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物流効率化シンポジウムｉｎ九州 

パネルディスカッション発言要旨 
 
 

 日時：平成３０年３月７日（水）１５：００～１６：３０ 

 場所：ハイアットリージェンシー福岡（福岡市博多区） 
 

コーディーネーター 九州経済調査協会 調査研究部長   岡野 秀之 氏 

パネリスト     九州産交運輸㈱ 代表取締役社長   荒川 泰治 氏 

パネリスト     阪九フェリー㈱ 貨物営業部長    河本 順司 氏 

パネリスト     日本貨物鉄道㈱ 九州支社長     姫野 健士 氏 

パネリスト     日本通運㈱ 福岡支店九州営業部長  幸田 明男 氏 

パネリスト     佐賀県農業協同組合 園芸部（部長職）納富 敏明 氏 

パネリスト     日本酒類販売㈱ 執行役員本部長   佐藤  稔 氏 

アドバイザー    九州運輸局 交通政策部長      本田 和久 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 本日は、九州の物流の最前線で活躍されている幅広い立場の方々にパネリストとして

お集まりいただいており、現場で苦労している点や、それをいかに成果に結びつけてき

たか等色々なお話をいただきながら、物流の効率化についてディスカッションを行い、

九州の物流のあるべき方向性を考えていきたい。 

 まずは、豊富な知見をお持ちのパネリストの皆様に、それぞれの立場から今日抱えて

いる課題と対策、物流の効率化や省力化に向けた取組みの実施状況、さらには今後の計

画等についてご紹介いただき、これからの九州の物流や経済はどうあるべきかというこ

とを、会場の皆様とも一緒に考えていく、こういった流れで進行していきたい。 

 はじめに、九州産交運輸株式会社・荒川社長より、トラック運送の現状や課題、物流

効率化に向けた具体的な取組事例や今後の計画、さらには、モーダルシフトの利用状況

等についてご紹介いただきたい。 
 

（九州産交運輸：荒川社長） 

 当社は、熊本を拠点に活動をしており、主な事業として区域輸送、特に一般貨物区域

輸送やメディカル事業、３ＰＬ事業、その他農産関連の輸送、そして鉄道貨物輸送等を

中心に行っている。モーダルシフトという視点で申し上げると、貨物鉄道事業について

は第二種貨物利用運送事業の許可を持っており、現状に至っている。また、貨物鉄道事

業だけではなくて、航空貨物、内航海運の第二種貨物利用運送事業の許可も持っている。

現在は鴻池グループに所属しており、鉄道貨物やトラック、航空貨物から内航海運に至

るまで多様な輸送事業モードで業態をなしている。 
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 鉄道貨物を利用した取組事例では、北九州から福岡、鳥栖、熊本、八代、鹿児島に貨

物事業の拠点をもっている。発送貨物では、月に１２フィートコンテナ（５トンコンテ

ナ）で、月ごとでの波動はあるものの、毎月平均７００本くらいを取り扱っている。到

着貨物はさらに多く、月に２，０００本くらい取り扱っている。 

 また、内航海運については、大阪を含め、鴻池グループの中で鹿児島・沖縄を仕向地

として、フェリーを活用した貨物利用運送に積極的に取り組んでいる。また、以前は、

自社の航空貨物の事業部門において福岡、熊本、鹿児島にそれぞれ３つの事業基地を持

っていたが、現在は日本空輸に委託している。 

 現在、トラックについては、一般区域でエンジン付きの車両を３０６台所有している。

また、従業員数は５５６名であり、そのうちトラックドライバーは車両台数とほぼ同じ

となっている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 続いて、阪九フェリー株式会社・河本部長より、モーダルシフトの受け皿として、物

流効率化に向けた具体的な取組事例や輸送力増強・サービス改善に向けた今後の計画等

についてご紹介いただきたい。 
 

（阪九フェリー：河本部長） 

 当社は、北九州から神戸、大阪に向けて２航路（神戸航路、泉大津航路）を開設し、

４隻のフェリーを運航しているが、そのうち泉大津航路の２隻を３年前にリプレイスし

ている。その際に船型の大型化、輸送能力の増強を図り、モーダルシフトの受け皿とし

ての役割を果たしている。 

 今後は、現在運航している神戸航路の船舶２隻が今年で就航から１５年を迎えること

から、リプレイスを検討する時期に来ている。現在、社内ではリプレイスに向けた計画

を進めている段階であるが、まだ計画段階であり具体的な就航時期等は未定となってい

る。リプレイスにあたっては、泉大津航路で運航している船舶と同等の船型、輸送能力

とすることで、今後もモーダルシフトの受け皿として、役割をしっかり果たしていきた

いと考えている。 

 現状の課題は、トレーラーによる無人車航送が増えているため、荷さばき地の車両の

待機ヤードが手狭になってきていることがあげられる。特に関西地区の神戸港、泉大津

港の周辺は空き地が少なく、必要なヤードの確保に苦慮している。 

 先程の物流効率化取組事例の紹介のなかでご説明したとおり、当時（平成２０年、２

１年）は金融危機による景気後退や高速道路の大幅割引により、会社がかなりのダメー

ジを受けていたところ、北九州市港湾空港局から補助制度（物流連携効率化推進事業費

補助金）の紹介をいただき活用させていただいた。当社ではそうした補助制度を把握し

ていなかったので、大変ありがたかった。自治体を対象に含めた補助制度は当時はあま
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りなかったかと思う。民間の物流事業者や荷主を対象としたものは他にもあったと思う

が、自治体を含めた制度はあまり例が無かったと記憶している。 

 その当時、北九州市の主催で集荷対策等のイベントがあり、そこに大分に拠点をもつ

住友理工㈱の方が参加された際に、モーダルシフトに興味があるとのお話をいただいた

ことから、協議会メンバーで住友理工㈱を訪問し、フェリーを活用したモーダルシフト

について説明させていただいた。その中で、少子高齢化や労働力不足の問題も説明した

ところ「モーダルシフトを試しにやってみようか」ということになり、まずは実証運航

を行ったものであるが、その結果、リードタイム的にも問題がないということで、実際

のモーダルシフト輸送に繋がったという経緯がある。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 続いて、日本貨物鉄道株式会社九州支社・姫野支社長より、モーダルシフトの受け皿

として、物流効率化に向けた具体的な取組事例や輸送力増強・サービス改善に向けた今

後の計画等についてご紹介いただきたい。 
 

（日本貨物鉄道九州支社：姫野支社長） 

 当社は、モーダルシフトの受け皿事業者として重大な役割を持っているという認識で

あり、そうした立場から本日のシンポジウムに参加させていただいた。当社は、昭和６

２年４月に国鉄から民営分割され、貨物部門を継承し全国１社体制により貨物鉄道事業

を行っている。直近の取扱輸送量は昨年度約３，１００万トン、うち九州支社では２２

５万トンという数字になっている。また、コンテナの取扱駅は全国１４８駅で、うち九

州支社では１７駅となっており、１日あたりのコンテナ貨物列車の運行本数は全国４５

６本、うち九州支社で７２本を運行している。鉄道輸送は１トンキロあたりのＣＯ２排

出量が、営業トラックの１０分の１、内航海運の２分の１であり、環境に優しい輸送モ

ードとして、環境対策においてもその役割を十分に発揮している。 

 物流効率化の取組事例を２点申し上げる。１点目は輸送力増強の取組みである。鹿児

島本線のコンテナ輸送では、発着線等の長さ制限によって２４両編成１２フィートコン

テナ（５トンコンテナ）１２０個となっていたが、国から支援をいただきながら東海道

線、山陽線、鹿児島本線といわゆる輸送力増強の工事を行って、平成２３年ダイヤ改正

以降から最大２６両編成という長編成列車の運行を開始することができた。これは、１

０トントラック６５台分を１本の列車で輸送しているということになる。現在２６両編

成の貨物列車本数は上下で２３本、輸送力の増加換算では１２フィートコンテナ換算で

２３０個となっており、列車２本分が増強できている。 

 ２点目として、トレインアワーの短縮、速達化の取組みを行っている。着発線荷役の

拡大を行っており、入換作業の省力化になっている。これまではヤード式の駅が多く、

列車が到着してコンテナを卸そうとしても、入換作業を行いコンテナ荷役線に移動して、
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そこで降ろし利用運送事業者に引き渡しを行うために相当の時間がかかっていた。今は

省力化によって列車到着後、すぐに荷役が開始できる体制を整備したことにより、列車

の速達化、貨物受付締切時刻の繰り下げ、貨物の引き渡し時刻の繰り上げというサービ

ス向上に繋がっている。 

 現在、全国２９駅でこうしたサービスを提供できる駅を整備している。そのうち九州

支社では４駅、北九州、鳥栖、熊本、八代に整備しており、モーダルシフトの受け皿と

して利便性の向上、改善に努めている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 続いて、日本通運株式会社福岡支店九州営業部・幸田部長より、物流の結節点として

の物流倉庫・物流拠点の役割、物流効率化に向けた具体的な取組事例や今後の計画等に

ついてご紹介いただきたい。 
 

（日本通運：幸田部長） 

 ７年前に福岡に赴任したが、それまでは中国の上海と広州に６年間駐在していた。中

国から帰ってきて、福岡タワーの上から福岡の景観を見下ろした際に、ここは物流にと

って非常に魅力的な所だと感じた。何が魅力的かというと、空港とＪＲ貨物、高速道路、

これが非常に近距離の中に存在するということである。九州が外に出荷していく産物、

これははっきりしている。さきほど九州運輸局から説明のあったデータにも出ていたが、

自動車部品の製造、出荷が非常に多い。それから半導体関係、そして農産物関係等、こ

れらの産業が九州の強みであり、全国の中でも大きな生産高を占めている。 

 こうした産業における物流を効率化して九州外に輸送し、また、九州内に引き込む、

そういう仕組みのプラットフォームを作ることで九州は物流拠点になりうるという印象

をもった。 

（スライドを紹介しながら）これは「物流マップ」といわれるものである。私が福岡に

来てから、いろいろなお客様と話をしたときに、御社の物流の現状はどんな風になって

いるのかということをお聞きした際に、残念ながら殆どのお客様がこうした「物流マッ

プ」を作ることができない。私どもとしては、このマップに貨物の発着場所や荷量・荷

姿を入れて頂くと、効率的な物流の提案に結びつけられるものと考えている。 

 一般的に物流は、生産担当のラインごとにそれぞれ構築されており、会社全体の物流

状況が把握されにくい構造となっている。その結果、物流についてお客様と話すときに

は、物流の全体最適化を図るというのがキーワードになっていくべきはずであるが、そ

の話をするまでに相当な時間がかかってしまっている。 

 そうした時間を省力化できるのがこの「物流マップ」である。これがあれば会社全体

の物流の仕組みが一目瞭然となり、まずは「物流マップ」を一つ作るというのがお客様

との会話のスタートとなる。「物流マップ」の中で、物流の結節点となるのが物流セン
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ターである。このセンターが今どういう役割を果たしているのかは、このマップを見れ

ば容易に想像できるかと思う。 

 物流は国内物流や国際物流を含めて色々な形がある。航空機や船舶、トラック、鉄道

など様々なモードで貨物を運ぶ中で、物流センターはそういう貨物を受け入れる、又は

送り出す、そういった拠点施設となるものである。 

 ４つの輸送モードを取り扱う物流施設となると、様々な機能が必要となる。例えば、

海上コンテナの荷物を入れたり出したりする、その場合はバンニングできるトラックと

高床ホームがいる。鉄道貨物の５トンコンテナには１５トンフォークリフトがいる、と

いった具合に、それぞれのモードを１つの拠点で取り扱うためにはいろいろな工夫が必

要となってくる。実際には、この工夫がなかなか難しく一つの物流拠点で取り扱うこと

はできず、拠点を分散しているというのが実態となっている。 

 輸送モードや、顧客に応じて物流の形態が変わるので、それに応じて物流拠点も分散

し、そこに従事する労働力も分散させざるをえないのというのが現状ではないかと思う。 

 また、今のお客様は少量多頻度の納入、または受入れ、といったニーズが多いことか

ら、昨今深刻化する労働力不足の中で、物流拠点、物流センターをどうやって効率化し

ていくか、頭を使って知恵を絞りながら調整を進めていくということが必要になってき

ていると思う。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 この「物流マップ」が描けると、物流の全体像や効率化のイメージ等が色々と分かっ

てくると思うが、物流マップを描けない、もしくは描いていない企業が多いということ

だったが、その一番の理由はどのようなものと考えているか。 
 

（日本通運：幸田部長） 

 本気で物流を改善しようと思えば、経営トップの強い意志がいる。だから、そこの企

業の経営トップが「物流をこうして改善していくんだ」という強いリーダーシップを発

揮しないと改善は進まない。進めていくためには、経営トップにどう働きかけていくか、

そうすることで会社全体の意識を変えていけるかが大きなポイントになると思う。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 それぞれの部署で色々なことを考えて、部分最適はできているが、全体最適の話とな

ると経営トップがしっかりとリーダーシップを発揮して、会社全体の意識として一体感

をもって取り組んでいくことが必要なのだろうと思う。 

 ここからは荷主として物流サービスを利用している立場から、物流の改善に取り組ん

でいるパネリストの方にお話を伺いたい。 

 それでは、佐賀県農業協同組合園芸部・納富部長より、九州の基幹的産業のひとつで

あり、全国的にも大きなウェイトを占める農産物の関東・関西への出荷、販売を行う荷



 - 6 -

主的立場の観点から、物流効率化に向けたご意見等をいただきたい。 
 

（佐賀県農業協同組合：納富部長） 

 私は、園芸関係の事業改革を担当している。先程の九州運輸局長からの説明のとおり、

農産物については、九州、東北、北海道で全国の半分を占めているが、どこも首都圏な

ど大消費地からは遠隔地となる。九州で特に農産物が多いのは、熊本、鹿児島、宮崎で

ある。佐賀は九州の中ではそれほど多くはないが、今回はモーダルシフトを利用してい

る部分も含め生産者代表ということで本日のシンポジウムへの参加要請をいただいたの

だと認識している。 

 佐賀県農業協同組合という組織について少しご紹介すると、地元には農協という組織

がある。そして、その県単位の組織として各県に全農の県本部と経済連、それからＪＡ

に合併した組織があるが、九州の中では北部の福岡、大分、長崎は全農となっている。

経済連は熊本、宮崎、鹿児島となっている。そして、ＪＡは佐賀と沖縄となっている。

ＪＡ佐賀については平成１９年に当時８つあったＪＡが合併し、平成２０年には当時あ

った経済連に包括承継する形で合併した。私は経済連に入ったが、今はＪＡ佐賀に所属

している。 

 ところが、佐賀県はまだ４つのＪＡで構成されており、佐賀県農協と唐津農協と伊万

里農協と共済専門の佐賀中央農協という組織がある。その中で、農産物、青果物、畜産

物の販売は経済連機能を包括したので、私どもが県域機能として販売の役割を担ってい

る。合併した当時は、今のように物流が緊迫するといった状況ではなかった。 

 生産者が作った農産品は各地区の集荷場、選果場に集められ、そこで手配をして、物

流業者に輸送してもらっているという状況である。佐賀県の青果物については４０％が

東京市場向け、残り２０％が関西市場向けと、全体の約６割が首都圏など大消費地に出

荷されている。残りは広島、福岡、佐賀などに出荷されている。 

 九州からは、東京・大阪は遠隔地となるため、トラックの長距離輸送により出荷して

いるが、トラックドライバーの労働力不足が大きな課題となってきている中、佐賀には

鍋島駅という５トンコンテナを取り扱う駅があるので、例えば、タマネギについては、

鉄道輸送によるモーダルシフトを活用して、出荷しているという状況である。 

 ＪＡ佐賀での全体の取扱量は約４万トンであり、そのうち半分を鉄道コンテナで出荷

している。 

 また、みかんについても昨年から試行的に取扱いを始めている。みかんについては、

すでに長崎県が佐賀に集めて、そこからモーダルシフトを活用して出荷している。長崎

は鉄道コンテナで運ぶのに佐賀はなぜ運ばないのかということになるが、実はみかんは

９月から１２月まで収穫でき、中でも佐賀のみかんは比較的早く収穫される品種であり、

９月中旬から獲れ始めるが、そのみかんを１０月くらいにコンテナで運ぶとまだ気候が

暑いこともあるため、品質保持の関係からトラック輸送を利用しているのが実態となっ
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ている。それでも鉄道コンテナでの試行を行うに至ったのは、トラックの運転手不足の

影響によるものである。 

 実は合併当時は、そうした影響は殆どなかったが、昨年くらいからトラック側から「青

果物を運べない、運ぶなら運賃を上げてほしい」といった要望が強く出されており、荷

主としては非常に頭を抱えているという状況である。それは、いわゆる出荷の出始めと

出終わりというのは少量であり、トラック単位のロットにはならず４トン車でも満載と

はならないため、積み合わせで持って行かなければならず、ロットを集めるためにトラ

ック運送業者は各地を回りながら配送するという非効率が発生していることが大きな理

由となっており、その結果として運送対価の値上げを要求されているものである。 

 値上げの負担は直接生産者に関わってくることから、ＪＡとしてはできる限り輸送コ

ストを抑制して一円でも高く農家に還元したいと考えているが、そうした状況に頭を悩

ませている。そうした中、平成３０年８月には、佐賀に物流コントロールセンターを作

る予定であり、そこに各地から集荷した青果物を大きなロットにまとめて１０トントラ

ックで幹線輸送に繋いでいきたいと思っている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 佐賀と言えばタマネギとアスパラとみかんが代表的な農産品であるが、タマネギにつ

いては、かなり前から鉄道を利用したモーダルシフト進めているという認識をもってい

る。みかんについては、物量が集まらないことや気温の問題があるという話だが、新し

いセンターを作って、積み合わせによりトラック単位の大きなロットを仕立て、物流の

効率化を図っていきたいということか。 
 

（佐賀県農業協同組合：納富部長） 

 タマネギについては、これまでも鉄道コンテナを利用している。佐賀県の青果物販売

量は九州の他県に比べてそれほど大きくないので、今後は出荷する市場をある程度絞っ

ていきたいと考えている。市場によっては、規格とか地域ブランドを重視するところも

あり、佐賀県の農産物をそこで販売することは難しい面もあるので、まずは集荷や物流

の面から効率化を行い、販売促進に繫げていきたいと考えているところである。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 続いて、日本酒類販売株式会社情報物流本部・佐藤本部長より、九州の特徴的な産業

のひとつである焼酎の出荷、販売を行う卸売の観点から、物流効率化に向けた具体的な

ご提案等についてご意見をいただきたい。 
 

（日本酒類販売：佐藤本部長） 

 当社は、メーカーから商品を仕入れて小売業者に販売するという卸売業者である。対

象商品は、ビール、日本酒、焼酎、ウイスキー、ワインなど、ほとんどのアルコール類
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を扱っている。また、飲料水をはじめ、加工食品も扱っている。九州地区では焼酎の製

造が盛んということから、麦、芋、米、そば、黒糖などの焼酎を取り扱っている。酒類

配給公団というのが当社の前身であり、それが解散するときに当時の総裁が立ち上げた

会社である。 

 主な得意先は、スーパーやコンビニ、ホームセンター、ドラッグストア、業務用酒販

店、町の酒屋などであるが、最近特に伸びているのはネット通販である。まだまだ全体

でのウエイトは小さいが、最近ではかなり伸びている。 

 そこで課題となっているのが労働力不足であり、首都圏においては特にドライバー不

足が深刻となっている。飲料は、手積み、手卸しが結構多く、樽など重たいものも持ち

運ばなければならないが、そうすると若いドライバーなどは午前中は来たけど、午後か

ら帰ってしまったりというケースもあり、労働力の確保には非常に苦慮している。もう

一つ困っているのが飲酒人口の減少であり、とくに最近の若い人は余り酒を飲まなくな

っており本当に困っている。 

 今回のシンポジウムのテーマの物流効率化であるが、モーダルシフトについては、卸

から小売までのルートでは利用しにくいので、酒造メーカーの協力を得て、酒造元から

首都圏にある当社の倉庫に搬入されるまでの輸送において鉄道コンテナを利用し、そこ

に酒造メーカーにとっても卸売業者にとっても双方にメリットがある仕組みを作れない

かと考え、２４年前に首都圏に共配センターを設置した。 

 これは、酒造メーカーに協力いただき、首都圏の共配センターに複数の酒造メーカー

の商品を搬入し在庫を置く。それを届け先毎にピッキングして一台のトラックに積み合

わせて共同配送を行い納品する。このシステムを利用して、現在、灘、伏見、秋田、九

州の焼酎メーカーなど３９の酒造メーカーが参加して運用を行っている。この共同配送

の仕組みがないときは、倉庫に３９台のトラックが入ってくることになるが、これが一

台のトラックだけで配送が可能となため、卸売業者にとっては大きなメリットとなって

いる。また、荷待ち時間も少なく評判がいいシステムとなっている。 

 納品先にはロットの制限を設けている。具体的には、１０トン、５トン単位で発注し

一定の大きさのロットを作ってくださいとお願いしている。これは酒造メーカー毎のロ

ットではなく、共同配送を行うメーカー全体でのロットで構わないため、酒造メーカー

によっては１ケース、１本でも卸売業者に供給できることになる。このシステムを利用

することにより、必要な量を必要な時期に調達できるというメリットが生まれる。また、

料金体系も重量と距離で計算しているので、小さな酒造メーカーも大手の酒造メーカー

と全く同一の料金体系となっている。大手の酒造メーカーであれば首都圏に物流センタ

ーを作れるが、このシステムに参加することで単独では物流センターを持てない中小の

酒造メーカーでも同等の効果が得られることになる。 
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（九州経済調査協会：岡野部長） 

 この話も非常に興味深いが、中小の酒造メーカーが物流の中にモーダルシフトや共同

配送の仕組みを入れたことによってチャンスが出てきたということだと思う。物流も効

率化できて販売の機会も増えていいことづくしのような気がするが、卸売業者である御

社が主導的に参加する酒造メーカーの開拓などを行ったということか。 
 

（日本酒類販売：佐藤本部長） 

 そう。２４年前、最初に８メーカーでスタートしたが、最初はなかなか進まなかった

時期もあった。実際、最初の会合のあと、当社の説明を聞いた酒造メーカーの方々が喫

茶店に集まって、この話をどうやってつぶそうか、という話し合いを行ったとも聞いて

いる。総論は賛成だが、当時は各メーカー同士で協力しようという機運はなく、こうし

た話はなかなかまとまらなかった。そこで、私たちが卸売業者という立場から、メーカ

ーを説得しながら、ようやくこのシステムを作り上げることができた。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 先程もリーダーシップの話があったが、物流の効率化というひとつの目標に向けて、

企業の枠を越えてまとめあげていくというのは大変興味深い話であった。 

 さて、皆様から色々な効率化の取組みを紹介いただいたが、物流の効率化が必要とな

っている背景には、やはり労働力不足の問題があって、それをクリアするために効率化

を行うことが喫緊の課題となっているという構図である。必要な労働力を確保するため

には、物流業界に若者や女性が入ってもらえるような労働環境を整備していくことが必

要となっている。 

 そうした中で、九州産交運輸株式会社では、そうした働く環境を改善するような取組

を行っていると聞いているが、人材の確保に向けて今どういう形で取組みを進めている

のか、その内容をお聞かせいただきたい。 
 

（九州産交運輸：荒川社長） 

 当社の場合は、福岡及び鳥栖地区あたりでは、やはり人員が不足している状況である。

ただ、人材確保に向けた工夫という意味では、新人ドライバーに準中型免許取得の支援

を行ったり、大型免許、牽引免許のステップアップに向けた助言を行ったりしている。

トラック協会などからも支援を受けながら、社内の中にそうした仕組みを作っている。 

 また、構内作業の従業員がドライバーへの転出希望した場合には、免許の取得に向け

た支援を行っている。 

 さらに、平成２５年度から定年を６５歳に延長し、熟練者の活躍の場を広げたほか、

採用の窓口拡大のため、県外からの赴任者には寮を用意している。また、定着率の向上

を図るため、労働環境の改善とあわせて、安全運行と労働災害、事故の防止にも取り組

んでおり、その一つの事例として、安全装置の取り付けを積極的に進めている。例えば
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デジタコは昨年７月１日の安全規則の改定により保全義務化がなされたが、それにあわ

せて同時にドライブレコーダーの内外の２カメラを設置している。また、以前は構内の

バック時での車両追突、停止車両への追突が散見されたこともあり、バックアイという

安全装置や、最近ではモービルアイなど車両に対する安全装置を設置し、ドライバー自

身が安心して運行できるという職場環境の整備に取り組んでいる。 

 お陰さまで、当社の従業員の離職率は低く雇用も安定しているが、先程申し上げたと

おり一部の地区においては不足しているという実態もあることから、人材確保の取組み

の一環として、学校を訪問したり、トラック協会主催の就職セミナーへの参加を行って

いる。その結果、平成２９年度は高卒ドライバー３名を採用することができた。そのう

ち一人は女性ドライバーである。現在、免許取得の支援しながら教育を行っているが、

先日、準中型免許を取得できたとの報告があった。 

 荷役作業では、重量物を含む様々な商品があるが、当社はメディカル事業部を持って

いるため、病院や薬局向けの医薬品の輸配送であれば重たいものはあまりないので、そ

こに女性を積極的に活用し、労働力不足を補っている。こうした取組みを行っていくこ

とで女性が活躍できる場をさらに提供していきたいと考えている。 

 先ほど申し上げた安全装置の積極的な導入については、お恥ずかしい話ではあるが、

労働災害の経過を振り返ってきたときに、当社は平成１５年は加害事故が１７件、平成

１６年にも８件、昨年度は３件発生している。そうした中、今年度はそうした安全対策

の取組みが功を奏し、何とかゼロを目指しながら進められている状況となっている。 

 今、当社では、親会社を含めてＩｏＴとかいろいろな省力化、労働災害に至らないよ

うな腰痛防止のためのロボット化など、荷役作業の負担軽減に向けた研究を進めている

ところである。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 物流の現場に様々な先進的な技術を取り入れることで労働災害が減少している。まさ

に今年度はゼロを目指しているということであり、こうした安全対策に対する取組みは

人材確保のうえでもとても重要なことではないかと考える。 

 労働力不足への対応について、海上輸送の立場から阪九フェリー株式会社の河本部長

からもお話を伺いたい。フェリーの乗組員は拘束時間も長いという特性もあると思うの

で、そのあたりも含めてご紹介をお願いしたい。 
 
 

（阪九フェリー：河本部長） 

 海運業界も船員不足が進んできていると聞いている。当社の場合は人数的に大きく不

足している状況ではないが、できればもう少し船員を増やして、多少余裕をもてるよう

な状態にしたいと考えている。若手の定着状況にも関係するが、人数的な余裕がないと、

新人に対する教育であったり、育成にかける時間の余裕がなくなってしまうということ
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になるのでないかと考えている。早く一人前になってもらおうと急いで詰め込みすぎる

とそれが新人にはプレッシャーになって、ストレスになり、離職してしまうということ

になりかねないが、人数的に余裕があれば新人教育に時間をかけることができるように

なる。少しでも多く新人教育に時間をかけてストレスの軽減を図り、離職率を下げてい

きたいと考えている。 

 人材確保に向けた取組みでは、これまで西日本を中心とした船員養成学校にのみ募集

をかけていたが、その範囲を広げて全国の船員養成学校に募集を行うこととした。また、

試験的だが、普通高校からも採用を行い、船員として一刻も早く一人前になれるよう、

社内で基礎から教育していくという取組みも行っている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 民間でもいろいろな人材確保に向けた取組みを行っているということであるが、九州

運輸局でも若手が物流業界に興味をもち、そして物流企業への就職を促すための取組み

として物流人材発掘事業という取組みを行っていると聞いているが、その具体的な内容

をご紹介いただきたい。 
 

（九州運輸局交通政策部：本田部長） 

 物流は重要な社会インフラである。日本の優れた物流サービスをこれから将来にわた

って維持発展させていくためにも、優秀な人材の確保が強く求められているところであ

る。昨今は少子高齢化を背景に全産業において労働力不足が顕在化してきた。良質な人

材を確保し、育成するための取組みは大変重要な課題であると考えている。 

 九州運輸局では、こうした状況をふまえ、将来の物流業界を担う優秀な人材を確保し、

物流業界での必要な労働力の確保や効率化の促進、発展を目的として、平成１９年度か

ら地元大学や物流企業の協力をいただき、就職活動段階で大学生を対象とした物流講座

を開設している。本年度は九州内の４大学において８回の講座を開講した。物流講座で

は、物流の魅力や役割、重要性を正しく認識してもらい、その重要性を感じてもらうこ

とができたと思っている。 

 物流講座において高い関心を示す学生も多くいる。そういう学生には物流講座の発展

型としてインターンシップを実施して、職場体験など実践的な機会を提供するなど良質

な人材の確保に努めている。 

 九州運輸局ではこうした取組みを今後も継続しつつ、広く展開していきたいと考えて

いるが、大学や企業にご協力いただけなければ成り立たない取組みでもあり、本日ご参

加の企業の皆様の中に、是非うちも協力したいという方がおられましたら、九州運輸局

までご連絡をお願いしたい。九州一円でそういう取組みを広げていくことが重要と考え

ている。 
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（九州経済調査協会：岡野部長） 

 基調講演の中でも説明があったが、物流業界は社会的に重要で人の役に立つやりがい

のある産業だという認識はあるが、なかなか就職先として繋がらないところがある。一

方で、情報処理とかソフトウエア等については、学生もかなり高い関心を示している。

物流業界はＩＴなど先進技術も多く活用されていているので、こういう所をうまく結び

つけて物流のＩＴ化や省力化も関連させながら人材確保を進めていくというのも面白い

のかなと思う。 

 人材確保に向けた取組みについては、関心の高いテーマだと思うので、ここで、会場

の皆様からもご意見、ご質問をいただきたいと思うが、如何か。 
 

（長崎県立大学：山本教授） 

 基調講演では、物流会社への就職の希望、これが産業全体の中で２６番目ということ

であったが、皆様はこれをどう感じたか。私も２２年外航海運に勤めて、大学に就職し

てからは７年目になる。大学では物流論を教えているが、物流というのは目に見えない

ものなので、教えるのが非常に難しい。飛行機や船舶などは写真をみれば分かるが、そ

こで実際にどのように物が流れるのかを教えるのは非常に難しい。昨年からは、九州運

輸局の協力もあり物流講座を開講し、学生に対して物流で活躍する企業の実務担当者の

話を聞く機会を与えることができている。 

 さらに現場の視察ができれば良いと思っているが、これがなかなか難しい。福岡、北

九州の大学だとうまく時間を工面すれば授業時間の中で視察を組み入れることも可能で

あるが、長崎とか鹿児島、宮崎などは物流拠点から離れていることもあり、限られた授

業時間の中で視察を行うことまでは難しい。 

 例えば、ＪＩＬＳ（日本ロジスティック協会）では、関東、関西で物流セミナーを行

っているし、大手の海運会社では、有力校に対して個別に物流講座を行っている。 

 今後は、九州運輸局のリーダーシップのもとで、物流講座をさらにシステマティック

に展開いければと思う。また、九州の南部地域には経済とか法文系の学科が多いので、

物流論等の講座は開講されていないが、そういう大学の学生に対しても物流への関心を

持ってもらうためにも、物流講座を活用した人材育成の幅を広げていくことは重要であ

り、そうした取組みが、ゆくゆくは人材の発掘にも繋がるのではないかと思う。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 私も大学で学生を教えているが、まだまだ学生は知らないことが多い。物流の役割や

重要性について、現場を体験したり、大学の先生が色々と伝えることで物流業界に目を

向けることができるのかなとも思っている。 

 物流の効率化の話に少し戻りたい。モーダルシフトの受け皿として鉄道会社とフェリ

ー会社にお越しいただいているが、それぞれ現場で利用者の皆様からのニーズを感じて
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ると思うので、どういう声が強いとか、それに対しどういう対策をこれから行い、そう

したニーズに応えていくかをご紹介いただきたい。 
 

（日本貨物鉄道九州支社：姫野支社長） 

 モーダルシフトの受け皿事業者としては、第一に安全輸送、安定輸送の確保は避けて

通れない。天候不順や爆弾低気圧、豪雨といった異常気象により列車が運休、もしくは

大幅に遅延することにより、利用者の皆様に迷惑をかけることもあるが、そうした輸送

障害時への対応に向けた取組みも重要な役割だと受け止めている。 

 直近の事例を含めて紹介すると、昨年９月１６日に台風１８号が九州に上陸し日豊本

線の線路内に土砂が流入、９月１６日～１２月１７日まで３ヶ月間列車がまったく運行

できないという事態に陥った。貨物列車も北九州から西大分までは運行可能だが、西大

分以南は運行できず、延岡地区、南延岡地区、南宮崎地区への荷物が全く輸送できない

状況となった。これに対して当社では、社内で緊急対応の体制を組み、利用運送事業各

社に協力を要請し、鉄道ネットワークに繫げるためのトラック代行振替輸送を行い、そ

の影響をできる限り軽減するための取組みに努めたところである。 

 今後、こうした事態が、いつどこで何がおきてもおかしくない状況の中、我々がもっ

と体力をつけて対応していかなければならないと考えている。モーダルシフト、ドライ

バー不足、労務管理等々もあり、我々の役割はさらに大きくなっていくものと考えてい

る。 

 現在、九州で私どもが提案していることを紹介したい。九州での鉄道コンテナの取扱

いは発送より到着が多いのが実態となっている。列車は折り返していくので、まだまだ

余力がある九州発便の有効活用が必要になっており関係各位にお願いしているところで

ある。また、到着したコンテナは返さなければならない。そういうコンテナの有効活用、

いわゆる共同利用やラウンド輸送の促進などについても提案を行っている。とくに１０

トントラックと同様サイズの３１フィートウイングコンテナへのニーズが高まっている

が、九州から空のまま帰っていく区間があるので、バランスの良い利用を促していると

ころである。 

 ほかに、物流事業者の利用促進を図っている。現在、当社では熊本駅にコンテナのセ

ルフステーションを開設しているが、これはトラック事業者がトラックで熊本駅に貨物

を持ち込み、そこでＪＲコンテナに積み替える、そして鉄道ネットワークにのせて全国

に輸送するものであり、ドライバー不足の軽減、労務管理の合理化に資するものと考え

ている。今後も、こうした機能をもった駅を拡大していきたいと思っている。 

 また、季節波動が大きい貨物への対応であるが、タマネギ、馬鈴薯等の出荷は、年が

あけると離島を皮切りに３月～５月にピークを迎えてくる。そういう場合、九州支社内

で臨時貨物列車を運行して輸送力の増強に努めている。今年度も臨時列車を運行してい

る。また、まだ鉄道コンテナを利用していない農産品や、温度管理が必要な農産品に対
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する鉄道コンテナ利用に向けた取組みとして、温度管理が可能な高品質のコンテナの導

入を考えている。 

 当社としては、鉄道コンテナの特性である大量輸送や定時性のメリットを生かして安

全安心輸送の確保、利便性の高い商品づくり、徹底したコストダウンに取組み、多くの

皆さんに利用してもらえるよう努力していきたいと考えている。 

 また、東京貨物ターミナルにマルチ型倉庫を展開する予定としている。平成３２年に

開業予定であり、大井埠頭との結節点になるものである。 
 

（阪九フェリー：河本部長） 

 ３年前にフェリー２隻のリプレイスを行い大型化を図ったが、平日に関しては満船状

態が続いている。平日の満船を緩和するべく、輸送契約を行っている顧客が対象とはな

るが、平日よりも割安な運賃、料金を設定して週末便への誘導を図っている。その結果、

土曜日に関しても満船に近い状態となっている。 

 今後のリプレイスについては、今のところはまだ計画段階である。３年前に建造した

頃と現在とでは経済状況も変化しており、全く同じ船を建造したとしても建造費がかな

り高くなると聞いている。費用負担が増えることもあり、リプレイスは簡単ではないと

いうことはご理解いただきたい。また、リプレイスによって船型の大型化、輸送力の増

強を行うとしても限界があるので、今後も船社として努力は行っていくが、メーカーや

荷主においても、利用の平準化のご協力をお願いしたいと考えている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 モーダルシフトの受け皿となる鉄道とフェリーの立場から話を伺ったが、いずれも下

り荷は手一杯という状況で、季節波動への対応や、上り荷・九州発の荷物をどううまく

集荷していくかが課題となっていると感じている。モーダルシフトを進めていくために

は、荷主や物流事業者など関係者が連携体制を整えていかなければなかなか進まない面

もあり、そうした意味では地域全体で物流を考えていくことも必要となっている。 

 続いて、荷主の立場から、モーダルシフトを利用するうえでの課題と解決していかな

ければならない問題について、ご意見をお願いしたい。 
 

（日本酒類販売：佐藤本部長） 

 当社の共同配送システムの取組みについて、九州においては、最初に鹿児島県の７メ

ーカーで取組みを始めた。鹿児島の離島である種子島、徳之島、喜界島などには複数の

酒造メーカーがあり、それぞれが個別の物流拠点に配送を行っていた。これを当社が鹿

児島の市内に物流拠点を設け、まずは各酒造メーカーが首都圏の消費地向けに発送する

商品を、そこに集約することとした。そして、最終的には５トンのロットにまとまるよ

う当社がコーディネイトして、ＪＲ貨物の鉄道コンテナで共同配送するという形態を整

えた。 
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 酒造メーカー毎のロット制限は設けていない。例えば、出荷量の少ないメーカーなど

は５ケース、１０ケースというロットであり、そういう場合は大手メーカーの協力を得

て５トンのロットにまとまるように調整している。 

 週に１回くらいの配送ではあるが、大手メーカーと中小メーカーが協力しながらこの

システムを活用していただいている。 

 現在、路線トラックの運賃が相当上がって１３０％、１５０％という値上げがされて

いるが、この７メーカーが共配センターに配送する貨物については、こうした値上げの

影響はない。 

 鹿児島の離島は台風の影響が大きく、しばらく荷物が出せないこともしばしばである。

首都圏のスーパーマーケットなどでは、商品が１０日間来なければ仕入れてもらえなく

なる。首都圏共配センターでは、台風シーズンになると、２週間分の在庫をお願いして

いる。通常は１週間～１０日分の在庫であるが、在庫を多く確保することで、そうした

リスクを回避できる。消費地の近くに在庫を確保できるということは、ＢＣＰの観点か

らも重要ではないかと考えている。 

 首都圏共配センターは、東京都の武蔵村山市に設置しており１都１０県８５箇所の卸

の物流拠点に配送を行っている。こうした配送センターは、東北・宮城県にある。もと

もとは仙台にあったが、震災の影響を受けたため被害の少なかった黒川郡という所に移

転し、東北６県１３０の拠点に配送を行っている。 

 現在、３９の酒造メーカーが共配システムに参加しているが、関西、近畿地区におい

ても共配センターを作ってほしいという要望があり、昨年１１月からテスト運用を始め

るなど、広がりを見せている。共同配送システムを利用する酒造メーカーは、これから

も増えていくものと考えている。 

 これまでも、沖縄県からこのシステムを活用して泡盛を本州で拡大するための相談を

受けたほか、昨年からは九州運輸局と共同で熊本県の球磨焼酎酒造組合に対して共配シ

ステムの説明も行っている。 

 共同配送システムの仕組みはわりと緩やかにできており、入会金や月々の基本料金が

あるわけでもなく、すべて重量と距離をもとに利用料を算定し負担してもらうこととな

っている。また、入会自由退会自由というもので、全国の酒造メーカーに広く活用して

いただき物流の効率化、省力化に寄与していきたいと考えている。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

「売る」と言うことを考えたバリューチェーンの中で、物流の最適化ということで参考

になった。次に、佐賀県農業協同組合の納富部長から一言いただきたい。農産物という

ことで品質保持の観点からリードタイムがかなり重要だと思うが、リードタイムが伸び

る可能性もあるモーダルシフトや共同輸配送を行う中での課題、リードタイムの延伸を

どのくらいまで許容できるかといったことも含めてご意見いただきたい。 
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（佐賀県農業協同組合：納富部長） 

 人材の効率化という部分で、ＪＡの選果場、集荷場というのは地方ほど人がいない。

そういう人を集めようとしても人が足りない。少ない人数でやるので、選果の時間を延

長し、トラックを待たせてしまうと言う悪循環があった。以前は「待って貰えば良い」

という意識もあったが、最近ではＪＡから「待たせてはいけない」という指導を行って

いる。 

 物流効率化という意味では少し視点が違うかと思うが、そういう意味で選果場に十分

な人材がいれば時間内にできるということで、そういった形での改革を取り組んでいる。 

 モーダルシフトは、日本貨物鉄道の姫野支社長が言われたように、保冷コンテナがあ

れば、長期間の貯蔵はできないが、生鮮品の輸送については大きな可能性を感じている。

ただし、コストの問題があるので、そこが課題となる。今後、検討すべきものと考えて

いる。 

 タマネギのモーダルシフトについても、佐賀から出発すると東京到着は夜中になるた

め、その日に配送できるドライバーがいないことから、翌日販売になる。貯蔵できるも

のはいいが、そうでないものは、労働力不足の問題とも関連するが、そういった課題を

解決することも必要となってくる。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 酒も農産品も九州発の貨物であり、色々と課題があるが、もっとモーダルシフトを進

めていけるような形で展開できればと思う。九州運輸局でも様々な物流効率化のための

支援をメニュー展開していると聞いているので、九州運輸局から具体的な支援内容の紹

介をお願いしたい。 
 

（九州運輸局交通政策部：本田部長） 

 平成２８年１０月に物流総合効率化法が改正され、２者以上が連携することを前提に、

輸送の効率化、省力化の取組みを支援する施策を行っている。そうした取組みについて

あらかじめ総合効率化計画の認定を受けることで、様々な支援制度、たとえば固定資産

税の軽減や運行経費の補助など、様々な支援措置を受けることが可能となる。 

 九州運輸局としては、こうした支援制度の積極的な活用をお願いしているところであ

る。具体的にはモーダルシフトに対する補助として、計画策定のためのトライアル経費

やモーダルシフトにかかる運行経費に対する補助金の交付などを行っている。国土交通

省としてもできる限りの予算を確保しながら、平成３０年度においてもこうした支援を

継続していくこととしている。 

 また、鉄道コンテナについては、全国通運連盟によるモーダルシフト支援策として鉄

道コンテナのお試し輸送の取組みを行っているほか、海上輸送においても、大分港大在

地区に寄港するＲＯＲＯ船の活用促進を目的としたものではあるが、大分県がトライア



 - 17 -

ル補助金等の支援策を用意しており、モーダルシフトの検討をしている方は、国の支援

メニューとあわせて、こうした制度を活用しながら、物流効率化の取組みを進めていく

ということも有効ではないかと考えている。 

 モーダルシフトは地球にやさしい取組であるし、喫緊の課題であるドライバー不足の

軽減解消にきわめて有効な取組であるので、積極的な利活用をお願いしたい。 
 

（九州経済調査協会：岡野部長） 

 本日はキーワードが多数出てきた。労働力不足という問題が深刻化する中、物流の効

率化、省力化というのは喫緊の課題として、すでに皆様が積極的に取り組まれている。 

 その中でモーダルシフトというキーワードが何度も出てきた。その理由のひとつとし

て、九州は地理的にも、インフラ的にも、モーダルシフトに取り組むのに適している地

域であるということがあげられる。九州は、大きな市場である関東や関西から遠いとい

う不利なロケーションではあるが、それを逆手にとり、鉄道コンテナや海上輸送のネッ

トワークを有するという九州の強みを活かして、モーダルシフトを積極的に推進してい

くことによりマーケットに色々なものを、タイムリーかつ安定的に供給していくことが

できるのではないかということだと思う。 

 農産物とお酒の事例があったが、こうした九州の特産品を効率よく配送することで、

新しいビジネスチャンスを生み出していくと捉えていきながら、九州の経済の活性化に

物流の効率化を繋げていければと考える。 


