の進 め方
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中 小企業

現
新型コロナウイルス感染 物流を手掛けている中小企
拡大を受け、巣ごもり需要 業の現場の改善や事業拡大

課題として、ＥＣに対応

リスクは多い

新規参入時の

によるＥＣの利用が増加。 の参考にもなるはずだ。
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と起きやすいもの
である。
運転や荷役作業
中の事故やミスを
防止するには、乗
務員の確認をサポ
ートするためのも
のを中心とするこ
とを改めて念頭に
置く必要があるだ
ろう。また、それ
以外のものがない

策が専門。

授。企業の交通安全対

究員、慶大院特任准教

ンサルティング主席研

東京海上日動リスクコ

火災保険入社、現在は

＝１９９１年東京海上

きたむら・のりやす

述べる。

押し機能については次回に
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標準的な運賃は、業界
の働き方改革、持続的な
物流、ドライバーの処遇
改善を実現するために必
要な運送原価を回収でき

の。改正貨物自動車運送

る運賃の目安となるも

事業法に盛り込まれた、

新型コロナウイルスの影響もあり、届け出の進ちょくは
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ついて説明する。既にＥＣ 費用の負担は大きくなる。

届け出てから磨き上げを

ＥＣ物流への対応
運賃と標準的な運賃

新型コロナを
言い訳にせず

２０２４年３月末までの

昨年４月の標準的な運賃告示から９カ月が経過した。
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