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全日本物流改善事例大会2017・物流合理化賞
―受賞企業に学ぶ物流合理化の工夫―

物流合理化努力賞〈物流業務部門〉

改バリアフリーな受入れ業務
健常者と障がい者の壁を無くす
ロジスティックスオペレーションサービス㈱
長崎営業所

井手 陽子
Yoko Ide

1．会社概要

2．業務概要

我々、ロジスティックスオペレーションサービス

2.1

長崎営業所業務概要

㈱「略称ロジオス」は、2006年に三井倉庫サプラ

長崎営業所では、お客様の工場に拠点を構え、設

イチェーンソリューション㈱70％とMan to Man㈱

備パーツや材料等の受入、製品の出荷、材料の入出

30％の資本で設立された物流専門会社である。現在

庫、搬送を行っている。

従業員1,111名で全国に営業所を展開している。北
は秋田県から南は九州鹿児島までの34拠点がある。

2.2

資材受入グループ業務概要（図表1）

ビジネス区分は商品センター、カスタマーサービス

①荷物の受入・検品

物流、オフィス物流、貿易事務／国際物流、倉庫内

工場の方が発注されるパーツや材料、個人宛に届

外販売物流、工場内専門事務、構内物流、車両手配

く荷物の受け取り、全て開梱・検品を行っている。

運行管理業務と物流全般が業務内容となっている。

②一般貨物の発送
専用システムを使って関連工場や事業所、メー
カーに送られるパーツ、サンプル品などの発送・受
付を行っている。

図表1

長崎営業所業務概要
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③受入検収
専用システムを使用し、発注品の受入検収を行っ
ている。納品書に記載してある注文番号をバーコー
ドスキャンまたは、手入力して行う。
④社内送達便の集配・発送
長崎へ届いたものや関連工場や事業所へ送られ
る社内送達便の集配、発送を行っている。

3．会社の取り組みについて

図表2

障がい者受入環境評価

②営業所メンバーの意識調査（図表3）
営業所メンバーの意識調査を行った結果、業務を

3.1

経営理念の新設

任せられない、接し方が分からない、など否定的な

“The excellent company respected by the society”

意見が多かった。

～夢があって社会から尊敬される会社へ～
この経営理念を引き下げ、営業、企画、人事他、
全社一丸となり、日々の業務を遂行している。
3.2

ダイバーシティの取り組み

上記経営理念もあり、ロジオスはダイバーシティ
推進にも力を入れている。ダイバーシティとは“多
様性”という意味で、国籍、年齢、性別、障がい、
宗教など、何事にもとらわれることなくその多様性

図表3

障がい者受入意識調査

③全社の状況（図表4）

を受け入れることである。
ロジオスでは、一歩先を行く「ダイバーシティ＆

昨年はクリアしていた障がい者雇用率のポイン

インクルージョン」多様性を受け入れ、お互いに尊

トが現在は未達となっている。まだまだ安定してい

重し、認め合うことが当たり前。そんな会社を目指

ない状況。

しており、大きな3つの柱として「女性活躍」
「障が
い者雇用」
「外国人採用」を揚げている。

4．現状把握と課題
4.1

現状把握

（1）調査
ダイバーシティ推進にあたり、唯一、営業所で
コントロールできる障がい者雇用について、調査を
行った。

図表4

障がい者雇用状況

①障がい者受入環境調査（図表2）
身体障がいを想定し、物量、取り扱う貨物の重量、
移動距離、設備環境の4点で評価を行い、営業所の
中では資材受入グループが適していると判断。

（2）職場体験実習生受け入れ
より深く現状を把握するべく、実際に障がい者の
職場体験実習を行った。職場体験実習に来られたの
は末吉栄一さん、41歳。体感機能障がいで歩行が少
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うのは厳しいと判断し、上司、人事担当者に無理だ
と報告した。
返ってきた答えは、
“障がい者と健常者が一緒に
働くことはできるはず。大分にあるソニー・太陽㈱
様は、社員の6割が障がいのある方で「世に心身障
がいのある方はあっても、仕事に障がいはありえな
い」という企業理念を大切にしながら32年も経つか
ら私たちにもできるはず。それに、ロジオスの経営
図表5

職場体験実習生

理念にもダイバーシティを揚げているから、採用の
方向で何をすべきかを考えなさい！”
と一喝された。

し困難である（図表5）
。
実習は、荷受け・検品と発送受付の基本的なこと
を行ってもらった（図表6）
。

（3）再度職場体験実習開始
①実習生の意見
再度実習が始まったが、今のままではやりにくい
のは目に見えている。しかし、どう改善していいの
か分からないので、末吉さんに聞いてみると、
・何度も作業台と荷受棚の往復はキツイ
・検品が終わったと思ったら、次々に荷物がくる
・作業台の周りがちょっと狭い
・リフターの取手にひっかかりそうで怖い

図表6

実習内容

・引き取りにきた方とぶつかりそう
という意見がでた。

①荷受け・検品の課題
受入口と発送場所の移動を1日何度も往復するの
で、
転ぶのではないかと側で見ていてヒヤヒヤする。

4.2

課題

末吉さんの意見をメンバーで確認した結果、末吉

また、荷物を持ち上げるとき、重たくないか、落と

さんが不便に思っていることのほとんどが動線や作

すのではないかと気が気ではない。

業周りのことであった。これらはレイアウトを変え

実習終了時の作業工数は645秒／件、参考までに
井手の工数は150秒／件（＋495秒）
。
②発送受付の課題
PCスキルの問題で、つきっきりの状態である。
また、工場の方とのコミュニケーションが全くとれ
ず緊張も激しいため、言葉も出ずぎこちない様子。
実習終了時の工数は525秒／件、参考までに井手

れば解決できるのではないか、
ということになった。
また、ソニー・太陽様のことを聞き、私たちも見
方・考え方を変えてみようという気になり、
一度もっ
と広い視野でダイバーシティのことを勉強した方が
良いと思うようになってきた。

5．改善テーマと目標選定

の工数は165秒／件（＋360秒）
。
③研修の結果

安全に安心して働ける職場環境作りを目指して

気を使いながらつきっきりの状態で疲れてし

改善テーマを「バリアフリーな受入業務」とし、こ

まった。一人で作業させられないし、環境的な課題

のテーマに「床に危険な所がない、健常者と障がい

を確認することもできず、上記の課題もあり、この

者の壁を無くす」という意味を込め、目標は障がい

ような状態が続くかと思うと資材業務をやってもら

者雇用1名の達成とした。
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6．改善の実施
6.1

意識改革

図表3のようなメンバーの意識では、スタート地
点に立てるはずもなく、まずは意識改革を行うため
に人事担当にダイバーシティ研修を実施してもらっ
た。内容は、弊社経営理念やダイバーシティ方針に
込められた思い（図表7）
、ソニー・太陽様の紹介、
法定雇用率について等、様々な角度からダイバーシ

図表9

ティの重要性について教育を受け、メンバーの意識

レイアウト変更前の資材受入口

にも変化が出た（図表8）
。
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図表7

ダイバーシティ方針
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レイアウト変更後の資材受入口

もあった。大物を検品するにもスペースが狭く、緩
衝材などがあふれてしまうこともあった（図表9）
。
これらを解消すべく、主に下記のようにレイアウト
を変更（図表10）
。
・移動を少なくするために、作業机を入り口の近く
に移動。ゴミ箱も作業机の横へ持ってきた。
・遊休品だったキャビネットも廊下側に置き、小物類
図表8

障がい者受入意識調査2

をスッキリ収納することができるようになった。
・発送で使用しているパソコンとプリンタを手前の

6.2

レイアウト変更・危険個所対策

（1）動線の整流化と移動スペースの拡張
変更前の作業場は2部屋に分かれていて、ドア1
枚でつながっている。受入口で荷物を受け取ると、
手前にある作業机まで移動し検品を行う。発送の対
応があると、隣の部屋のPCの所まで移動が発生す

部屋、検収机の隣に移動して一部屋で対応できる
ようにした。
また、大掛かりなレイアウト変更になったため、
営業所全員で協力した（図表11）
。
（2）危険箇所を無くす工夫
①リフター取手の強調

る。
その間に納品があると、
また受入口までダッシュ

リフターの取手を取り外すことができなかったた

しなければいけない。そのとき台車にぶつかること

め、トラテープを巻いて目立つようにした（図表12）
。
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図表11

図表12 トラテープを巻いたリフター

図表13
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レイアウト変更作業の様子

キャビネットの安全対策

図表15 車輪止めをつけた台車収納所

②キャビネットを安全に使うために
キャビネットは自動扉の横に置いたので、扉に挟

図表16

図表14

平台車の収納の工夫

作業スペースのレイアウト変更前後

7．効果確認

まないように、紐でストッパーを作った（図表13）
。
③平台車の収納を工夫
デッドスペースだった作業台の下に平台車を収

7.1

作業環境

収まりきれていなかった台車が、新たに作られた

納し、床に置かないようにした（図表14）
。

収納スペースに収まり、できる限りの危険因子を取

④台車の収納所を確保

り除いた、安全な広いスペースができた。お客様か

荷受棚の一番下の段を外し、台車を収納して作業

らも好評で、うれしい相乗効果となった。レイアウ

スペースを広くした。また、台車が動かないように

ト変更することで、動線も短くすることができ、受

車輪止めも作った（図表15）
。

入検品と発送で、月に約6kmの短縮、結果的に年間
約72,000円の削減となった（図表17）
。

（3）作業スペース
レイアウト変更を行うことにより、安全な作業ス
ペースを確保できた（図表16）
。

レイアウト変更後、末吉さんに再度作業環境につ
いて尋ねてみたところ、
・荷受後、移動せずに検品ができるので楽
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図表17

図表19

作業環境の改善効果

おまけ効果

・荷物を持ち運ぶ距離が短くなって良かった

な変化があった。ドライバーともコミュニケーショ

・作業台の周りがスッキリ、キレイになり作業がし

ンが取れてきた。表情も明るくなってきた。また、

やすくなった

以前より歩くようになり、出勤時には1日8,000歩に

・リフターの取手も目立つようになった

もなる。体力も少しずつついてきている。体を動か

・通路が広くなり歩きやすくなった

すためか、8kgも体重が減り、すっきりイケメンに

・発送受付が近くなった

変身してきている（図表19）
。

と大満足の結果となった。
7.2

8．歯止め

作業工数

引き続き、実習を進めていくと、末吉さんの作業
工数にも変化が見え始めた（図表18）
。

末吉さんが働きやすい環境を維持するために、到
着した荷物は翌日まで残さないように引き取り連絡

末吉さんの採用決定。当然、
断る理由などなく
「採

を徹底する。また、大量に届いた場合は都度連絡を

用決定」となった。後で聞いた話では、本人もここ

し、なるべく資材に止めておかないようにする。基

に来たい一心でトレーニングをしていたらしい。障

本だが、毎日台車を片付けるなど、整理整頓に心が

がい者1名雇用の目標達成となった。

ける（図表20）
。

9．最後に
自分たちが気にしていなかった、場所が狭くて歩
きづらかったり、つまずきそうになったり、検品作
業での体勢がきつかったりと、私たちには何でもな
図表18

いことも危険だったり、負担になったりすることに

作業工数の変化

気がついた。当たり前と思っていたことも、角度を
7.3

おまけ効果

変えると改善の余地があることに気づかされた。

教育も順調に進んでおり、末吉さん自身にも大き

図表20
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いくことにより、みんなが安心・安全に働ける職場
となるよう心がけていく。
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また、2016年4月に新たに1名入社。無事2年目を
迎えている。他にも二度、障がい者の実習の受入を

そして今年、末吉さんは4年目を迎えた。今では

行った。採用まではいかなかったが、長崎では障が

できなかったPC操作も覚え検収処理や発送受付も

いのある方と一緒に働く文化が、着々と根付いてき

できるようになった。また、資材以外の業務も担当

ている。

し忙しい毎日を過ごしている。

選考評

「改バリアフリーな受入れ業務
くす」について

健常者と障がい者の壁を無

全日本物流改善事例大会2017 実行委員 松島 勉
（本田技研工業㈱ 生産本部 SCM企画部 生産管理開発課 主幹）
本件は、社会的にも関心が大きく、強力な推進の

結び付けている。まさに、現場・現物・現実の三現

必要なテーマであり、各企業でも取り組みにはそれ

主義に基づいた活動となっており、しっかりとした

ぞれに苦労しているテーマでもある。この事例はこ

効果に結び付けることができた事例でもある。また、

のような会社の取り組みに対して、自分たちで意志

自分たちの感覚だけでなく、他社での成功事例やダ

入れができる対象を選択し積極的な取り組みを行っ

イバーシティの勉強をするなど、更にレベルの高い

た良い事例である。

改善にする努力もしており、意識の高さを感じる。

チームメンバー達も現場の受け入れ体制もなく、

実際の改善活動においては、大掛かりなレイアウ

障がい者とどう接して良いかもわからない状況で、 ト変更も伴っていたが、営業所全員参加での手作り
対応を模索しながらの展開となり、戸惑いの中のス

改善であり、職場全体の意識レベルアップにつながっ

タートで、大変な苦労がうかがえる。チームでは、 ているところも好感が持てる。活動を振り返り、効果
まず意識改革から始め、相手（障がい者）の立場に

を維持するための歯止めも具体的に施されているこ

立った見方、考え方に気持ちを切り替えることから

とと、受け入れ対象となった方のその後の変化も語ら

始めているが、これはその後の活動への大きな収穫

れていて、メンバーの達成感の大きさが感じられる。

であったと思う。

本件は、障がい者を職場に受け入れるための職場

改善方法を検討するにあたっても、実際に障がい

改善のテーマではあるが、改善事項は健常者にとっ

者の生の声に耳を傾け、障がい者目線で、職場の問

ては、さらなる作業効率アップにつながるものとな

題点や具体的な作業のやりにくさを洗い出し、さら

り、物流合理化テーマとしてもふさわしいテーマで

に、顕在化した事象をカテゴライズすることで、もっ

あったと言える。この活動をとおして体験した、三

とも効果的な改善領域を見つけ出している。ここで

現主義での改善プロセス、Know-Howを活用して、

は、そのターゲットを作業場のレイアウトと、動線に

今後もさらなる職場改善とダイバーシティへのチャ

絞り込んでおり、具体的な改善個所のあぶり出しに

レンジに期待する。
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