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本社ツーマン事業部 O さん（右から 2 番目）
K 様 ２０２１年下期配送アンケート感動コメントベスト１に選ばれました！！
受賞記念 特別インタビュー▶▶ の特設ページを
是非、ご覧ください！

「
代表取締役

伊藤

お金の話

」

敏彦

物の価値を計るために、お金という物に変えるという考え方ができ、やがてお金が世界中で使える仕組みができ、現在
ではカード１枚で物が手に入る時代になりました。
大昔、「お金」というものがない時代は物と物を交換していました。魚とリンゴ、米と野菜、サービスと米など。作業として
の対価を米でもらう、価値と価値の交換が商売の始まりです。
我々の仕事も物を運ぶというサービスの対価でお客様からお金をもらいます。単に物を運ぶだけの仕事ですが、お客
様により良いサービスを提供するにはどうすればいいのでしょう？ この答えがわかる人は、相手の立場に立って物事を
考えられる人です。
日々自分たちが仕事をする中で相手、周りの人、目上の人、部下、自分以外の人の立場から自分を客観的に見て物
事をとらえることができる考え方が身についている人は幸せな人生を歩むことができるでしょう。
物にしてもサービスにしても人によって価値は違います。
砂漠で喉が渇いている時の水 500ml には、500 円でも 1,000 円でもお金を出すと思います。海でおぼれかけている人
に金の延べ棒より、大きな丸太の方が価値あるものだと思います。
当たり前だと思う人がいるかもしれませんが、私自身この仕事を始めて 38 年間経ち、お金よりお客様の悩みや問題解
決の対価がお金だと思えるようになってきました。
周りの人を幸せにするお手伝いをさせて頂くことで報酬をもらう事、人の役に立つ事で報酬が増える事が実感できるよう
になりました。
お金は人それぞれ価値観が違うことが分かれば、お金以上の大切な物を、お金以上の価値を相手に伝える事が出来
れば相手は喜んでお金を払ってくれます。
日本で 1 匹 10 万円の鯉をアラブの王様は 10 万ドルで買ってくれた話をある人から聞きました。アラブの王様にとって
100,000 円は 100,000 ドルと単位が変わっても、1 匹の鯉に求める価値は日本円で 100 万円払っても欲しいものだったと
いう事だったのでしょう。
運送業というサービス業は単に物を運ぶ仕事ですが、物によっては値段が違います。日々運んでいる物でも、物によっ
て運び方は違います。より高価なものを、より高い技術で運ぶ事で報酬は違ってきます。日々の仕事の中でいかに高い技
術を身につけ、いかに相手に喜んでもらえるかを考え、いかに安全で安心な運送をしていくかでお客様の満足は変わっ
てきます。
与えられた仕事、言われた事しかできない人を「人在」、言われた事もできない人を「人罪」、言われた事なら自分ででき
る人の事を「人材」、自分で考え自分でより良い成果を上げられる人の事を「人財」と言います。
人財になる事がより高い仕事も任せられ、よりお客様から信頼され、より高い報酬を受け取る事ができる人になれます。
価値と価値の交換！価値のある人財を目指しましょう！

「尾張陸運㈱はどんな会社？
総務本部

2024 年問題？」

K

お疲れ様です。尾張陸運最大の繁忙期 3 月、あと一息、チーム力で戦い抜きましょう。間もなく、4 月
新入学、進学、新年度の新たなスタートの時期です。しかし、尾張陸運は例年、売り上げが低迷する時
期となります。営業、業務、総務・経理、三位一体で知恵を出し、汗を出し、売上予算必達へ！
さて、「尾張陸運㈱はこんな会社」です。
尾張陸運の保有車両約 220 台、従業員約 450 名（非正規社員含む。）
全国トラック運送事業者統計資料 （国土交通省自動車局貨物課）
・トラック運送事業者数 令和元年 62,337 社
・規模別トラック運送事業者数 （令和 2 年 3 月末現在、単位：者）
〈車両数別〉
201 両以上の事業者 ： 404 事者 /62,337 ＝ 0.7％
〈従業員数別〉 201 人以上の事業者 ： 675 事業者/62,337 ＝ 1.1％
上記統計の〈車両数別〉〈従業員数別〉をみると、尾張陸運は全国運送事業者総数の約 1％に位置します。
上位１％、600 番位にいます。どうですか？ ちょっとビックリですか。
トラック運送事業者の 8 割以上が 30 両以下の車両保有事業者です。
次に、平均賃金を見てみましょう。
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上記金額は、手取額ではなく支給額です。従業員の皆さんの給与と全国平均と比較してどうですか？
次に、「物流業界における 2024 年問題」について、要点をお話しします。
① 時間外労働時間の上限規制
既に、中小企業に対し時間外労働の上限規制「年 720 時間」が 2020 年 4 月から適用されています。
自動車運転業務に対しては、猶予期間が設けられ 2024 年 4 月から時間外労働の上限「年 960 時間」が適用されま
す。【月平均：80 時間以内の時間外労働となるが、年間時間外労働時間が 960 時間超えなければ OK】
② 月 60 時間超の時間外労働の割増賃金引上げ
月 60 時間を超える時間外労働に対する割増賃金が、2023 年 4 月から中小企業に関しても割増賃金の割合が 25％
⇒50％となります。
具体的な影響として、○運送・物流会社の売上・利益減少、○ドライバーの収入減少、○荷主が支払う運賃の上昇 が挙
げられます。
物流業界は「労働集約型産業」で総労働時間が減少すれば、人件費は削減できるが、固定費は減少しないため売上だ
けでなく利益も減ってしまう恐れがあります。
時間外手当がなくなり、収入が減少するドライバーも少なからず出てくる可能性があります。
2024 年問題を乗り切るために全社員で生産性の向上に取り組み、時間外の影響が少ない給料体系への取り組みが重要
であると考えます。

業務本部長

M

さて。。。みなさんが日々、何気なく仕事で使用している大切な相棒であるトラック。
上長からよく、日常点検や一ヵ月点検の実施について指導されていることと思います。
点検・整備といっても車両の種類や大きさによって、点検整備の仕方や頻度は変わってきます。
また、点検整備はしっかりしているけれど、適切な交換時期が分からないものもあるかと思います。エンジンオイルもそ
の一つではないでしょうか？
そこで今回は改めてオイルについて記事を書かせていただきます。
そもそも、エンジンオイルを交換しないとトラックにどのような不具合が起こるのでしょうか。 今回は知っておけば安心なエ
ンジンオイルの交換時期、交換しなかったときのリスクなどをご説明します。
交換時期は、走行距離を一つの目安にしています。一般的に以下のようにトラックの大きさによっても違いがあります。
•

小型トラック（ 2t トラック） …

走行距離 10,000 ～ 20,000km

•

中型トラック（ 4t トラック） …

走行距離 15,000 ～ 30,000km

•

大型トラック（10t トラック） …

走行距離 20,000 ～ 40,000km

ただしトラックの乗り方や環境、オイルの種類などに左右されるので、一概に 20,000km になったから交換！という訳で
はありません。
揮発によってオイルが減り、トラックが走行していない間に酸化によって劣化することも！走る距離は短くても、一週間
に一度のように間をあけて使用するような場合には、走行距離が基準より短くてもオイル交換の必要が出てきます。 交換
目安はあくまで目安として考え、こまめに点検ししっかりとオイルの量を確認しましょう。
また、走行距離だけでなく期間でも交換目安があります。
どのトラックの大きさでも期間は一年。車検が一年おきにありますので、車検の際にオイルの交換をしている方も多いです。
オイルエレメントもエンジンオイルと同様の交換期間です。
エンジンオイルを交換する際には、オイルエレメントの交換もしておくと安心ですね。
そもそもエンジンオイルはどのような役割を果たしているのでしょうか。
最も重要な役割は「エンジンを守ること」

（エンジンが焼き付いてしまい、積み替えるとなると莫大な費用がかかります）

です。エンジンは人間でいうところの「心臓」にあたります。そして、エンジンオイルは「血液」にあたるものです。血液が正
常に循環しなければ心臓に負担がかかり、機能しなくなってしまいます。
では、エンジンオイルの役割を大きく 5 つに分け、説明しましょう。
① 潤滑作用

エンジン内部で高速ピストン運動している金属同士の摩擦を軽減し、スムーズに動くようサポートして

います。
② 洗浄作用

エンジン内部で高速ピストン運動すると、金属同士がふれ合った際の粉（すす）が出ます。その粉（す

す）を流し、きれいな状態を保つためにオイルが必要です。

③ 冷却作用

エンジン内部で発生した熱を吸収し、オイルを循環させオイルパンまで運んで放熱させます。こうする

ことで、エンジンのオーバーヒートを防いでいます。
④ 気密作用

ピストンを行う、シャフトとシリンダーの間にきれいなオイルを流し入れることで、気密性が上がり、圧力

を維持することができます。そのため、エンジン出力を向上させることができます。
⑤ 防サビ作用

オイルで膜を張りコーティングすることで、有害ガスなどからエンジンを守り、錆を防ぎます。

このような効果があるので、エンジンオイルを交換すると燃費が向上し、安定した燃焼が可能になります。ありがちな
オーバーヒートやノッキングの軽減も期待できるのです。
トラックのエンジンオイル交換をしないとどうなる？
さまざまな役割のある重要なエンジンオイルですが、そのまま放置して交換しなかったら、どのようなリスクが生じるので
しょうか？
交換されず放置されてしまうと、エンジン内部に汚れや摩擦によって生じた金属カスがたまってしまいます。その汚れや
金属カスが原因で、摩擦や錆が増えたりして、エンジンが焼けつく可能性も出てきます。燃費が悪くなるだけでなく、最悪
火災につながることも！
定期的なオイル交換をすることで燃費が向上し、ノッキングも軽減されて乗り心地も変わります。また、エンジンを守るとい
う役割から、一番重要である安全性の向上にとっても交換は必要不可欠です。 定期的なオイル交換で安心安全な走行
をお願いします。
現在、みなさんもニュースなどでご存じの方もいるかと思いますが、世界情勢によって自動車製造各メーカーが海外か
ら部品調達に苦戦しており、新車を注文すると納車されるのが一年以上も先になってしまうのです。新車の納車が遅れる
ことにより、各運送会社から中古車市場に目が向けられて中古車両の値段が高騰しています。私達の仕事に欠かせない
トラックが手に入りにくい状態になっているのです。
どうか皆さん、自分の相棒である車両の健康状態を常に意識して、愛情を注ぎ大切に扱ってください。

業務副本部長 T

皆さん、今期も折り返しとなり二か月が過ぎました。
今期に入り 1 月末で大小合わせて 80 件を超える事故が起きており、会社として非常に厳しい状況となっています。
各部署長へは改善策を考えてもらっていますが、皆さんはこの状況を聞いていますでしょうか。
部署単体では当然共有していると思いますが、会社全体の数字は知らない方も居るかもしれません。この知らない人が
いるかもしれないことが非常に危険な事だと私は思います。自分が働いている会社の現状を、管理者は一般社員まで伝
えて改善していくのが仕事ですし、皆さんで実行して日々の業務で結果を出していかなければいけません。
運送業というのは、ただ荷物を運べばいいのではなく、荷物はもちろん道路も安全に使用して滞りなく運ばなければい
けません。時間に追われていたからとか、慣れていないとか、新しい仕事だったとか、言い訳はいくらでもあると思います
が、時間が足らなければ管理者へ問題提起しないといけないですし、慣れていなければ慣れるまで慎重に行動するべき
だし、新しい仕事であれば走行していない時間に色々調べればいいと思います。
すべての事に言えますが、自分が起こした事には必ず原因があります。自分が何かしら行動した結果が悪い時だけ言
い訳するのではなく、すべてを認めて未来の自分が成長するための経験値として自分を律してください。
あと残り 4 か月、いかに事故を起こさず利益を残すか皆さん次第です。
非常に大事な 4 ヶ月です。みんなで結果を残しましょう！

営業副本部長 S

皆様お疲れ様です。寒さも和らぎ寒暖の差が激しいので、きちんとした体調管理をお願いします。
営業本部より 2 月の実績報告と 3 月以降の行動報告になります。
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■課題コミット
・品質向上に向けた意識改革
■4 月以降の売上、利益減少リスク
・空き車輛の把握及び稼働率 UP の必達
■増収戦略
・3PL による外部（倉庫、外注）利用の売上利益確保
・預かりタイヤ保管場所のエリア編成をし、倉庫の保管効率向上（第二、名古屋東）
・新小牧物流センターの顧客の確保
3 月も終盤まで来ました。繁忙の対象の方はかなり疲れも出てきていると思います。
私も本社第二や A 様案件の繁忙期など重なり、忙しさを日々体感しております。
今回自身の部署以外の数々の新規案件の中で、日々の波動の中、岐阜の Y 部長、N 課長、名古屋東の K 主任、名古屋
西の T 主任、ツーマンの S 主任、本社の O 課長、晴丘の O 課長、第二の M 主任、K 主任には配車面で大変ご協力い
ただきました。本当にありがとうございます。
新規獲得や売り上げ増において、対応する力の重要性に改めて考えさせられました。
新しい事へのチャレンジや普段とは違う環境になった際に、「やる」か「やらないか」で 1 年後や将来が大きく変わります。
会社も徐々に「成長」という変化をしています。その中で、今社内でも「やる人」「やらない人」が分かれてしまっているのが
現状です。我々従業員の将来の安心のため、福利厚生を充実させるため、売上増や利益増は必須です。昨年より今年、
今年より来年と毎年成長し続けなければなりません。どこにゴールを設定するかが重要です。会社の想いとしての一部の
例ですが、長年勤めて頂いた方への退職金や、1 ヶ月分の賞与など、目標を掲げています。全ては全社員のため、家族
のためです。自分さえよければいいなんて事は良いはずがありません。
繁忙期も残りわずかですが、忙しい事は有難いと思い楽しんで仕事に取り組みましょう。

名古屋西営業所通信

ある日の早朝、仕事
の準備をしていると、
誰もいないはずの場
所から視線を感じ、
振り返るとたぬき
が・・・

じっと見ていると、少し
ずつこちらに近づいて
きましたが、こちらが
動くとさっと逃げて行
って しまい ました。た
ぬきの姿はこの時以
来見ていませんが、た
まに鳴声は聞こえてき
ます。

受賞記念 特別インタビュー▶▶
本社ツーマン事業部の O さんが、K 様が実施する「2021 年下期配送アンケート」で感動コメントのベス
ト１に選ばれました。全国に 5000～6000 人いる K 様ドライバーの頂点に立つ栄誉です。
尾張陸運に入社してツーマン事業部で家具の配送一筋に歩んできた O さんに、受賞の喜びから仕事のこだ
わりまでたっぷりとお話を伺いました。
「アンケートの回答は、いつもとそんなに変わらなかっ
たので、今年もダメだな…と」
だから、ツーマン事業部の S 主任から 1 位になったこと
を聞いた時には、喜びよりも驚きが先に出た。「あの内容
で！？」。ただ、例年にはなかった回答で印象に残ってい

るものがある。
《マスクをした上でもハッキリと喋ってく
ださったのでとても聞き取りやすかった》
これがベスト感動コメントに選ばれた。

短時間で心をつかむコミュニケーション
アンケートは年に 2 度、約 1 ヶ月をかけて実施される。
配送時にドライバーがアンケート用紙を納品先の担当者
に手渡し、作業内容やドライバーの態度を問うのだ。寄せ
られたコメントの中から、コクヨロジテムの社員による投

票でベスト１が選ばれる。
「一度は 1 位を取りたいと思っていましたが、アンケー
ト期間だからといって、特別なことはしません。でも、普
段からお客様とのコミュニケーションは心掛けています」
▲▼K 様で行われた授賞式の様子。伊藤代表、

とはいえ、納品先の担当者と言葉を交わす時間はわずか

O 課長、S 主任との集合写真は表紙をご覧くだ

1、2 分。この短い時間で相手の心をつかむコミュニケーシ

さい。

ョンのコツとは。
「もちろん、作業中は喋りませんが、作業後の商品説明
を少し楽しい時間にします。アンケートも『お願いします』

だけじゃなくて『豪華賞品がもらえますよ！』と添えたり、
疲れていても常に明るく、嫌な顔はしないようにしたり。
そもそも、人と話すのが好きなんですよ」
こう言ってニコッと笑う。スキンヘッドの第一印象を裏
切る柔らかな表情と口調に、驚きながらも引き込まれてい
く。その原点を尋ねると意外な経歴が見えてきた。

経験に裏打ちされた判断力
T 自動車で正社員として働いたあと、飲食業に転身。
「水
商売」の世界でコミュニケーション力を磨いた。岡崎市で
2 店舗を経営していたが、リーマンショックによる景気の
悪化と飲酒運転の厳罰化で経営が傾き、3 か月赤字が続い
た時点で見切りをつけた。5 年ほど貯金を切り崩す生活を
し、再び腰を上げた時に目にしたのがポストに入っていた
尾張陸運の求人チラシだった。

▶▶本社ツーマン事業部 O さんに聞く
アルバイトとして尾張陸運に入社。当初からツーマン事
業部で N 様や R 様など家具の配送を担当してきたが「いま
でも搬入や組み立てが怖い」と打ち明ける。他の人が 10 分
で行う作業に 15 分をかけ、若手には「慌てなくていいよ。
周りを見ながら慎重に」と声をかける。
だが、アンケートの結果を見てもわかるように、決して
作業が遅いわけではない。1 日の配送先は６～7 件あるた
め、1 か所に時間をかけすぎることも許されない。そこで、
重視するのが「判断する時間」だという。
「仕事が早い人を見ると、作業スピード自体はそんなに
変わらない。早いのは判断なんです。搬入経路に危険な箇
所はないか。どこで組み立てて、どこへ設置するのか。古
い家具との交換があれば、家具の入れ替えを行うスペース
があるか…。搬入前にお客様に挨拶に伺いながら、これら
の情報を把握し、頭のなかで作業をイメージします」
毎回、初めての現場で瞬時に一連の作業をイメージし、
その通りに仕事を進めることができるのは、これまでの経
験があってこそ。家具の配送一筋に歩んだ時間が、判断力

を支えているのだ。

▲インタビューに応える O さん。さすがのコミ
ュニケーション力でとても楽しいインタビュ

ーになりました

新人に伝える「仕事は楽しく」
現在、55 歳で K 様チームでは最年長。
「気持ちは 30 代
だけど、歳だから。疲れるので休日は寝てばかり」と苦笑
しながらも、
「あと 5 年はやれる」と自信をのぞかせる。そ
して、仕事への思いをこう口にした。
「仕事が楽しいんですよ。そりゃあ、キツイと思う現場
もあります。でも、1 日が終わって苦痛だと思う日がなく

て、1 年が終わっても苦痛に思う年がないんです。感じの
悪いお客様がいても、水商売で慣れていますしね（笑）
」
最近では新人教育を任されることも多く、その度にこう
声をかけるという。

▲「ベスト感動コメント」のベスト 1 に選ばれ
たコメントの全文。お客様から信頼を得たこと
が文面から伝わってきます

「『仕事は楽しくやろう。イヤイヤやってもおもしろくな
いよ』って。仕事をおもしろくするためには、楽しいこと
を見つけること。家具を組み立てるのが楽しい人もいれば、
運転が楽しい人もいる。
『じゃあ O さんは？』と聞かれた
ら、それは『お客様と話すこと！』
」

日本一になったからといって、今と仕事ぶりを変えるつ
もりはない。だが、胸に抱く思いはある。
「これまで、2 回続けて 1 位になった方はいないという

O さん(55)
本社ツーマン事業部
自動車メーカーでの勤務や飲食店経営を経
て、尾張陸運に入社。アルバイトを経て

2014 年 8 月から社員。入社以来、ツーマン
事業部で家具の配送に携わっている。
業務に使用するトラックは「会社から借り

ので、連覇ができたらいいなって思う。でも、無理なら、

ているもの。だから、できるかぎりきれい

うちの若手に取ってほしい。
『俺を超えていけ』みたいな。

に」と話すし、1 回の洗車に３～4 時間をか

なんかカッコいいでしょう」

けるという。
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春のミステリー

どうしてここに…？？

よく晴れた 3 月のある日、名古屋東物流センターの駐車場
に魚が落ちているのを環境整備の T さんが見つけました。海
からは遠い内陸の日進でなぜ…。目撃者や報告を受けた事務
所関係者に衝撃が走りました。長年、名古屋東で勤務する倉
庫マンの K さんも「駐車場で魚！？そんなの見たことない
よ」とビックリ。

何か落ちている→

この魚はどこからきたのか…。隣接する機織池から飛んで
拡
大

さ、さ、さかな…！？

す

きた？お隣の W 様に食材として納品された魚が脱走？誰か
が駐車場でバーベキューをしようとした？？？色々な想像
と憶測が飛び交いましたが、いまだに真相は分かっていませ
ん。

る

ちなみに、魚をはじめとした生き物に詳しい A さん（3 階

と

倉庫統括リーダー）によると、魚はフナとみられ「シラサギ

…

かアオサギが捕まえて飛んでいたところ、落としてしまった
のではないか」とのこと。

どうやら、せっかく捕まえた獲物を落とした鳥はガッカ
リ、見つけた私たちはビックリな出来事のようです。でも、

去年の話で恐縮ですが…

一番ビックリなのは、数奇な運命をたどった魚かも…！？

～新入社員紹介～
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K さん
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Q1.担当業務
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カルディ

早く仕事を覚え、1 人で運転できるよう
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になりたいです
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何もかも未経験ですが、早くひとり立ち

映画

できるよう頑張ります

＼ニュースに出ました！／

名古屋東物流センター内の「ひまわりこども園」が 2 月、地元テレ
ビ局 2 社の取材を受けました。テーマはいずれもコロナ禍の保育園に

ついてで、中京テレビの「キャッチ」と CBC の「チャント」で放送
されました。
今年 1 月からのコロナ第６波では、幼稚園や保育園の休園、小中学
校の学級閉鎖が相次ぎましたが、ひまわりこども園は休園になること
なく保育を続けてくださっています。全力で感染対策にあたってくだ
さる先生方に感謝です。そして、早くコロナが終息しますように！

私の仕事

其の十七

E
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)

タイヤのルーキーからエースへ A さん(44)
名古屋東物流センターの主力業務の一つであるタイヤの配

送。ピーク時には月の売上の 4 割程度を占めるタイヤ配送は昨
冬、取引停止の危機に瀕していた。誤配やディーラーでの事故、
タイヤの破損…相次ぐトラブルで取引先から“イエローカード”
を突きつけられたのだ。
センター一丸となって信頼回復に取り組むなか、タイヤ配送
の中心メンバーとなったのが入社間もない E。ルーキーながら
丁寧な作業で、名古屋東の汚名返上に一役買った。
「タイヤはできるだけ高さをそろえて積み、タイヤと壁の間
に隙間ができないよう大きさの違うタイヤを組み合わせて並

べる」
。こうすることで、カーブやブレーキ時にタイヤが滑って
落下したり、壁にぶつかったりする危険性を減らすことができ
るのだ。さらに「傷つきやすい素材のホイールの上にはタイヤ
を積まないように…」
次々とこだわりを口にする E だが、タイヤの配送は倉庫で保
管していたタイヤを届ける「配送」とディーラーからタイヤを
預かる「回収」を 1 台のトラックで行い、繁忙期には複数の店
舗をまわる。配送と回収のタイヤが混在する狭い荷台で安全な
積み方をすることは簡単ではなく、一度積んだタイヤを降ろし

て並べ替えることも。
丁寧な作業に加え、“爆弾”を抱えた腕と腰に負担の少ない作
業を心掛けるため作業時間が長くなりがちで、
「1 店舗で 2 時間
かかったこともある」と苦笑する。とはいえ、朝の K 様便を走
り、帰社後は翌日のタイヤの積み込みもある為、作業のスピー

E さん 2021 年入社
金型部品の製造や冷凍車での配送を経
て、2021 年 9 月に尾張陸運入社。K 様班

ドアップは大きな課題だ。昨年冬のタイヤシーズンで「ディー
ラーごとの細かな作業ルールを覚えた」といい、今春のシーズ
ンではより効率的な方法を模索するつもりだ。
「タイヤを見れば、大切に乗っている車だとわかる」という

に配属され、2021 年 12 月からタイヤの配

ほどの車好き。ディーラーで作業員と車の話をすることが楽し

送も担当。前職では管理職に昇進し、デ

みだが、会話や挨拶を積み重ねディーラーとの信頼関係を築く

スクワーク中心になったことで転職を決

のも狙いだ。
「お互いの顔が分かり信頼関係ができれば、安心し

めたという現場派。将来の夢は喫茶店経

て作業を任せてもらえるようになる」と話す江坂。この記事が

営

出るころには冬タイヤから夏タイヤへの履き替えが本格化し、
タイヤ配送のエースとして奮闘しているだろう。

(敬称略)

尾張陸運 岐阜営業所通信

岐阜営業所洗車場紹介
現在岐阜営業所には、３か所も洗車の出来る設備が整っています。
それぞれの洗車場を簡単に紹介します。

１：岐阜物流センター洗車場

岐阜物流センターの洗車場は、コンクリートで区画されており水道水と井戸水の両方が使えます。
（洗車は井戸水）また、200Ｖ使用の高圧洗浄機が設置されていて、大型車の洗車は依然より早くて
楽に洗車が出来る様になりました。
2：４ｔ車庫洗車場

４ｔ車庫洗車場は、以前砂利の駐車場でしたが全面アスファルト舗装され砂埃も発生せず、綺麗に保つ
事が出来る様になりました。少々暗くても照明も明るく洗車をする事が出来ます。

3：分室洗車場

分室洗車場は、旧岐阜営業所に有り主に２ｔ車が洗車を行っています。２台並べて駐車が出来るので
とても便利です。また大型のコンプレッサーが設置されていて、車内清掃や空気圧調整も出来ます。
＊洗車場が３か所も有り、それぞれ設備も整っているので綺麗に保つ事ができます。
洗車をすれば自分の担当車両に愛着がもてます。それが無事故にも繋がるはずです。
綺麗な車両で気持ち良く仕事を行いましょう。

尾張陸運 岐阜営業所通信

岐阜営業所付近観光スポット第２弾
春も近づき桜の綺麗に見える時期になりました。今回は岐阜営業所より、車で１０分も
かからない距離に（日本の桜１００選）にも選ばれている新境川堤を紹介します。

新境川提には、約１０００本のソメイヨシノが約２ｋｍに渡り新境川に覆いかぶさる様に
咲き誇る姿はとても綺麗で圧巻です。

最寄りの駅は、名鉄各務原線「市民公園前駅」になります。車でも市民公園付近に何か所
か駐車場があるので、気軽に行く事ができます。
また、４月上旬にはメインイベントの「桜まつり」が市民公園広場で、様々なジャンルの
ステージが繰り広げられたり、市民公園内や境川沿いに沢山の屋台も出店されます。

新型コロナの影響で、去年・一昨年はイベントや出店は中止になっていましたが、今年は
大幅に縮小して市民公園内のみで開催される予定です。
車で来るも良し・電車で来るも良し、近くに来た時は是非お立ち寄りください！！！

鬼は～外～！！

今月は
いつもと違った感じです。なぜこうなったかと言うと、ある日突然 T さんが颯爽と現れて「次のインタビューは O
さん！僕が O さんにインタビューするわ」と。私がされる側？それを私が作成？どう進めていいのか予想がつか
ず、インタビュー当日を迎え T さんと話しているうちに、いやこれは対談として作らなきゃ今後 T さんにインタビ
ューするネタがない！と気付いたわけですよ。
T さんも「ところでまあ、今日はインタビューというより座談会にしよまい」と仰っていたので、そんな感じで進
めます（笑）
【紺が T さん。紫が O です】
O さんて尾張に来て何年なの？
多分ですけど 6 月で 23 年かな？24 年？
え、じゃあ私と同じくらいってことか！
あ、そうなんですね？T さんは何年目です？
私は今年で 23 年。今 77 歳です。
え、77 歳？アクティブですね！T さん、ここに来る前は何してたんですか？
私は岐阜のアパレルで 33 年間勤務してたんですよ。当時はアパレルも景気良かったけど、どんどん衰退してっちゃ
って。いつまででも繊維にぶら下がってちゃいかんし違う畑に行こうと思ってたら、たまたま一宮と稲沢の S 様が
募集かかってたから S 様なら間違いないだろうと面接を受けに行ったら、結局尾張さんの派遣会社だったんですわ
（笑）
あー、やってましたね！！
昔尾張にいた眼鏡の「N 君」と一緒に一宮で面接受けて、そこからだね。9 月で丸っと 23 年だと思う。結局アルバ
イトだから資料が無くて、僕の思い込みかも知らんが。
私もちょっと自信ないなあ（笑）私の場合専業主婦から離婚して、当時子供が 1 歳 3 歳 5 歳で養育費も貰ってない
しパートじゃ食べさせていけないし、とりあえず子供を二つの保育園に預けて集金のアルバイトしつつ仕事を探し
てて。若い頃は大きなトラックに憧れもあって、仲良くなった集金先のお店の人との会話でそんな話をしたら、尾
張陸運を紹介してくれたんですよ。そのお店にお客さんで来てた運送会社の社長さんに、こっち方面で社員募集し
てる運送会社知らないかって聞いてくれたみたいで。紹介して貰ってすぐに電話して、当時の部長に面接してもら
いました。面接はしてもらったけど私ができそうな仕事が無くて、
「仕事見つけたら連絡します」って言われて、そ
れが 4 月。6 月に見つかったよって連絡が来た時、私 S さんで自分の車で電話帳配るアルバイトしてて、同じタイ
ミングで S さんからも「その軽自動車に黒ナンバー付けて自営業って形で仕事しませんか？」って話が来てて。
ああ、昔あったね、電話帳！
ありましたよね（笑）個人情報丸出し！
自営業なら子供乗せて仕事できるよーなんて言われて揺らぎましたけど、
先々考えたら会社員の方が堅い気がして尾張さんに来ました。
そこで自営業取ってたら今どうなってたかなってたまに思います。
O さんてどこに住んでるの？
近くですよ。H の傍です。T さんは？私は G。
え、G から通ってるんですか？
電車で二時間かけて通ってる。往復 4 時間！
うわあ…。こっち来るなら岐阜営業所の方が近いんじゃないです？
近いけどが、こっちの方が仕事量多いから。
ああ、なるほど。倉庫やら営業所やらありますもんね。
T さん、自分で仕事探してスケジュール組んでるんですか？
そう。外の仕事が多いから雨の日は休みだけどね。
昔からペンキ塗りとか修繕作業とかやってたんですか？

いやいや、私はアパレルしかやってなかったから。最初にペンキ塗りやった時はポタポタ垂れちゃって、あれ、これ
はどうやってうまく塗るんだ？って、何回も失敗繰り返して少しずつ覚えていったんだよ。庭の木の剪定も、よそで
庭師さんがやってるところを後ろからジィーっと眺めて、ああやってやるんやなあって思って自分でやってみて。
庭師さん、
「後ろで知らんオジサンがずっとこっち見てる！こわっ！！」って思ってそう（笑）
でも凄いですよね。色んなことにチャレンジして、ドローンの資格も取っちゃって。
ドローンの資格を取ろうと思ったのは、本当は小牧や岐阜の社宅の屋根なんかの傷み具合をドローンがあればわざ
わざ危険冒してまで屋根の上に上らなくてもいいなと思ったんだけど、結局は飛行禁止区域でダメだったよ。
あれの資格もね、若い人はリモコンとか触り慣れてるのか M さんなんかすぐに覚えちゃったけど、私は人生でリモ
コンを触ったことが全然ないから、なかなかうまく扱えなくって。
確かにね。ゲームで使い慣れてるし。
飛行禁止区域で飛ばすとどうなるんですか？
飛ばしても 1 分も経たないうちに「着地します」って勝手に降りてきちゃうんです。
小牧なんか飛行場があるからダメみたい。離れてるからいいかと思ったけど。
日本は飛ばせないところが多いですもんね。
でも、田んぼの農薬撒くのに重宝しそうだけどな。
T 君にはいつでも声かけてと言ってあるよ。
せっかく取ったなら活躍させたいですもんね。
そういえば自分でスケジュールを組んでるって仰ってたけど、あちこち修繕が必要かどうか
見て回ってるんです？
依頼があったりね。最近だと瀬戸北倉庫。あとは、私は作業日報作って事務所に出してるんですよ。
それを携帯で写して取ってあるから、去年の今頃は何をしてたか見返して「あ、もうそろそろ準備しなかんな」とか
「ここもちょっと見に行ってみようか」とか、予定があってないようなもんでこんな風に好きにやらせてもらってま
す。だから長く続いてるのかも。
ところで O さんはこのインタビューをどうして始めたの？
あ、それは本来なら今年 50 年祭をやる事になってたじゃないですか。今の状態事業計画や社員旅行で集まる事もな
いから、社員になって日が浅い人は 50 年祭で前に出て喋ってる人が誰だかわからないですよね！だからどんな人が
喋ってるかわかるように、と。
そういうことか。しかもな、O さん。年末の最後が社長だったでしょ。
あ、それはそうなるように計画してから始めたので✌
でもですね、雑誌なんかでよくインタビュー読んだりしてたけど、これって本当に作成に時間かかるんですよ。
何でもそうだけど、簡単にできるかなと思ってたけどなめてました。プロってすごい（笑）
昔から知ってる方たちにインタビューするから雑談も入っちゃて話があちこち飛んだり、さっきした話の詳細がい
ろんな話をした後に来たり、とりあえずボイスレコーダーを全部聞くわけですよ。1 時間とか 1 時間半とか。そこで
流れを考えながら大まかな構成を練って、パソコンで打ちながらまた聞いて、表に出しちゃいけなそうなのを削って
（笑）ニュアンス合ってるかまた聞いて、読む人に伝わるか読み直して、語彙力ないので言葉を探して…。
プロにコツを教えて貰いたい。でも、T さんが「O さんをインタビューする」って言って下さって、拙い出来栄えな
のにちゃんと読んでくださってる人もいるんだなぁって思ったので、この先ももう少し続けようかと思います！
いいね！ぜひ続けて下さいよ。今年の最初が Y さんだったのもまた良かった！
私はね、かわら版が出来た日に印刷して貰って、電車の中で記事を読んだり数独しながら家に帰ってるんですよ。
長い時間ですもんね。楽しく読んでくれて嬉しいです。
O さんも私に出来る事があれば何でも言ってくださいね。
はい、その時は宜しくお願いします。
50
歳を過ぎてからのやったことのない仕事、こうしたらいいなというひらめき、自分で仕事を探して進めていくパワー。
私が 70 過ぎたら真似できるんだろうか？なんて感心ばかりの対談でした。
去年は尾張陸運を引っ張っている管理職オンリーでしたが、今年はいろんな人にスポットを当てて行きたいと思っています。

もうすぐ 4 月。4 月と言えば入学とかお花見とか明るいイメージがあるけれど、花粉症持ちはそれどころ
じゃないですよね。今は眠くならない良い薬も出てるけど、効かない人には効かない。
かといって、ハンドル握る人は眠くなる鼻炎薬も飲めないからマスクの中は鼻栓、なんて人も多いんじゃ？
そこで情報を拾ってきました。
「効いたら儲けもん！」くらいで試してください。実際何しても効果が無かった友人、効果にびっくりして
ました。逆に全く効果が無かったと言う人もいます。
湿布
小指の内側に 7ｍｍ角くらいの湿布を貼って、上から絆創膏などを貼る。
湿布は必ずグリセリンが付いているものを使う。
両手でも片手でも良いが、貼りっぱなしにしておく。数日続けてみる。
小指の第一関節辺りには自律神経を整えるツボがあるので、湿布がそこに
うまく働いて改善に繋がるそうです。但し個人差はあります。
ワセリン
鼻の入り口付近と目の周りに塗る。
鼻：綿棒にワセリンを付けて鼻の穴の周りや内側に塗る。目：上瞼と目の下に一周付ける。
3～4 時間毎にティッシュなどで拭き取り塗り直すと効果的。多く付けるとべたつくため少量で良い。
ワセリンには黄色と白色があり、顔に塗るので刺激の少ない方の白を付けるべし。
ワセリンの油膜が花粉をキャッチして、花粉の侵入を阻止する、というもの。

かわら版

ご担当者様

日々の業務、かわら版の原稿作成、お疲れ様です。
全ての原稿の締め切りは、毎月 10 日となります。
よろしくお願いします。

整備士

Y さん

とある一日

颯爽と小牧倉庫に現れた一台のバン。
その場に居合わせたリフトマンと少し会話をした後、機材を取り出
すと慣れた手つきでリフトの整備を始めた山下整備士。先程の会話
も、リフトの調子をさりげなく聞き出し、問題を解決できるようにしてい
るそう。
真剣な眼差しでメンテナンスをしながら Y 整備士はこう語る。「日々
のメンテナンスを欠かさずしていただき、単なるツールではなくかけ
がえのないパートナーとして丁寧に、また安全に配慮して扱ってもら
えると 100％の力を発揮してくれるようになります。」
小牧営業所でたまたま遭遇した T 主任の取材を快く受けていた
だき、ありがとうございました。

