熱がこもる。

持ちでいっぱいなのだと、言葉に
です。そうすれば、体験に基づい

つての自分の体験を交えて話すの
た話なので、真剣に耳を傾けてく
れるんですね。自己流を貫くので
はなく、素直に耳を傾ける人は必
ず伸びます。以前、自分が苦労し

乗 務 員 さ ん の 技 能 の 継 承。 こ
ことがありますが、苦労して覚え

人に教えてしまうんだといわれた

熱い思いを胸に
後輩ドライバーへ
技能を継承していく

れは、人から人へと伝えるしかな
たからこそ教えるのです。皆が早

て覚えた技能を、なぜわざわざ他

いものだ。かつては、
「見て盗め」
くスキルアップできれば、その人

自身が体得した比類ない運転ス

という言葉も使われたが、今は伝

キルと安全への意識を、すべての

のためにも、会社のためにも有益

「たとえば、朝から理詰めで話し
後輩乗務員さんに伝えたいと考え

えるための姿勢が大切だと、早坂

かけられたら嫌になると思います
「組合の委員長に加え、班長、そ

ですからね」

し、一人が相手だとお説教がまし
る早坂氏は、その情熱から、労働
して日々の現場。すべてに責任を

氏は力説する。

くなりかねません。ですから、皆
組合の委員長に立候補し、当選を

遊佐氏が語る。

で雑談しているときや、全員での
負うのは大変だと思いますが、そ
れができる人物なのです。それゆ
え、車両のローテーションを組む
毎日の行動表の作成も、早坂に一
任しているほどです」
髙橋氏が締めくくる。
「早坂は、私から見てもトップの
技能の持ち主です。理論もしっか
りしていて、技能にも優れ、人望
も厚いし、周囲から慕われてもい
ます。あとは、早くいいお嫁さん
が来るといいんですが」

ｔの

■

務員さんたちである。

川上氏をはじめとする

名の乗

送する、重要な役割を担うのが、

物となった電柱などを集荷し輸

送したり、役目を終えて産業廃棄

その新しい電柱を設置現場に輸

に、新しいものへと交換される。

がひび割れたり劣化したりする前

常の環境条件下で、コンクリート

の役割を果たす電柱は、厳しい日

産業や生活のインフラとして

電柱を輸送する
揺るぎない責任感

■

近くあります。 ｍを超え

で す。 わ ず か な ミ ス が 大 き な 事

リサイクルセンターへ運び込むの

トラックに積載・固定し、弊社の

これをクレーンで吊りあげて、

います。

から制限外許可を受けて輸送して

ら特殊車両通行許可、および警察

るものについては、国土交通省か

は

長いものだと ｍにも達し、重さ

リートの電柱は短いものでも８ｍ、

を乗務員がおこないます。コンク

輸送、荷降ろしまで、すべての作業

「産業廃棄物の集荷から荷積み、

電柱輸送の難しさが伝わってくる。

所長の金子壽夫氏の言葉から、

12

早坂氏の真剣な表情が、照れく
さそうな顔に変わった。

Corporate Profile

長さ ｍ、重さ

所在地 : 宮城県仙台市宮城野区港1丁目1番18号
従業員数 : 乗務員54名
■車両台数 : 358台
（トレーラー含む）
■主な業務 : 鉄鋼、
コンテナ、複合のシャシ
（トレーラー）
輸送

12

果たしたという。

東 関 東 物 流 セン タ ー ］

関東通信輸送株式会社
乗 務 員 チームリーダー

氏

三陸輸送株式会社 仙台港営業所

16

ミーティングの機会を狙って、か

［関東通信輸送株式会社

関東圏内で、
電柱や電線などの輸送を担う、
関東通信輸送株式会社さま

が伴う業務には、
この上なく高いスキルと徹底した安全意識が求められ

の東関東物流センター。長尺かつ重量物ゆえに、
輸送や積み降ろしに危険

川上光弘
る。無事故無違反を貫き、
平均年齢 ・8歳の若い乗務員さんたちを引っ

張る川上光弘氏の仕事に取り組む心構えを通して、
リーダーとしてのあ
るべき姿に迫った。

16
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確かな仕事に裏打ち
された信頼関係が
人望へと実を結ぶ

故につながる危険性がありますか
ら、皆が心を一つにし、安全運行
の意識や体調管理を徹底して業務
に臨んでいます」
日々、
ハンドルを握る川上氏が語る。
「あらゆることに気を配らなけれ
ば、電柱を積載して走らせることは
できません。トラックの前後に大
きくはみ出した電柱が、他の車両に
接触しないように常に車間距離を

柱が１本ずつ地面へと降ろされて
いく。そのカン・コツについて聞
いてみた。
「ものを吊りあげると、揺れが発

から最優秀ドライバーとしてＭＶ

事故無違反を貫くその姿勢は、会社

ることをあらためて思い知る。無

たスキルと、意識の高さの産物であ

川上氏の言葉に、安全とは卓越し

クするのです」

後左右、あらゆる視覚情報をチェッ

ラー、バックモニターを含めて、前

神経を集中させながら、バックミ

な挙動も察知できるように全身の

慮しなければなりません。わずか

は遠心力がかかってくることも考

が高くなっていますから、カーブで

た、電柱を積んだトラックは重心

おこなうこともポイントです。ま

意しながら、慎重なハンドル操作を

万が一中心を外すと、空中で電柱

めながら吊りあげていくのです」

す。そのため、１本ずつ重心を見極

化して中心部が変化していたりしま

が付いていたり、コンクリートが風

いいのですが、廃棄電柱の場合は土

り、新品ならばその印に合わせれば

電柱の中心には赤い印が付けてあ

電柱の中心部を見極めることです。

げるときに重要になってくるのが

作し、電柱を移動させます。吊りあ

「リモコンを使ってクレーンを操

川上氏が説明する。

を作成し遵守している。

通信輸送さまでは、作業マニュアル

この業務で長年の実績を誇る関東

クレーン作業のスキルも不可欠だ。

電柱の輸送をおこなうためには、

私も安心していられます」

高まります。ですから事故もなく、

と、乗務員全員の安全意識も自然と

ても、川上のようなお手本がいる

「輸送にしても、積み降ろしにし

チームは優秀賞を受賞したという。

を設け、川上氏がリーダーを務める

は、こうした業務改善の発表会の場

発におこなっている小集団活動で

ざる工夫と配慮がある。社内で活

しながら移動させるのです」

いように、クレーンの動きを微調整

横の揺れも縦の揺れも発生させな

ぐると回転を始めます。ですから、

と、揺れが大きくなり、電柱がぐる

周囲への安全を確保し
自らの手足のように
クレーンを駆使する
荷役作業

Ｄ賞（ Most Valuable Driver
）の
表彰を受けるに至っても、決して気
が揺れてしまうのだという。川上

生します。その揺れを放っておく

を緩めることなく、さらなる高みに
氏の正確なクレーン作業により、電

取り、右左折時には信号や看板に注

向かっているようだ。

は自分の仕事に返ってくることで

なことを聞いてくるのです。初め

にいるのが川上で、若手がさまざま

「乗務員の休憩室でも、その中心

金子氏が説明する。

とめ役となる存在だ。

小集団活動などにおいても常にま

お願いしたりすることもあります。

道でバックが必要な場合は、誘導を

話で確認させていただいたり、狭い

品先のご担当者に、現場の状況を電

めて行く場所が多いので、事前に納

私たちの業務です。その場合は初

方で、新品の電柱を輸送することも

「産業廃棄物の電柱を輸送する一

ライバーとして頑張っていきます」

もらう。これからも、子育てパパド

帰宅したら家族から明日の元気を

す。今日を真剣に着実に遂行して、

ねたからこその結果だと思うので

です。しかし、日々を大切に積み重

ただいたりすることは光栄なこと

「表彰されたり、成果を認めてい

そして、こう締めくくる。

ねを大切にする」ことだという。

そう語る金子氏の言葉が、安全を
何よりも大切にする関東通信輸送

■

関東通信輸送株式会社
東関東物流センター
所長

さまの気風を象徴している。

■

金子壽夫 氏

じゅんしゅ

同じように感じていらっしゃるの

すし、それでまた、次のいい仕事に
つながると思うのです」
爽やかな笑顔でそう語る川上氏

て行く現場のこと、車両のこと、ク

確実な仕事はもちろん、丁寧なあい

のモットーは「１日１日の積み重

レーンの操作法など、話題は尽きな

さつや言葉づかいを通して、いい人

安全を支える作業には、知られ

ではないでしょうか」
荷主企業から信頼を得ることが
大切と考えるのは、川上氏も同じ

いようです。人柄もさることなが

だ。その理由をこう説明する。

ら、信頼の軸となっているのは、き

間関係が築けていれば、気持ちよく

川上氏はチームリーダーとして、

ちんとした確かな仕事、これに尽き

サポートしていただけます。結局

関東通信輸送株式会社 東関東物流センター

所在地 : 茨城県牛久市福田町向原2012-264
従業員数 : 20名
（内 乗務員12名）
■ 車両台数 : 12台
（キャブバッククレーン付車）
■主な業務 : 一般貨物自動車運送事業、
第1種貨物利用運送事業、
産業廃棄物収集運搬事業

ると思います。荷主企業の方々も
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