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第

分科会

り︑社員の要望や提案を
受け取る場所と機会を多
く設 けることで︑コミュ
ニケーションの充実化を
図っています︒
そうした好循環が生ん
だ﹁良質なサービス﹂の
積み重ねによって︑荷主
を巻き込んだ提案が可能

べ労働時間が減るわけで
はなく︑労働時間を小分
けにしただけになるので
はないか︑という大きな
悩みも生まれました︒
そんな頃︑それまで２
〜３便しか実施していな
かったフェリーを利 用し
た長距離便の運行を本格

をミルクラン方式に転換
して輸送効率向上を図る
とともに︑モーダルシフ
トとＣＮＧ車の導入によ
ってＣＯ ２排出量の大幅な
削減を行うという取り組
みを行い︑平成 年度に
国土交通大臣表彰を受賞
しました︒

日々の改善活動が生産性向上の土壌に

当社では︑物流全体の ﹁東京包囲網構想﹂とい 車を組み︑積載率の向上 の内容をシステムに組み
生産性を高めるために物 う仕組みを考えています︒ を図っているほか︑ 積載 込んで管理し︑これによ
流センターを運営し︑入 これは︑通常︑物流セン 効率を上げ︑またドライ り︑管理者の意識改善や
庫・在庫管理や仕分け作 ターを中心に決まる納品 バーが毎日家に帰ること 長時間労働の未然防止を
業︑店舗配送などをメイ 先への配 送ルートについ ができるよう︑トレーラ 図ることができています︒
また︑残業ありきだっ
ンとした事業を行ってい て︑受け口＝メーカーの ヘッド交換方式での中継
ます︒
工場が多い郊外と︑送り 輸送導入を荷主や協力会 た給与体系を︑基本給を
物流センターで荷物を 先＝消費地である首都圏 社とともに現在検討して アップし︑残業代を抑え
たものに変更したほか︑
一括に管理することによ のあいだに物流センター いるところです︒
り︑例えば︑仕分け作業
が遅れている際にはドラ
イバーが手伝ったり︑ド
笠 原 史 久 ㈱ＮＴＳロジ 代表取締役社長 ︽ 東京都 ︾
ライバーが納品に来た際
には仕分け作業員が荷卸 を設けることにより︑お
長時間労働抑制対策と 月に１回各物流センター
しを手伝ったりするなど︑ 客様から一番近いセンタ しては︑システム会社と の代表者が集う安全衛生
﹁一括管理による効率の ーをご利用いただくこと 共同開発した︑アラート 委員会や︑労働時間が長
よい運営のできる物流セ ができ︑都内の配送であ 機能の備わった勤怠管理 めになっているドライバー
ンター﹂をめざして運営 れば１時間以内で行うこ システムを導入していま に対する産業医の面談な
とができるというもので す︒運転手台帳・車両管 どを実施しています︒
を行っています︒
また︑社員の中で︑互
また︑現在︑独自のネ す︒
理台帳をはじめ︑点呼・
さらに︑配車支援シス 日報︑運行︑有給休暇︑ いにしてもらったことへの
ットワーク網構築による
コスト削減を図るため︑ テムを導入して最適な配 健康診断・適性診断など 感謝の言葉を書きあらわ
他にも︑社員とのコミ
労働環境改善のために
必 要 なのは︑﹁社 内の進 ュニケーションツールとし
化﹂と﹁社外との協調﹂ て︑﹁自 己 成 長ノート﹂
が生み出す︑良質なコミ と呼ばれる月間報告書を
年ほど前から活用して
ュニケーションです︒当社
では︑﹁社 長の考 え＝ 経 います︒今月の目標の設
営﹂ と︑﹁社 員の考え＝ 定︑先月の目標の反省︑
行動﹂の見える化を図る ﹁クレド﹂︵社 員 自 らが
ため︑ 互いにコミュニケ 創った﹁安全・品質・環
ーションの機会を活かす︑
また増やすことが重要だ
と考えています︒
越野 泰弘
当社では︑経営陣が顧
客からの﹁よい評価﹂を 境﹂の理念や社是︑企業
集め︑それを社員にフィ 理念等を明記した人材育
ードバックすることで社 成ツール︶を意識した行
員のモチベーションアップ 動報告︑不平・不満や提
を図っており︑よい評価 案︑配送先に関する近況
を受けた社員がそのよい 報告などを社員が用紙に
点をさらにサービスに落 記入して提出すると︑上
とし込むことでサービス 司から目標・反省への評
の差別化に繋げています︒ 価 や 不 平・ 不 満への 対
リアし︑ドライバーの日
帰り運行を可能にすると
もに︑荷物も翌日着で運
ぶことができました︒
一方︑ デメリットとし
ては︑高速道路料金がか
かりすぎること︑５社が
協力して行うことによる
事故発生等のリスクや︑

﹁良質なコミュニケーション﹂の積み重ねがカギ
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す﹁ありがとうボード﹂
の設置など︑定着率向上
のための労働環境改善も
行っています︒
当社では︑お客様にと
ってよりよい品質を提供
するための改善活動にも
力を入れており︑﹁実 施

済み改善シート﹂という
取り組みを行っています︒
自分たちが働く上で︑ま
たお客様にとって︑ どの
ような環境を整備するべ
きかを考え︑そしてそれ
を実践してもらうべく︑
業務中に感じた問題点︑

ックをフェリーに乗せると
いうことを公言し︑モー
ダルシフトに着手するこ
とにしたのです︒
モーダルシフトの実施
については︑ドライバーの
給料も下がり︑経費も若
干高くなりますが︑労働

化させることにしました︒
フェリーが運航する門司 時間短縮のためには一歩
〜大阪間については運転 踏み込むことが重要だと
時間としてカウントされ いう覚悟を決め︑今年５
ないため︑労働時間を減 月にはモーダルシフト推
らすにはフェリーを利用 進事業の認定を受けまし
するのがよいだろうとい た︒フェリー輸送と大阪
うことで︑ 月に１３０台 ・埼玉の各営業所を活用
・年間２５００台のトラ して︑各営業所で荷物を

㈱柳川合同 代表取締役社長 ︽ 福岡県 ︾

安全性・生産性向上のための労働時間縮減策
哲也

効であると考え︑昨年１ 果たして小割りの荷物を
月︑国土交通省が実施し 集めることができるのか
た福岡〜埼玉間の中継輸 といった問題が挙げられ
送の認証実験に参加しま ます︒
した︒
また︑運行計画上︑夜
５社が連携し︑１週間 間の運転ばかりを担当す
・８台・２運行の実験を るドライバーが出てくる
行いましたが︑その結果︑ など︑中継輸送を導入し
改善基準告示を完全にク たからといって︑一概にの

荒巻

それを踏まえての改善内
容とその効果などを記入
したシートを社員から募
っています︒このシートに
ついては︑ 年に２回発表
大会を設け︑半期で約１
千枚提出されるシートの
中から 人ほどがエント
リーされ︑ 人程度を表
彰しています︒
このような取り組みを
日々実践していくことに
より︑社員に日頃から改
善点を考えて仕事をする
習 慣 がつき︑﹁取 り 組み
を行うことで生産性・品
質が向上する﹂という理
解と意識を社内全体に根
付かせることができまし
た︒
60
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降ろし︑そこから小分け
の配送を行うことで実車
効率を上げ︑小口のお客
様に対しては運賃の値上
げを行いました︒
このように︑労働時間
の縮減を図りながら荷主
への運 賃・リードタイム
の交渉を行うことで︑実
車率の向上を実現するこ
とができています︒
また︑今はグループ拠
点を活かして中継輸送を
行うことはできないかと︑
柳川〜兵庫︵交替地点︶
〜平塚間での中継輸送も
検討中であり︑労働時間
縮減のため︑今後も取り
組みを続けていく所存で
す︒

同取り組みにおける輸 以前は﹁職人﹂の育成を
応︑疑問への回答などの になったり︑積載効率・
コメントが返ってくるとい 配送効率のアップに繋げ 送効率向上に関しては︑ めざしていましたが︑５
社員を﹁あ
う明確な﹁見える化﹂の ることができたりします︒ 発荷主・着荷主を巻き込 年ほど前から︑
システムで︑ 社 内コミュ その結果として︑合理的 むことで一貫パレチゼーシ らゆる仕事を万能にこな
ニケーションの深 化に役 な労働環境の構築が可能 ョンが可能になり︑ ミル すマルチプレーヤー﹂に
になるのです︒
クラン方式の導入により 育成する方針へと転換し
立っています︒
例えば当社では︑荷主 荷待ち時間の削減や集荷 ました︒それにより︑配
これ以外にも︑定期的
に個別面談や営業所ごと ・メーカーと４者間で協 ・納品車両の抑制︑待機 車の自由度と対応力がア
ップし︑実働率・実車率
のミーティングを行ってお 力し︑非効率な輸送形態
の向上を実現しました︒
労働環境の改善を生産
性向上に繋げていくには︑
越野運送㈱ 代表取締役 ︽ 大阪府 ︾
会社が物流の最適化を提
案し︑社員が良質なサー
ありきの配車の抑制など ビスを提供し︑顧客が労
の効果を生むことができ 働環境改善に参画するこ
ました︒そしてこの効果 とが重要であり︑その根
は全て︑ドライバーの負 幹をなすのは︑社内外で
担軽減に直結しています︒ の良質なコミュニケーショ
さらに︑社員の﹁多能 ンの積み重ねにほかなら
工化﹂も︑生産性向上方 ないと考えます︒
策として非常に有効です︒
走るよ り も 燃 費 が 向 上
し︑平たんな道を走行す
るために車両の修繕費も
削減することができるな
どの成果を上げています︒
さらに︑改善基準告示
の範囲内でどのように運
行を行っていくかを検討
する中で︑中継輸送が有

当社が長距離便の時間
短縮に取り組むようにな
ったのは︑平成 年９月
のことです︒ド ライバー
が居眠りによる死亡事故
を起こしてしまったこと
を受け︑安全について考
えた結果︑まずは全線高
速道路を利用して労働時
間を減らすための取り組
みを始めました︒それ以
来︑片道３００㌔㍍以上
の運行に関しては︑全線
で高速道路を利用してい
ます︒
全線で高速道路を利用
することにより︑労働時
間の大幅な短縮や十分な
休息など事故防止・労務
管理面で大きな効果があ
ったほか︑高速道路料金
分をかけた分︑一般道を
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設立／

日本PMIコンサルティング㈱
代表取締役

荒巻哲也 代表取締役社長
㈱柳川合同

資本金／ 6,000 万円
従業員数／ 320 人
車両数／ 194 台
福岡県柳川市
西浜武 475-2
昭和 57 年 10 月
本社／

小坂 真弘

設立／

コーディネーター

越野泰弘 代表取締役
越野運送㈱

資本金／ 1,000 万円
従業員数／ 64 人
車両数／ 57 台
大阪府大阪市都島区
都島本通 5-4-22
昭和 28 年
本社／
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設立／

2

笠原史久 代表取締役社長
㈱ NTS ロジ

資本金／ 2,545 万円
従業員数／ 512 人
車両数／ 121 台
東京都東久留米市
柳窪 1-10-37
昭和 46 年
本社／
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「労働環境の改善と生産性向上方策について」
パネリスト（プロフィール）

