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社 長 の コ ラ ム
皆さん、お久しぶりです。２年ぶりに社長に復帰した浦尾です。
「うちの社長って、どんな人？」って思われている社員の皆さんも多いと思いますので、別枠で少し自己紹介をさせていただき
ます。
さて、この１１月から、当社の２０１３年度に入っているわけですが、まだまだ厳しい状況から抜け出せておりません。
まだ、前期の決算処理が終わっていませんが、２期連続の赤字は避けられそうにありません。
一昨年来お話ししているように、大手顧客の大幅な運賃値下げと燃料費の高騰は、鉛が入ったグローブでストレートパンチを続
けさまに２発喰らわされたみたいなもので、何とかファイティングポーズは取れますが、まだ回復には至っておりません。
運賃の値下げ分が、１億円/年。燃料の値上り分が一昨年比で、８千万円/年。
合計で １億８千万円の、元々無い利益が吹っ飛んでいっております。
（燃料費は、１０年前と比べると 約３億円分値上りしています。一人頭 １００万円。
全部とはいかんけど、４０～５０万円位のボーナスは出せた勘定で、恨めしい限り。
運賃も、この１０年間で４回の改定？？がありました。）
今年度は、何とか １０５,０円/Ｌ で採算がとれるように取り組みます。
取り敢えず結果は結果として、未来は・・・
これからの３年間位の大まかな計画です。
会社の規模、社員数や車両台数、売上等は、現状維持を基本
としております。
ただ、中身は周りの環境の変化の波の先頭に立てるように、
変化させます。
当社の「輸送品質」＝「皆さんの力」が十分に発揮できる、
新たな顧客の開拓が会社の最優先課題となります。
「社員力」って数字では表せないけど、他社を圧倒するパワー
があるので、大丈夫です。

〖自己紹介〗
浦尾 吉樹

ｳﾗｵ ﾖｼｷ

（姓名判断でよろしく無いようで、公文書以外では「好生」を使うことも）
１９５６年５月２４日生

５６歳

下関市出身
中高校は、バスケットボール部
下関の高校を出て、１年浪人
大学は、ラグビー部・麻雀学科で、やっぱり２年で中退
その後、料理から始まって
佐川急便（事務方ヨ）、水商売、金融、住宅、不動産、塗装、病院、

＜お願い＞
飲酒運転、シートベルト、携帯電話、輪止め・・・
出来てない一部の人（出来ないじゃなくて、しない人）
のために、多くの出来ている人たちにも同じ注意をして
いくのは、するほうもされるほうもウンザリです。
最小限の時間や労力で済むように、ヨロシク。
今一度考えて下さい。
皆さんが当社で働いているのは、会社のためではありません。
「自分や家族の生活を守るのが目的」であって、そのための
「手段として当社で働く」選択をしたのです。
本末転倒にならないよう、お互いに注意しましょう。

選挙、介護 等々
佐川急便は、下関店・北九州店・山口店を１０回位出入り
履歴書を送ったら、間違いなく落とされる職歴！
平成１３年に大成運輸の関連の大成サポートで、保険と本社の総務を
私を連れてきたのが、九州ワールド運輸の新井社長
平成１５年に大成運輸へ転籍。１ヶ月後に前深田会長が逝去
平成１６年から２２年まで社長をさせてもらっていました
信条 「当たり前のことを、当たり前にやる」
好きな言葉 お百姓さんの歌らしいけど
「この秋は 雨か嵐か知らねども 今日の勤めの 草を取るかな」
もしかしたら、今やっていることが外因で無駄になるかも知れないけ
ど、取りあえず、やることだけやっとこう みたいな意味かな
経営理念
っていうと大げさですが、何を中心に考えて経営しているかですが

＜本社拡張工事について＞

何年か前に「もし高校野球の女子マネージャーがドラッカーの

工事は全て完了しているのですが、開発申請時からの計画変更

『マネジメント』を読んだら」っていう本がはやりました。

（倉庫を建てる予定だったのを止めた）で、農業関係の機関へ

その「ピーター．Ｆ．ドラッカー」（思想家・社会学者・経済学者）と

再申請して、承認待ちです。

いう人の思想を、一生懸命に真似て幹を作っています

今しばらくお待ちを。

その中でも一番大事にしているのは 「真摯さ」です

平成 24 年度 大成運輸株式会社 運輸マネジメントの情報公開内容
（事業年度：平成 23 年 11 月 1 日～平成 24 年 10 月 31 日）
内容

実施結果の評価

1. わが社の輸送の安全に対する基本的な方針【公表事項】
安全方針：「信頼」を勝ち取る安全文化を根付かせよう
（1） 全従業員に対して、輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底さ
せ、その実現のため経営者が主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となっ
て取組み、絶えず安全性の向上を図る。
（2） 輸送の安全に関する取組み状況等の情報について、積極的に公表する。
（3） 公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、運転に関する
知識・技能の研さんに努め交通人身事故の防止を図る。
---------

（4） プロドライバーとしての自覚を高め(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、
薬物等使用運転、無免許、無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義
務違反)を絶対させない。
（5） 運行管理体制及び車両管理体制の充実強化を図り、法令に定められた運行管
理及び車両管理が適切に機能するよう配慮する。
（6） 現場の声を安全性向上方策に継続的に反映させる等、全体の安全性を計画的
に向上させる。
（7） 参加・体験・実践型の研修・指導等の実施により、運転者の能力の向上を図
る。
（8） 安全に対する基本的な方針及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知す
る。
2. 輸送の安全に関する目標【公表事項】
（1） 交通事故の削減 比較データ（平成 23 年度上期・下期）
ア）重大事故（第一当事者） ゼロ
イ）交通事故

ア）0 件

41 件以下

達成

イ）発生総件数前年比 94％
目標未達成

ウ）後退事故前年比 50％削減

ウ）前年比 64％ 目標未達成

エ）自動車事故報告規則に規定する事故「ゼロ」

エ）0 件

達成

（2） 交通違反の削減 比較データ（平成 23 年度上期 下期）
ア）座席ベルト非着用と携帯電話使用の根絶を目指す

ア) 座席ベルト違反前年比 133％
携帯電話使用 前年比 150％
目標は未達成

イ）交通違反 対前年比 55％削減

22 件以下

イ） 発生総件数前年比 94％
目標は未達成

（3） 輸送の安全に関する投資額
ア） アルコールチェッカーの導入 3 台 予算額￥500.000
3. 輸送の安全に係る処分【公表事項】

ア）導入費用計￥497.910
【処分内容】

・輸送の安全確保命令
・事業改善命令

処分なし

・自動車その他の輸送施設の使用停止処分
・事業停止処分
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宮若ふるさと祭り・2012
平成 24 年 10 月 28 日（日）に、宮若市の
西鞍の丘総合運動公園にて「宮若ふるさと祭り・2012」
が開催されました。
「はたらくクルマゾーン」のブースでは
大成運輸の 10ｔが展示され、A 係長は日焼けしながら、
B 係長は汗だくになりながら、沢山の子供や家族に囲まれて
説明や案内に一所懸命でした。子供だけじゃなくて周りから見ていた
親からも車に乗せてくれという人が多くて、疲れたけど楽しいイベントになりました。

宮田企業交流会

第 20 回ソフトボール大会

平成 24 年 11 月 18 日（日）に宮若市の西鞍の丘総合運動公園で宮田企業交流会ソフトボール大会が 2 年振りに行わ
れました。全 22 チームがＡブロックとＢブロックの 11 チームづつに分かれてトーナメント方式で試合が行われ、
大成運輸チームは 2 年前 1 回戦敗退に終わったリベンジを果たすべく奮闘し、
1 回戦は 13 対 2、
2 回戦は 21 対 8、
3 回戦は 18 対 6 と圧勝を続け、
決勝戦は一昨年準優勝の○○病院さんとの
対戦となりました。
結果は 6 対 7 で惜敗し、大成運輸チームは
準優勝でした。 来年は絶対優勝して WBC 出場だ！？

交通安全標語募集の結果
社内報第 30 号で応募していました平成 25 年度事故・違反撲滅のための交通標語募集は総数 72 点の応募があり、厳正
なる選考の結果、最優秀作品 1 点、優秀作品 3 点が決定いたしました。

最優秀賞

優秀賞

「注意一秒

怪我一生

優秀賞

「酒の量

優秀賞

「イライラの

「のぼせない！！貴方はそんなにうまくない」

笑顔の家族をわすれるな」

呑みたい気持ちに

さきに見えてる

リミッター」

事故のかげ」

入賞者の皆さんには浦尾社長よりプレゼントが手渡されました。

平成 25 年度

新年会のお知らせ

皆さん、毎日の業務お疲れ様です。大成運輸株式会社の平成 25 年度の新年会は、平成 25 年 1 月 4
日（金）に宮若市文化センター、健康診断は同敷地内マリーホール宮田で例年どおりの開催となります。
集合時間等の詳細については各営業所へ掲示いたします。
3

