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「一年を振り返って」
代表取締役

伊藤

敏彦

今年も残りわずかとなりました。日々の業務ご苦労様です。
重大事故になる様な事はありませんでしたが、入社 1～2 年以内の方々の不慣れな経験からの自損事故が目立つ一
年でした。ウイング車、箱車での高さ認識不足事故が 2 件。2 件で 600 万円以上の修理代や弁金が発生しました。その
他車両の修理や商品事故、品物の検品間違い等。また、一人一人の仕事に対する考え方から起こる無意味な出費。総
額にすると 1 憶円ほどの無駄な経費を使ってしまった一年であり、全て会社、社員が日頃の仕事の中で意識することで減
らせる事ばかりでした。
今年は、コロナ禍で仕事が減ったり人手が足りなかった部署への手助けをしたり、会社としても色々考えさせられる事が
多い一年でした。
また、運送業界が社会の人たちに、「物流の大切さ」が少しは理解された一年だったと思います。
尾張陸運は来年 1 月 16 日で 50 年を向かえます。節目を向かえるにあたって、以前にもかわら版には書きましたが、
50 年以上続く会社は全業種の中で 3％未満です。尾張陸運(株)もその 3％の中の 1 社になります。
来年からは次の 50 年に向かって又、新しい一年のスタートです。
会社は生き物です。今までの 50 年は良かった事が、この先も大丈夫と言う事はありません。
我々、物流で働く者にとって一番大切なのは安全です。「安全に物を運ぶ」事は自分たちの将来を創る事、自分たちの
所得を増やす事、お客様からの信頼をつくる事、社会から必要とされる会社を目指す事。安全が全てに通じている事が理
解できたでしょうか？
日々の業務は単調で面白味のない作業かもしれません。しかし、その業務の中で輝くドライバーや企業は、その単調な
仕事や作業で絶対に失敗や間違いや事故がない！と言う信頼から築かれています。
決められたルールをしっかり守り、事故やクレームのない当たり前の仕事や作業
たえず今日より明日は、精度や効率が上がる向上心
仲間やお客様の為に自分は何ができるのか？を考えた使命感
この基本が次の 50 年の元になっていくでしょう。どんな作業もどんな仕事も誰がするのか？で結果は大きく変わってい
きます。誰でもができる仕事の中に、やりがいや結果にこだわる心がけで向かえる人が、大きな成功につながる人だと思
います。
一つ一つの仕事や作業の中に価値を見出せる人、そんな人になれると人から信頼される人になれるでしょう。人からの
信頼を勝ち取り、自分自身の人生を豊かにする、来年は、そんな人たちが一人でも多くなることで、尾張陸運は次なる 50
年の一歩を踏み出そうと思います。
「凡時徹底」すべてに通じる大切な基本です。
今年 1 年本当にありがとうございました。
尾張陸運(株)

伊藤敏彦

業務本部
副本部長

T

今年の冬はかなり寒いと言われていますが、皆さんの冬支度は大丈夫ですか？
例えば自家用車のタイヤをスタッドレスに変えるとか、バッテリーを確認するだとか、エアコンの効き具合だとか、車だけ
でもいろいろありますね。家であれば暖房器具や冬用の衣服なども夏との入れ替えが大変です。
自分の身の回りでも数多くの事がありますね。
これが会社規模になれば当然多くの人が動き、仕事量も増えていくと思います。一人一人が必要なものを揃えるたび
に、それぞれの仕事が発生するので世の中には不必要なものは存在しないはずですが、中にはずる賢い人がいて他の
人の仕事に乗っかってお金を儲ける人もいますね。
世の中を見ていてずる賢い人が逮捕されたりすれば、当然皆さんも当たり前だと思うことでしょう。しかし、会社の中でこ
ういった方がいても、皆さんは割と見て見ぬふりや過ぎ去ってしまうことが多いと思います。
社会では許されないことが、会社の中では許されてしまうのはなぜでしょうか。
仕事が増えて、会社の規模も大きくなり、携わる人が増えて、また会社が大きくなる。尾張陸運はここ数年で随分と大き
くなりました。扱える仕事も増えたことで、社会の動きとともに会社の動きも活発になります。その一方で人材不足が起こ
り、仕事を回しきれないジレンマが起きています。
そんな中、前述にあるような正しい行いが出来ない社員がいれば、仕事が回らない以上にお客様にご迷惑をお掛けし
てしまします。
自分たちが社会や会社に必要とされたいならば、まずは自らが正しい行いをして周りを大事にしないと自分を大事に
はしてもらえないと思いませんか。
今期 50 期は開始早々から、売り上げ不足や事故の多発、連続する退職者など、次から次へと問題が起きました。そし
て、社内の不具合が外へと広がりお客様までご迷惑をお掛けしています。こうした問題もみんながみんなのために考えて
行動すれば、きっと結果は違っていたと思いますし、来年に向けて今とは違う目標に向かっていたでしょう。
尾張陸運がここまでこられたのは、当然今いる社員のおかげもありますが、やむを得ず退職していった有能な社員も貢
献していたからこそ今があると思っています。
この節目の年に、我々が一緒に働いている意味を考えて、ここからさらに 50 年続けていくには何をするべきかをしっか
り考えて行動していきましょう。
社会のルール、会社のルールを守る意味をはき違えないようにして、会社からも世の中からも必要とされる人財になっ
て、尾張陸運の社員もその家族も全員幸せに暮らしていける労働環境を作っていきましょう！

来年もよろしくお願いいたします。

営業本部

S

副本部長

皆様お疲れ様です。新型コロナがまた流行りつつあります。予防はもちろんメリハリのある行動
をお願い致します。営業本部より 11 月の実績報告と 12 月以降の行動報告になります。
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（昨年度比率 104％）

■課題コミット
・3 月の繁忙期対策
■12 月以降の売上、利益減少リスク
・自動車の生産による便の変動。
■増収戦略
・12 月より稼働予定だった瀬戸市の倉庫が 1 月中旬予定に変更。
・各部署 1～3 名増員を計画。
・床面積を増やし、保管効率と環境向上により、生産性 UP。
今年 1 年も終わろうとしていますが、3 ヶ月後の 3 月には、当社の最大の繁忙期が来ます。
繁忙期をあまり認識ない方もいるかと思いますので簡単にご説明します。
当社の取り扱う商品で、引越し、量販店の家具、オフィス家具があります。3 月は新年度に向け、人が最も動
く時期になります。それにより、普段の 2 倍から 4 倍の荷量が増えます。
例えば、平常月を日当たりトラック 6 台で回していたとすると、それを日当たり 12 台～24 台で回さなくては
いけません。当然自社だけで回せないので協力会社や派遣会社などに協力していただきますが、誰でも簡単に出
来る業務ではないため、毎年苦戦しています。そのため普段定期便を行っているドライバーさんに追加でお仕事
をお願いしたり、一部の方へ一時的に業務の配置転換をしたりしていただいております。これが繫忙期です。
忙しくなるのを嫌う人も多いですが、先月もお伝えしました通り、こういった繁忙が顧客の信頼に繋がり、結
果当社の売上利益に直結しているため、絶対にやらなければなりません。
周りのために「ほんの少しの協力」をしていただく方が 1 人でも多くなることで会社は成長します。
毎年その「人間力の向上」を間近で見ることで、私自身幸福感に満たされ成長を実感しています。
最後になりますが、今年 1 年大変お世話になりました。来年も宜しくお願い致します。
よいお年をお迎えください。

総務課 福祉事業推進室 T

「来年の自分に課せるスローガン」
皆様日々の業務お疲れ様です。
令和 4 年は ①障がい者雇用の安定ならびに促進②子ども園ならびに学童の管理移行③公式サイトのリニューア
ル、SNS を使った広報活動促進、LINE Works を使った社内向け広報・研修等促進を主軸に業務を行います。
障がい者雇用はご存知の通り、社員の 2.3％雇用するよう法律で定められています。８月に提示したアクションプラン
にあった企業在籍型職場適応援助者（ジョブコーチ）が取得できたことで、より具体的な活動を行うことができるようにな
りました。年明けより、在籍されている方の支援をスタートし、新たな雇用・継続支援ができるようにしていきます。
子ども事業は、子ども園の園長業を今期より完全移行。学童はまだ不安定ながらも来年度の（内外）利用希望者がそ
れなりに出てきました。来期までには子ども事業全体を新園長が管理できるよう準備しています。
公式サイトリニューアルは現在下準備中です。今期中完了を予定しています。SNS 広報活動等はまだまだ模索中で
す。是非、ネタ等ございましたらお知らせください。勿論一緒に運営してくれる方も大歓迎です。
今後も様々な形で後方支援していきますのでよろしくお願いいたします。

晴丘事業所 主任

A

「今年やり切ったこと・やり残したこと」
私が尾張陸運にお世話になってから、この一年間が一番短かったと感じています。
瀬戸共配の配車、瀬戸共配の引継ぎ、晴丘事業所の配車引継ぎと、やるべき業務に追われていたからです。
ただ、全てをやり切ったかと言えば嘘になります。日々の業務に追われ、時間に追われ作業をこなすことでいっぱい
になっていました。自分自身のことだけしかできていませんでした。その為に大切な仲間との会話不足、個々に会話もで
きず、業務の悩みや不満、残業時間に関しての話などできていませんでした。その結果、退職者を何名も出してしまい
ました。
今年やり残した事を二度と同じように繰り返ししたくはありません。
まず自分自身の時間管理の徹底をし、業務に関する事やその他の不満不安などを早め早めに解決できる体制を作り
ます。そして退職者を出さない環境作りをしていきます。
来年は「継続」し続ける仕事をしていきますので、皆様宜しくお願い致します。

晴丘事業所 主任

M

「今年やり切ったこと・やり残したこと」
今期より瀬戸共配センターの業務管理をしています。
就任してしばらく、労働時間は長くピックミスも多々あり、毎日皆苦労していました。
数か月経ち、現在私自身業務内容が理解できつつあり、又、各部署の社員の協力もあり、業務時間の短縮はクリア
できました。ピックミスは思い込みなどで起こるため、商品名や JAN コードを数人で確認するなどの対策を取り、一つで
もミスを減らすよう徹底しています。
現在、社員 4 名、バイト 3 名、事務 1 名。共配のメンバーは計 8 名です。
日によっては車輌が足りない日もあるため、来年は共配専属ドライバーを 2 名増やしたいと思います。
夢は瀬戸共配とカンヨー倉庫の一本化と晴丘の倉庫です。
来年は一年間「共配に笑顔！」をスローガンとします。

ツーマン事業部 主任

S

「来年の自分に課せるスローガン」
一部署を完全に任される実力、人間性を身に付ける！今までは O 課長の元、甘えている部分がありました。
自分のバックにはついてきてくれる方がたくさんいるにも関わらず、詰めが甘いところがかなりありました。しかし、今年は
一人で何事も確認をしっかりして総務、経理等、理解を深めそういったところも強くなる 1 年にして、完全に一人立ちをしま
す。
そして年間を通して利益率 5 パーセント以上を一番こだわりやりきります。そして、世代がバラバラな部署ではあります
が、仕事に来るのが楽しくなる、雰囲気の良い部署にします。

ツーマン事業部

主任

I

「来年の自分に課せるスローガン」
みなさん日々の業務ご苦労様です。今年は私自身のやるべき事が上手く出来ずになってしまいました。
現状ドライバーがどんどん育っている中、私自身が成長出来ず悩む日々です。
これではダメだと思っています。また倉庫作業等の管理が上手く出来てないのもあり、今は少しずつ工夫し、倉庫作業を
進めています。12 月は K 様が繁忙期になり、徐々に物流も増えていますがこの先が読めないのも現状です。ですが今新人
ドライバーも加わり今後 K 様班をもっと強くしていきます。頼もしいドライバーが増えるのがとても嬉しいですし、他業務でも
活躍出来ると思います。
私も配送に出たりするときにドライバーに魅せる業務をし、目指してもらえる行動をしていきます、
来年はもっと私自身が向き合い考え行動に移すと共に、K 様の夜の仕分けに関しても修正できるところは修正し、ドライ
バーの朝の積み込み時はもっと安全に出来るように倉庫内の環境整備に勤めていきます。
また新しい倉庫が出来た時は私自身が管理できるようにしていきたいです、
生活事業部 ベンリー 主任

I

「今年やり切ったこと・やり残したこと」

令和 3 年より役職について約 1 年弱活動をさせて頂き、周りのスタッフの事や自分の事等気遣いや的
確な判断や指示、行動が中途半端になっていました。その為、上司や部下に迷惑をかける事もしばしばありました。
来年は、今一度自分の行動や発言を振り返り、現状把握をしっかりしたうえで行動や発言を行います。
本日の作業内容、必要な資材、配置人員、使用車輌、等をしっかり把握しそれにより、人の動き流れをスムーズにしてロ
ス無く効率的に作業をまわし、売上アップに繋げていきたいと思っています。
そして、プロミスの強化を行う為、接客術にも力を入れていきたいと思っています。
接客マニュアルにての勉強会や、マナー講師等を呼びスタッフの育成に繋げて行けたらと思っています。
それと、個人的には高所作業やリフトの運転等資格の取得に挑戦して、作業の幅を広げていきたいと思っています。
自分も含めて、出来る作業、出来ない作業があり作業によって偏りが出来てしまっている現状があります。
その偏りを少しでも減らして行けるように、スタッフの教育に力を入れて行くことにより、これから先の売上向上に繋がって
行くと思いますので尽力いたします。
生活事業部 oh 庭 ya! 主任

I

「来年の自分に課せるスローガン」
私の来年のスローガンは闘い抜く事です。
これを選んだ理由は、来年は勝負の年であると確信をもって言えるからです。来年はｏｈ庭ｙａ長久手店 3 年目であり節
目の年である事と、この 2 年間様々な思い、作業を行って参りましたその集大成となる年が来年です。来年の壁を乗り越
えた暁にはより強固なｏｈ庭ｙａ長久手店になっていると信じています。
来年も精一杯精進して参ります。ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。

本社第二倉庫 主任

M

「今年の振り返りと来年の目標」

全社員の皆様今年も 1 年間お疲れ様でした。2021 年はコロナの影響で仕事が薄くなったり、ワクチンの供給が進むに
つれ緊急事態宣言が解除されると急に仕事が忙しくなったりと仕事のコントロールが難しい 1 年だったような感じがします。
晴丘事務所から本社第二倉庫に移って約 10 か月が経ち、今では自分に合った個人宅配送や引っ越し、事務所移転など
により力をいれて仕事ができる環境で仕事ができたことに嬉しく思います。今少しずつではありますが、数字の勉強をして
いますので来年には第二倉庫の所長としての仕事ができるよう日々努力してまいります。まだまだ私自身未熟者ですがみ
んなが幸せを感じ、仕事が楽しいと思われるよう職場の環境作り、そして他人のことを思いこまっている人がいたら助け合え
る会社にしたいと思います。
まだまだ会社全体で事故が減らなかったり、様々な問題や皆でやるべきことはたくさんあると思います。一つ一つしっかり
向き合って解決し 2022 年は全社員の皆様が満足して仕事ができるよう我々管理職が知恵を出し、働きやすい職場作りに
努めます。
そのためにドライバーの皆様は事故を一件でも減らす努力をし、尾張陸運に「またお願いしたい」と思われるドライバーに
なってください。来年は全員で尾張陸運を盛り上げていきましょう。

本社第二倉庫 主任

2022 年も宜しくお願い致します。

K

「今年の振り返りと来年の目標」
今年は S 課長と M 主任が本社第二に来て頂き新体制で挑みました。僕は安全品質教育を担当させて頂きまし
た。新しい業務で最初は戸惑いました。注意喚起しているのに、ドライバーに伝わらなくて「なんで言ったのにやらな
いんだ」と感情を出したこともありました。しかしそれは全部ドライバーが悪いのではなく教え管理する側のやり方も
間違えていると気づかされました。十人十色で一人一人教え方を考えなければなりません。毎日同じことの繰り返し
ではなく違う問題にぶつかり乗り越える毎日で、つらい時もありますが一つ一つ乗り越えた時の喜びをやりがいにし
日々勉強し挑戦する一年でした。
来年は今の業務を継続しつつ向上し社内の数字関係も覚えていき去年より今年 今年より来年と日々成長して
行きます。

名古屋東営業所 K

「来年の自分に課せるスローガン」
２０２１年の名古屋東は激変の年となりました。
センター長の入れ替え、ドライバーの退職、給料問題、配送品質の悪化、名古屋東の問題点が一気に浮き彫りになりま
した。今年から管理者となり、いきなりこれだけ多くの問題に直面した訳ですから、正直かなり頭かかえましたね。素人なり
にではありますが先輩方からの多くの支えがあったおかげで今年１年を乗り切る事ができそうです。今年から配車業務を
担うようになり 10 月には管理者養成学校へ行かせていただき気持ちの面においても大きな変化がありました。日本一幸せ
な社員を作るためにはどうすればいいのか、今まで考えもしなかったことでした。配車業務はドライバーの幸せを、人生を
左右するとても責任重大な仕事だと知りました。私自身まだまだ力不足ではあるでしょうが、名古屋東には素晴らしい人財
が大勢います。みんなが力を合わせる事がみんなを幸せにする一番の近道です。来年は全員で足並みを揃えて力強く前
進していきます。来年のスローガンは〔勇往邁進〕目的に向かって恐れることなく真っ直ぐ進んで行きます。今年１年お疲
れ様でした。来年も宜しくお願い致します。

名古屋西営業支所 主任

K

「来年の自分に課せるスローガン」
「来年の自分に課せるスローガン」は[一心不乱]です。お客様からの要望に応え、お客様に信頼してもらえる仕事をするこ
とにこだわります。
今ある仕事を継続させて新しい業務を取り込み、乗務員を増やし利益を出す組織になることを目指します。
そのために己が他の模範になることはもちろんですが、さらに自分以外にも模範となる存在を育成することにも意識を向け
ます。
業務を問題無なく行っていることだけで満足せず、お客様がどうしたら喜んでくれるか何を求めているのかを考えられる。
そういう社員を一人でも多く増やしたいし、周りのために気を配り行動できる集団にしたい。理想を上げるときりがないです
が、そうなれるように自分が顧客満足度の向上を意識しながら業務を行って行きます。

名古屋西営業支所 主任

F

「今年やり切ったこと・やり残したこと」
お疲れ様です。名古屋西営業所の F です。今年一年を振り返って、僕自身というか全員でやり切れたことは、西営業
所から「退職者」が一人も出なかったことです。西営業所は、去年に比べて人員が大幅に増加しました。新しい業務に加
えて、人員の配置転換や新人育成、時間に余裕のない毎日の中で、主任・班長だけで全体を見るのはとても大変でした
が、営業所全体で助け合いフォローしあうことで、様々なイレギュラーにも対応し、今年入社した新人の方たちともコミュニ
ケーション取り、チームワークが強化できたと思います。この流れで今年一年を無事終えたいです。
「やり残したこと」は、今年の目標とした自分のスキルアップです。今年は自分の出来る事を一つでも増やし、業務の幅
を少しでも広げたいと思い、主任としてのスキルを上げようと業務に携わってきましたが、日々の業務で手一杯になり、目
標を達成する事が出来ませんでした。来年は必ず出来る様に考えて行動していきます。50 期から主任・班長で営業所を
回しています。自分たちの出来ていないことが数字となって目に見える形で出ます。今期の出だしはあまりいいものとは言
えませんが、少しでもいい結果になる様に力を合わせて頑張ります。

名古屋西営業支所 主任

T

「来年の自分に課せるスローガン」
12 月に入り一段と寒さが増し皆さん体調は大丈夫ですか？また、繁忙期に入り忙しい日々をお過ごしではあると思いま
すが体には気を付けて頑張ってください。
さて、ようやく納まりつつあるコロナですが、昨年今年と名古屋西の業務にも大きく影響しました。思うように売上が伸び
ず今期 8 月、9 月、10 月と赤字になってしまいました。『コロナだから仕方ない。』といってしまえばそれまでですが、それ
でも私達管理者は売上を求め続けやっていかなくてはなりません。その覚悟と行動が私には足りていませんでした。やっ
ていたつもりになっていただけで実際には出来ていませんでした。現在はタイヤの時期に入り忙しくさせていただいては
いますが、時期が終わり閑散期に入った際今のままでは同じ事の繰り返しになってしまいます。そうならない為にもまずは
自分の考え方や行動を見直し常に考え行動していきます。そして自分の行動で周りを動かしていけるそんな管理者になり
ます。また自分たちで立てた節目の 50 期の予算を達成する為にもとことん売上と経費削減にこだわり『力戦奮闘』して業
務に取り組みます。

クローズ
アップ

サティスホールディングス

伊藤代表

尾張陸運株式会社 伊藤代表取締役
新年会も事業計画発表会も 2 年なくなり、お会いしたことがない社員も多くなっているかと思います。
仕事に対する考え方は勿論、人となりが伝わるといいなぁと思います、
まずはスタンダードに。休みの日はどう過ごしてますか？
仕事終わってからの半分はお寺。今、お寺の役をやってる関係上で、みんなで会議やったり人を動かす仕組みを作った
り、会社と同じような事をやってる。みんなで掃除しようっていう会があったり、説法を聞く仕組みを作ったり、そんな
ことをするお役をやっているから 19 時から 20 時・21 時、週 4 くらいそれ。
土曜日の午前中は仕事して、午後からはドライブしたり料理作って友達とお酒飲んだり。
料理？作るんですか？
そう、料理。調理師学校卒業して元板前ですから。日曜日は食べ歩きやドライブ、たまに孫と遊んだり。
ちょうど料理の話が出たので次の質問、今までで一番おいしかった食べ物は？
三重に行った時に食べた松坂牛のすき焼き。あとは生ガキね。的矢の牡蠣。伊勢海老の刺身とかね。
全部三重県じゃないですか！
三重県が一番おいしいものばっかりある。酒が好きなんですよ。酒が好きで、その酒に合った食べ物を食べるのが好き。
ワインにはフランス料理、焼酎には九州の生もの、紹興酒だと中華料理、ビールでフライドチキンとソーセージとかね、
酒飲むのが好きだから食べるものにもこだわるよね。美味しく酒を飲もうと思ったら美味しい料理じゃないと美味くない
もんね。大体夜は自分で作ってるんですよ。酒のつまみとかね。
定番のつまみは？
今は殆ど鍋ばっか。湯豆腐とか、牡蠣入れた鍋とか。
季節でもありますものね！
では、趣味つながりで。以前代表が描いた絵を見たことがあるんですが、絵の他にも趣味はあるんですか？
絵はね、前に家をリフォームしてくれた人が絵を教えてる人で、3 年くらいやったかな。
Y さんはまだやってるけど僕はもう辞めちゃった。
時間と気持ちのゆとりがないと絵は出来ないからね。
9 年前に O（前の課長）にお寺に連れてってもらって、そのお寺の別院が二年前に瀬戸に出来たんですよ。
そこのお役をやり始めてから毎晩のように行かなきゃいけなくなったんで、絵を描く時間が無くなっちゃった。
じゃ、今の趣味は…ん、
、お寺？ そうそうそう（笑）
若い時は一緒にバイクもやっとたじゃんね？（後の写真参照）
でももうバイクも怖いもんでさ。怖いし寒いし（笑）
バイクと料理とお寺と…あとは何かやってましたか？
後は読書かな。なんでも読むよ。小説も雑学も経済書も何でも
読むよ。マンガも。
え、マンガも？
若い時、マンガでも勉強してたからね。サラリーマン金太郎で
組織を勉強してさ、ナニワ金融道で裏社会を勉強して（笑）
僕は本宮ひろしが大好きでね、あの人は壮大な夢のある話を描
くのがうまいじゃんね？
本宮ひろしの描く漫画は男が読むとワクワクするよね。
あー、本宮ひろしはちょっと 18 禁的な物も多いですよね（笑）
代表のおススメの本はなんですか？
おススメっていうより、僕は「金持ち父さん

貧乏父さん」って言う本で会社の仕組みの根底を勉強したよね。

もう 20 年前の古い本でロバートキヨサキって人の本なんだけど、この本に出合ってなかったら多分ここまで会社がう
まくいくことはなかったと思う。日本人って小・中・高とお金の勉強ってしんでしょ？例えばここに 100 万あったとし
て、100 万を貯金する人はいても 100 万を 200 万にする人はおらんでしょ？
お金のために働く人はおってもお金を自分の為に働かせる人はおらんでしょ？僕は自分の為にお金を働かせるって発
想をその本で学んだわけ。

お金のために働く人はおってもお金を自分の為に働かせる人はおらんでしょ？僕は自分の為にお金を働かせるって
発想をその本で学んだわけ。
ドライバーの子が一生懸命動いて 2 トン車一台当たりで 60 万の売り上げがあったとしても、給料・修繕・税金・燃
料・償却・管理費と払うと会社に残るのは 3％。1 万 8 千円（笑）事故一回で簡単にマイナス。だから倉庫を増やして
環境を整えてるわけ。倉庫は 24 時間 365 日お金を産むじゃんね？
あー、確かに。
確実に毎年お金を残さんと確実に毎年投資が出来ない。確実にお金を残さないと銀行も貸してはくれない。
確実に残すためには不動産を持たないかん。そんなお金の事なんて学校の先生も友達も誰も教えてくれんでしょ。
どうしたらお金のことで悩まずに済むのかって思ってたところでその本と出会ったんだよ。
人生で大きな影響を受けた本なんですね?
そうそう、ほんとにね、その本で人生変わりました。
いつどんなきっかけで尾張陸運を継ごうと思ったんですか？
継ごうってことより選択肢が無かったよね。食うために手っ取り早く親父と兄貴がやってる会社でトラックの運転手
やってた。生活の為に。親父ともしょっちゅうお金のことで喧嘩して（笑）
ずっとトラックドライバーやるのは嫌だなって思ってた時に、長距離の仕事中居眠り運転で事故して死にかけて、90
日の免停が来て講習受けて 45 日。でも家族がいるから何かしんといかんなーとアルバイトしたのが日通の引っ越し助
手で。そこで「引っ越しって儲かるなー」って勝手に勘違いして（笑）
勘違い！（笑）
だって運転手とバイト 4 人、一日で集金してくるお金が 15 万。バイトの日給が一人 7 千円と運転手が 2 万 5 千円。
「え！15 万のうちの 10 万日通待ってくじゃん！引っ越しボロ儲けじゃん！！」って思って、親父に「引っ越しやろま
い」って言って「尾張引越センター」って A4 のチラシを作ってさ、ばぁーっと撒いたけど一本も電話なんかかかって
こなくて、まあそんな甘いもんじゃないわね。そこに日本引越センターからフランチャイズに入りませんかってダイレ
クトメールが来て、そこにはおいしそうなことがたくさん書いてあって（笑）
乗っかってみようかと？
そうそう。で、乗っかってみたのは良いけど、引っ越しの取り方・引っ越しのやり方、って運転手以外のことを勉強
してかなかんくてさ、引っ越し取れたら今度はアルバイトが必要だけど今みたいに人材会社もないしさ、全部手探りで
やってくことで一つずつ学んでったよね。
全部食うために、
「どうしたら」
「どうしたら」って考えて、最終的に親父と言い合いになって喧嘩になった時に、
「お
前やれるんならやればいいがや！」って言われて 39 歳で社長になったけど、最初はトラック一台買うにも銀行はお金
貸してくれなくて。あの頃の尾張陸運、ボロボロのトラックしかなかったよね（笑）
なかったですよねー。
お金がほんとになくてどうやってトラック買えばいいのか、どうやって儲けを出せばいいのか悩んでて、こんなこと
従業員には言えんしお客さんにも友達にも聞けんし。そんな苦しんでるときに出会ったあの本（前出の金持ち父さん貧
乏父さん）
、尾張陸運の転機だったな。
私はそんなヤバい時に入社したんですね（笑）
では未来の話、現在新たに挑戦したいことは？
老後の安心をみんなで作りたいなあってこと。介護施設やずっと働ける雇用の環境だったり。
お金があって家にいたら幸せかっていうと、家に一人でいても楽しくないでしょ。やっぱり同じ目的を持ったサーク
ルみたいなのに携わらないと。そこに経済的な環境が整ってればやりがいや生きがいになるじゃんね？
倉庫管理や社員教育なんかの、トラック降りても働ける場。
65 歳になって尾張陸運辞めて「しーらない」じゃなくて、その人たちが生涯携われるような仕組みを作っていきたい
な。そんな環境を会社のグループ内で整えたいよね。65 歳以上の人が携われる場所。
昔はこれが「超理想」だったんだけど、今は手が届くとこまで来てるんだよ。
次のゴールはそこですね！ありがとうございました。
いかがでしたか？今回わざと社長の喋り口調のままで作り上げました。
本当は 2 時間ほどもっといろんなお話をして下さったのですが、全部載せると本になってしまいそうなので、機会が
あればお話聞かせてもらってください。考えた事もない話を聞かせて頂けますよ。
次ページは昔の趣味だったバイクと、初めての倉庫取得の当時の写真です。

O
社長

M 部長
社：O さん、みんなで郡上にツーリング行こまい。
O：え、もう 10 年近く乗ってないし、バイクもないです！
社：ええわ、知り合いに借りといたるで。
O：ええ！ヘルメットもないです！
社：ヘルメットみたあ買ってこればええが。
O：あ、はい、…行きます。
というやり取りがあり郡上へツーリング。
お借りしたバイクはスーパートラップついてて音は良いけどライト
が切れててトンネル怖かったです（笑）

そして↓2009 年 9 月のかわら版の記事です。
倉庫第 1 号！！

■ 当社の“夢”実現その一歩 - 江南倉庫のご紹介 ■
当社は、ちょうど１年前に、あるお方のご縁で運よく
「江南倉庫」を取得することができました。
築１８年の中古倉庫ですが、鉄骨造り４階建ての立派
な「営業倉庫」（2,700 坪）です。中古ですから、テナ
ントさんが使用しており、すぐに当社が運営すること
はできませんが、家賃収入として、毎月一定の「家賃」
が当社に振り込まれます。
ご承知のように、当社が倉庫を取得した直後に、
「T・ショ
ック」に見舞われました。
もし、あと１ヶ月遅れていれば、
「江南倉庫取得」は、
幻と消えていた事でしょう。
やはり、当社には「ツキ」があります。神様から頂い
た最高の「プレゼント」のお陰で今は、安定した「家
賃収入」により、専属便のキャンセル分をカバーさせ
ていただいています。
お陰様で、当社は「T・ショック」による「リストラ」を
する事無く、今日を迎えさせていただいてい
ます。

そして、将来必ず、「倉庫経営」に乗り出します。
“夢”は見るものではなく、将来実現すべき今の“望み”です。
当社は、我々の“夢”を実現する為に、詳細な「事業計画」
（中長期の計画）を作成し、それに基づいた「年度計画」を毎年作成して、全社員
に発表し確認しています。
（今年は、去る８月２５日に実施致しました）
これからも、我々の“夢”の実現に向かって、一歩一歩前進して参りますので、皆様どうか「全員参加型」でスケジュールどおりに事が運ぶ
ようにお力をお貸し下さい。
今後の「社内報」でも、多くの当社の“夢”を公開して参りたく存じます。それでは、また紙面にてお会いしましょう。

尾張陸運 岐阜営業所通信

令和３年を振り返って
N センター長
皆様、日々の業務お疲れ様です。今年も残すところ後僅かになりました。
こうして振り返ってみると仕事面やプライベートでいろいろな事がありました。
その中で一番自分自身変化があったのは 6 月～8 月にかけ小牧センターにて 3 ヶ月間付きっ
切りで K 主任と共に困難を乗り越えて来たことです。
本当に人もいない状況の中、毎日朝から夜遅くまで倉庫作業を行い、回す事だけでいっぱい
いっぱいの日々でした。疲れが溜まりイライラもしてきてあたる事も多々ありました。そんな
中、岐阜のメンバーが自分達の業務を終えてから小牧までわざわざ来て助けてもらった時は本当に感謝の気持ち
でいっぱいでした。
今まで自分は人に対してあまり感謝の気持ちを持った事がありません。その時、凄くこの助け合いのありがた
みを心から感じました。
自分は普段から家族に感謝の言葉さえ言った事がありません。それが職場にも出ていました。管理者養成学校
で学んだ家族や人への感謝の気持ちをいつしか忘れていました。
本当にその事に早く気付くべきでした。後悔だけが残りました。
現在は岐阜物流センターで Y 部長から数字面の方も教わり、岐阜と小牧を管轄で見ています。
まだまだ自分自身完璧ではありませんが、この半年間で自分自身気付いた事を今後も活かし来年は更にレベル
アップを目標に取り組んでいきます。
来年も何卒宜しくお願い致します。
A 所長

お疲れ様です。今年１年を過ごしてみて思う事は、毎年時間の流れは一緒のはずなのに
１年が経過するスピードがとても早く感じました。
時間と言う所にフォーカスして考えると、労働時間の問題が有ります。
業務を行う事に対しどれだけの人がどれ位時間について意識しているのでしょうか？
どんな身分・どの世界の人でも１日は２４時間と言うのは平等であり共通事項であり、それをどう使う
か？仕事量や配車のせいにしていませんか？
工場勤務の様に何もかも決められた時間の中で働くのではなく、１日を自分の流れで組み立てる事が我々
の仕事の良い所ではないでしょうか？
年が明けてからも、時間の問題は続くと思います。
私も含め各々のスピードアップがより必要になってきます。
個の力のレベルアップ、その為には何をするのか？
何をすべきかを各々が考える・時の流れと共に常に考える・そして良いも悪いも自ら動く！！
２０２１年も残り僅かですが、終わりよければ全て良し、そして２０２２年に繋げて行きましょう！

岐阜営業所 新人紹介
T さん

Q1：入社のキッカケは？（なぜ尾張陸運に決めましたか？
個人事業がコロナの影響で悪化した為に転職を考え、再び自動車業界に
携わりたいと思い、求人情報でＨＰを見て決めました。

Q２：前職は？

Q3：趣味は？

機械設計

Q4:好きな食べ物は？

釣り

（主に自動車倉庫）

ラーメン・餃子・カレーライス

（海・堤防）

Q5：担当車両・担当業務は？

Ｑ６：自分の売りを教えて下さい！

４ｔ・S 様便

クソ真面目と良く言われます。

Ｑ７：これからの意気込みをお願いします。

安全第一でがんばります

S さん

Q1：入社のキッカケは？（なぜ尾張陸運に決めましたか？）
リフトマンをしていた時、大型免許を取得した為、大型トラックに
乗りたくて以前、部長にもらった名刺を見つけ連絡させて頂きました。

Q２：前職は？
４ｔドライバー

Q3：趣味は？
映画鑑賞

Q5：担当車両・担当業務は？
１０ｔ・N 様便

Q4:好きな食べ物は？
味噌ラーメン

Ｑ６：自分の売りを教えて下さい！
いつも笑顔

Ｑ７：これからの意気込みをお願いします。

安全運転・安全作業で頑張ります。
＊この３ヶ月で７人もの新人さんが増えました。もう既に一人立ちして頑張ってくれている
メンバーもいますが、時間帯などで中々顔を合わす事の出来ない人もいるはずです。
見かけた時には、早く慣れて貰う為にも自分から挨拶し声掛けをしていきましょう。

NEBC Report

From Nagoya East Butsuryu Center

名古屋東に

が登場⁉

名古屋東物流センター裏の敷地にかわいいハートが
登場しました。施設管理の T さんが、環境整備の一環と
して作製。草を刈ってハートを浮き上がらせ、さざんか
の花を置いて「メリーX マス」を書きました。
普段は室外機や貯水槽などが置かれ雑然とした敷地
が一気にかわいらしくなりました♡T さんありがとう
ございました！ハートは名古屋東物流センターの非常
階段から見られますよ。名古屋へお越しの際はぜひお立
ち寄りください。隣を走る高速道路からも見えるかも…
⁉
ひまわりこども園の園児とふれあっているのは…
新しい保育士さん…？？
ではなく、伊藤代表です。設立 50 周年記念誌の撮影のため、
こども園にお邪魔した時の光景です。小さな子どもと接する
機会は少ないといい、少しぎこちない様子の代表。普段の仕事
では見られない表情を見ることができました。

私の仕事

其の十六

U
輸送と倉庫、こども園など様々な仕事が集う名古屋東物流セン
ター。私の仕事では、名古屋東で働く社員にスポットをあて、それぞ
れの仕事のこだわりや熱い思いをお伝えします。

(題字は本人)

遊びを通して学びを提供する新園長 U さん
「今日 2 歳児の女の子が、1 歳児と 0 歳児の子どもの間に座っ
て 2 人にパズル遊びを教えてあげていたんです」
尾張陸運名古屋東物流センターにある企業主導型保育施設
「名古屋東物流センター内保育所（通称：ひまわりこども園）」
の園長である U は、園でのほほえましい光景を語り目じりを下
げた。こども園は、年齢別のクラス分けがなく、よちよち歩きの
0 歳児から保育園・幼稚園入園を控えた 2 歳児が一緒に過ごす異
年齢保育を行っている。
「2 歳児は下の子への優しさを覚え、小さな子は上の子を見て
活発さを身に着ける」というメリットがある一方、異年齢保育な
らではの難しさもある。室内を走り回る 2 歳児を見て、自分も同
じように動こうとする 0 歳児。
「小さい子の安全と大きな子の遊
びたい気持ちを両立できるよう」心を砕いているという。
U が目指す園は「楽しい園。子どもたちが、遊びを通して学べ
る園」だ。遊びを通して、協調性や自立心、優しさなどを身に着
けてほしいと考え、全員が一斉に同じカリキュラムに取り組む
設定保育よりも、自由遊びの時間を重視。
「保育士の役割はけん
かの仲裁ではなく、ごっこ遊びのなかで、自然に自分の役割や相
手を思う気持ちを身に着けられるように環境作りの仲立ちをす
ること」と考え、例えば、おもちゃの取り合いになった場合はお
もちゃ屋さんとお客さんの設定を作り、自然におもちゃのやり
取りができるようにする。
U の考える「楽しい園」のベクトルは保育士にも向いている。
「ピアノが得意、手作りのおもちゃを持ってきてくれる、製作が

U さん

2020 年尾張陸運入社

上手。それぞれの保育士が得意なこと、好きなことを思いっきり
できる環境を作りたい」
。そう話す理由は、保育士が楽しいと感

幼稚園教諭と保育士免許を持ち、新卒で幼稚園

じ、笑顔で子どもたちと接することができる環境でないと、子供

に勤務。一般企業での勤務も経験し、５年前に

たちが楽しむことができないと考えるからだ。

保育の現場へ復帰した。ひまわりこども園は復

保護者から「休みの日に『こども園に行きたい』と言っていた

帰後の 2 園目。復帰のきっかけは自分の子ど

という話を聞くのが一番うれしい」という U。今年 8 月の園長

もが成人式を迎え、「私は 20 歳の頃、何を目

就任後、事務作業で現場を離れることが多く、寂しさも感じると

指していただろう」と振り返ったことという。

いう。久しぶりに現場で保育にあたった日、こう声を弾ませた。
「やっぱり子どもたちと接する時間が楽しいですね」 (敬称略)

