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「場を清める」
代表取締役

伊藤

敏彦

人の心は、環境によって左右されます。人はきれいな場所では清々しい気持ちになります。汚れた場所では不快で嫌
な気持ちになります。
職場は自分たちが日々働く所です。前向きに働ける気持ちになれるような状況が保たれているでしょうか？
職場での環境はそこで働く人の心の現れです。働く人が日頃から心掛けている営業所と、そうでない所の差が出てきま
す。玄関、机の上、トイレ、駐車場、事務所内、日々使用する場所を、きれいに保つ事で働く人たちの生産性に変わって
きます。
掃除は場所をキレイにする作業の中で自分自身の心を磨くことにも繋がってきます。日々、場を清める事に心掛けてみ
ましょう。車内、社内どこでも片付けや掃除をする場所はあります。しかし、その場所に気づくか？見つけられるか？見逃
すか？は人それぞれの意識により差が出てきます。その差は自分自身の当事者としての意識の差だと思います。
会社はたくさんの人の集まりです。一人一人が周りの人の為に場を清める努力をする事で、社内から愚痴や不平不満
がなくなります。
愚痴、不平、不満は、悪いことを人のせいにする考え方から起こります。会社に対する不満、仕事に対する愚痴、上司
や周りの人に対する不平は全て当事者意識の欠如から起こります。自分が選んだ会社、自分が選んだ仕事、全てそこで
起こることの原因は自分から起こっています。
いい事にはいい原因、悪い事、思い通りにならない事の原因も全て自分にあります。
全ての結果を自分事として捉える事で、愚痴や不平不満はなくなります。そして、どうしたらその問題をなくす事ができ
るのだろう？という前向きな考え方に変わってくると思います。
人のせいばかりにして自分を正当化し、自分を変えずに周りに毒ばかりを吐いて自分自身の居場所を無くしてしまう事
より、少しでも自分達の居場所を気持ちの良い所にするにはどうすればいいのか？を考え、その為に知恵と汗を出し、人
の為に喜んで場を清める生き方に変えてみませんか？
プラスの捉え方をする事でプラスの出来事が自分の周りに起こるようになってくるはずです。運のいい人と運の悪い人
の違いは自分自身の目の前に起こる事に対しての捉え方や解釈の違いです。事実は変わらないですが人によって捉え
方や解釈はさまざまです。その捉え方や解釈によって結果が変わってきます。
ビートたけしさんは、自分で使ったトイレを自分が使う前以上にキレイに掃除をして使用する様に心掛けしているそうで
す。誰のためにするのではなく、自分自身が行っている日々の事は、必ず自分自身に返ってきます。日々の掃除「場を清
める」事は必ず自分自身の運を良くする事に繋がってきます。
トラックをキレイにしている人は事故を起こしません。事務所のキレイな会社は業績が良い。家の中が整頓されている家
庭は円満である。この事は全て「場を清める」と言う心掛けのキレイな人の結果から全て繋がっている事だと言えるでしょう。
自分は運が悪い…と思う人は是非、身近なトイレ掃除をしてみてはいかがでしょう？
まずは１か月間キレイにする事で必ず良い事が周りに起こって来るはずです。そして、実感ができた人は、それを習慣
にできる様に心掛けして下さい。今まで見えなかった暗い、苦しい日々が明るい楽しい未来に続いている人生に変わって
来るはずです。
良い実績は、良い結果の種です。信じて実践しましょう！

「50 期上期
取締役

方針・予算と
Commitment 実績」

営業本部長

U
上期（R3 年 8 月～Ｒ４年 1 月）は、コロナ禍の先の見えない状態と燃料価格の高騰も重なりました。
全社の数字としましては、前年比較増収増益、予算比未達成の結果となりました。
マイナス要因として、お客様の入札負けや倉庫スタッフの確保定着悪化による取扱量減などの売上減、車輛及び商品
の事故が起因した利益減が下期の課題と捉えます。
年末年始の挨拶回りの中で、具体的には、同じサービスを各拠点で対応して欲しい、機材や製品を事務所から出した
い、メーカー物流を効率よく共配でお願いしたい等々、多様化するニーズを正しく捉えて尾張陸運に求められる提案型営
業を推進して参ります。
下期（Ｒ4 年 2 月～８月）のポイントとして、倉庫は瀬戸北倉庫への荷物の取り込みを進め、Ｒ4 年 9 月スタートのダート
フリーク社の獲得をゴールと定めます。
輸送は A 様、M 様、B 様等々を各拠点と協力し、強みを生かして拡大を狙い、全社売上予算 360,000 万円、利益予算
22,000 万円を必達します。
皆様のご支援とご協力を賜りますよう、宜しくお願い致します。

売上（輸送）
売上（全社）
利益（全社）

50 期 1 月度予算
24,321 万円
25,740 万円

実績
23,261 万円
23,499 万円
608 万円

昨対

昨対

149,054 万円
155,649 万円

実績
155,511 万円
156,911 万円
136,03 万円

予算
14,366 万円
24,700 万円
2,520 万円
4,779 万円

実績
13,591 万円
20,551 万円
2,458 万円
3,525 万円

昨対

50 期 8 月～1 月予算

売上（輸送）
売上（全社）
利益（全社）

107.6％
100.7％

予算達成率
95.6％
91.2％

118.7％
111.8％

予算達成率
104.3％
100.8％

116％
97.9％
不明
90.6％

予算達成率
94.6％
83.2％
97.5%
73.7％

予算未達成営業所（8 月～1 月）
名古屋西
岐阜（倉庫除く）
小牧センター
生活関連

営業本部の行動目標と考え方
1. ビジョン
物流総合企業としての自覚を全社員が持ち、地域社会と物流を通じて社会貢献ができる会社作りと、次世代を背負う
ための経営者意識の人財育成。
2. 営業戦略・・・・・営業本部新体制にて、各事業部との情報共有をポイントに自社の強みを活かし取扱いの拡大を図る
（1） 深耕戦略
① 上位５０社リストに基づき今期中は種まき営業をコツコツと進め、芽の出た案件の刈り取りを主に売上利益ＵＰに
向け実践する。
目標値 ： 営業本部年間累計

1,000 万円の獲得

② 料金適正化を常に意識し、100 社リストに基づき各事業部及び営業所と狙いを定め推進と業務拡大を図る。
目標値 ： 年間累計 1,000 万円
（2） 新規開拓・・・・・従来の流通系、産業計に（INOVATION）を加え、新成長市場を開拓する。
①来年度の小物 BC 構想（スルー型物流ラインの構築）を推進し、空車率の低減に狙いを定め、売上・利益の拡大を
図る。
②深耕営業の強化により各営業担当の人脈 UP を図り「紹介営業」につなげ直荷主 100 万円以上 10 社の獲得を狙
う。
※高品質なサービスを提供することで他社との差別化を図り、無駄な事故を減少させる（全社共通）
③尾張エリアを中心に営業を推進するが、新規拡販にする為に、他地区の協力会社開発、M＆A の拠点展開を図る。
0-3PL 事業年間目標値・・・・年間目標 1 億円を必達する

業務副本部長

T

寒い日が続き老いを感じる今日この頃です。皆さんも体調管理には十分に気を付けてください。
50 期も上半期が終わり折り返し地点に来ましたが、事故が多発しておりこのままでは 50 周年を締めくくれな
いと感じ、各部署の主任を集めて毎月の勉強会を始めました。これは毎月開催して、今年の 7 月まで継続して
勉強会を開き、各主任から班長へ落とし込んでもらいます。会社全体として、事故をなくすためにはどうしたらい
いのかを、全員で本気で取り組んで行かなければならないからです。
皆さんはどうすれば事故が無くなると思いますか。尾張陸運に入社してからずっと無事故の方もいるかと思い
ます。そういった方たちの意見も各部署の管理者さんは取り入れてもらいたいですし、勉強会で得た知識も皆さ
んへ発信して漏れなく伝えてほしいです。
事故が増えると余計な経費が掛かることは当たり前ですが、事故を起こすことで顧客からの信頼も下がりま
す。信頼が無くなれば仕事も任せてもらえなくなり、最終的に仕事がなくなるかもしれません。今ある仕事は当た
り前にあるわけではなく、会社として仕事をいただき、信頼を作り上げてきた結果が今です。会社はその繰り返し
で成り立っていることを皆さんにはわかってもらいたいです。会社は我々全員で作っているということ、その結果
が全員へ反映されているということ、誰かが自分勝手な行動をすればそれは会社全体に反映されるという事実、
会社を良くするのも悪くするのも全社員の行動の結果です。みんなの行動で結果が変わるなら会社もみんなも
良くなることは簡単だと思いませんか？
50 期下期、絶対にみんなで良い結果を作って、全員に反映させましょう！

営業副本部長 S

皆様お疲れ様です。体調管理は大丈夫ですか？まだまだ寒い日が続きますので引き続き体調管理をお願い致します。
営業本部より 12 月の実績報告と 2 月以降の行動報告になります。
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生活関連

49期(社内売込み）

36,590

39,358

88,195

23,517

13,875

14,903

15,983

5,624

50期（社内売無し）

40,036

39,690
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25,203
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5,773
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営業利益

49期(社内売込み）

50期（社内売無し）

50 期 12 月予算対比）49 期 256,015（千円）に対し 50 期 290,522（千円）

営業利益

（昨年度比率 113.4％）

■課題コミット
・3 月繁忙期対策、各立ち上げに関しての体制
■2 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
・3 月 1 日より日用品雑貨配送（M 様）約 16 店舗配送を 6 社 11 台で立ち上げ。
・4 月 16 日より B 様の長久手店オープンに伴い 3 車立ち上げ
・瀬戸北倉庫約 800 坪の顧客の営業
・K 様（家庭紙）の一部共同配送の取り組み
来月 3 月はいよいよ繁忙期になります。今年は食品や家庭紙の一部値上げなどで駆け込みが多い予測もされておりま
すので日用品雑貨も普段より物量が増えると思います。また、過去 2 年の 3 月に比べ、コロナへの認識も考えると家具全
般、引越し全般も物量が増えると思います。
当然会社として対応しなければならないので、各部署の管理者の方も総出で現場に出る事も増えるかと思います。
事務所が不在になり、連絡も取りづらくなるかもしれません。
繁忙期に限った話ではないですが、普段の配車等のやり取りの見直しにも良い時期だと思います。
指示を出す管理者は・しっかり注意事項などわかるようになっているか ・現地の担当者、作業内容など分かりやすく指
示を出せていてそれがちゃんと伝わっているか
指示を受けるドライバーさんは・内容など曖昧な状態で当日を迎えていないか ・わからなければ管理者に聞けばいい
という安易な気持ちがないか ・持っていく資材などの確認を怠る・・等
このような状態だとまず事故やトラブルの元となり、余計な時間や労力を使ってしまいます。
経験のある方にどういう業務かを確認をしたり、ルート予習をしたり、前日にいかに準備するかが重要だと思います。
忙しい時ほど自身の意識レベルを高め、スキルアップを目指しましょう。宜しくお願いします。

本 社 経 理 部 長
クローズ

アップ

Y

さ

ん

今月はあまり表には出てこない、だけど昔から会社を力強く支える重要人物、数字大好き女子、経理の Y さ
んです。O は尾張に入社してから数年間、ずっと Y さんを社長の奥様と勘違いしていました（笑）
その頃はあまり T さんと接点なかったですからね。
Y さんにとって去年はきっと人生の中で大きな波があった年ですねー。
そんな Y さんに色々と質問をしてみました。

まず、Y さんの前職は？
前職？高校を卒業して会計事務所で 5 年くらい勤めた後に一般の会社で経理の
仕事をして、尾張に来たのはその後平成元年かな？お義母さんも働いていたし
子育てもしていたから本当にお手伝い程度からのスタートだったよ。
じゃあずっと経理専門なのですね。経理やっていて一番大変な事は？
大変？…大変なんて思ったことない。数字見ていると楽しい！（笑）
うわあ、楽しいって…。合わないとかになると頭かきむしりそうだけど。
ピッタリ合った時は爽快！
あー、なるほど。そっちの方が勝つのですね？しかも趣味の数独も数字ですよね。

2013 年の Y さん。
あんまり変わってないように
見えるけど…

（かわら版の最後のページの数独は Y さんから出されています。O は楽しみにしていて、頭の運動の為に毎
回チャレンジしています）
じゃあ、休みの日の趣味は？
休み…休みかあ。一人で実家に行って寝ている（笑）
ご実家近いのですか？
T
アウトレットとかの？
そうそう、まあまあ近いよ。
ブラっと行って買い物とか銭湯とかいいですよね！
いやぁ…行かない（笑）近すぎて銭湯なんて一回くらいしか行ったことない。
じゃあ本当に実家には寝に行くだけ？
そう。母親に「あんたうちに来るといつも寝ている」って言われる（笑）
じゃ、今一番行きたいところは？旅行とか、国内・海外どこでもいいけど。
えー…ない。
ない？Y さん、会社から海外旅行してなかったっけ？楽しくなかったの？
あぁ、シンガポールね！楽しかったし苦しかった。食べてばかりでお腹一杯になっちゃって！（笑）
シンガポールかぁ、いいですよね。綺麗だし治安もそれほど悪くないし。
うん、シンガポールに行ってまで T さんから水泳教わっていた！でも、今他に行きたいところはないなあ。
温泉とかは？
あー、温泉いいね。うん、のんびり温泉には行きたいかなあ。
いつも、あそこに行きたいなー行ってみたいなーと思いながら、なかなか行動に起こせないよね。

経理やっているときの達成感は？さっき話していた数字がバチっと合う時？
う～ん、それもあるけど。達成感かあ。
利益が出ているとみんな頑張ったなーと思うし、利益が少ないと
あー、社長カミナリ落ちるかなとか思うし（笑）
達成感を感じているだろうと想像しての達成感？（笑）
そうそう。でも倉庫が出来た分、昔のお金の無い時代を思うと楽に
なったよねー。
そこらへん、入社した時にはあった固定の賞与が急に無くなった時、
もしかしてただ事じゃないのか？って思っていました（笑）
大丈夫じゃなかったよー。色々支払いの引き落とし日を変える、
年末年始なんて月末に支払いが引き落とされるけど、
休み前にちゃんと入金あるのか心配するなど。
そういえば経理の一番忙しい月って年末？

こちら 2022 年の Y さんです。

いや年末調整の 1 月。あとは 9 月と書類の提出なんかがある 6 月。
年末調整もデジタル化が進んで、QR コードをスマホで読み取って、いつもの三枚書くやつね、あれができ
る様になった。去年から。でも全員がそれでやらなくちゃいけないとかなんとかで、まだしっかり調べて
ないけどね。
世の中デジタル化・ペーパーレス化が進んでいますね。
えー、最後の質問です。この先尾張陸運がどうなっていく事を望みますか？
私は現場の事はわからないから経理の事を話すけど、今経理のソフトを「f」っていうソフトに移行したの
ね。そのソフトを使うと試算表が損益も貸借もきっちり出て、各部署が各々一つの会社みたいになるの。
今期でだいぶん慣れては来ているみたいだけど、まだ「f」以外の試算表みたいな収支表付けてる部署もあ
るから、しっかり使いこなせるようにみんな成長してほしい。
各部署そのソフトを使いこなせたら、
Y さんの負担が減ります？
私が要らなくなる。
要らな…えええー！？

（大爆笑）

いやいやダメでしょう！

まあ、Y さんの仕事は試算表だけじゃないですもんね。
あとは、事故が少しでも無くなっていくといいな。
そうですよね、一つもいいことないですものね。
ありがとうございました。
こんな感じで本社の二階でいつも数字に
まみれています。

去年で終わりだったはずのインタビューですが、まだ続けてほしいという読者（笑）の要望に応えて、縁の下の
（めちゃくちゃ）力持ちの Y さんを取り上げさせていただきました。
今後「あまり表に出ないけど、尾張を力強く支えている」方たちに表に出て頂こうと、不定期になるかもしれませ
んがこのままインタビュー継続させていきます。
「この人を取材してほしい」等ありましたら晴丘 O までご連絡ください。
各部署どこでも OK

です！

NEBC Report
R4.2.1

名古屋東

From Nagoya East Butsuryu Center

物流センター
営業所

新体制で始動！

これまで、名古屋東物流センターの下に「輸送」と「倉庫」部門がありましたが、2 月から輸送を主とする名
古屋東営業所と倉庫を管理する名古屋東物流センターに分割。2 月 1 日付けで、K さんが名古屋東営業所の副営
業所長に、M さんが名古屋東物流センターの副センター長に就任しました。1 日には伊藤代表から辞令が手渡さ
れ、激励の言葉がかけられました。
肩書をご覧になるとわかるように、どちらも「副」です。これからそれぞれの部門で事業計画を立て、計画通
りに 1 年間を過ごし、結果を出せた時点で「副」が取れて営業所長とセンター長に就任する予定。これからの 1
年半がお二人と名古屋東にとっての正念場になります。内外の皆さま、どうぞご期待、ご協力のほど、よろしく
お願いいたします。
（お二人の抱負を㊨ページに掲載していますので、ぜひご覧ください）

去年の話で恐縮ですが…

「所長になったら結婚しろよ！」と辞令とともに伊藤代表から

残念ながらお休みの M さんに代わり、T さんが辞令を。まだ

激励(？)を受けた K さん

センター長代理は続きそうですね

＼Ⅱ型だけじゃない／

実は TU(返品)も
すごかった！！

業務効率 3 項目で S 様全センター首位
先月号で名古屋東物流センターのⅡ型仕分けが S 様の
全 16 センター中で効率がトップを獲得したとお伝えしま
したが、Ⅱ型の隣で作業をしている TU も業務効率の 3
項目すべてで 16 センター中首位に立っていたことが判明
しました。
TU は各店からの返品された商品を確認し、メーカー
へ返したり、別の店舗へ発送したりする作業を行ってい
ます。写真でお示ししているのは、2 月 7 日の実績です
が、1 時間あたりの「返品検収数」「廃棄検収数」「店間
検収数」でいずれも圧倒的な首位を確保。メンバーはフ
ルタイムのパートさん 3 名という超少数精鋭ですが、手
が空くとⅡ型のサポートに入るなど、効率的な仕事で現
場を回してくれています。
TU の皆さん、おめでとうございます！これからもよ
ろしくお願いいたします。

名古屋東営業所

副営業所長

K さん

2 月 1 日付けで、尾張陸運名古屋東営業所の副営業所長に就任いたしました K と申します。
まだまだ未熟ではありますが、任されたことを誇りに思い、責任感を持ち、新しい名古屋東営業
所を創っていきます。ご指導のほど、よろしくお願いいたします。
そして、名古屋東のみなさん。これから私は、営業本部のお力も借りて新しい取引先の開拓に
務めます。目指すは皆さんがやりがいを持って働け、利益の出る案件ですが、獲得にはドライバーの皆さんの協力が不可欠
です。
まずは、事故や遅延のない運行をすること。
「尾張陸運の名古屋東営業所は、安全に確実に荷物を運ぶ」という評判が広がれば、お客様からの発注も増え、ライバル
との競合にも負けないはずです。しかし、2022 年が始まって 2 か月ほどで、残念ながらたくさんの事故が起こっています。原
因は確認不足や自分自身への過信、一手間を面倒くさがったなど。どれも起こさずに済んだ事故だと思うと、とても悔しいで
す。事故は 1 人 1 人の注意や心がけで防ぐことができますし、事故を減らすことで、名古屋東営業所の評判を上げることもで
きるのです。
ほかにも、日々の運行を振り返って、このようなことはないでしょうか？
・必要以上に早く出勤して待機時間が長くなる拘束時間の無駄遣い
・請求できない高速道路の使用による通行料の無駄遣い
・待機中にエンジンをずっとかけたままの燃料の無駄遣い
小さな無駄遣いが積み重なって、営業所全体の利益を減らしています。逆に言えば、1 人 1 人が小さな無駄を減らすことで
利益が増え、賞与として還元されるはずです。私は営業を通じて新しい利益の源を創ります。皆さんは安全運転と無駄の削
減で評判と利益を高めるお手伝いをお願いいたします。一緒に「稼ぐ」営業所を創りましょう！

名古屋東物流センター

副センター長

M さん

このたび、2 月 1 日をもちまして名古屋東物流センター副センター長に就任いたしました。身に
余る重責ではございますが、精一杯努力してまいりますので、今後とも、ご支援、ご厚情を賜ります
よう、よろしくお願い申し上げます。
名古屋東に配属されたのは 4 年前の春。未経験の業界で「物流とは何ぞや」から始まり、作業を
理解し、収支の構造を捉え、工数計算、人員配備。どうすれば効率が上がるのか？を考えて過ご
した日々でした。あれから 4 年。当時は白旗を上げていたような物量も、楽々とこなすアルバイトさんや倉庫社員の頼もしい姿
に、感謝しかありません。
一方で、以前現場で耳にした言葉があります。「一所懸命やっていても意味がない」。悲しいです…
この理由を考えると、作業に追われ、やっつけ仕事になっていたのだと思います。では、どうすれば良いのか？現場の無駄
を減らし、作業の一つ一つに意義を与え、一所懸命な姿勢に価値を与えられる環境を作ります。例えば、センターの利益改
善に不可欠な、商品の破損や棚卸差異の縮小。直接商品を触れる機会が多いのは、アルバイトさんやパートさんです。破損
が減って出た利益を、個々のみなさんに還元できるよう尽力します。
勤務超過が目立つ働き方の改革も課題です。綿密な作業計画を設定し、人員の流動性を持たせ、工数をおさえます。その
為に、部署の壁をなくし、いつどこにおいても働けるように作業スキルの向上を行ないます。
完成形は、「完全週休二日」。無理だと思うかもしれませんが、実現できます。時差出勤や物量のピークに合わせた工数設
定等を現場のリーダーと一緒になって考えていくことが、その第一歩です。
私自身が良きお手本となるよう行動し、一所懸命が価値を生み無駄にならない環境を整備。そして、皆さんが名古屋東で
働いて良かった！と思って頂ける職場作りへ尽力しますので、宜しくお願い致します。

尾張陸運 岐阜営業所通信
岐阜営業所新班編成
Ａ班（６名）
B 班（10 名）
C 班（５名）
Ｄ班（７名）
E 班（７名）
F 班（7 名）
以上が５０期下期より新班編成になります。
岐阜物流センター～岐阜分室へ移動した方それぞれ居ます。同じ岐阜営業所内ですが、
顔を合わせた事のない人や話をした事のない人もいるはずです。
直ぐに馴染める人や慣れるのに時間の掛かる人それぞれ居ると思います。
お互いに自分から声を掛ける事を心掛け、親睦を深めていきましょう。

岐阜営業所新人紹介
M さん

Ｑ１：入社のキッカケは？（なぜ尾張陸運にきめましたか？）
ＨＰからでも伝わる社長・社員の方々の温かさ、
積極的に新しい事に挑戦する事が凄く良いなと思いました。

Ｑ２：前職は？
工場で商品検査の仕事をしていました。

Ｑ３：趣味は？
体を動かす事。

Ｑ４：好きな食べ物は？

Ｑ５：担当業務は？

ホタテ・チーズ

事務業務

Ｑ６：自分の売りを教えて下さい！
人見知りをしない事・自分から話しかける事が出来ます。

Ｑ７：入社しこれからの意気込みをお願いします！
挨拶など当たり前の事を徹底し、コミュニケーションを大切にしながら頑張ります。

S さんお子さん誕生おめでとうございます
１０ｔ Ｆ便の S さんに男の子が誕生しました。
これからの意気込みは：元気な子に育てます。
頑張ってくれた奥さんに一言：お互い育児頑張ろう!

ひまわり だより

A さん
(名古屋西)

U さん
(晴丘)

T さん
（アグリ）

K さん
(名古屋東)

M さん（晴丘）も勤続 20 年でしたが、お写真が用意できませんでした。申し訳ありません。
20 年間、ありがとうございます。ますますのご活躍をご祈念しますとともに、後輩のご指導よろしくお願い致し
ます。

自動車運送事業者の「働きやすい職場認証制度」取得
本社・名古屋西・名古屋東の各営業所
で「働きやすい職場認証制度」取得しま
した。
働きやすい職場認証制度とは、令和 2
年 8 月に国土交通省が創設した自動車運
送事業の運転者不足に対応する為の総合
的取り組みの一環で、職場環境改善に向
けた各事業者の取り組みを「見える化」
することで、国交省・厚労省が連携して
就職を促進することを目的としていま
す。
尾張陸運ではこの認定証を取得する為
にではなく、働きやすい環境を様々な形
で考えています。

