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50 期の反省

」

敏彦

残り一カ月ほどで５０期という節目の年が終わろうとしています。
売り上げは、昨年より７～８％は増収。利益も確保ができ、全体の売上高は、３２億が少し越せる程度になりました。 賞
与予算は冬期より３０％ほど増やす事が出来ました。 労働時間も昨年よりは月平均１０時間ほど減らすことが出来ました。
前年より数値では上向きを示すことができ、社長としては、７０点ぐらいの１年で終われそうな気がしています。
しかし、事故・クレーム・品質低下や離職者に関してはどれも前年以下の結果になりそうです。
事故・クレーム・品質の低下は、お客様を失うという最悪の事態を招く事に繋がります。離職者の増加は、社内のコミュ
ニケーション不足や、管理者の能力の低下か？ ビジョンが伝えられていないか？ 新入社員で入社して来たときの教育
やフォローに原因があると思います。
会社は何のためにあるのでしょう？ 仕事は何のためにするのでしょう？
人それぞれ役割や立場があり考え方は違いますが、人として会社の中で学び、仕事の役割で自分自身の殻を破り成
長し、社会の中で必要とされる人になる事が大切だと思います。
自分の生活を守る為は当たり前ですが、それ以上に周りの人やお客様のために・・・と思える具体的な実践こそが仕事
の中での目的です。
５０期を終え、次の５０年を生き残るために当社は何を目指せばいいのでしょう？ この答えを持って日々、仕事をする
人と、ただ漠然とした作業をする人では、おのずと結果は変わってきます。
今年より来年はもっと良くなる！
その為に、今日はこれを学ぼう！車をもっと長く乗るために・・・ キレイに乗るために・・・ 健康寿命を７０歳まで保つた
めに・・・ 老後も安心して暮らせる経済状態を作るために・・・。考えれば考える程、現状では満足する事ができません。
将来が不安な人はなおさら、心配のない人も「人の為に何ができるのか？」常に考え続けること！！それが人としての
勤めで、役割だと思います。
７０歳を過ぎても現役で楽しく生きられるか？自分の中に目標をもって、日々仕事に取り組む事で、やりがいのある人生
ができ、いつまでも夢のある将来が出来上がると思います。
気高き理想！を追い続けて頑張りましょう！

営業副本部長

S

皆様お疲れ様です。
本格的に梅雨の時期に入りました。雨で視界も悪くなったり、作業の遅れで焦ったりしないよう、安全
への意識をいつも以上に高め日々業務をお願いします。
5 月の実績報告と 6 月、7 月以降の計画報告をさせていただきます。
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49期(社内売込み）
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営業利益

利益率

50 期 4 月実績対比） 49 期 213,146（千円）に対し 50 期 219,649（千円）
部署名

平均出勤日数

平均労働時間

（乗務員のみ）

（昨年度比率 103％）

平均労働分配

時間生産性

時間生産性

率（輸送）

（平均売上）

（粗利益）

晴丘

22 日

211ｈ

55％

3,510 円/ｈ

607 円/ｈ

岐阜

21 日

212ｈ

54％

3,586 円/ｈ

643 円/ｈ

名古屋東

21 日

219ｈ

53％

3,531 円/ｈ

493 円/ｈ

名古屋西

21 日

222ｈ

62％

2,672 円/ｈ

181 円/ｈ

ツーマン

22 日

226ｈ

58％

2,968 円/ｈ

678 円/ｈ

本社第二

23 日

236ｈ

66％

2,141 円/ｈ

196 円/ｈ

本社倉庫

23 日

212ｈ

47％

4,191 円/ｈ

1,441 円/ｈ

生活関連

19 日

186ｈ

66％

1,103 円/ｈ

6 月も終盤で再来月には第 51 期を迎えます。
皆さんは日々何を思い仕事を行っていますでしょうか。自分自身のこと、家族友人のこと、会社のこと、お客様のこと、仲
間上司のこと、人それぞれいろんな価値観で仕事をしているかと思います。
期の変わり目、我々は毎年 1 年間の事業計画を作っております。売上利益をいくらにするか、誰を班長に選任するか、
新しい案件を誰が立ち上げるか、安全品質向上への取り組みなど、会社として昨年より成長できる様 1 ヶ月ほど考えてい
ます。社長をはじめ、他の管理者は「みんなが良くなるために」をテーマに常に考えています。
皆さんの取り組み方で会社は確実に変わります。中には管理者になりたいからどうしたらいいか相談してくれる方もいま
す。日々の行動の結果で 1 年後は変わります。
私自身、毎年より多くの方と切磋琢磨し成長できる組織作りに励んで行きます。

「タイヤのローテーション」
業務本部長

M

タイヤローテーションをしたほうがいいというのは、皆さんご承知のことと思います。
定期的にタイヤの位置を入れ替えることに何の意味があるの？と疑問に思う方もいるかも知れません。
そこでは今回はトラックのタイヤローテーションについて書かせてもらいます。

トラックのタイヤのローテーションをする意味は？
当り前ですが、タイヤの溝は走行に応じて減ってきます。荷物の積み込み方や足回りの状態などによって磨耗具合に
差が出てしまいます。これを偏磨耗といいます。定期的なタイヤローテーションを行うことでタイヤの偏磨耗を抑制し偏磨
耗を原因とするパンクやバーストを未然に防ぐことが出来ます。さらに、タイヤローテーションを行うことで、偏磨耗によるタ
イヤの寿命を均一にすることが出来るので、経済的な効果も期待できます。走行の安定性、タイヤの寿命、そして安全性
を維持するために必要なメンテナンスなのです。

トラックのタイヤのローテーションで走行距離は伸びるの？
タイヤの磨耗具合は取り付け位置によって変動します。ずっと同じタイヤの配置では、特定のタイヤだけ早く寿命がきて
しまうということもあります。一般的にトラックのタイヤの寿命は 3～4 万キロといわれています。駆動輪によって偏磨耗具合
は変わりますが、前輪駆動のトラックは駆動・制御・旋回の負荷がフロントに集中するのでかなり差が生じてしまいます。タ
イヤの取り付け位置を 5 千～1 万キロごとに入れ替えていくことで、偏磨耗を抑え、均等にタイヤを使うことができます。そ
れによって、1 車輛分のタイヤのトータル寿命が延びるので、走行距離も伸ばすことができます。

タイヤの状態は走行の安全性に直結します！タイヤローテーションは確実に定期的に行いたいメンテナンスです。空気
圧の点検などと同時に、気になる偏磨耗がないかなども毎日の運行前点検で確実にチェックしていきましょう。
昨今、様々なもの物価が上昇しているのはご存のことと思います。タイヤの価格上昇も例外ではありません。しっかりタイヤ
ローテーションすることでタイヤの長持ちにご協力ください。

タイヤローテーションは自社整備場で対応可能な整備
となります。
現在、一時的に自社整備場を閉じておりましたが、7
月より、週 2～3 日稼働することになりました。
また、Y 整備士がいますので車両について気になるこ
とがあればなんでも相談してみてください。

タイヤローテーション（例）

尾張陸運の本社には、3 つの本部があります。営業本部、総務本部、そして私たち業務本

こんにちは
業務本部です

部ですが、なんとなく名前から仕事内容が想像できる営業＆総務の両本部に比べて、
「業務本
部って何をするところ？？」と思っている方も多いのではないでしょうか。(ちょっと！存在す
ら知らなかったなんて言わないで…泣)

業務本部は輸送や倉庫作業の安全性や品質の向上、効率化による利益の創出などを担当する、実は皆さんのお仕事
にとっても関係の深い部署なのです。これから、業務本部の仕事を知っていただき、みなさんと一緒により良い尾張
陸運を作っていきたい！！そんな思いを込めて、新人業務本部員の N が業務本部の仕事にまつわるあれこれを「業務
のタネ」としてお伝えしてまいります。どうぞ、よろしくお願いいたします。

尾張陸運的〝魔の時間〟は月曜日の 9 時＆11 時だった!?

業務のタネ①

毎月のかわら版や社内の LINE で「事故が多い」と聞くけれど…。実際、事故っていつ起こっているの？
事故が起こりやすい時間や曜日ってあるのかな？？
そんな疑問を解決すべく、第 50 期(2021 年 8 月～22 年 5 月)に社内で起きた事故 104 件(多いなぁ…)を
曜日別、時間帯別に分析してみました。※発生時間がわからないものは除く。
曜日別は月曜日が 23 件と最多。やはり、休み明けで仕事の勘が戻らない方が多いのでしょうか？次い
で、水曜日が 19 件、金曜日が 17 件でした。
時間帯別では午前 9 時台の 16 件と午前 11 時台の 17 件が突出していました。業務本部長の M 部長に
結果を分析いただいたところ、運行する便によりますが、9 時台は 1 件目の配送先に着いた頃で、まだ身体
が温まっていない方が多いのかもしれません。そして、11 時台は配送先がお昼休みに入る 12 時までに納品
しようと慌てて作業をする方が多いのかも…。ということでした。
というわけで、第 50 期に事故がよく起きたのは月曜日の 9 時台と 11 時台ということになりました。皆さ
んもご自身の業務と照らし合わせて、この時間に事故が多い原因を分析してみてはいかがでしょう。また、
業務別に事故が起きやすい時間を予想することも事故防止の一歩ですので、ぜひ考えてみてくださいね。
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←危険な時間!!
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業務のタネのネタ！募集します
「業務本部でこんなことを調べてほしい」という疑問＆質問から、事故防止や燃費向上のために
営業所が独自に取り組んでいる活動の紹介。また、他のドライバー、倉庫社員の模範となるような
優秀な社員の推薦や業務改善のアイデアのご提案などなど。業務にかかわることならなんでも OK！
お気軽に情報をお寄せください！

タネから新しい
芽を育てよう♪

NEBC Report

From Nagoya East Butsuryu Center

～梅雨の季節到来です～
梅雨に入り、じめじめした日が続きますね。
梅雨に入る前、少しずつ夏に近づいて
だんだん気温が上がり暖かくなってきたからかあるお客さんが遊びに来ていました。

ノコギリクワガタ発見！
出入り口付近を
一生懸命歩いていました

～ 結婚しました ～
輸送・部品班の T さんが結婚式をしました！！
ご結婚おめでとうございます。
奥さんとってもきれいで、T さんとってもかっこよくキマッていますね！
二人共お幸せに、仲良く過ごしてくださいね。

～新入社員紹介～
＼スキマバイトアプリから社員になりました／

S さん
Q1.担当業務

Ⅱ型
Q.2 前職

音楽家・チューバ奏者
Q.３趣味や特技

Q4.好きな食べ物

美味しいもの
Q5.尾張陸運での目標

体力をつけてしっかり働く！
Q6.メッセージ

球技を見る、やること

物流は初めてです。

知らない音楽を聴くこと

よろしくお願いします。

6 月からかわら版担当が変わりました！ S と申します。
いろんなことを伝えられるよう頑張りますのでよろしくお願い致します。

尾張陸運 岐阜営業所通信

岐阜営業所リフト安全講習
先月は名古屋東部リフト道場にて安全講習を行いましたが、
、
今月は、社内にて N センター長を講師として、毎日リフト操作する岐阜車体のメンバーと
新人さんを中心に、２週に亘り講習を行いました。
座学ではフォークリフトの特性や各部分の名称など細かい所まで説明・解説を聞き、
実技では、乗車前の指差呼称、安全確認の仕方、実際にリフトに乗り死角範囲の確認などを
行い、現場で役に立つ安全作業のやり方など説明・解説を学びました。

今月の新人紹介
K さん

Q1：入社のキッカケは？（なぜ尾張陸運に決めましたか？）
運送業に憧れていたので、応募しました。
Q２：前職は？

Q3：趣味は？

ガソリンスタンドスタッフ

車・ゲーム・釣り

Q5：担当車両・担当業務は？

2ｔ車

Ｌ様便

Q4:好きな食べ物は？

野菜・和牛

Ｑ６：自分の売りを教えて下さい！

誰とでも仲良くなれます。

Ｑ７：これからの意気込みをお願いします。

まだ、解らない事ばかりですが担当業務の作業を早く覚え
戦力になれる様に、努力していきます。

愛知、岐阜両県に 10 か所の拠点を持つ尾張陸運ですが、所属する事業所以外の

尾張陸運
事業所 探訪①
～小牧センター編～

ことを知っていますか？今月から始まるこのコーナーでは、各事業所をまわって、
仕事内容やそこで活躍する社員の方をご紹介します。意外と知らない会社のこと

を一緒に勉強しましょう。
初回はかわら版に登場する機会の少ない小牧センターから！小牧空港のすぐそ
ばにあり、頭上を飛行機が飛ぶ大迫力のなか、K 主任をはじめとした皆さんにお
話を伺いました。

▶▶右ページの「K の流儀」もご覧ください

ピッキングした商品はいったん倉庫外へ…。
雨の日は作業場所が減るので大変です（涙）

倉庫内外に積まれるのは紙・紙・紙！おむつ、トイレットペーパー、ティッシュなど約 300 品目を扱い、
ここから、愛知、岐阜両県のドラッグストアに紙製品を配送しています。エリアは岐阜の高山から、愛知の弥
富や瀬戸まで。
小牧センター所属のドライバーはいないため、運ぶのは主に岐阜営業所のドライバー。トラックが足りない
小牧センターは K 主任と事務員の A さん。そして、リフト
マンが社員とパートあわせて 8 人います。
リフトマンは少数ながら、20～60 代と年齢層が幅広く、障
害者雇用の方、外国籍の方 2 名、女性 2 名と多様性に富んだ
メンバー。早番と遅番のシフト制で、午前は入庫と出庫、午後
は翌日出庫分のピッキングをしています。

事務所内では K さんと A さんが仕事をするほか、リフト
マンが休憩することも。「近くへお越しの際は、お立ち寄り
くださいね(岸下さん)」
【小牧センターはここ！】
愛知県小牧市小針 2-500

民間機、自衛隊機が頭
上を通過する際には、事
務所内にも轟音が。音に
慣れた小牧の皆さんも、
戦闘機の音にはびっく
りするとか…。

My Job, My Style

私の仕事～全社編～其の壱

名古屋東で働く方のこだわりをお伝えし、5 月で終了したは
ずの「私の仕事～〇〇の流儀～」が新装開店。今月から範囲
を全社に広げて、尾張陸運のいろいろな現場で働く皆さんの
“流儀”をお伝えします。(題字は本人)

アナログと奮闘する小牧センター K さん(36)
「ここはすべて人の目と人の手の作業なんです」
K が言うように、小牧センターの業務はアナログだ。扱う
製品はトイレットペーパーやティッシュなどの紙製品。取引
先から届く出荷情報が印刷された紙を見ながら、リフトマン
が 1 店舗ずつ製品をピッキングする。1 人あたりがピッキン
グする数は 1 日 500～600 ケースにのぼり、ミスを誘うポイ
ントはあちこちに転がっている。
例えばトイレットペーパーは、商品名が同じでも 12 ロー
ルと 18 ロールがあり、シングルとダブルがある。JAN コー
ドを読み取ってデータと照合するようなシステムはなく、ピ
ッキングする作業者の目、積み込むドライバーの目、検品す
る店舗担当者の目…これをすべて通り抜けると誤った商品
が店舗に納品され、倉庫の在庫差異につながるのだ。
「紛らわしい商品はピッキング前にマーカーをひいて、必

ず JAN コードを見て確認するよう指導している」というが、
ミスをなくすことは容易ではない。
こうした作業の特性上、人材育成も難しい。取引先ごとに
商品構成が違うため、すべてを一通りできるようになるまで
には最短でも 3 か月。K は新人の業務に付き添い、積み方を
教えピッキングミスがないか一緒にチェックしているだけ
に「次々と人が辞めていき、なかなか定着しなかった時期が
一番辛かった」と振り返る。
人数が減っても作業量は変わらないため、前日のうちに翌
日出荷分のピッキングが終わらず、自身もリフトに乗り、入

出庫やピッキングにあたった。
現在は人員的にも物量的にも「安定している時期」。だか
らこそ、K は次のステップを考えている。

K さん 2013 年尾張陸運入社

「まずはリフトマンの中からリーダーを育てたい」
それは彼らのキャリアアップのためでもあるし、自身が現

倉庫作業員として、本社倉庫からスタート。名古

場作業から離れ、これまで手がつけられなかった仕事に取り

屋東物流センターの立ち上げを機に異動し、紙製

組みたいという思いもある。例えば、毎日 500～700 枚の紙

品やタイヤを担当。小牧センター立ち上げ時から

を使う入出荷データのやり取りをデジタル化したり、破損の

小牧に勤務し、5 年になる。

一因にもなる木製パレットをプレスチック製に変更したり。

趣味は映画鑑賞。メインは洋画だが、名探偵コナ

どれも一人でできることではないが「小牧の環境を少しでも

ンは全作、欠かさず見ているという。

良くしたい」という思いが K の原動力になる。(敬称略)

クローズ
アップ

本 社 総 務 本 部 長

K 取締役

今月は本社勤務の「K 総務部長」からお話を伺いました。
K さんは消防署で長年勤務されていた方、「消防士」なんて子供の憧れの職業ですよね。
私もいまだに消防車間近で見るとテンション上がりますもん。そこら辺の話も聞いてみました。
消防署の方からうちに来られたという事で、ここに来る前は消防署でどんなお仕事されてました？
また、全くの異業種、うちに来た時どんな感想を持ちました？
ここに来る前は瀬戸消防署 M 分署長やっていました。
僕は最初、名古屋東に配属されたんですよ。当時は事務所にいる人数も少なくて所長は現場に出てっちゃう
し事務員さん帰っちゃうし。どういうとこだろうって（笑）
あんな広い所に何もわからん僕を一人ぼっちにして、電話かかってきて受けても何言っとるかわからんし
「トンキロ送って」とか言われて、トンキロってなんのことだか（笑）
専門用語のようなもんですね（笑）
思い描てた「運送会社」とは違いましたか？
あー…違ったね。出発する時、大勢で行ってらっしゃい！って見送るのかと思ってたら、意外としれーっと
出発してくんだなって。
みんな出勤時間違いますからね。
消防署っていうのはチームで動くものだから、ここは各々バラバラでこんな感じなのかって。それと、助手
席に乗せて貰って仕事についてったことがあるんだけど、さっきと一緒で専門用語、
「チャブリしんとかん」
って、
「え？なにしんとかん？」って（笑）降ろしても降ろしても終わらないし、ソーター直ぐ停まるし、こ
んなのずっとやってるの？って驚いたし、降ろす前も一時間くらいずっと車両で待機
「こんなにも待つの？」って聞いたら「これでも今日は少ない方ですよ」って言うしね。
あー、効率悪いですよね（笑）
時間指定なんかあると待機時間が長いなんてこともありますし。
ちゃっちゃと終わらせて帰るってわけにはいかんのだなーって思ったよ。
東にいる時ですよね？K さん、ここら辺の出身なんですか？
うん、ずっと瀬戸。小中高も瀬戸。消防署も瀬戸だから、
瀬戸から出た事が無いよ。
だから日進が初めての瀬戸以外の職場だった。
瀬戸の消防署は瀬戸市の職員だからね。
あ、そうか、転職しない限りはそうなりますね。
ご趣味なんかは？休みの日とか。
僕は休みの日も家内と買い物してるとか、ずっと家内と一緒におるよ。
一緒に旅行するとか。
仲良しなんですね！ご結婚されたのは遅かったんですか？
いや、23 歳。
えー、結構長い事一緒にいるのにそこまで仲が良いのも珍しいですね。お子さんは？
うちは 4 人。女女男男で。
子供のいない夫婦は仲がいいってのはたまに聞くけど、よっぽどお互い尊重してるんでしょうね！

K さんが尾張陸運で今現在力を入れている事は何ですか？
今のポジションの総務的な事のルール作りをキッチリしたいなと。
あと、給料改定もしかり。今のままではいけないし、やる事や勉強しなきゃいけない事はたくさんあるね。
総務の方だって仮に M さんが 1 週間休暇を取ったら、その間どうすればいいの？Y さんが休暇を取った
ら？
今現在対応できる代わりの人がいないから、そこらへんもしっかり考えなきゃいけない。
本当は僕の下に一人男性を付けてほしいなと思ってるんだよ。
実は大学の新卒の求人も出してみたんだけど、どうなるかなぁ。
世の中就職難って言ってるはずなんですけどね。
説明会の準備もしてあるんだよ。ただ、応募が無い事には誰にも説明できんから、一人でも話聞きにこん
かなーと思ってる。
長く続くいい人材が来るといいですよね。
ところで、K さん。AED の講習なんてのをやって頂くことは出来ます？
ああ、いいよ。AED があるのに、いざという時に誰も使い方がわからんってことになったら置いてある意
味がないしね。その時に一緒に心臓マッサージも教えるよ。
心臓マッサージのリズムはアンパンマンのマーチって言うのは聞いたことあります（そうだうれしんだ生
きるよろこび♪）
毎分 100 から 120 くらいかな（笑）
結構力も入れなくちゃいけないんだけど、その場合ちゃんと真っすぐにやらないと肋骨折れちゃう時があ
って。
それくらいの力でやるから、お年寄りの蘇生してると「パキン！」って音がして、あぁ一本折れたなーっ
て思いながらね。肋骨か命かっていったら、肋骨くらい折れても仕方ないわ（笑）
わぁ、それ恐ろしい話ですね（笑）
じゃ、汗だくでやるのもなんだし、秋くらいにぜひお願いします。
晴丘に AED があってできる人が何人かいれば、共配にも持って行けるし、ベンリーやカーコンでも使う
ような何かが起きた時に対応できるし。知識として知っておいて損はないですよね。
そうだね、消防の方にも来てもらえるか声かけておくよ。

いかがでしたか？私がインタビューしてるはずなのに、消防にまつわるいろんなお話を真剣に聞いてし
まって、頂いたお時間の半分は東日本大震災へお仕事で行った時のお話や消防署の裏話となってしまい
ました（笑）
K 部長は総務以外にも会社での悩み事や相談事の窓口にもなっていて、親身に話を聞いてくださいます。
悩みや相談があったら、一度相談してみてくださいね。

そういったわけでコロナの動きなんかも加味しながらとなりますが、一応秋くらいに
K 総務部長が AED と心臓マッサージの講習をしてくださいます。今のところ「土曜日
に晴丘で」という話になってますが、詳細は決まり次第掲載しますね。

