依頼
・ 依頼になかった附帯業務
・ 異常気象時の運行強要
・ その他

勧告・公表

荷主対策の深度化

・ 制度改正について荷主・運送事業者向けに関係省庁連名で周知。違反原因行為に該当し得る行為を例示。
【例】・荷主都合による長時間の荷待時間を恒常的に発生させているような行為（過労運転を招くおそれ）

・異常気象時など、安全な運行が困難な状況で運送を強要する行為（輸送の安全確保義務違反を招くおそれ）

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

・ 国交省ＨＰにおいて設置した意見等の募集窓口等を活用。荷主の行為について、幅広く情報収集。
収集した情報に基づき、関係行政機関と連携して、荷主への働きかけを実施。

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

9



・国土交通省では、荷主等による長時間の荷待ちや契約に含まれない附帯業務の強要など、トラッ
ク運送事業者の皆様がコンプライアンス確保に影響しうる輸送を行わざるを得ない実態を把握し、
今後の施策に活用するための「意見等の募集窓口」を設置いたしました。

・本窓口は、コンプライアンス確保に影響しうる輸送に関する意見・事例を収集することを目的として
おり、本人の同意なく、提供された情報に基づき投稿者、事業者又は荷主に問い合わせを行うこと
はありませんので、このような内容に関する情報等がございましたら投稿して下さい。

10

輸送実態把握のための意見等の募集について

https://yusou-jittai.mlit.go.jp/

このページのＱＲコード
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台風等の異常気象時における輸送の目安の設定

＜異常気象時に輸送する際の目安＞ ＜気象庁作成の資料＞

※ 輸送を中止しないことを理由に直ちに行政処分を行うものではないが、国土交通省が実施する監査において、輸送の安全を確保す
るための措置を適切に講じずに輸送したことが確認された場合には、「貨物自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について（
平成２１年９月２９日付け国自安第７３号、国自貨第７７号、国自整第６７号）」に基づき行政処分を行う。

気象状況 雨の強さ等 気象庁が示す車両への影響 輸送の目安※

降雨時

２０～３０mm/h ワイパーを速くしても見づらい
輸送の安全を確保するための措置を
講じる必要

３０～５０mm/h 高速走行時、車輪と路面の間に水膜が生じブレーキが効か
なくなる（ハイドロプレーニング現象）

輸送を中止することも検討するべき

５０mm/h以上 車の運転は危険 輸送することは適切ではない

暴風時

１０～１５m/s 道路の吹き流しの角度が水平になり、高速運転中では横風
に流される感覚を受ける 輸送の安全を確保するための措置を

講じる必要

１５～２０m/s 高速運転中では、横風に流される感覚が大きくなる

２０～３０m/s 通常の速度で運転するのが困難になる 輸送を中止することも検討するべき

３０m/s以上 走行中のトラックが横転する 輸送することは適切ではない

降雪時 大雪注意報が発表されているときは必要な措置を講じるべき

視界不良 (濃霧・

風雪等)時 視界が概ね２０ｍ以下であるときは輸送を中止することも検討するべき

警報発表時 輸送の安全を確保するための措置を講じた上、輸送の可否を判断するべき

【別表】異常気象時における措置の目安

気象庁が作成する風速や雨量により車両等へ与える影響度合いを示す資料等を
基に、気象状況に応じた輸送可否の判断を行うための目安を提示。

荷主団体に対して、輸送の安全の確保が困難な状況下での輸送依頼を抑制する
よう、傘下会員への周知を依頼。

令和２～３年に高速道路での豪雪による多数の車両の立ち往生事案が多発した
ことを受けて、改めて周知するとともに、荷主団体に対しても周知を実施。



標準的な運賃に関する法律の条文（抜粋）

○貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）（抄）

附 則

（標準的な運賃）

第一条の三 平成三十六年三月三十一日までの間、国土交通大臣は、事業

用自動車の運転者の労働条件を改善するとともに、一般貨物自動車運送

事業の健全な運営を確保し、及びその担う貨物流通の機能の維持向上を

図るため、一般貨物自動車運送事業の能率的な経営の下における適正な

原価及び適正な利潤を基準として、標準的な運賃を定めることができる。

２ 国土交通大臣は、前項の規定による標準的な運賃を定めたときは、遅

滞なく、これを告示しなければならない。

３ 国土交通大臣は、第一項の規定による標準的な運賃の設定については、

運輸審議会に諮らなければならない。



標準的な運賃の算出に係る考え方について

運行費
（燃料費、タイヤ費等）

その他費用
（任意保険料、関係諸税、借入金利息）

適正な原価 （１台／年当たり）

適正利潤 （１台／年当たり）

＋

キロ当たり
変動費

年間走行キロ

⇒自己資本に対する適正な利潤額を算定

※いずれも実運送を行う上で必要な費用を算出
（元請の傭車費は考慮しない）

１．運賃表の形式
⇒ 貸切（チャーター）を前提として、（１）距離制、（２）時
間制の双方の運賃表を設定

※上限・下限の幅は設けず統一的な運賃

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

※冷凍・冷蔵のバン型車については割増率を設定

３．地域差
⇒ 地方運輸局ブロック（合計10カ所）ごとに作成

４．「料金」の取扱い
⇒ 高速道路利用料、フェリー利用料等については
別途、実費を基準として収受すべき旨を規定

※待機時間料については、30分を超える場合の３０分
当たりの標準的な料金を設定。

５．帰り荷の取扱い
⇒ 実車率は50％を設定基準とする。

車両費

間接費
（一般管理費等）

人件費

⇒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ができるよう、
償却年数は５年で設定

⇒実勢原価を使用

⇒ドライバーの労働条件改善のため、
全産業平均の単価を使用

⇒実勢原価を使用

⇒実勢原価を使用

時間当たり
固定費等

年間稼働時間

【標準的な運賃】

（約7万km程度）

40h / 週×1年
＝約2100h程度

・ 平均速度（約20～60km/h）を用いて、走行距離を
時間に換算（時間を走行距離に換算）。

・ 距離帯（時間帯）ごとに、走行距離に対応する変動費
、運行時間に対応する固定費を算出し、合算

● 標準的な運賃は、①トラック事業の能率的な経営の下における適正な原価に②適正な利潤を加えたも
のを基準。
● 適正な原価の算定に当たっては、①ドライバーの賃金を全産業の標準的水準に是正すること、②コンプ
ライアンス（労働時間・法定福利費等）を確保できることを前提。

13
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標準的な運賃 【距離制運賃表：九州運輸局管内】

（単位：円）

車種別

キロ程

10km 12,370 14,370 18,430 23,040

20km 13,890 16,160 20,870 26,230

30km 15,410 17,960 23,320 29,410

40km 16,930 19,750 25,760 32,600

50km 18,460 21,550 28,210 35,790

60km 19,980 23,340 30,650 38,980

70km 21,500 25,130 33,090 42,160

80km 23,020 26,930 35,540 45,350

90km 24,540 28,720 37,980 48,540

100km 26,070 30,520 40,430 51,720

110km 27,580 32,280 42,790 54,800

120km 29,100 34,050 45,160 57,880

130km 30,620 35,820 47,520 60,960

140km 32,140 37,580 49,890 64,030

150km 33,660 39,350 52,260 67,110

160km 35,180 41,120 54,620 70,190

170km 36,700 42,880 56,990 73,260

180km 38,210 44,650 59,360 76,340

190km 39,730 46,410 61,720 79,420

200km 41,250 48,180 64,090 82,500

200kmを超えて500km
まで20kmを増すごと
に加算する金額

3,020 3,500 4,660 6,050

500kmを超えて50km
を増すごとに加算す
る金額

7,560 8,750 11,650 15,140

トレーラー
(20ｔクラス)

大型車
(10ｔクラス)

小型車
(２ｔクラス)

中型車
(４ｔクラス)

九州運輸局

Ⅰ 距離制運賃表



標準的な運賃の活用促進に向けた解説書（一般貨物自動車運送事業に係る標準的な運賃の届出に向けて）

 「標準的な運賃」は令和２年４月24日に告示

 今後は標準的な運賃が実勢運賃に反映されるよう、普及セミナー等を通じて事業者・荷主に浸透を図る

 トラック事業者向けに、標準的な運賃の主旨・目的から、
実際の活用にあたって必要な諸手続までわかりやすくま

とめた解説書を（公社）全日本トラック協会と共同で作成

 本解説書を使用した事業者向け説明会を全国で実施
（８月～）

標準的な運賃の浸透に向けては、荷主との実際の交渉に活用してもらうためのトラック事業者への理解促進がまずは重要

標準的な運賃の浸透に向けて

【解説書の主な内容】

標準的な運賃の主旨・目的

標準的な運賃の概要

標準的な運賃の活用に係る諸手続

運賃料金適用方の解説

標準的な運賃に関するQ＆A

今後は、荷主向けの解説書の作成・セミナーの開催等を通じて荷主への働きかけも強化 15



①運賃及び料金の変更届出を行う

②運賃・料金の届出に当たっては、
氏名・名称等、事業の種別、運賃・
料金を適用する地域、運賃・料金
の種類、額（運賃表）、適用方法（、
変更の場合は変更の内容）等につ
いての所定の届出書を提出いただ
く必要があります。

必要な作業

運
賃
・
料
金
の
変
更
後
３
０
日
以
内

（注）
届出を行った運賃とは異なる運賃体系を使用する場合には、改めて変更に係る所要の届出
を行っていただく必要があります。

標
準
的
な
運
賃
を
使
用
す
る

※参考：貨物自動車運送事業報告規則（平成二年運輸省令第三十三号）
（運賃及び料金の届出）
第二条の二 一般貨物自動車運送事業者、特定貨物自動車運送事業者及び貨物軽自動車運送事業者は、運賃及び料金を定め又は変更したときは、運賃及び料金の設定又は変更後三十日以内に、次の
各号に掲げる事項を記載した運賃料金設定（変更）届出書を、一般貨物自動車運送事業及び特定貨物自動車運送事業に係るものにあっては所轄地方運輸局長（特別積合せ貨物運送に係る運賃及び料金
であって、届出に係る運行系統が二以上の地方運輸局長の管轄区域に設定され、かつ、その起点から終点までの距離の合計（運行系統が重複する部分に係る距離を除く。）が百キロメートル以上である場
合にあっては国土交通大臣）に、貨物軽自動車運送事業に係るものにあってはその主たる事務所の所在地を管轄する運輸監理部長又は運輸支局長に、それぞれ提出しなければならない。

①運賃・料金の変更があった場合は、運賃及び料金の変更届出が必要です。
②主たる事務所を管轄する運輸支局に運賃・料金の変更届出を行ってください。

16

標準的な運賃の適用に伴う変更手続きについて
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標準的な運賃 【時間制運賃表・割増率等】

Ⅱ　時間制運賃表 （単位：円）

　　局　　別

北海道 31,100 37,260 48,530 61,290

東北 29,970 36,050 47,170 59,670

関東 39,060 45,790 57,900 72,440

北陸信越 31,280 37,440 48,690 61,470

中部 35,710 42,130 53,700 67,370

近畿 35,580 42,040 53,710 67,430

中国 32,420 38,640 49,950 62,950

四国 30,700 36,800 47,960 60,590

九州 30,890 36,980 48,060 60,680

沖縄 28,010 33,890 44,810 56,880

北海道 18,660 22,360 29,120 36,780

東北 17,980 21,630 28,300 35,800

関東 23,440 27,470 34,740 43,460

北陸信越 18,770 22,470 29,210 36,880

中部 21,430 25,280 32,220 40,420

近畿 21,350 25,220 32,230 40,460

中国 19,450 23,180 29,970 37,770

四国 18,420 22,080 28,780 36,350

九州 18,530 22,190 28,840 36,410

沖縄 16,800 20,330 26,880 34,130

北海道 280 340 510 710

東北 280 340 510 710

関東 280 340 510 720

北陸信越 280 340 510 710

中部 280 340 510 710

近畿 280 340 510 710

中国 280 340 510 710

四国 280 340 510 710

九州 280 340 510 710

沖縄 280 340 510 710

北海道 2,850 2,990 3,200 3,780

東北 2,720 2,850 3,050 3,600

関東 3,820 4,000 4,280 5,060

北陸信越 2,880 3,020 3,230 3,820

中部 3,430 3,590 3,850 4,550

近畿 3,400 3,560 3,810 4,510

中国 3,020 3,160 3,390 4,000

四国 2,810 2,940 3,150 3,730

九州 2,840 2,980 3,190 3,770

沖縄 2,490 2,610 2,790 3,300

小型車
（２ｔクラス）

中型車
（４ｔクラス）

大型車
（10ｔクラス）

トレーラー
（20ｔクラス）

加

算

額

基礎走行キロを超える場合
は、10kmを増すごとに

基礎作業時間を超える場
合は、１時間を増すごとに
（４時間制の場合であっ
て、午前から午後にわたる
場合は、正午から起算した
時間により加算額を計算す
る。）

種　　　別
車種別

基

礎

額

８
時
間
制

基礎走行キロ
小型車は100km
小型車以外のもの
130km

４
時
間
制

基礎走行キロ
小型車は50km
小型車以外のもの
60km

Ⅲ　運賃割増率

【特殊車両割増】

冷蔵車・冷凍車 ２割

【休日割増】

日曜祝祭日に運送した距離に限る ２割

【深夜・早朝割増】

午後10時から午前５時までに運送した距離 ２割

Ⅳ　待機時間料

小型車 中型車 大型車 トレーラー

（２ｔクラス） （４ｔクラス） （10ｔクラス） （20ｔクラス）

1,670 円 1,750 円 1,870 円 2,220 円

Ⅴ　積込料、取卸料、附帯業務料

Ⅵ　実費

Ⅶ　燃料サーチャージ

別に定めるところにより収受

Ⅷ　その他

この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

車種別

積込み、取卸しその他附帯業務を行った場合には、運賃とは別に料金
として収受

時間

30分を超える場合にお
いて30分までごとに発
生する金額

有料道路利用料、フェリー利用料その他の費用が発生した場合には、運賃
とは別に実費として収受
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標準的な運賃【適用方（参考例）】
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標準的な運賃【適用方（参考例）】
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標準的な運賃【適用方（参考例）・届出書】
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標準的な運賃の今後について

 「標準的な運賃」の適用期間は３年後の令和６年３月末までと法律に書かれており、
コロナ禍などを理由とした自動的な期間延長は不可能

法改正が無ければ、令和６年４月以降、標準的な運賃の告示は無効化

 「標準的な運賃」の届出件数が少ない＝利用する事業者が少ない場合、法改正は
困難

 「標準的な運賃」の届出を行う場合は簡略化した様式で可能

 荷主との交渉に当たっては、「標準的な運賃」だけでなく、令和６年４月以降の働き
方改革法の適用、ドライバーの人手不足等、トラックの置かれている状況も合わせ
て説明する必要

 荷主への「働きかけ」は本省職員が中心となって行って進めており、正確な情報が
寄せられれば動く準備



３．最近の取組み
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荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたガイドライン
加工食品、建設資材、紙・パルプ（洋紙板紙・家庭紙）物流編

１．ガイドライン策定の経緯
• トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、トラッ
ク運送事業者、発着荷主等の関係者が連携して、取引慣行上の課題も含めてサプ
ライチェーン全体で解決を図っていくことが必要。

• 一方、個々の輸送品目ごとに抱える課題や特性に違いがあるところであり、輸送
品目別に検討を行うことが効果的。

• このため、荷待ち件数が特に多い加工食品、建設資材、紙・パルプの各分野の物
流について、課題の抽出を図るとともに、トラック運送事業者及び発着荷主が参
画して長時間労働の改善を図るため懇談会を設置。懇談会の検討の成果としてガ
イドラインを策定。

２．ガイドラインの構成

【まえがき】
• ガイドライン策定の経緯とトラック運送事業の現状
（１）今後のトラック運送事業の見通し、（２）トラック運送事業を取り巻く制度面の変遷、
（３）トラック運送事業の健全な発展に向けて

【本編】
• 輸送品目別物流における現状・課題、解決の方向性の整理
• 取引環境と長時間労働の改善に向けた具体的な取組み事例等

【あとがき】
• 輸送品目別物流における今後の取組みの方向性
• おわりに（サプライチェーン関係者へのメッセージ）

加工食品物流編

紙・パルプ(洋紙・板紙分野)物流編

建設資材物流編

紙・パルプ(家庭紙分野)物流編



品目 主な課題 解決方策 今後の取組の方向性

加工食品 • 「１／３ルール」、年月日表示の賞味期
限等業界特有の慣習が存在

• 多種多様な製品サイズが存在
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業
⇒長時間にわたる荷役作業

• 賞味期限の年月表示化等による検品
作業の効率化

• QRコード等の活用による伝票情報の
電子化

• パレットサイズや外装サイズの統一、
外装表示の標準化

• 事前出荷情報の提供と伝票情報の電
子化の組み合わせ等による検品レス
の実現

• 物流標準化アクションプランに沿った標
準化の取組の推進

建設資材 • 天候や道路事情等により計画どおり
に搬出入が進まないことが日常的

⇒トラックの荷待ちへの関心が薄い

• 多種多様な製品を邸別に仕分け
⇒複雑かつ長時間にわたる検品作業

• 工事現場における事前の段取りをデ
ジタル化したうえで「見える化」&「精緻
化」し、関係者の円滑な情報共有を推
進

• 運送と荷役の分離の推進

• 複数のユーザーが一貫して活用でき
る標準コードを導入し、入出荷検品を
目視から電子化

• 元請業者による物流へのマネジメント
の強化

• 伝票情報や物流情報を現場が容易に
アクセスできる環境整備を促進

紙・パルプ
（洋紙・板紙）

• 製品での差別化ができず、不十分な
リードタイムや少量多頻度納品、附帯
作業等の差別化による受注競争の商
習慣が定着

⇒低積載率での運行
⇒附帯作業の実施による長時間労働

• 発着荷主を含めた関係者間で十分な
協議を行い、リードタイムや少量多頻
度納品の緩和、平準化、附帯作業の
軽減等の対策を実施

• 発注者の製造計画等を関係者で共有
化・見える化する取り組みを推進

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 共同保管・共同輸送の実現に向けた取
組みの推進

• 荷役の機械化を推進

紙・パルプ
（家庭紙）

• 製品単価が安価であるため、パレット
化のための投資が進まない

⇒手荷役による長時間労働

• 製品が安価かつ嵩張るため、小売り
の物流センターでは取り扱われず、か
つ、小売店舗での保管も困難

⇒家庭紙のみを少量多頻度で毎日納品

• 発着荷主の連携によるパレット化

• 物流負荷を軽減させるコンパクト製品
の切替

• サプライチェーンにおける物流コストの
適正な負担

• 「手積み手卸しの解消」を共通認識に、
パレット化の早急な促進

• 消費者へ製品メリットの積極的な周知
を行うなど、コンパクト製品の普及促進

24

品目別各ガイドラインの概要（令和２年５月２９日公表）
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特車許可基準（車幅）の見直し

NEXCO３社及び本四高速の管理する高速道路において、会社間で運用が異なる車幅の許可基準を
見直し、統一化（令和２年１２月１日より実施）

全国路線網を形成する道路
3.3ｍまで
通行可能延長

４車線以上
（片側２車線以上）

暫定２車線
（片側１車線）

2,200km
⇒7,700km

東日本
関東 3.0m⇒3.3m 3.0m 2,080km

⇒3,160km関東以外 3.3m 3.0m～3.3m

中日本 3.0m⇒3.3m 3.0m～3.25m 0km
⇒1,850km

西日本 3.0m⇒3.3m 3.0m～3.25m 130km
⇒2,580km

本四高速 3.0m⇒3.3m 3.0m 0km
⇒110km

※１：京葉道路、第三京浜等、現行で3.5mの運用を行っているものは、引き続き3.5m（徐行条件有）とする。
※２：中央道、東名阪道、第二京阪、第二神明の端部（都市高速接続）、近畿道、神戸淡路鳴門道、長崎バイパスなど
一部区間については、道路規格上3.3mが確保できないため、2.5mまたは3.0mの運用とする。

車幅3.3m通行可能延長

2,200km
車幅3.3m通行可能延長

7,700km
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デジタル化の推進による新たな特殊車両通行制度の導入



４．新型コロナウイルスの感染拡大に
伴う対応

27



新型コロナウイルス感染症による影響調査

※調査方法：貨物自動車運送事業者106者（総事業者約62,000者）に対して業界団体より影響をアンケート調査

42者
（40％）55者

（52％）

２者（２％）

７者
（６％）

（回答：106者） （回答：104者）

41者
（39％）

２者（２％）

55者
（53％）

６者
（６％） 活用予定なし

活用に向けて検討中

給付済

申請済（未給付）

品目別の運送収入で

顕著な影響がみられるもの

（2019年同月比）（１・２月は見込み）

○運送収入（2019年同月比）（１・２月は見込み）

○資金繰り支援の活用状況 ○雇用調整助成金の活用状況

３月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲19％

鋼材・建材などの建築・建設用金属製品：▲20％

４月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲27％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲19％

５月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲28％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲45％

６月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲30％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲39％

７月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲28％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲23％

８月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲34％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲23％

９月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲22％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲20％

10月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲17％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲10％

11月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲11％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲10％

12月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲12％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲9％

１月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲21％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲6％

２月 鉄鋼厚板・金属薄板・地金等金属素材：▲25％

完成自動車・オートバイ・自動車部品など：▲11％

51%
33%

18%
13%
17%
19%
24%
27%
30%
27%

37%
36%

27%

26%
35%

42%
31%

40%
31%

31%
33%

37%
41%

38%
33%

39%

9%
22%

26%
27%

23%
24%

24%
25%

21%
21%
13%

16%
14%

9%
5%

6%
20%
8%

13%
15%

12%
8%
7%
7%
9%

13%

5%
5%
8%
9%

12%
13%

6%
3%
4%
4%
5%
6%
7%

2020.２月
３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

10月
11月
12月

2021.１月
２月

影響なし・増加 0%～10％減少 10%～20％減少 20%～30％減少 30%以上減少

〇運送収入については、20％以上減少した事業者が、 11月は全体の11％であったが、12月は12％となった。
〇品目別の運送収入については製造業の生産活動の停滞等の影響で、鉄鋼厚板その他金属素材、完成自動車等の荷動きが
引き続き低調傾向であり、12月は鉄鋼厚板等については12％、完成自動車等については9％減少。
〇支援制度については、資金繰り支援を42％の事業者が活用しており、40％の事業者が給付済み。雇用調整助成金を41％の事
業者が活用し、 39％の事業者が給付済み。

28
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「緊急経済対策」等におけるトラック関係の主な施策

雇用調整助成金の特例措置

・緊急対応期間を令和２年４月１日～令和３年２月２８日まで拡大
・助成率を中小企業４／５、大企業２／３（解雇等を行わない場合、
中小企業１０／１０、大企業３／４）に引き上げ
・上限額８，３３０円を６，６７０円加算した額（１５，０００円）に拡充
・更なる申請手続きの簡素化を実施 等

資金繰り対策

税制措置等

・収入に相当の減少があった事業者の国税・地方税・社会保険料
について、無担保かつ延滞税なしで１年間、納付を猶予
・中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定
資産税及び都市計画税の軽減（１／２又は０）※令和３年度課税分
等

・日本政策金融公庫等や民間金融機関による実質無利子・無担
保融資の拡充

・日本政策投資銀行等による危機的対応融資の融資枠の確保

・日本政策投資銀行等による劣後ローン等の資本性資金の活用
等

事業継続に困っている中小小規模事業者等への支援

・中小・小規模事業者等に対する新たな給付金（持続化給付金）

・収入が減少した事業者の社会保険料の納付猶予

家賃支援給付金の創設

（固定費の負担軽減）
・給付率２／３、上限月額：法人５０万円、個人２５万円（６ヶ月分）
・複数の営業所を所有の場合
給付上限額（月額）法人１００万円、個人５０万円

地域経済の再活性化

・新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の創設・
拡充

小規模事業者持続化補助金の拡充

・２０人以下の小規模事業者が活用可能な補助金の上限額を引
き上げ（５０万円→１００万円）

トラック事業における感染拡大防止対策

・トラック事業者によるＩＴ点呼を活用した非接触型の事業運用を
支援



赤羽国土交通大臣の視察

令和２年６月１日（月）、赤羽大臣は、佐川急便千代田営業所を訪れ、新型コロナウィルス感染症拡大の
中で、不安を抱えながらも国民生活のために働いて頂いている宅配ドライバーに対して心より謝意を表
するとともに、防護シート越しに非接触で点呼を実施する等宅配業における感染予防対策を視察した。

左上：防護シート越しに非接触で点
呼を実施する様子を視察する
赤羽大臣

右上：荷物の自動仕分け機を視察
する赤羽大臣

左下：赤羽大臣とドライバーとの意
見交換の様子

【視察後の大臣会見（抜粋）】

現場で汗を流していらっしゃる４名のドライバーの皆様からお話をお聞
かせ頂きました。物流を支えているという誇りとやりがいを感じながら、厳
しい環境の中でも前向きに働いて頂いていることに、大変感動し、感謝を
したところでございます。ただ中には、一部の心無いお客様から消毒液を
突然かけられたり、心無い言葉をあびせられたりしたという話もございまし
た。エッセンシャルワーカーとして働かれている方々に、一部の国民の皆
様からそのような言動があることを残念に思いますので、是非国民の皆
様の正しいご理解を頂きたいと、改めてお願いするところでございます。

※ 令和２年４月、愛媛県の一部の学校において、長距離のトラックドライバーの世帯の子供に対し、健康状態に問題がないにもかかわらず、自
宅待機を求めたといった事案が発生。国土交通省では文部科学省に対して、再発防止に向けた申入れを行い、同省から直ちに全国の教育委員
会等に対して偏見や差別の防止の徹底を行うための通知を発出

30



５．予算・税制
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中小トラック運送事業者の労働生産性向上に向けた
テールゲートリフター等導入支援事業

荷役作業の効率化等により、労働生産性の向上及び接触機会の削減を図り、持続的な経営の確保を実現。

13：27

■点検等 ■運転 ■荷待ち ■荷役
■付帯他 ■休憩 ■不明

事業概要

１運行当たり平均して、２時間４４分の荷役時
間が発生している。

【１運行あたりの荷役時間】

効果

 カゴ台車による
荷役が可能とな
るため、荷役時
間が１／３程度
に短縮。

 手荷役による重
労働が軽減され、
女性等の多様な
人材の確保に繋
がる。

補助事業：労働生産性の向上・多様な人材の確保に資する機器の導入補助（補助率：通常機器価格の１／６）

令和２年度第３次補正予算案：１．４億円

出典：トラック輸送状況の実態調査

・テールゲートリフター

①

床下からゲート引き出し

②

展開して荷積みの準備完了

③

カゴ台車のまま荷台に積込み

④

手積みに比べて１／３程度
の時間で荷役作業完了

○対象機器の例

トラック運送事業者の約99％が経営基盤の脆弱な中小事業者であり、
新規投資の余力がなく、経営環境が厳しい状況。また、トラック運送業
は、感染症が拡大する等の危機時においても、事業の継続が求められる。

このため、働き方改革を進めて労働生産性の向上を図ることにより、持
続的な経営が可能となる環境整備を図る必要がある。

このための具体策として、荷役作業等を効率化するとともに、他者や荷
物との接触機会の削減にも資する機器の導入に対する支援を行う。

・トラック搭載用２段積みデッキ

 荷物を２段積みす
ることが可能とな
るため、約２倍の
積載量が実現され、
生産性向上に繋が
る。

・トラック搭載型クレーン

 建築資材等の重量物や高
低差のある現場など、手
荷役による作業が困難な
場面で効果的。

 手荷役ではなくクレーン
による積み卸しが可能と
なることで、荷役時間を
１／３程度に短縮可能。 32
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トラック運送事業の危機時等に備えた体制強化及び
新たなサービスの構築

 物流を支える重要な社会基盤であるトラック運送事業について、自然災害発生時や感染症流
行の非常時においても事業継続を可能とするための体制強化を図るための事業を実施する。

Ⅱ安定的かつ持続的な貨物輸送を目指したポストコロ
ナ時代の「輸送力の強化」

Ⅰ 危機時等におけるトラック運送業の「強靱性の確保」

＜事業概要＞

昨今の台風等の異常気象や、今般の新型コロナウイルス
感染症によるトラック運送事業者へ影響を踏まえ、そのような
危機時に備えた体制強化等を図るための取組を推進する。

（具体的な取組内容）
運送事業者・荷主・自治体と連携した、防災・減災の取組に係る課
題整理やコロナの流行により特に品不足が生じた品目（食料、マスク、
トイレットペーパー等）の輸送に係る課題等の調査

緊急時における人材の確保・育成に係る調査

中継輸送の取組推進 等

今般のコロナ発生時に、買
占めにより大量輸送が必
要となった際、10t車に手
荷役で対応（約120分）する
事態が発生

荷主

運送事業者

地方自治体

検討・課題例

協議会

大阪工場 名古屋営業所 東京営業所

日帰り

マッチング ドライバー
状況

車両
状況

荷物
状況

＜事業概要＞

非接触型事業運用及び業務効率化に向け、ＩｏＴ等
を活用した、より先進的な輸送効率化の取組について
調査・実証を実施する。

管理者がオフィス等にいながらＰＣ上で車両の動向
をリアルタイムで把握し、必要に応じて指示が可能

ＩｏＴを活用した配車管理イメージ

取組イメージ

関係者による協議会の開催 中継輸送の取組

令和３年度予算案額 ３２百万円



 宅配便の再配達の削減

 集荷・配達サービスの見直しへの理解

 引越時期の分散

 ＳＡ・ＰＡの大型車ｽﾍﾟｰｽに駐車しない 等

 荷待ち時間の削減

 荷役の機械化

 契約の書面化 等

 働きやすい環境の整備

 女性運転者の活用

 物流の改善提案 等

物流事業者

国民

企業等

連携して取組を推進

34

トラック事業における働き方改革の推進

 トラック運送業は他の産業に比べて長時間労働、低賃金の状況にあり、ドライバー不足が深刻な状況にある。
働き方改革による労働条件改善を推進するため、（１）労働生産性の向上、（２）多様な人材の確保・育成、（３）取引環境の適正化等
に資する事業を実施する。

＜事業概要＞
いわゆる求貨求車システムで
あるWebkit（※）等の民間取引
ツールの運用改善を促し、運
賃・料金（燃料サーチャージ等）
の収受状況改善、多層構造解
消等の取引適正化を図るため、
民間が持つデータ等の国の施
策への活用方策について調
査・検討を行う。

②求貨求車システムの活用による取引環境適正化 【新規】

＜事業概要＞

深刻化する運転者不足に対応し、産業活動等に必要な物流を
安定的に確保するため、荷主・物流事業者等の関係者が連携し、
「ホワイト物流」の取組をさらに推進する。

④「ホワイト物流」推進運動の推進 【継続】

＜事業概要＞

輸送品目別の労働条
件改善に関する懇談会
や地方協議会において
検討してきた課題に対
する改善策等について、
地域特有の課題に応じ
た深掘りを行った上で、
セミナー等を通じて浸透
を図る。

③労働条件改善に向けた取組の浸透 【新規】

＜事業概要＞

平成30年改正後の貨物自動車
運送事業法の目的である取引環
境適正化の実現に向け、標準的
な運賃を令和２年４月に告示した
ところ、この浸透状況を含む労働
実態等について調査・検討を行う。
また、長時間の荷待ちをさせて
いる荷主等の通報制度のさらなる
活用方策について検討を行う。

①トラック運送事業の実態把握等 【新規】

1運行あたりの荷待ち時間の分布

（具体的な取組内容）

 荷主・物流事業者の取組事例
の集約及びセミナー等の展開

 荷主等に対する「ホワイト物流」
推進運動の参加に向けた呼び
かけ

 ポータルサイトの運営 等

取組項目：
（１）、（３）

取組項目：
（３）

取組項目：
（２）、（３）

30分以上の荷待ち時間が生じた件数（輸送品目別）

取組項目：
（２）、（３）

概要

荷物・車両情報
登録

⇒マッチング

Webkit

荷
主

B運送

①依頼

②契約成立

納品先

③集荷

④納品

A運送

飲料・酒

建築・建設用
金属製品

紙・パルプ

その他

生鮮食品

セメント・コンクリート

日用品 鉄鋼厚板・金属薄板等金属
米・麦・穀物

プラスチック性
部品・加工品等

398

350
339

326

168

1,515

98
281

141 182

加工食品

94

総件数：3,892

（調査時期：平成29年７月中の２週間）

※ 自社ネットワークを持たない中小事業者を中心に、荷物の積合せや帰り荷の確保等、
荷物とその引受け事業者のマッチングを可能とするシステム（社団法人が運営）。

令和３年度予算案額 ８５百万円



事故防止対策支援推進事業

トラック関係の主な補助事業

地域交通のグリーン化に向けた
次世代自動車の普及促進

令和３年度予算案額：４．７億円の内数

令和３年度予算案額：８．５億円の内数

２．デジタル式運行記録計等の導入に対
する支援

デジタル式運行記録計、映像記録型
ドライブレコーダーの導入に対し支援

データを活用したドライ
バーへの安全指導

デジタル式
運行記録計

映像記録型
ドライブレコーダー

継続 継続

衝突被害軽減ブレーキ、車線逸脱
警報装置、車両安定性制御装置等
の導入に対し支援

１．先進安全自動車（ＡＳＶ）の導入に対す
る支援

補助対象：ＣＮＧトラック、ＨＶトラック
補助率：通常車両価格との差額の1/3

※新規導入は単年度に3台以上導入が条件（ｸﾞﾘｰﾝ
経営認証等を取得している場合を除く）

ＣＮＧトラック

ＨＶトラック

過労状態を測定する機器及びヘ
ルスケア機器等の導入に対し支援

３．過労運転防止のための先進的な
取り組みに対する支援

４．社内安全教育の実施に対する支援

外部の専門家等の活用による事
故防止のためのコンサルティングの
実施に対し支援
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2015年度燃費基準

＋5%
達成以下

＋5～10%
達成車

＋10%
以上
達成車

小型

中型

大型

環境省・経済産業省連携事業

エネルギー対策特別会計予算において、先進的な環境対応車両の導入、車両動態管理システム等を活用した荷主連携による
省エネ化への取組みに関する実証などについて支援する。

トラック輸送における省エネルギー化推進事業低炭素型ディーゼルトラック普及加速化事業

（R3年度予算案額：２９．６５億円）

経年車の廃止なし:標準的燃費水準車両との差額の1/3
経年車の廃止あり:標準的燃費水準車両との差額の1/2

環境配慮型先進トラック・バス導入加速事業

新規 新規

新規

（R3年度予算案額： １０億円）

【補助内容】AI・IoTツール(車両動態管理システム、配車計画システム等)

の導入費用の１／２

車両動態管理システムや予約受付システム等のAI・IoTツールを活用し
たトラック事業者と荷主等の連携による省エネルギー効果の実証を行う。

電気トラック等の導入を支援し、
CO2排出削減を図る。

代替
エネルギー

燃料コスト
優位性

環境負荷
低減

中小トラック運送業者に対し、燃費性能の高い最先端の低炭素型
ディーゼルトラックの導入を支援する。

最先端の低炭素型ディーゼルトラック

【補助額】標準的燃費水準車両との差額の2/3
（ＥＶトラックの場合）

【ディーゼルトラックの補助額】 (燃費基準10%達成車の場合)

発荷主Ｃに寄り
荷物の集荷を
お願いします。

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）復路

リアルタイムに位置情報を把握することで、
最短距離、最短時間で向かえる車両の選択
が可能となり、効率性が向上。

通常

動態管理システム活用

【トラック事業者の事業所】

【発荷主Ａ】

【着荷主Ｂ】

（Ⅰ）往路

（Ⅱ）新たな荷物の集荷

荷物の集荷を
お願いします。

【着荷主Ｄ】

（Ⅲ）荷物を配送

【発荷主Ｃ】

（Ⅳ）復路

関係事業者が連携してサプライチェーン全体の輸送効率化を図る取組みについ
て、実証事業を通じて推進する。

 新技術を用いたサプライチェーン全体の輸送効率化推進事業新規

【補助内容】サプライチェーン輸送効率化機器等の導入費用の１／２

経済産業省連携事業
（R3年度予算案額： ４１．５億円）

環境省連携事業

RFID等の活用 「モノ、取引の動き」の見える化

サプライチェーン
全体の効率化

荷
卸
し

ﾄﾗｯｸ予約受付ｼｽﾃﾑ

作業区分 社名 バース 状態

出荷 A社 B 作業中

出荷 B社 A 作業中

入荷 C社 A 受付済

・・・

②
①

入出庫の効率化

幹線輸送

〇
×
□

〇
×
□

AGV(無人搬送車）

庫内作業の効率化

配送

物流拠点
配送作業の効率化

無人配送ロボット 自動運転配送

港湾・貨物駅・メーカー工場等

小売店・消費者

１）連携計画策定
２）物流全体効率化システム導入
３）AI・IoT等活用新技術導入
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中小企業者がトラック、内航貨物船、機械装置等を取得した場合における特例措置を延長する。

施策の背景

要望の概要

○トラック事業者、内航海運事業者等は、国内貨物輸送の大半を担うなど、
我が国の国民生活及び産業活動において重要な役割を果たしている。

○一方で、その大半を投資余力の小さい中小企業者が占めており、
その経営基盤の強化や生産性の向上を図るため、設備投資の促進を図ることが重要。

経営基盤が脆弱な中小のトラック事業者、
内航海運事業者等の設備投資を促進

政策の目標

・国民生活及び産業活動を支えるサービスの安定的な供給
の確保や、そのコスト削減及び生産性向上に寄与

・幅広い関連業界への経済波及効果を通じて、日本経済の
活性化に寄与

【所得税・法人税】 取得価額（内航船舶は取得価格の75％）の30％の特別償却又は７％の税額控除
（対象設備：トラック車両、内航貨物船、機械装置等）

中小企業投資促進税制の延長 (所得税・法人税・法人住民税・事業税)

平成30年度実績

【国内貨物輸送量】
（トンキロベース） トラック事業 内航海運事業

事業者数
62,461事業者
（国土交通省調べ）

2,904事業者
（国土交通省調べ）

従業員数
193万人

（総務省「労働力調査」）

6.5万人
（国土交通省調べ）

中小企業の割合
97.2%

（国土交通省調べ）
99.7%

(国土交通省調べ)

営業利益率（平均）
（営業利益／売上高）
参考：全産業平均は3.7％

▲0.1%
（全日本トラック協会
「経営分析報告書」）

0.7%
（国土交通省調べ）

特例措置の内容

要 望

現行の特例措置を２年間（令和３年４月１日～令和５年３月31日）延長する。

トラック
50.9%

鉄道
5.1%

内航海運
43.7%

航空
0.2%

※データは平成30年度又は平成30暦年の数値
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先進安全技術搭載車両に係る特例措置の拡充・延長
（自動車重量税・自動車税）

衝突被害軽減ブレーキ等の先進安全技術を搭載したトラック・バスについて、自動車重量税及び自動車税（環境性能割）の特例措置を延長するととも
に、特例措置の対象に側方衝突警報装置を追加する。

要望の内容 〇義務化が決定した装置について、義務化までの間、特例措置の対象とする。具体的には以下のとおり。
・現行の措置を７ヶ月間（令和３年４月１日～令和３年10月31日）延長する。
・対象装置に新たに義務化が決定した側方衝突警報装置（BSIS）を追加する。

施策の背景
○ 「第10次交通安全基本計画」（平成28年3月）において令和２年までに死者数を2,500人以下とする政府目標が掲げられている中、令和元年の交通事故死者数は
3,215人となっており、更なる取組みの強化が必要。特に関越自動車道における高速ツアーバス事故（平成24年4月）、軽井沢スキーバス事故（平成28年1月）に見
られるように、大型車両は事故発生時の被害が大きくなりやすい。

○ ドライバーの安全運転を支援する先進安全技術には、高い事故防止・被害軽減効果が期待されるため、トラック・バスにおける基準化・義務化を進めているが、装
置価格が高く事業者の負担が大きいことから、義務化までの間、税制特例を講じることにより、装置の早期普及を促進する必要がある。

①衝突被害軽減ブレーキ（AEBS） ②車両安定性制御装置（EVSC） ③車線逸脱警報装置（LDWS）
前方の障害物との衝突を予測して警報する
とともに、ブレーキを制御。

死亡事故 負傷事故

全事故件数 4,863件 894,281件

事故
低減効果

350件
（7.2％）

51,241件
（5.7％）

死亡事故 負傷事故

全事故件数 4,773件 731,915件

事故
低減効果

165件
（3.5％）

4,838件
（0.7％）

車のカメラが車線の位置を認識して、自動車が車線から
はみ出しそうになった場合や、はみ出した場合に、音や警
告灯等でドライバーに注意を促す。

0

100

200

300

車両単独正面衝突 計

死亡事故件数

装置普及後の事

故件数(推計)

44％
24％

36％

車両の横滑りの状況に応じて、ブレーキやアクセルを制御し、横滑
りや転覆を防止。

※平成22年の全車種区分の事故件数より試算
※平成21年の全車種区
分の事故件数より試算

特例措置の内容

（平成22～24年計）

対象車両 対象装置
重量税額か
らの軽減額

取得価格か
らの控除額

車両総重量２０t超２
２t以下のトラック

③LDWS

※令和2年10月31日
まで

２５％軽減
１７５万円
控除

８t超２０t以下の
トラック

３装置装
着

①AEBS

５０％軽減
３５０万円
控除

②EVSC
３．５t超８t以下
のトラック

５t超１２t以下の
バス

③LDWS

５t以下のバス ①AEBS ③LDWS

④側方衝突警報装置（BSIS）

自転車等を左側方に検知した場
合、視覚及び音によりドライバー
に警報し、左折巻込み事故を予
防。

要 望

対象車両 対象装置
重量税額からの軽

減額
取得価格からの控

除額

２２t超のトラック

④BSIS ２５％軽減 １７５万円控除
８t超のトラクタ

２０t超２２t以下の
トラック

８ｔ超２０ｔ以下
のトラック

④BSIS
２５％
軽減 ※７５％

軽減
（①～④の
装置装着）

１７５万円
控除 ※５２５万

円控除
（①～④の
装置装着）

３装置
装着

①AEBS
５０％
軽減

３５０万円
控除

３．５t超８t以下の
トラック

②EVSC

③LDWS

５トン超１２トン以
下のバス

３装置
装着

①AEBS

５０％軽減 ３５０万円控除
②EVSC

③LDWS

５t以下のバス ①AEBS ③LDWS

対象車両 対象装置
重量税額から
の軽減額

取得価格か
らの控除額

２２t超のトラック

④BSIS ２５％軽減
１７５万円
控除

８t超のトラクタ

２０t超２２t以下の
トラック

８ｔ超２０ｔ以下のト
ラック

《令和３年４月１日～令和３年10月31日》 《令和３年11月１日～令和６年４月30日》

死亡事故 負傷事故

全事故件数 1,926件 73,094件

事故
低減効果

137件
（7.1％）

1,063件
（1.5％）

※平成20～29年の
8t超のトラックの
事故件数より試
算

※3.5ｔ超20ｔ以下のトラック、12トン以下のバスは令和3年11月1日よ
り３装置の全車装着義務化（5t以下のバスはAEBS、LDWS）

※20t超22t以下のトラックは令和2年11月1日よりLDWSの全車装着義務化。

※ は現行措置からの変更点。

装着
車

車間距離 水温計

非装着
車

車線注意

●横転
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◎現行制度の概要

エコカー減税等の延長・見直し （自動車税、軽自動車税）

平成31年度与党税制改正大綱を踏まえ、以下の方向で所要の見直しを行う。
○環境負荷の低減に対する要請の高まり等を踏まえた政策インセンティブ機能の強化、市場への配慮等の観点を踏まえつつ、自

動車税及び軽自動車税のグリーン化特例について延長するとともに、環境性能割については、現行の措置を維持しつつ、各税

率の適用範囲の見直しを行う。

平成31年度与党税制改正大綱 （平成30年12月14日 自由民主党・公明党） （抜粋）

施策の背景

自動車税・軽自動車税環境性能割 〔地方税〕

＜環境性能割＞

対象車（乗用車の例） 自動車税 軽自動車税

電気自動車 等

概ね▲75%

概ね▲75%

R2年度燃費基準+30%達成 概ね▲50%

R2年度燃費基準+10%達成 概ね▲50% 概ね▲25%

自動車税・軽自動車税種別割 〔地方税〕自動車重量税 〔国税〕

＜エコカー減税＞ ＜グリーン化特例＞

対象車(乗用車の例)
初回
車検

2回目
車検

電気自動車 等 ▲100% ▲100%

R2年度燃費基準+90%達成 ▲100% ▲100%

R2年度燃費基準+40%達成 ▲100%

R2年度燃費基準+20%達成 ▲50%

R2年度燃費基準達成 ▲25%

（H31.4～R3.3）
（R1.5～R3.4）

対象車（乗用車の例） 自動車税 軽自動車税

電気自動車 等 非課税 非課税

R2年度燃費基準+20%達成 非課税 非課税

R2年度燃費基準+10%達成 1.0% 非課税

R2年度燃費基準達成 2.0% 1.0%

上記以外 3.0% 2.0%

（H31.4～R3.3）

※令和元年10月1日から令和3年3月31日までに取得した自家用乗用
車（軽自動車を含む）については、税率を1％分軽減する。

○ 今後、エコカー減税の適用期限の到来にあわせ、見直しを行うに当たっては、政策インセンティブ機能の強化、実質的な税

収中立の確保、原因者・受益者負担としての性格、市場への配慮等の観点を踏まえることとする。
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ご清聴ありがとうございました


