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新システム導入による業務改善内容

資料４



■㈱山崎運送 柏営業所 概況

1.1. 車両構成車両構成
• ４屯車 ４トン平ボディ車 ３台（積載重量4t～4.4t）

４トンカーテン車 １台（積載重量3.8t）
４トンウィング車 １台（積載重量3.2ｔ）

• ２屯車 ２屯平ボディ車 ２台（積載重量2t）
• ユニック車 １台（積載重量3t）
2.2. 施設状況施設状況
• 倉庫 約200坪
• 荷捌き所・車庫・事務所 約240坪
3.3. 人人 員員
• 事務/管理 ２名
• 荷役/運転者８名＋アルバイト５名～７名
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■柏配送業務 タイムテーブル

２２時 ２４時 ２時 ４時 ６時 ８時 １０時 １２時 １４時 １６時 ２０時 ２２時

清水・富士川工場 積込
静岡～柏間 幹線輸送

配送明細
連絡

幹線便 柏到着
荷下ろし作業
ラベル貼り作業

小配送便 荷捌き
ピッキング・積み付

翌日配送分ﾋﾟｯｷﾝｸﾞ
茨城便荷捌き・積込

幹線便
台数連絡

清水・富士川工場 積込
静岡～柏間幹線輸送

人員配置
夜勤者２名
ラベル貼り
アルバイト２名
～４名

人員配置 夜勤者２名
日勤者１～２名

運転者5名～７名＋傭車

人員配置
日勤者１～２名
アルバイト若干名

事務・管理
人員２名

配車
ラベル・伝票
出力
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■出荷指図から配車までの業務の流れ
【新システム導入前】

・明細表には「当日出荷」「翌日出荷」「留置き」の3種類が混在している。
当日分を抜き出し、配送ｺｰｽ毎に「ノート」に納品先・荷量等を記入
・整理し、車両の割付が出来たら「配車表」に清書する。

【新ｼｽﾃﾑ導入後】

出荷指図
データ

配送
明細表

前日14時頃
FAX 配送

明細表
配車
ノート

配車表

（出荷指図書）

ラベル
データ

（納品書のﾃﾞｰﾀ）

前日16時頃
ﾒｰﾙで受信

配車支援ｼｽﾃ配車支援ｼｽﾃ

指図書ﾃﾞｰﾀ登録

出荷指図ﾃﾞｰﾀとﾗﾍﾞﾙﾃﾞｰﾀをｼｽﾃﾑに取込

指図書振分

当日、翌日、留置きを画面上で振分

コースサマリ

本日配車分の配送ｺｰｽ毎の納入先、荷量等ﾘｽﾄ

配車登録

本日配車分の配車組み
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納品書

早朝、幹線便で商品
と納品書等が到着

■入荷から入荷検品、仕分け、積込までの業務の流れ

【新システム導入前】

【新ｼｽﾃﾑ導入後】

床材

ドア枠 金具

ドア

品種毎に大仕分

納品書 納品書

納品書 納品書

納品書を配車表を基に
車別、納品先別に仕分

納品先別

納品先別

納品先別

納品先別

納品先別

納品先別 納品先別

納品書を基に品揃え、目視
で検品、納品書に積込ﾁｪｯｸ

留置分も仕分

早朝、幹線便で商品
が到着

床材

ドア枠 金具

ドア

品種毎に大仕分、
荷札ﾗﾍﾞﾙ貼り

納品先別 納品先別

納品先別

納品先別 納品先別

納品先別 納品先別

ﾗﾍﾞﾙの配車№を基に品揃え、
ﾊﾝﾃﾞｨｰでｽｷｬﾝ検品

留置分も仕分

配車支援ｼｽﾃ配車支援ｼｽﾃ
納品書

配車結果を基に車別、納品先別にソートして印刷（留置分は配車時）
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■新システム導入による配車業務

●指図書振分（出荷日毎に仕分け）

●配車登録

●配車登録（車別、ｺｰｽ別、荷量積算）

●納品書（車両、納品先順にｿｰﾄし印刷）
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■参考資料２

＜当日出荷分＞
車番が印字される

＜当日出荷分＞
車両毎の納品先
番号が印字される

＜留置分＞
出荷予定日が印字
される

＜留置分＞
納品先番号が印
字される

●ラベルは、積荷の品番順に発
行される

●ラベル右上の配車NO.を見な
がら、ピッキングを行う

●ラベルサイズは、巾10cm×
高さ3.5cmの汎用性サイズ・再
はく離タイプを使用

●ラベル発行実績 min：約900
枚 max：約2000枚 平均1300
枚程度

●取扱いアイテム数 約10000
～12000アイテム

荷主から指定がある
場合は、何階のどの
部屋の物か印字され
る

バラ梱包の場合は、
この欄が白抜き文
字になり、梱包数は、
空白となる
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■幹線便の積載状況

●幹線便は、サイズや品種別にまとめて積み付けされる。 午後１０時頃 柏に向け出発
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■工場から入荷～荷降し～ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ貼り作業

●工場から入荷（深夜２時頃）

●荷降ろしし、大仕分け

●梱包には品名コードが印刷されている

●品名ｺｰﾄﾞでﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙを合わせ貼る
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■ﾊﾞｰｺｰﾄﾞﾗﾍﾞﾙ貼り～出荷検品作業

●ラベル貼り作業

●バラの小物にも１点ずつﾗﾍﾞﾙを貼る

●出荷検品などに使うﾊﾞﾝﾃﾞｨﾀｰﾐﾅﾙ

●ﾊﾝﾃﾞｨでﾊﾞｰｺｰﾄﾞをｽｷｬﾝし出荷検品
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■検品リードタイムのモニタ

出荷検品の状況
がリアルタイムで
表示されるので、
荷役作業の進捗
状況が把握しやす
い
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■荷主等とのパートナーシップ関係の構築方法等

• 荷主等とのパートナーシップによる構造改善事業への応募のきっかけ

弊社柏営業所の改善を考えていた所、静岡県トラック協会主催の物流管理講座
を受講し、その講座の講師である紙中コンサルティング紙中氏に、国交省の標記
の事業をご紹介いただいた。

• パートナーシップ関係の構築について

今回パートナーとなった荷主は、弊社創業時からの主要荷主であり、弊社から
の要望や提案について、一から関係を築く必要がなかった。また、荷主側も物流
システムについて、改善を進めている所でもあり、今回の弊社の申し入れに対し
てご理解を示して下さり、窓口となる方（荷主企業の物流担当者やシステム担当
者）との諸連絡について、体制を整えていただいた上で、この事業の件に関し、
複数回ミーティングを重ね、事業を進めることができた。

ただ、今回の事業を荷主企業に申し入れるに当たっては、口頭でのお願いと
いう形ではなく、提案について、紙中氏より内容等ご指導いただき、具体的にど
の様な改善を行うか等、提案書の形でまとめ荷主企業に申し入れを行った。それ
によりパートナーシップを深厚できた。また荷主企業とのミーティングに際しても、
紙中氏にご同席いただきフォローしていただいた。
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■効果について

• 配車システムを利用した配車（柏営業所４屯車）

輸送屯数が増加したが、システムを導入し、同一車両による効率的な配車を心掛けた事
により、積載率が向上し、使用台数の削減に効果が表れ始めている。

• バーコードによる誤出荷防止

積み残しについては、バーコード導入以来、発生件数が激減し、最近では殆ど発生して
いないが、ラベルの貼り違いによる誤出荷が発生している為、積込作業手順の見直しを図
っている。

• 返品業務の効率化と品質向上

返品を行った際ラベルを発行し、いつ・どこから引き取ってきたものか、明確にすることに
より、保管や記録の作業効率が向上した。

58.86%343.77t１４６台平成２２年２月

43.08%227.44ｔ１３２台平成２１年２月

平均積載率輸送屯数４屯車使用台数日付
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■構築時の工夫点・留意すべき点・苦労した点等

• 作業現場への新システムの浸透

新システム導入前は、作業員が伝票を見ながら荷物をピックしていたが、新シス
テム導入後は、従来の伝票を持たずにピック作業を行うようになった。ラベルとハ
ンディスキャナに表示された情報のみで作業を行うことについて、作業現場から
クレームが発生した。その為、伝票の情報を要約した作業指示書を発行し対応す
るようにした。

弊社の作業者は、今まで殆どハンディスキャナのような機器に接してこなかった
為、導入当初、ボタン一つ押すことにもかなり神経質になっていた。現在は、ハン
ディの読み取り速度をもっと早めて欲しいと要望が出るまでになった。

• ラベルのレイアウト

今回の件は、荷主企業にとっても初めての例だったため、従来荷主企業側で使
用していた現場配送用ラベルと今回のラベルで、どの様な情報を、どこに配置す
るか等、事前の協議を複数回繰り返し行った。幸い、荷主企業側も今回の件に理
解を示してくださり、積極的にご対応していただいたのだが、従来使用していたラ
ベルから余り大きく違わず、汎用性がありコンパクトで読みやすいラベルにするた
め、試行錯誤を繰り返した。
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■今後の展開について

• 作業手順の見直しと作業の効率化～熟練者とアルバイト者のバランス

• 他の荷主への展開

• トレーサビリティーへの対応

■最後に

今回取り入れたシステムは、弊社のような零細企業にとりましては、高嶺
の花でございました。システム導入により、荷主企業に今までと違ったアプ
ローチができ、更に信頼関係を深耕できました。この度の弊社の取り組み
に対し、補助していただき、深謝申し上げます。
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