
物流業界やトラックドライバーについての印象、意見等

※自由回答

いつも全国ご苦労様です。

燃料が上がらないよう国が、管理するべき

運転が大変そう

いつもありがとうございます

激務の印象があります

いつも大変な中おつかれさまです。いつもありがとうございます

いつも私達のところへの荷物やお店の商品などを迅速に運んでくださり、

ありがとうございます。お陰様で私達は快適に簡単に商品を手に取ること

ができます。⾧時間の運転は慣れていても大変かとは思いますが、これか

らも頑張ってください！

いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします

燃料価格高騰、貨物需要の増加、円安など大変な環境下いつもありがとう

ございます。運送業界の待遇改善されることを願っております。

引き続き安全運転をお願いします。

中型免許等が出来た為に、今後増々ドライバー不足が進んでしまう。

とても大変なお仕事ですが、必要不可欠でいつも感謝しております。人員

不足だとは思いますが、みなさまが十分な休息をとりお仕事できるよう応

援しております。

ほんとにいつもお疲れ様です。

政府から補償がないので厳しいと思います。

今のままでは労働環境が良くないので改善する必要性があります。して

真面目に仕事をしている

流通が変化する時代、一般への理解浸透を引き続き継続いただくと、私た

ちの意識も高まります！

朝も夜も忙しくて大変そうだと思いました。



大変なお仕事だと思います。私達の生活が成り立つのも，ドライバーさん

のおかげです。ドライバーさんに感謝と安全運転を願います！

私達が毎日不自由なく生活を送れるのは、ドライバーさん達が日夜絶え間

なくお仕事して頂けるお陰です。感謝しています。

さまざまな荷物を決められた日時に運んでいただき、ありがたいです。物

流が滞ると生活が出来なくなるので、これからも安全第一で頑張って欲し

いです。

力持ちで優しい。

ネット通販の買い物も驚く程の早さで届く日本を支えてるトラック業界に

は感謝です！

重い荷物を一緒に持ってくれる

物流業界は、常に忙しい感じを受ける。

安全第一

夜中に⾧距離走ったり、とっても大変な仕事だとおもう

いつもありがとうございます

トラックドライバーは道を譲ってくれる等運転マナーがいい印象がありま

す！

いつも社会を支えて頂きありがとうございます。心より感謝しておりま

す。

物流他日本を支える産業構造を国民的議論で話合いがあって叱るべきだと

思う

大変なお仕事ですが、なくてはならないお仕事でもあります。

マナーがよい

これからも頑張ってください

物流業界、そして遠距離を走るトラックドライバーの皆様のご尽力があっ

てこそ、日本の経済は成り立っていると思います。まして、このコロナ禍

での大変さは想像を絶するものと思います。お体に気をつけて、今後のご

活躍を願っております。

日本経済を支えて頂いている物流業界とトラックドライバーに感謝有るの

み。



日本経済を支えて頂いている物流業界とトラックドライバーに感謝有るの

み。

運転のプロ

時間的にも仕事内容にも、期待感まであると想像される。お客様ファース

トで動いていて頭が下がる。ムダを少なくするシステムも整備しつつある

とは思うが、もっといいアイデアが生まれる事を願う。

大変な仕事ですが、労働条件等が悪い気がします。

物流は私たちの生活にとって欠かせないものであるが、トラックドライ

バーの労働環境の改善の必要性を改めて感じました。

身体に気をつけて頑張って欲しい

トラックドライバーさんが荷物を運んでくれているおかげで私達の生活が

成り立っているので、心から感謝しています。

トラックドライバーさんが東西南北走り回ってくださるおかげで私達の生

活が暮らしていけるので感謝しております。 安全運転でこれからも私達

の生活を支えて頂きたいです。

頑張ってください

⾧距離で運転している

物流業界があって、日本の産業があるのかなと思います。

社会情勢を鑑みれば相当トラック業界が厳しいのは判ってましたが、もっ

と厳しいとわかりました。トラック協会などの努力だけでなく、国とかが

関わらなれば根本的には解決しないなと思います。

高速道路で無謀な運転をするトラックが最近目立つ気がします。

ご苦労様です。

見た目こわいけど、優しい人がいる印象

コロナ禍も燃料高騰時も、変わらず運送をして下さるドライバーさんには

本当に感謝しています。運賃·料金が少しでも引き上げられるよう望みま

す。

トラックの運転手さんはいつも道を譲ってくれて、とても優しい方が多い

イメージです。いつも、⾧距離の運転お疲れ様です。これからも頑張って

ください。

全国どこにでも物資を届ける経済の立役者



トラックドライバーは、優しい方が多いと思います。車を右折する時対向

車のトラックドライバーは必ず入れてくれます。私もそんなドライバーに

なりたいと思います。

県内在住だが、県外のトラックドライバーに比べ栃木県のトラックドライ

バーは運転マナーがいいと思う。

ドライバーさんはイメージ運転荒そうですが、実際目の当たりにすると横

断歩道で積極的に停まってくれたり道を譲ってくださったりととても優し

い方が多くいつも助かっております。

ブラック企業

運転たけでなく、荷物の積み下ろしや配達など、仕事内容が多岐に渡って

いて大変そう。

女性も多くなってきたと思いますが、昼夜問わず働いている印象なので、

もっとお給料あげても良いと思います。

人材不足で過酷な環境でお仕事されていると思います

我々日本人の生活を支えているのは物流業界である

あまり気にしたことがありませんでしたが、あまりにも負担が大きいこと

に驚きました。労働改善されることを切に願います。

荷物の輸送、毎日御苦労さまです。

一部、トラックドライバーにおいて無茶な運転をするドライバーがいま

す。このようなドライバーが要ると物流業界全体の評判が悪くなります。

こわい

大変な仕事だと思う

大変なお仕事だと思いますが、たくさんのドライバーさんのお陰で今の物

流が成り立っていると思います！ありがたい！

ネット通販を多用する時代になり今まで以上になくてはならない存在。そ

して「あす楽」「AmazonPrime」等ではビックリする速さで到着しト

ラックドライバーさんに感謝しています。

とても遅い時間から働き続けていただいて、私たちが見えないところでい

つも働いていただいてるなという印象。



ドライバーさんの交通マナーが良いことをいつも感じてます。私も見習っ

て行こうと気づかされます。

義弟２人もドライバーですので他人事ではありません。頑張って下さい。

応援しています。

航空業界同様に、トラック輸送にも燃料サーチャージは必要です。

大変なお仕事お疲れ様です。いつもありがとうございます。

荷物を運んでくださるドライバーの皆様には日頃より感謝しております。

父もトラックドライバーでした。いつもさらしまいてました😊皆様もお

身体をお大事になさってください。

協会で政府に圧力かけていただいて、燃料の高騰を抑えてもらってくださ

い

私が子どもの頃は、荒々しい運転をするドライバーさんが多い印象でした

が、最近のドライバーさんは、とってもマナーが良い印象です。我が家の

子どもも信号のない横断歩道を渡してもらってから、トラック大好きで

す。

トラックドライバーの労働環境改善が理解できました。

私たちの生活を担ってくれる方々に、この場を借りてお礼を申し上げま

す。

トラックは、必要なため、トラック業界の労働環境改善が必要。

特に無し

今後もがんばって下さい。

お疲れさまです。

体力や神経をつかう大変な仕事でごくろうさまです、事故のないよう健康

に気を付けて頑張って下さい。

安全運転を心がけて頑張って下さい

生活必需品の輸送ご苦労様です。一部のマナー違反のドライバーのせいで

トラックドライバー全体が悪い印象な気がしますが善良なドライバーの方

が多いのでこれからも頑張ってください

チラシを見て２割⾧い労働時間、小規模事業者は運賃料金の値上げ交渉さ

え出来ない事を知りました。当たり前に食品が買えるのはトラック業界の

方達のおかげなんだと改めて気付きました。



トラックドライバーが交通量の少ない深夜に走っていると聞き、24時間

３６５日どこかでトラックは走っているんだなあと思うと大変な仕事だ

し、私たちの生活においてなくてはならない役割を果たしていると思うと

頑張ってほしいと思います

ナシ

生活社会を支えるうえでの重要な役割を担っていると思います。改めて大

変なお仕事だと思いました。

色んな荷物を近い場所もあれば遠い所まで運んで頂きありがとうございま

す。これからも安全運転で事故や怪我など気おつけて頑張ってください。

いつもありがとうございます。

頑張ってほしい

いつもありがとうございます❗

大半のトラックの運転手さんはきちんとしてらっしゃる方が大半なんです

が一般道や高速道路などで夜遅く走ってる方など稀にスピードが出ている

方がいるのでそういった方々は怖いなと思う事があります

再配達にならないよう、注文時や配送お知らせをいただいた時に、在宅日

時を確認したいと思います

大変助かっております。いつも有難うございます。

大変なのはわかりますが、なるべく低価格での配送をおねがいします!

送料無料との表現は、おかしいと思う。送料負担と言うべき。

トラックドライバー必需品です。

ドライバーの中には一部ではあるが危険運転をする者もいて、印象が悪

い。各種講習会等にて啓発を行って欲しい。

遠距離ドライバー大変です。頑張って下さい☺

物流業界が円滑に物資を輸送してくれる事で私たちの生活が成り立ってい

るので、特にトラックドライバーの皆さんには感謝しています。

いつも、大変頑張っていると思います。感謝です。

生活を支えてくれている、物流業界なので、適切により良い環境で仕事が

出来ること願ってもないます。



トラックドライバーの方々、いつもありがとうございます。全てのドライ

バーの方が、安全運転を心がけ、色んな場所迄荷物を配送して頂ける事を

願っています。

いい人と悪い人がはっきりしている。多くはいい人だと思うが。

雪でも台風でもなんとか荷物を届ける！というドライバーさんには本当に

感謝しています。最近はAEDを搭載してるトラックもちらほら見かけま

す。事故にあった時、緊急でAEDが必要な時、偶然通りかかったトラッ

クがAEDを貸してくれるのって凄く助かる事だと思います。（田舎だと

AEDが必要でも近くにない事があります）これからもこの取り組みが増

えてほしいです。私たちが便利に生活できてるのも安全に迅速に荷物を運

んでくれてるドライバーの皆さんのおかげでもあります。これからも安全

運転で頑張ってください！

私の義理の弟もトラックドライバーです。夜に出発し早朝帰ってくるシフ

トもあり年齢的にも辛いといいながらも頑張って働いています。物理業界

も高齢化してきて給料も安いし若い子がなかなか入ってこないと聞きまし

た。トラックドライバーの労働環境が改善するように私たちにも何かでき

る事があれば協力していきたいです。

トラックドライバーの印象は昔(２０年前)に比べて交通マナーを遵守して

いる印象が見受けられます。トラックドライバーの質は上がっていると思

われます。この物流業界は日本経済の重要な役割を担っていますので、従

事されている方々には頑張って頂きたいと思っています。

公私共に物流なしには生活が出来ません。大変感謝しています。ただ一部

の運転手さんの運転マナーでトラック業界全体にいいイメージを持たない

人もいます。交通ルールはお互いが謙虚に譲り合ってゆとりある運転でい

きたいものです。

いつも素早く的確な運送業務を行って下さり感謝しております。これから

もお身体に気を付けて頑張って下さい。

トラックの燃料自体を変える事を車業界と話し合う。

コロナ禍で良くやっていると思います

トラックドライバーは荒っぽく見えるけど、実はいい人なんだね、もう引

退したけど親戚にもlました。



労働に見合った賃金にしてほしいですね

燃料がたった１円上がっても凄いんですね

頑張ってください

私たちの生活を支えてくれて、ありがとうございます

物流業界がなくなると必要なものが届かなくなってしまうので労働時間や

燃料問題を解決すべきと感じました。

トラックが動かないと世の中が止まるほどトラックはなくてはならない大

切な存在。いつもありがとうございます！

朝早くから夜遅くまでご苦労さまでございます

是非ドライバーの労働環境改善を運輸省国土交通省に何らかの協力は?税

金対策等

⾧距離運転大変ですが御安全に

会社員ですが、会社には毎日トラックの車がきます。いい方達ばかりなの

で、頑張って欲しいなぁといつも思っています。

⾧距離や夜間運転などの運転により、腰痛や体調不良等に苦労されている

印象があります。その上燃料も上がりが厳しい中で物流をスムーズにこな

してくださっている方々に頭が上がらない思いです。物価の上昇は苦しい

ですが、少しでもドライバーの方等に優しい環境が作られることを願いま

す。

このチラシによって知り得なかったことを知ることができてよかったなと

思います。ありがとうございました。

縁の下の力持ちでもっと評価されるべきだと思うが、例えば交通ルール遵

守など意識の個人差が大きくて、世間的には印象が悪いのでは。いいドラ

イバーさんもたくさんいるはずなのにもったいない。

いつも安全運転でお願いいたします。

大変な時期でも活躍してもらってるので大変感謝しております

毎日 本当にありがとうございます( ^_^)



いつもありがとうございます。皆さんが日夜頑張って下さっているおかげ

で、私たちの生活が成り立っている事に日々感謝しております。今回宇都

宮清原球場で頂いたチラシを読んで燃料価格の高騰の問題について知る事

が出来、大変な危機である事を理解致しました。それ以外にも人員不足の

問題や様々な過酷な環境下でお仕事されていることに、本当に頭が下がる

思いです。この様な問題は決して他人事ではなく、私たちの生活にも直接

大きく関わってくる問題だと思いますので、１日も早く労働環境や燃料価

格高騰の問題などが改善される事を願うばかりです。

24時間大変ご苦労様です。安全第一で、頑張ってください。

夜も働いて大変だなと思います

全員ではないですが、ゴミを、ポイ捨てするイメージ。労働環境改善も必

要だが、モラル等の教育も取り組んでいただきたい。

⾧時間勤務、道路事情と過酷な条件で頭が下がる思い、頑張れのエールを

送ります。

がんばってください

感謝しています。

厳しい仕事環境と思いますが、おかげ様で国民生活が成り立っています。

ありがとうございます。

トラックのドライバーさんは、いつも歩行者や他の車に道を譲るなど優し

い方が多くて感謝しております。ありがとうございます。

一部の運転手に、マナーの悪い運転する人が居ますね!

毎日仕事があって大変そう

物流で働いています。とても大変ですが、ドライバーさんもお疲れ様で

す。

仕事に対して一生懸命な方が多いです

生活に必要なものを運んで頂きありがとうございます♪

毎日安全運転をお願いします。

いつもありがとう

ガソリンの価格を上がらないようにするにはどうしたらよいですか?



新4号線を走行しているトラックに、前がつまっているにも関わらず煽ら

れ、さらにクラクションも鳴らされ続けたことがあるので、トラウマに

なっている。続けた

家まで運んでくれることはとても助かります

不健康になりそう

いつもありがとうございます。

これから暑くなりますが、充分休んで安全運転よろしくお願いします。

たいへんですね

いつもありがとうございます。頑張っていただきたいです。

ネット販売など増えてきて大変だと思う

いつも大変お世話になっております。トラックの事故が取り上げられるこ

とがありますが、その背景にこのような厳しい状況があったのかと、なん

とも言えない気持ちになります。オンラインショッピング等が盛んなこと

もあり、想像できない程の業務量であると察します。無駄にオンラインで

買い物をしないことがドライバーの方々の負担軽減になるのかはわかりま

せんが、不自由なく生活できている裏側でドライバーの方々の努力がある

ことを忘れずにいることが、今自分にできることと考えます。

規則を守ったドライバーが多くなったように思います。しかし、煽るよう

な危険な トラックがいるのも確かです。

ネットショップが増えて配送等大変だと思います。いつも助かります、あ

りがとうございます。

頑張ってください

⾧距離運転おつかれさまです！

安全運転と健康管理を常に心がけて私たちに幸せを届けていただきありが

とうございます。

安全運転でお願いします

印象 朝早くから夜遅くまで働くイメージを持っています。

トラックドライバーの方の過酷な労働環境知りませんでした。国内輸送の

ほとんどを担っている事に、もう少し国民は理解をしめさなければならな

いと思いました。



自分自身物流関係の仕事をしています。

経済発展するためには、トラックドライバーは、必要不可欠頑張ってくだ

さい。

ガソリン代の高騰は、物流業界に負担がかかると思うので、ガソリン税の

値下げ等を行うことで負担が減ってほしいなと思っています。人口減少に

よる労働人口の減少に対応するためには、トラックドライバーについても

賃金を引き上げるなどの政策が必要だと思われます。

日本の物流を支えてくれている皆さんには感謝しかありません。

トラックドライバーは休みが少ないイメージ。

頑張っているイメージ。ただ、交通マナー・ルールには重きをもって運転

に従事して欲しいです。

大変な仕事だと思います。事故に気を付けて頑張ってください。

みんなの為に絶対必要な物流なので頑張ってください。

髪型などが自由な会社が多いイメージで、一見怖そうに見えるが、交通マ

ナーが良い人が多いイメージ

自家用車を運転している時に見かけるトラックはかなり遠い他県ナンバー

だったりするので、⾧距離運転大変そう…と思ったりしています。

労働環境が過酷なイメージ

物流を支えてくれてる

日頃、私達が普通に生活出来ているのは、トラックドライバーの方達の努

力により物流が滞ってないからです。いつも感謝の気持ちでいっぱいで

す。

いつもありがとうございます

⾧距離の走行で大変だなと思います

昔は、スピードを出しすぎたり、荒い運転をするイメージがありました

が、最近は、横断歩道で止まってくれたり、優しい運転をしてくれるドラ

イバーさんが、増えたように思います！

トラックドライバーさんいつもありがとうございます。

トラックドライバーさんへ 安全運転で お願いします。

道を譲ってくださる等の配慮が素晴らしいと思います。

年配の方のドライバーが多い印象があります。



運転が荒い方が多い

運転マナーが悪い

「いってらっしゃい」安全運転を努め、無事に帰社する事を待っていま

す。「おかえりなさい」

92パーセントもトラックがになっているとは思いませんでした！これか

らもお世話になります。

個人でもガソリン高騰は厳しいのに…こうして数字で示されると業界の厳

しさが伝わります。

トラックのドライバーさんは夜遅くまで働いていて、日本の物流を支えて

いるという印象です。

日本経済発展のため、健康に留意されてご活躍ください。

がんばれ！

交通マナーは良い方だと感じます。

ガソリン価格が高騰して、凄い大変だと思います。また、ネット通販等も

コロナになってから増えてドライバーの方々には感謝しかありません。

大きな車の運転手さんは親切です。

色々と危険なこともあるとは思いますが、これからも頑張ってください。

これからも安全運転第一でお願いします。

昔ほど運転が穏やかになった様な気がする

いつもありがとうございます。トラックドライバーさんのお陰で生活が送

れていることを感じます。

一部とは思いますが、乱暴な運転をする方がおられます、

とても大変なイメージ！⾧距離の運転時は一人で運転するのは事故の危険

が高まるので、もう一人乗車して安全に走行してほしい

とても頑張っています！ 各社協力して合い積みシステムの構築が必須だ

と思う。

法定速度をしっかり守っていて 安全な運転をしていると思う

日夜有難うございます

安全運転でお願いします



トラックドライバーさんの頑張りで私達の生活が成り立っている事に感謝

します。

大変なお仕事です。日本の経済を支えているドライバーの皆さんの労働環

境を何とかするべきです❗

⾧時間労働なのに給与が低水準

トラックドライバーさんは、運転のプロでもあり、道を譲ってくれるなど

優しいイメージがあります。譲ってくれるなど、優しい

うちもセブンのトラック運転してますが、大変です…

業界全体の実情をもっと強く訴えて政府からの支援や補助金を支給される

べく取り組みが必要

ネットショップで買い物をすることが多いので、物流業界のおかげで生活

が成り立っていると言っても過言ではありません。

安全運転のドライバーさんが増えてきている印象です。中にはまだ、かな

りのスピードで走ってるドライバーさんもいらっしゃいますが…

いつも大変で休みが取りにくいという話をよく聞く。燃料価格の適正な価

格転嫁もそうだが、将来的にはドローンや高速道路を中心とした自動運転

車導入によってドライバーの負担が軽減されるような仕組み作りがされる

ことを願う。

いつもお世話になっているので、感謝しかありません。これからもよろし

くお願いいたします。

がんばってる

運転手さんは昔と違って親切な方が多い気がします！

燃料費高騰で大変でしょうが、人に優しい安全運転で頑張って下さい。

ネット通販が当たり前の時代になりましたが、最近はドライバーさんの負

担を増やしたくないと思い、ネットではなく店舗で購入しています。それ

でもたまにネット通販を使用していますが、不在票が入っていると申し訳

なくなります。忙しい中、日々荷物を運んでくださるドライバーさんに感

謝です。ドライバーさんの労働環境が良い方向に進むことを願っていま

す。

安全運転お願いします。



トラックの運転手さんは、いつも道を譲ってくれたり優しく余裕のある方

が多いなと思います。

商品を大切に運んでくれてありがとう

労働時間が⾧いうえに、見合わない賃金では担い手が集まらないのも無理

ないですね。社会全体で考えていく時期に来ていると思います。どんどん

声を挙げて下さい。

コロナ禍で大変な中、物流を動かしてくれて感謝です。

トラックドライバーの労働改善頑張ってほしい

⾧距離運転がとても大変だなと思う

生活を豊かにするため、ご苦労さまと思います。

いつもご苦労様です。トラック業界に限りませんが、適正報酬を得られる

よう運賃の多少の値上げは許容されると思いますので、勇気を持って値上

げしてほしいと思います。

運転があらいイメージ

トラッピーの絵本を6冊持っていて何回も読んでいるので、息子もトラッ

クのお仕事すごいね！と言っています。

物流費用はどうしても削減の対象となりやすく、法律による保護をするこ

とに対し消費者の理解を得られるようもっとお金をかけても良いと考え

る。

頼りにしてます。頑張ってください。

高速道路の料金を下げればトラックドライバーの賃金が改善されると思い

ます。

なかなか表立って称賛されることが少ないですが、国民の暮らしを支えて

いる縁の下の力持ちと思ってます。いつもありがとうございます。彼女の

父は体を壊す前まではトラックドライバーでしたのでチラシに書かれてる

労働環境については多少理解してます。安全に止まれるよう開けてる車間

距離への割り込みなど個人でできることは引き続き続けていきますので労

働環境改善がんばりましょう

日本の物流を支えていると思う

日頃から頑張っている皆さんを応援します！



以前より丁寧な運転をしているドライバーさんが増えているかと思いま

す。

コロナ禍がネット通販を加速していると思うと同時に、それに関わる運送

業界は、ますます大変だなぁと、いつも考えてしまいます。

大変だと思いますが、頑張ってください

身体的負担の大きいトラックドライバーが薄給なのは、おかしいと思いま

す！未来のために出来ることは何でもしたいです！！

いつも宅配を利用させて頂いてます。ありがとうございます。

ネット通販が増えてる中、丁寧に運んで頂いてありがとうございます。

私達の生活で欠かせない輸送を毎日不便なく出来るのもトラックで生活用

品、工業、建設業、他を流運んでくださっているのはホントにありがたい

ことだと思います。燃料費高騰や人員の高齢化問題と色々ありますが日々

感謝致します。

いつも安全運転をしている印象があります。

物流あっての我が国の経済、その大部分を担うトラック輸送に関係する皆

様、燃料価格の高騰などの苦難に負けず元気に頑張ってください

トラックドライバーの皆さんのおかげで、当たり前にモノが供給されて、

買える生活をできています。ありがとうございます！

親切、いかつい

トラックドライバーの方は怖いイメージがあります。

親切、いかつい

カッコイイです

大手から中小まで様々な規模の事業者がある中、業界の取り組むマナー向

上や労働条件向上の施策が、末端のドライバーまで届いていないように感

じる。

男性の職業

昔の人と印象が変わって、良い人が増えた。

休憩もままならないぐらい大変な仕事なのに給料は歩合制が多く、改善す

る必要がある。

最近のドライバーはマナーを守る人が増えてきた。親切なドライバーも増

えてきた。


