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業務効率化・生産性向上への取り組み

最適な人員計画の策定や内職制度など
現場の業務改善を図る取り組みを展開

　SGホールディングスグループ（以下、SGHグループ）では、さまざまな業

務効率化や生産性の向上を図る施策を推進することで、労働力の確保や物流品

質の向上に努めています。今回の「Special Report」は、佐川グローバルロ

ジスティクス㈱と佐川急便㈱の取り組みを紹介します。

　SGHグループで物流加工や倉庫事

業を展開する佐川グローバルロジス

ティクス（以下、SGL）は、人員計

画の最適化やダイバーシティの推進

による業務効率化・生産性向上に向け

た取り組みを進めています。新たに

レイバースケジューリングシステム

を導入したほか、お仕事予約システ

ム「Logiシフト」や内職制度などの

運用を行っています。

◆レイバースケジューリングシステム

　レイバースケジューリングとは、

「人員（labor：労働者）計画」を意

味し、①現場の処理物量に応じて工

程ごとに時間帯別の作業スケジュー

ルを立て、②各工程のスケジュール

を作業者単位に落とし込み、個人別

の作業計画を立てることです。人員

計画の目的は、過剰な人員を抑制し、

作業切り替えロスの低減を図り、生

産性の向上を目指すことにあります。

　SGLが展開している物流加工およ

び倉庫事業には、荷物の入出荷や保

管以外にも、検品・検針、ピッキン

グ、梱包、パッキング、棚メンテナ

ンスなど多種多様な工程が存在しま

す。これまで現場における作業工程

の策定は、各現場担当者が手入力で

行い、翌日の人員計画を作成。担当

者任せで行われていたため、バラつ

きがありました。また、作業終了後

に手書きした作業日報を基幹システ

ムに手入力しており、現場の負担軽

減が課題となっていました。

　今回導入したレイバースケジュー

リングシステムは、現場担当者が翌

日の入出荷予測（予定処理量）をパ

ソコンなどの端末上で入力するだけ

で、事前登録した作業員のスキルや

生産性などを基に、作業員単位の最

適なスケジュール作成が行われます。

また、作業終了後に記載された作業

日報は複合機で読み取り、OCR*シス

テムによってデータ化され、予実検

証データが自動作成される仕組みと

なっています。

　今後、SGLではこのレイバースケ

ジューリングシステムを活用して現

場での工程計画と予実管理の高度化

を推進していきます。

（次ページに続く）

SGLでの倉庫内作業の様子

レイバースケジューリングシステムのイメージ

SGL本社マシン室

レイバースケジューリングシステムサーバー

SGシステム

サーバー監視

CSV＊データOCRシステム

作業員が
記載した
作業実績
日報を複
合機で読
み取り

①作業前日

複 合 機 で 読 み 取 っ
た作業実績日報は、
OCRシステムによっ
てCSVデータに自動
変換されてサーバー
へ送られる

②作業前日

WEBで入出荷予測
（予定処理量）を入力

③作業当日以降

OCR用システ
ムパソコン

スケジュール作成
工程表印字

予実検証データ
を自動作成

④作業当日以降

＊OCR：Optical Character Recognition。手書きや印刷された文字をスキャナなどで読み取り、デジタル文字コードに変換する技術

＊CSV：Comma Separated Value。カンマ「，」で区切ったデータおよびテキストデータのこと
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◆「Logiシフト」の水平展開

　SGLでは、労働力不足の問題や女

性の活躍・戦力化を目的として、2012

年からお仕事予約システム「Logiシ

フト」の運用を行っています。

　「Logiシフト」は、スマートフォ

ンなどから働きたい希望の勤務日

時、勤務地、作業内容を選択して申

し込むことができるアルバイトの予

約システムです。「Logiシフト」に

は、担当者や他従業員と連絡が取り

合えるメッセージボードも設けられ

業務効率化・生産性向上への取り組み

ており、管理者と従業員との双方向

コミュニケーションツールとしても

活用されています。

　空いている時間を有効活用できる

ことから、導入当初は、働きたくて

も働けなかった子育て世代の主婦

夫）層を対象に運用してきました

が、現在では大学生や専門学校生を

対象に加え、2017年2月現在で運用

事業所は34事業所となり、累計登録

者数は3,800名を超えています。今

後も「Logiシフト」の登録対象を広

げ、労働力確保に努めていきます。

◆内職制度の推進　

　SGLの内職制度は、物流加工業務

におけるパッキング（商品の袋詰め）

などの軽作業を自宅で行うもので、

現場作業の一部を内職に切り替える

ことにより、多様な働き手の活用、従

業員の残業やイレギュラー出勤が減

るなどの効果が現れています。運用

開始時は、退職した従業員が中心で

したが、現在ではその友人などにも

内職制度の輪が広がっています。

　SGLでは、引き続き内職制度を活

用していくとともに、従業員のワー

クライフバランスを見直し、モチ

ベーションを高めていきます。

お仕事予約システム「Logiシフト」

　スマートフォンなどから勤務日時の選択や申請ができ

るほか、担当者との連絡や、急な欠員によるヘルプ募集

などに使われるメッセージボードも設けられている。

シフト状況などが確認できる管理者画面 スケジュール確認画面（スマートフォン）

「Logiシフト」で従業員のシフトなどを確認する担当者

佐川急便と日立物流が輸送業務の効率化に向けた取り組みを開始

　佐川急便は、資本業務提携先の㈱日立物流の拠点内に佐

川急便営業所のサテライト拠点を開設し、輸送業務の効率

化を推進する取り組みを開始しました。

　現在、千葉県柏市の佐川急便柏営業所（以下、柏営業所）

が集配を担当している柏市の沼南エリアは、インターネッ

ト通販などの拡大に伴い宅配事業の貨物量が大幅に増加し

ています。また、この地域の集荷ルートである国道16号線

では慢性的に渋滞が起こり、沼南エリアと柏営業所間の往

復に支障をきたしていました。

　今回の取り組みでは、佐川急便が日立物流の沼南物流セ

ンター（以下、沼南センター）の一部を共有スペースの荷

捌き場として利用し、荷物の目的地別仕分けを行い、佐川

急便の中継センター向けに幹線輸送を実施します。これま

で沼南エリアで集荷した荷物を柏営業所に持ち帰るのに片

道最大90分を要しましたが、今回の沼南センターの活用に

よって片道最大85分の時間短縮が実現しました。持ち帰り

の大型車両2台を削減することができ、集配車両の走行距

離短縮により、CO2排出量削減にも貢献しています。また、

柏営業所に持ち込む時間の削減が実現できたことで、沼南

センターでは集荷締切時間の延長が図れ、安定的な出荷が

可能となり、入居顧客の利便性向上につながりました。

　今後も佐川急便と日立物流では、車両運用効率の向上や

作業の省力化を推進し、輸送業務の効率化に注力してい

きます。なお、今回の取り組みは国土交通省の2016年度

「モーダルシフト等推進事業費補助金」に認定されています。

協
業
前

沼
南
エ
リ
ア

到着所有時間
約45分〜90分

佐川急便
柏営業所

中
継
セ
ン
タ
ー

沼
南
エ
リ
ア 到着所有時間

約5分〜10分

日立物流
沼南物流
センター

中
継
セ
ン
タ
ー

輸送距離
短縮

輸送スキームのイメージ

輸送経由地の柏営業所を経由しないスキームに変更

協
業
後
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「関西空港オペレーションセンター」を移転
従業員が働きやすいようにオフィス環境を整備

◆

　SGHグループで国際貨物事業を展

開しているSGHグローバル・ジャパ

ン㈱（以下、SGJ）は、このほど関

西国際空港に設置していた「関西空

港オペレーションセンター」を空港

対岸の副都心・りんくうタウンに移転

し、営業を開始しました。

　SGJでは2016年度から「国際EC

物流事業の飛躍的な成長を図る」を

ミッションとして、急拡大する越境

EC＊に対応できる体制の構築を目指

しており、昨年7月には輸出EC貨物

専用の「東京ECセンター」を設置す

るなど取り組みを加速させています。

　関西国際空港を発着する航空貨物

の輸出入業務や国内運送業務を担う

関西空港オペレーションセンターで

も、越境EC市場の拡大などで、同セ

ンターで取り扱う輸入EC貨物の物量

は前年対比140％に増加しているほ

か、輸出EC貨物のニーズも高まって

います。

　今回のオフィス移転では、移転前

に比べフロア面積を1.5倍に拡張する

ことにより、拡大する国際EC物流

ニーズに応えるほか、労務環境の改

善による採用強化やモチベーション・

生産性の向上を図っていきます。

　新オフィスは、南海・JR西日本の

りんくうタウン駅」徒歩2分のアク

セスにあり、通勤時間の短縮が図れ

るとともに、顧客のアクセスも容易

になります。

　従業員のモチベーションアップを

図るため、快適性や利便性を考慮し

た設計も施しています。デスクワー

クで座ったままの業務が多い中、輸

出入申告を行う共有パソコンにはス

タンディングデスクを採用すること

で、ワークスタイルに変化をもたら

し、気分転換やリフレッシュにつな

げています。また、大阪湾を一望で

きる眺望も良好で、会議室や休憩室

も窓側に設置し、明るいオフィス環

境を整えました。

　今後も越境EC市場は拡大が見込ま

れており、SGJでは業務増加に対応

するため、採用強化や働きやすい職

場環境の整備を積極的に進め、国際

EC物流事業を成長させていきます。

関西空港オペレーションセンター
所在地：大阪府泉佐野市りんくう往来南2-2 
　　　   りんくうエルガビル7階
延べ床面積：310㎡（移転前の1.5倍）
TEL：072-463-7250　FAX：072-463-7257

　関西空港オペレーションセンターからの眺望

＊越境EC：インターネットの通販サイトなどを通じた国際的
な電子取引（EC：Electronic Commerce）

SGモータースが中古車両の販売拠点として
「福岡中古車展示場」を開設

　SGHグループで車両整備・車両販

売・ボディ製造販売事業を展開する

SGモータース㈱は、2016年12月に

福岡県大野城市に「福岡中古車展示

場」を開設しました。SGモータース

が中古車販売事業の拠点を開設する

のは初めてのことです。

　SGモータースでは、2015年11月

に中古車情報Webサイト「中古車

SG.net」（https://shop.sg-motors.

co.jp）を開設し、全国での中古車販売

体制の構築を推進してきました。そ

の中で、お客さまより買い取りした

車両を各店で個別に管理する方法か

ら、本社管理体制による車両展示場

を展開することを検討していました。

　国交省自動車輸送統計によれば、

普通貨物車の中古車登録台数上位は

北海道・愛知・埼玉・福岡などで、中

古車流通の中継地や需要地として登

録が伸びており、九州地区はこれら

車両登録台数のうち、新車では45％、

中古車では55％の市場となっていま

す。SGモータースでは、当初、2019

年度に福岡エリアで販売拠点の開設

を予定していましたが、今回展示場

に適した候補地が浮上してきたこと

から、中古車販売事業の拠点を開設

することとしました。

　今後、SGモータースでは、新設し

た福岡中古車展示場を、全国の優良

中古車の紹介や、トラック・トラク

ター・普通車の販売のほか、買取を行

う九州地区における中古車販売の核

となる現車展示場と位置づけて事業

拡大を推進していきます。

　これまでトラックのアルミバン車

を専門として中古車販売を行ってき

ましたが、今回の展示場開設により、

2トン平ボディトラックやクレーン付

トラックなどの展示以外の車両を希

望するお客さまからの商談も多くな

り、これらのユーザーに向けての営

業開拓にも注力していきます。

SGモータース・福岡中古車展示場
住所：福岡県大野城市御笠川2丁目6-6
TEL：092-504-5055　FAX：092-504-5033
営業日 ：月曜日～金曜日
営業時間：10：00 ～ 18：00
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「次世代物流システム構築事業費補助金」に認定
テレマティクスクラウドシステムを開発推進

◆

　SGシステム㈱は、公益社団法人

日本ロジスティクスシステム協会が

執行団体となって公募を行った2016

年度「次世代物流システム構築事業

費補助金」の補助事業者に認定され

ました。今回の認定により交付され

る補助金は、スマートデバイスを利

用した輸送中のトラックと中継セン

ター、倉庫、路線会社による動態管

理とコミュニケーションにより、物

流全体の効率化を図る「テレマティ

クスクラウドシステム」の開発に活

用されます。

　「テレマティクス（Telematics）」

とは、自動車に搭載したネット接続可

能な端末を活用し、さまざまなコン

テンツ（情報）を利用するシステムの

ことで、それらをクラウドコンピュー

ティングで一元管理するのがテレマ

ティクスクラウドシステムです。

　現在、SGシステムでは車載した

デジタコ＊情報を使用して法定3要素

（速度・距離・時間）の取得や、GPS

情報による動態管理などを行うテレ

マティクスクラウドシステムを提供

していますが、デジタコの導入が前

提となるため、対象ユーザーが限定

される傾向がありました。また、ド

ライバーと倉庫間では電話以外の伝

達方法がなく、意思疎通が図れない

ケースがあり、倉庫・中継センターに

向かう車両の状況把握ができず、効

率的な待ち受け準備ができないなど、

指示伝達に課題がありました。

　今回開発する新システムでは、普

及率の高いスマートフォンを活用す

ることで、ハード面での導入コスト

や手間を抑えることができ、展開先

の範囲が広がるものと期待していま

す。また、管理センター側で車両を

検知するジオフェンス＊機能を実装

し、到着予定・予測時間を自動で算

出、通知を行い、倉庫などで受入の

事前準備を可能にします。さらに、

FCM＊を活用した簡易メッセージ機

能を実装することで、管理センター

と路線会社、ドライバーのメッセー

ジを一元管理し、コミュニケーション

の向上や意思の見える化を図ります。

　今回認定を受けた補助金事業は、

荷主と連携して行う省エネルギーに

資する物流業務の効率化を進めると

ともに、非効率な物流慣行を改善し、

地方企業の物流コストとリードタイ

ムを削減することを目的としていま

す。SGシステムは、この事業目的に

貢献できるテレマティクスクラウド

システムを開発し、次世代物流シス

テムの構築を推進していきます。
＊デジタコ：デジタル式運行記録計の略。車両運行にかか
る速度・距離・時間などを自動的にメモリーカードなどに
記録する装置。積載4トン以上の車両には搭載義務がある

＊ジオフェンス：仮想の境界線（フェンス）のことで、
設定された範囲の出入りを認識する機能

＊FCM（Firebase Cloud Messaging）：AndroidやiOS、
Webなど、仕様が異なる プ ラ ッ ト フ ォ ー ム やアプリ
ケーションなどにメッセージを効率的に配信するシステム

テレマティクスクラウドシステム
新システム

テレマティクスクラウドシステムの管理画面

デジタコ

現状のシステム

＜追加機能＞
・認証（スマホユーザー）
・GPS情報取得（スマホ）
・車両・スマホ位置検索
・ジオフェンス機能
・到着予定時間算出
・到着予測通知
・企業横断車両情報取得
・移動時画面非アクティブ
・メッセージ送受信
・受発信履歴など

＜主な機能＞
・認証　
・法定3要素取得
・GPS情報取得
・作業状況取得
・運転日報
・24時間記録図など

スマートフォン

SG Information SGHグループソフトボール部の新監督に小林良美氏が就任

　SGHグループは、CSR活動の一環としてオフィシャルス

ポーツクラブを運営していますが、このほどソフトボール
よ し み

部の新監督に小林良美氏が就任しました。

　小林監督は、2000年のシドニー五輪のソフトボール競技

に外野手として出場し、銀メダルを獲得。2004年のアテネ

五輪では、コーチングスタッフとして日本チームを銅メダ

ルに導きました。また、日立マクセル女子ソフトボール部、

大垣ミナモソフトボールクラブで監督を歴任。日本を代表

するソフトボール指導者として活躍しています。

　現在、ソフトボール部には22名の選手が在籍し、日本女

子ソフトボール機構の1部リーグに所属しています。小林

監督は次のように意気込みを語って

います。

「今年の目標は日本女子1部リーグ

で4強に入り、決勝トーナメント＊

進出を目指すことです。そのため

に、各選手が個々に考え、のびのび

とソフトボールができる環境をつく

ることが大切だと考えています。信じて努力すれば夢は必

ず叶います。各々の持ち味を活かして総力で目標に挑戦し

ていきますので、ご声援をよろしくお願いします」
＊女子1部リーグでは、12チームが2回総当りの予選リーグを戦い、上位4チームが決
勝トーナメントに進出。決勝トーナメントの勝者がリーグ優勝チームとなる
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