
「台風等による異常気象時下における輸送の在り方について」に関する

意見募集結果について

令和２年２月２８日

国土交通省自動車局

国土交通省では、令和２年１月６日から令和２年１月１７日までの間、「台

風等による異常気象時下における輸送の在り方について」に関する意見の募集

を行いました。

その結果、本件に関して、５０件の御意見が寄せられました。

お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙の

とおりまとめましたので公表します。なお、本件に直接関係がなかった御意見

についても、今後の施策の推進に当たって参考にさせていただきます。

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進

に御協力いただきますようよろしく御願いします。

１ 実施方法

(1) 募集期間 令和２年１月６日（月）～令和２年１月１７日（金）

(2) 周知方法 電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載

(3) 意見提出方法 電子メール、ＦＡＸ及び郵送

２ 意見数

提出意見数 ５０件 （提出者数２５名）

３ 問い合わせ先

国土交通省自動車局貨物課

電話番号 03－5253－8111（内線41334）
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（別紙）

御意見の概要及び国土交通省の考え方

御意見の概要 国土交通省の考え方

避難勧告や避難指示が出された場合や予 避難勧告等が発令されるような状況では
測される場合には、輸送することは適切 気象庁からも警報（特別警報を含む。）が
ではないという方向性をしてほしい。（類 発表されていることが想定されるため、
似意見２件） 避難勧告や避難指示も踏まえながら、警

報発表時の目安のとおり判断していただ
くことが適切であると考えています。

避難勧告が発令されている場合又は予測 本通達に定める基準や取扱い等について
される場合には、安全輸送の確保ができ は、事前に運送契約書に定めておくこと
るか否かを荷主と協議し、運行の可否を が望ましい旨、本通達に明記します。
判断する旨、荷主との契約条項に盛り込
むよう推奨してほしい。

異常気象時の輸送は、国土交通省だけで 本取扱いについては、荷主の理解や協力
なく、荷主企業を監督する省庁と共同し、 が不可欠であるため、本通達の発出に合
荷主企業への理解活動から始めるべき。 わせ、関係省庁の協力も得て、荷主団体

等へ周知を行う方針です。

基準に違反した場合の罰則を設けるべき。 現在も異常気象時における措置に関する
規定があり、当該規定に違反したトラッ
ク運送事業者は、警告又は１０日車の行
政処分が行われます。また、運送を強要
した荷主など、違反原因行為をしている
疑いのある荷主に対しては、勧告等が行
われます。

運送する貨物によって運送の可否を判断 ご意見のとおり、運送する貨物等によっ
すべき。 て個別具体に事情が異なると考えられる

ため、本通達の内容を踏まえ、トラック
運送事業者と荷主とで個別にその取扱い
を定めていただくことが必要であると考
えます。

意見提出の締切りが３０日未満である理 行政手続法において、命令等を定めよう
由を示すべき。 とする場合には３０日以上の意見提出期

間を設けた上、意見を求めることが規定
されていますが、本通達は命令等を定め
るものではなく、異常気象時の輸送の目
安等を定めるものであり、本来、行政手
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続法に基づく意見公募手続は不要です。
しかしながら、広く一般の意見を聞くこ
とで本通達の実効性がより高まると考え、
３０日間に満たないものの、意見公募手
続を行ったところです。

異常気象時における本取扱いを荷主団体 本取扱いについては、荷主の理解や協力
等へも周知徹底すべき。（類似意見４件） が不可欠であるため、本通達の発出に合

わせ、関係省庁の協力も得て、荷主団体
等へ周知を行う方針です。

荷主が運送を強要した場合には荷主勧告 本取扱いについては、本通達の発出に合
制度の対象となることについて、明文化 わせ、荷主団体等へ周知を行うこととし
又は関係者へ周知徹底すべき。（類似意見 ており、その際、運送を強要した場合等
２件） は、荷主勧告等の対象となる旨、併せて

周知する方針です。

荷主が運送を強要した場合には荷主勧告 荷主が運送を強要したことが確認できた
制度を積極的に適用されたい。また、地 場合には、逐次、働きかけ等を行って参
方実施機関が行う巡回指導の際にも実態 ります。お持ちの情報があれば、以下へ
を聴取すべき。（類似意見１件） お寄せください。

https://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk4_0
00043.html

一定以上の災害が予想される場合には、 運行中止の判断は、運送する貨物等によ
運行中止の判断を行政が行うべき。 って個別具体に事情が異なると考えられ

るため、本通達の内容を踏まえ、個別に
トラック運送事業者と荷主とで決定して
いただくことが適切であると考えます。

計画運休が行われた場合に、運行を開始 本通達に定める基準や取扱い等について
してしまっているトラックについては、 は、事前に運送契約書に定めておくこと
安全な場所で待機できるように促してほ が望ましい旨、本通達に明記する方針で
しい。 あり、ご意見のような対応についても予

め運送契約書に定めておくことが望まし
いと考えます。

輸送中止の判断は荷主が行うべき。 輸送中止の判断については、荷主とよく
相談等していただくことが大前提である
と考えています。その上で、具体的な取
扱いを予めトラック運送事業者と荷主と
で定めておくことが望ましいと考えます。

気象庁の観測値の風速以外にビル風や走 今後の施策の検討の参考とさせていただ
行中の遠心力の影響等も考慮すべき。 きます。

高速道路が通行止めとなった場合の判断 今後の施策の検討の参考とさせていただ
基準も考慮すべき。 きます。
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「荷主から運送を強要された場合の対応 荷主から運送を強要された場合には、国
を定める」とあるが、具体的にどのよう 土交通省へ通報することを規定します。
な対応を行うのか。

輸送中止の判断を行った場合、荷主に対 輸送を中止した場合の取扱いについて予
しての賠償は免責されるのか。 め協議し、明確にしておくことが望まし

いと考えます。

輸送の可否、中止等の判断を運送事業者 輸送中止の判断については、荷主とよく
に委ねるのは何故か。 相談等していただくことが大前提である

と考えています。その上で、具体的な取
扱いを予めトラック運送事業者と荷主と
で定めておくことが望ましいと考えます。

暴風雪時の目安の基準は設けないのか。 ご意見を踏まえ修正します。

降雪時の基準は「概ね１２時間で３０ cm 添付した表の脚注に記載したとおり、大
以上」の基準が全国一律で適用されるの 雪に関する注意報・警報の発表基準は市
か。（類似意見１件） 区町村単位で異なり、すべての市区町村

の基準を網羅的に定めることは困難であ
るため、添付した資料のような記載とし
ました。なお、他の意見も踏まえ、降雪
時の基準については修正することとしま
す。

降雨時と暴風時の目安には「輸送の安全 降雨時・暴風時・降雪時・警報発表時そ
を確保するための措置を講じる必要」、降 れぞれの個別具体の状況に応じ、走行中
雪時には「必要な措置」、警報発表時には であれば路肩など安全な場所で一時退避
「輸送の安全を確保するための措置」と するなどの対応を想定しています。
記載されているが、具体的にどのような
措置を取ることが求められるのか

「大雪特別警報」が発表されるような深 警報発表時（特別警報を含む。）の目安の
刻な大雪の場合は、輸送の中止の判断が とおり判断していただくこととしていま
されるべきであるため、「降雪時」の基準 す。
にも「輸送を中止することも検討すべき」
の記載を加えるべき。

降雨時の５０mm/h以上の基準に達した場 個別具体の状況によって異なりますが、
合は、輸送を必ず中止しなければならな 輸送の安全を確保するための措置を講じ
いのか。それとも輸送の安全を確保する ることが出来る場合には、運送を行って
ための措置を講じれば、輸送をしてもよ も問題ないと考えます。
いのか。

濃霧の基準を「２０m以下」としたのは何 他の分野等の基準を参考としました。
故か。
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「雨の強さ等」について、「20〜30mm/h」 本基準は運送の目安であるため、これを
「30〜50mm/h」等の記載があるが、30mm/ 参考としながら、トラック運送事業者と
h、50mm/hのときにどちらの基準が適用さ 荷主とで個別に協議等していただくこと
れるか不明なため、「20〜30mm/h未満」「3 が重要であると考えています。
0〜50mm/h未満」のように記載すべきでは
ないか。

「警報発表時」の記載があるが、「注意報 注意報が発表される事態にあっては、添
発表時」や「特別警報発表時」の対応の 付した表の各種目安により一定の判断が
記載もすべきではないか。 可能であると考えています。なお、特別

警報については、警報に含まれるため、
警報発表時の目安のとおり判断していた
だくこととしています。

「輸送の安全を確保するための措置を適 ご意見のとおりです。
切に講じずに輸送したことが確認された
場合には行政処分を行う」とあるが、具
体的には何の違反が適用となるのか。異
常気象時等における措置違反（初回違反
「警告」）が適用されるのか。

運行中止の目安は公共交通機関の判断基 鉄道などの公共交通機関で定める暴風時
準と同様にしてほしい。 等の運行の基準は運送事業者各社ごとに

定めており、一律に定められた基準はあ
りませんが、本通達の策定に当たっては、
これらの基準等も参考にしているところ
です。

高速道路を使用する運行であって、高速 ご意見のような運賃や料金の取扱いにつ
道路が通行止めとなった場合は通行止め いては、個別にトラック運送事業者と荷
が解除になるまでの間、運休とするか、 主とで協議し、定めておくことが適切で
迂回した場合には、迂回に要した時間の あると考えます。
対価を荷主が支払うよう義務づけしてほ
しい。

異常気象時では運行不可とすべき。（類似 個別具体の状況により異なりますが、安
意見２件） 全の確保ができない状況下での輸送は行

うべきではないと考えています。

「○○時までに風速が○○m/s」など、時 貨物や、出発地・運送経路等によって運
間的な基準を設けなければ長距離運送で 送に要する時間は様々であり、個別に「○
は判断が間に合わない。 ○時までに」といった基準を一律かつ網

羅的に定めることは困難であると考えま
す。

降雨時に全ての場所で通行が出来なくな 本基準はあくまで運送の目安ですが、ど
るわけではないため、「輸送することは適 のような安全の確保に係る措置が可能か
切ではない」という表現を「アンダーパ 否かについては、個別にトラック運送事
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スなど水が溜まりやすい場所を避けるべ 業者と荷主とで協議していただくことが
き」という表現に変更するべき。 重要であると考えます。

暴風時について、「通常の運転が困難とな 「車両への影響」の欄は、あくまで考え
り、急な突風などでトラックが横転する られうる影響を例示したものであり、横
危険性がある。」、「走行中のトラックが横 転等が必ず発生することを示すものでは
転する可能性が高い。」という表現に変更 ありません。
すべき。

高速道路管理会社や地方整備局で発表さ 今後の施策の検討の参考とさせていただ
れる出控え広報が出されているときには きます。
輸送することは適切ではないという基準
を加えてはどうか。

少雪地域向けの表現として、１２時間５c 他の意見も踏まえ、降雪時の基準につい
m以上の基準も加えてはどうか。 ては修正します。

濃霧時の基準については、「視界が概ね５ 今後の施策の検討の参考とさせていただ
０ｍ以下であるときには輸送を中止する きます。
ことも視野に入れるべき。」という表現に
変更すべき。

荷主から輸送を強要された場合の対応の 本基準はあくまで運送の目安であり、事
目安を定めるだけでなく、事故や問題が 故が発生した場合の対応等については、
発生した場合の事中・事後の事実検証的 トラック運送事業者が定める運送約款や
な観点も考えておいたほうが良いのでは 運送契約書に記載されるべき内容だと考
ないか。 えます。

運送中止を判断する際、荷主に対し運送 荷送人である荷主の了承を得る暇がない
中止の是非を確認する手間を省いた方が 緊急の場合など、特別な事情がある場合
よいのではないか。 を除き、原則として取引きの相手方であ

る荷主の了解を得る必要があると考えま
す。

降雪時の対応として、ホワイトアウト現 他の意見も踏まえ、降雪時の基準につい
象が発生する場合の運行基準についても ては修正します。
追加してほしい。


