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1.物流現場を取り巻く

労働市場環境

( 1 )現場労働力の担い手は非正規雇用労働者

物流現場は典型的な労働集約型産業である｡少な

い管理者で､多くの非正規雇用労働者(パート･アル

バイト･派遣労働者)を管理するのが大きな特徴であ

る｡すなわち､物流現場における人材活用のポイント

は､これら非正規雇用労働者の有効活用である｡

(2)労働市場が｢売り手市場｣に転換

リーマンショック後､世界的な景気低迷に見舞わ

れた｡失業率は過去最悪水準を記録し､皮肉なこと

に､それにより､労働力不足が解消されることとなっ

た｡人材が労働市場で過剰となる｢買い手市場｣と

なり､労働力確保が容易になった｡

しかし､昨秋頃から､ ｢パート･アルバイトの確

保がむずかしくなってきた｣との声を､多くの現場

担当者から､聞くようになった｡

リクルートによれば､アルバイト･パートの平均

時給推移は全業種平均では､下落傾向であるという｡

ただし､物流系については､昨春を境に上昇傾向
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に転じており､労働力の確保が厳しい環境に変化し

つつある(図表1)0

(3)強まる非正規雇用への規制強化

非正規雇用労働者数は年々増加傾向にあるが､そ

れに呼応して､労働法整備も進んでいる｡今後､非

正規雇用労働者が"安易な労働力の担い手"ではな

くなる可能性も高い｡

①最低賃金の上昇
"非正規雇用労働者だから､人件費が安い"とい

う前提が崩れつつある｡最低賃金の引き上げが叫ば

れ続け､もともとが相対的に､貸金水準の低い物流

業界では､最低賃金の上昇は､純粋に費用負担増の

大きな要因となる｡

②有期労働雇い止めルールの厳格化

昨夏､日産自動車が｢事務系の派遣社員を､自社

契約社員に切り替える｣との報道がなされた｡ただし､

契約期間の更新は､過去の判例上､契約期間満了時

に雇用契約を打ち切りにする､いわゆる｢雇い止め｣

がしにくくなる｢2年11ケ月｣までに留めるという｡

厚生労働省では､有期労働契約研究会をひらき､

｢雇い止めルールの明確化｣をはじめ､パート･ア

ルバイトの有期労働契約ルールの在り方を見直す動
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図表1アルバイト時給の推移

きが進んでいる｡物流現場では､パート･アルバイ

トとの労働契約を反復更新しているケースも多い｡

更新回数や利用可能期間に制約が設けられれば､物

流現場における影響は甚大である｡

⑨社会保険の適用範囲拡大

パート･アルバイトを雇用する際､常用労働者の

3/4以上の就労をさせる場合､雇用主は社会保険の加

入を義務づけられている｡具体的には｢過30時間以上｣

働くパートアルバイトを雇用する場合､社会保険料

の企業負担が生じる｡パート労働者として､主婦を

活用している物流現場は多い｡主婦の多くは｢過30

時問以内｣に就労をおさえ､扶養範囲内で働いており､

雇用主の社会保険費用負担も抑制されている｡

しかし､社会保険の適用範囲見直しが､いま検討

されている｡具体的には｢過30時間以上｣である適

用範囲を､ ｢週20時間以上｣に拡大するもので､主婦

をはじめ､パートアルバイトを多く活用する物流現

場への影響は甚大である｡物流現場を取り巻く労働

市場環境は､今後さらに厳しくなることが予潤され､

企業は本格的な非正規雇用対策の必要性に迫られる｡

(4)派遣規制強化も本格化

物流現場では､業務繁閑にあわせた労働力調整を

はじめ､人材派遣を活用していることが多い｡ ｢必

要な時に､必要なだけの労働力｣をジャストイン･

タイムで調整できる人材派遣の活用は､物流現場に

とって､これまで需給調整の有効な手段であった｡

しかし､その人材派遣活用にも大きな混制が入る

可能性が高い｡企業が､労働者派遣法の主旨を理解

しないまま､人材派遣を活用するため､法本来の目

的である､労働者保護が図られないからである｡

(D日雇い派遣禁止

現在審議中の労働者派遣法改正案には､ ｢日雇い

派遣の禁止｣が盛り込まれている｡ここでいう｢日

雇い派遣｣とは､ "2ケ月以内"の派遣契約である｡

物流現場では､よほど専門性が高い業務を除き､長

期の派遣契約を結ぶことは少ない｡つまり､物流現

場における人材派遣の大半は､日雇い派遣に該当す

る｡すなわち､日雇い派遣禁止は､物流現場が外部

からの労働力需給調整機能を失うに等しい｡

現在､労働者派遣法改正案の審議が滞っており､

改正案自体が廃案となる可能性もある｡ ｢登録型派

遣禁止｣ ｢製造業派遣禁止｣については､社会的な

影響も踏まえ､見直しとなる可能性もある｡

しかし｢日雇い派遣禁止｣については､有識者か

らも､ ｢すでに議論が出尽くしている｣との声があ
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がり､いずれ｢日雇い派遣禁止｣となる可能性は高

く､早期に対応策を検討する必要がある｡

②派遣抵触日間題

労働者派遣法では､対象となる業務は､ ｢臨時約･

一時的な｣業務に限定されており､ ｢常態的にある

業務は直井雇用すべし｣が法本来の主旨であるo

労働者派遣の受入には期間制限､いわゆる派遣抵

触日がある｡物流業務は専門性の高くない業務(自

由化業務)と定義され､派遣の受入期間は原則1年間､

労働者代表との合意があれば､最長3年間と法律で定

められている｡この派遣抵触日を過ぎて､派遣の受

入はできない｡もし､再度､派遣を利用したい場合は､

一定期間(3ケ月と1日以上)､クーリング期間を設け

なければならない｡つまり､派遣抵触日を迎える場合､

最低3ケ月と1日以上､派遣の受入はできない｡

しかし､物流会社は､このクーリング期間を誤解

している｡ ｢3ケ月と1日以上｣期間を空ければ､以

前と同様に派遣を活用できるわけではない｡ ｢3ケ

月と1日以上｣というクーリング期間は､絶対条件

のひとつであり､派遣の継続活用を前提として､クー

リング期間を設けるだけでは､脱法行為と判断され

る可能性が高い｡物流現場では､労働者派遣法に対

する理解不足から､意図せず"派遣抵触日逃れ"と

なるケースも多い｡現場管理者をはじめ､労働者派

遣法に対する正しい知識が必要である｡

⑨労働局の取締り強化

首都圏のある労働局では､本年度､派遣先企業へ

の指導取締りを強化する方針である｡

取締りのポイントは､以下の3つ｡

i.派遣抵触日

期間制限を超えて派遣受入をしていないか､

または常態的な業務にもかかわらず､クーリング

期間をはさみ､反復して派遣を利用している脱法

行為がないか確認する｡

ii.日々紹介

有料職業紹介事業の範囲内であれば､日々紹

介は違法ではない｡しかし問題は｢貸金の問接払

い｣にある｡いわゆる｢給与立替払い｣である｡

スポット派遣で働く労働者の多くは､給与日払い

にメリットを感じている｡しかし､給与日払いに
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対応している物流会社は少ない｡結局は､人材紹

介だけでなく､人材会社がスタッフに給与を立

て替えて支払ってしまい､ ｢貸金直接払いの原則｣

に抵触する違法なケースも散見する｡

労働局は､そういった現状を把握している｡

日々腐介を利用する際には､人材会社との業務範

囲の切り分けをはじめ､コンプライアンスに相当

な注意が必要である｡

iii.偽装請負

適正な請負要件をみたさず､契約形態を｢派

遣契約｣から｢請負契約｣に切り替えるだけでは､

違法である｡ ｢独立して業務を運営できる｣ ｢指揮

命令をすべて自社で行っている｣など､業務請負

には高い専門性が求められる｡しかし､専門性を

もった請負会社は多くはない｡物流現場の労務コ

ンプライアンスは重要な課題である｡

2.戦略なきスポット派遣乱用で

収益悪化

(1 )大きなウエイトを占める荷役人件費

店舗向け出荷作業や通販物流を扱う物流現場で

は､荷役人件費が物流コストの大きなウエイトを占

める｡倉庫賃借料･翰配送費などのコストダウンは

すでに一定進んでおり､今後大幅なコストダウンは

見込みが低い｡しかし､荷役人件費のコストダウン

は､まだ伸び代が大きい(図表2)0

派遣抵触日をキッカケに､人材派遣から直接雇用

に切り替えたところ､現場収益が10%もあがった物

流会社もある｡まさに､荷役人件費の削減は､物流

現場における大きな課題である｡

(2)スポット派遣がコスト高な理由

電話一本で｢明日､何名｣と人員を手配してくれ

るスポット派遣は､現場管理者にとって､これほど

重宝なものはない｡しかし､この"派遣ドラッグ"

という症状に現場が陥り､収益を湯水のごとく垂れ

流していることに気づかない経営者は案外多い｡

①割高な派遣費用

スポット派遣という働き方は､すべての労働者に
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図表2　一般的な物流コスト例

とって必ずしも納得いく働き方ではない｡ ｢安定的

に仕事が解介されない｣ ｢直前まで現場が特定され

ない｣など､自分が想像していたスポット派遣との

ギャップに失望して去ってしまう労働者が大半であ

る｡つまり､スポット派遣労働者の多くは､数回働

いて辞めていく構造なのである｡

そこで､スポット派遣会社は､常に新しい登録ス

タッフを探し続けなければならない｡それが､募集

コストの上昇につながる｡さらに､登録スタッフの

採用･面接も行わなければならない｡それらの業務

コストも料金に転嫁される｡スポット派遣の請求が

割高なのも､それなりの理由がある｡

②低い労働生産性

優秀な労働者は､企業が抱え込み､常用雇用とな

る｡一方で､現場を転々とし､作業習熟度があがら

ないスポット派遣労働者の質は､稔じて低い｡一般

的に､個人差はあるが､スポット派遣労働者は､自

社パート･アルバイトに比べ､労働生産性が約2-

3割程度低い｡

また､物流会社と人材派遣会社のベクいレは莫逆

である｡物流会社は｢できるだけ少ない人数で作業

を遂行したい｣と考えている｡一方で､人材派遣会

社は｢できるだけ多い人数で作業を遂行したほうが

儲かる仕組み｣となっている｡すなわち､スポット

派遣会社に｢改善｣ (コスト削減)のインセンティ

ブが働かない構造なのである｡

一部の人材会社のなかには､業務請負事業への転

換を積極的に進め､ "時給請求の派遣契約"ではなく､
"成果に応じた請求の請負契約"に切り替え､物流

会社と同じベクトルを目指そうとする動きも見受け

られる｡すでに､物流会社のなかには､専門性の高

い人材会社に請負契約することにより､ ｢コストの

変動費化｣と｢作業品質の向上｣に成功している会

社も増えている｡

(多目に見えにくい管理者の負担

スポット派遣は､派遣労働者の入れ替わりが激し

い｡また､そのたびに､初期教育コストを物流会社

が負担する｡さらに作業習熟度の低さから､ミス･

クレームが生じ､管理者が対応に追われている｡

◇

スポット派遣を使うことにより､人員調整の利便

性は高まるが､それなりの代償を支払っている｡ "本

当に､費用対効果に見合っているか?"を､物流会

社は精査する必要がある｡物流現場にとって､現場

人材の活用こそ､コアであり､スポット派遣を"安

易に"戦略なく乱用する現場は､市場競争に勝てない｡

物流現場は､労働生産性向上による荷役人件費削減

という大きな課題に､真筆に取り組むべきである｡

3.物流現場人材活用の課題

(1 )スポット派遣脱却の2つの選択肢

スポット派遣の代替手段は2つである｡ ｢直接雇

用化｣または｢業務請負化｣のいずれかである｡
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双方にメリット･デメリットがあり､いずれを選

択すべきかは､会社の中長期的な戦略や､現場状況

により､個別に慎重な判断が必要である(国表3)0

①直接雇用化

すべての労働力を自社で完結する方法である｡取

り組み次第で､労働生産性が向上し､ノウハウを自

社で蓄積できるメリットがある｡一方で､労働力の

需給調整が課題であり､現場の雇用管理負荷が著し

く増加する(図表4)0

(彰業務請負化

すべての業務､もしくは一部の業務を､外部に委

託する方法である｡信頼できる請負事業者をパート

ナ一にできるかが最大のポイントである｡請負事業

者の選定ミスは､ ｢サービス品質の低下｣や､ ｢業務

のブラックボックス化｣､さらには｢労務コンプラ

イアンス違反｣などにつながる｡ ｢偽装請負｣と指

摘されるケースも少なくない｡最近では､物流会社･

荷主企業から､適正請負に向けた相談が増えており､

コンプライアンスへの関心が高まっている｡

従来から取引のある派遣会社で､派遣から請負に
"安易"に切り替えるのはリスクが高い｡ "派遣でき

る能力"と､ "請負できる能力"は全く違う｡業務

請負化が失敗する大半は､このケースである｡取扱

アイテム､エリアを踏まえ､請負実境が充分な請負

･取り組み決算で.覆 �8延ｨｴｩ)�,ﾉ.宛�嶌*｢�

阿れ､労徽生産性 �*ｨﾏﾈ�2��峇�

･ノウハウを自社で讐 

･丁用管理員荷が著しく増加 

･雷用責任.雷用リスクが増加 

･コンプライアンスコストが舞生 

･労I力の需給1豊嶋能が曲事 

･現場iI管にかかる禦繍 亢ﾘ�*ｩEｨﾋ��

･澱遭法改正に伴う繍 �:�ｨ*�4�8ｨ4��

･自社(檎濃撫)の存在意義が闘われる 

･霊鶴婁粍責用の員盤が弗生 

･サービス島貫鍍下のリスク 

･徽鶴ブラックボックス化の懸念 

図表3　直接雇用化･業務請負化のメリット･デメリット

チェック項目 凵宦~ 

業務 波動 刋ｩk�ｬyyﾘ7H8ﾘ�ｲ�業務波動に対応して人員調整を行う労務管理ができている(スポット派遣を使っていない) ��

労務管理システム 刋ｩk�ｬyyﾘ5h5�6X8�/�ｨ駅�+ZH4�8ｸ6�486x,ﾈ5h7H6x����+)��/��?ｩ%�肩,X,X*ｸ,H*(.停� 

マネジ メント 侏ｸ�ｨｨ�:��現場単位にて､QC活動や勉強会などの現場改善活動を定期的に行っている ��

階層別研修 侏ｸ�ｨｬyyﾘ�*H8ｨ�ｸ5��ｹ�zH7�6X8�92��i�ﾈ5�5�6(7H,�,zH､ｹ�y¥ｨﾊH�8/�.葦ｩ4�,俎8,�,H*(.�� 

キャリアパス 傅ｹx�,ﾈ齷Zｨ/�488��ｸ5x,X*ｸ.唏��什6���y7�.)�ﾈ駟�y7�,�,x/�4�8ｸ6�486x,凉ﾘ��+8+�,H*(.�� 

個創面談 侘(��,ﾈ4�8ｸ6�486x,���+X,JI+ﾉ�ｩ4�,刎(/�[x*ﾘｴ�檍/�I.葦ｩ4�,�.�*H*�,H*(.�� 

相談窓口 刋ｩk�6x8�7X8ｸ.(5ｨ4�6�8停�*ﾘ8�6�8�,�,x/�;ﾙkﾈ,Y�ｩ&ｸ,X*ｸ.��ｩnY�ｸﾏｸ*ｨ*�.�� 

コンプラ イアンス 刋ｩk�&ﾘ��充分な教育.研修を積んだ労務知識豊富な実務担当者を現場に配置できている ��
労務管理運用 囘�}�,�.�,h,8*ｺI┼:ﾘ��ﾈ�,ｩ&ﾘ��Hﾍ冽�ﾅ����,ﾉ/xﾈｺH��ｼhｴｹ�X,ﾉOX*iWH*�*ｨ,X*ｸ,H*(.�� 

社保.有休 囘�}�,�.�,h,8*ｸ��檠]ｸﾊ�,ﾉ4ｹ�8��?ﾈ/�ﾗ8**Itﾈｸｸｷ��,ﾈ靖;�/����4�,侘H-�*�*�,H*(.�� 

図表4　直接有用化チェックリスト
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物涜現場における｢ひと｣の活用の現状と課魔

事業者を選定する必要がある(図表5)0

(2)舌現場に応じた対応策の検討

では､各物流会社は｢今後の労働力活用の方向性｣

をどう考えているだろうか｡弊社では､これまで定

期的に､物流人材セミナーを開催し､参加者アンケー

トを行ってきた｡

あらかじめ､生産計画にもとづき､人員計画を立

てる製造業とは異なり､作業量確定が直前までわか

らない物流会社は､ ｢日雇い派遣｣を活用している

ケースも多く､単純に直接雇用化とはいかないのが

現実である(国表6)0

｢現場に応じて検討する｣という回答が､全体の

約6割を占め､取扱アイテムの業務特性や立地条件

チェック項目 凵宦~ 

業務遂行 能力 俾倆�ｪ霾ｹ|ﾒ�突発業務.繁忙期でも､すべての業務を自社で完結している(派遣.再委託していない) ��

教育.育成 �<h齪,ﾈｻ8支7h8ﾘ4�8�8�,�.h.蟹.葦ｩ4�,綾8屍霰��ｸ/�ﾗ8,�,H*(.宙ﾊH�9_�ﾙ���9鋳� 

業務改善 能力 弌ﾉ��ｨ�:��現場単位にて､QC活動や勉強会などの現場改善活動を定期的に行っている ��

改善ツール �<h齪,ﾈ淤��68�ｸ8ｸ/�ｨ駅�+ZHﾇ���4�,鳩�Hｬyyﾘ/�ﾗ8,�,H*(.�� 

労務 コンプラ イアンス 倆�檠]ｸﾊ��社会保険の適正加入を行っており､｢社会保険加入者管理台帳｣を即座に提示できる ��労務管理者の配置 偖ｹZｨ,綾8屍靆H�8/���/�+驗ｩk�&ﾘ�dﾉW�,溢�k�%99h�(/�Gｩ'X,X*ｸ,H*(.�� 

労務管理システム活用 刋ｩk�ｬyyﾘ�8ｻX/�6H��6h�ｸ5�,h+X,H�8+ZH4x7(6h985�/�竧,�,H*(.�� 

労務管理帳票の備付 刋ｩ:ﾘ��ﾈ�,ｩ&ﾘ��Hﾍ冽�ﾅ����,ﾉ/xﾈｺH��ｼhｴｹ�X,ﾉOX*iWH*�*ｨ,X*ｸ,H*(.�� 

会社 信用力 冰��ﾘ�8ｻR�帝国データバンクや東京商工リサーチ等で､取引上問題ないことを確認している ��

ホームページ �4ｹ�8,鮎ik����/��ｸﾗ8,X*ｸ.�+�,h*ｩuﾈﾊ�,X*ｸ.�7ｨ�ｸ8�7坪5x/�.�,(,H*(.�� 

図表5　請負会社チェックリスト

【製造業】
その他＼こ~ ~~

業務謙負化 直接雇用化

直接雇用化　　　　業務請負化

Ejその他

日本生産技能労務協会調べ

製造派遣･登録型派遣制度禁止に関する緊急アンケート
製造メーカー1.562事業所から回答(2010.1 1.2)

｢日雇い派遣｣を活用している製造メーカーは4.2%

⇒事前の生産計画により､人員計画が立てやすい
⇒直接雇用化をすすめることが比較的容易

【物流会社･自家物流会社】未定1

現場に応じて
決定

直接雇用化　　直接雇用化

u業務請負化

現場に応じて決定
/

＼ '未定
業務請負化

ロジラテジー調べ:

ロジラテジー主催物流人材セミナー

参加企業(2009.10月～2010.1 1月)/約200社

多くの物流現場で､ ｢日雇い派遣｣を活用している

⇒作業量確定が直前になるため､人員調整に苦慮
⇒方向性を決めあぐねている物流会社が多い

図表6　物涜会社の現場労働力活用の方向性
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など稔合的に勘案し､現場ごとに｢直接雇用化｣ ｢業

務請負化｣を検討している｡また､管理者の配置を

はじめ､限られた経営資源を､どの現場に｢選択と

集中｣するかも大きなポイントである(図表7)0

(3)現場･本部の役割の明確化

物流現場人材の活用は､全社的に取り組むべき課

題である｡ ｢現場がやるべきこと｣と｢本部がサポー

トすること｣の役割を明確化し､協力して取り組ま

ないといけない｡現場だけの裁量では対応できない

制約条件もあり､そこから対策が進まないケースも

多い｡

ある物流会社では､経常幹部を責任者とする組織

横断的な社内プロジェクトチームを結成した｡現場

の課適を的確に吸い上げ､改善策を迅速に実行でき

るようになり､多大な成果をあげている｡

4.直接雇用化の成功要因

(1 )直接雇用化がうまくいかない理由

①物流会社の組織構造に問題

物流現場は､取引する荷主によって商品アイテム

が異なり､管理手法も様々である｡その結果､現場

での属人化が進み､ブラックボックス化につながっ

ている｡また､情報統制が取りにくく､ナレッジが

共有されにくい組織構造の会社も多い｡

②硬直した雇用形態

飲食業や小売業など､アルバイトを多く活用する

現場では､一般的にアルバイトの就業日は業務の繁

閑によって決まる｡忙しい日に人員を多くし､暇な

ときには人員を少なくすることで､業務量に応じて

人件費をコントロールしている｡

しかし､物流会社は､業務波動に応じた人月調整

をスポット派遣に依存しており､パート･アルバイ

トの就業日は､月曜日から金曜日までの｢過5日制｣､

または月･水･金曜日といった｢曜日固定制｣に､

採用時に決定している会社が多い｡すなわち､ "自

社で業務波動に応じた人月調整を行うことが前碇で

はない硬直した雇用形態"となっている｡このよう

な固定したシフトでは､業務量が確定してからの短

いリードタイムで､自社で労働力調整はできない｡

派遣抵触日を機に｢常用の派遣スタッフを自社に転

籍させた｣ことで直接雇用化がうまくいったと勘違

いをしている物流会社経営者は多い｡しかし､硬直

した雇用形態を見直さなければ〝本当の意味"で､

直接雇用化の成功と言えない｡

⑨管理者のマネジメントスキル不足

物流現場では､管理者が担う役割は多い｡現場運

営･収益管理はもとより､荷主対応から､スタッフ

マネジメントまで多岐にわたり､少ない管理者で､

多くの労働者を管理するには限界がある｡

また､スポット派遣依存により､管理者自体のマ

着眼貞 �7ﾈ48986r� 

1 仂ik�Fy:��季節や曜日による業務波動の大小はどうか? 
事前にあらかじめ余裕をもった人員計画が出せるか? 

2 �5ｨ985��ｹzy&��人材を確保しやすい立地か?(通勤しやすい立地か?) 
隣接センターとの人見調整が可能か? 

3 �5ｨ985��ｸｴｹlﾒ�規模が大きいほど､直接雇用化による費用対効果が大 
中小規模は､業務請負化により管理コスト軽減 

4 �;闕8ｼik��自社が得意とする業務､アイテムか? 
不得意業務なのに､直接雇用化できるのか? 

5 假ｸ擁�ｲ�現場収益は見合っているのか? 
業務請負化により､現場収益が改善する可能性もあり 

図表7　直接雇用化･業務請負化の検討基準
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物蕊現場におけるrひと｣の活用の現状と課題

ネジメントスキルも低下している｡さらに､管理者

には､リーダーシップをもって､人をひきつけ､引っ

張っていくヒューマンスキルも求められ､管理者不

足に頭を悩ます物流会社も多い｡

(2)直接雇用化成功のポイント

直接雇用化の成功には3つのポイントがある(国

表8､図表9)｡

(D業務波動調整

物流現場人材の活用における最大の課題は業務

波動調整である｡業務量に応じた人員調整を自社で

いかに効率的に､最適人員配置を図るかが､現場収

益に直結する｡また､業務波動に応じて働く労働者

を､いかに自社に取り込んでいくかも重要なポイン

トである｡

②スタッフマネジメント

ルールや仕組みを作っても､最終的に働くのは
"人"である｡今後､ ｢売り手市場｣となり､物流現

場の労働力不足が予測される｡優秀な人材は､どの

現場でもがっちりと囲い込むため､あらたに優秀な

人材の採用は､期待できない｡そこで､いまのうち

から､労働者が満足して働ける現場環境や労働条件

図表8　直接雇用化成功のポイント①

業務波動調整 ･薫精量に応じた人員鋼盤を､いかに効率的に行うか? ��

･スポット.シフト勤精で醜く労鴨著を.いかに自社に取り込んでいくか? 

スタッフマネジメント 

･スタッフの帰属意龍を高め､いかに定義化を因っていくか? 

･現場生産性を高めるため､いかにスタッフを育成していくか? 

労務コンプライアンス! ■ノ■ 

･正しい労鴨法令の知韓を､いかに現場讐覆審に習得させていくか? 

･労徽法令にもとづいた運用を.いかに現場で行っていくか? 

国表9　直接雇用化成功のポイント⑧
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の整備が必要となる｡慰労会などの社内レクリエー

ション､仕事を離れたプライベートなつながりも大

きな要素である｡スタッフ一人ひとりと真撃に向き

合う姿勢､泥臭い･汗臭い"つながり"こそが､管

理者には求められる｡

⑨労務コンプライアンス

労働規制の強化が叫ばれるなか､企業はコンプラ

イアンスを守って当たり前だと言われる｡しかし､

十分な労務コンプライアンス対策がとれている物流

会社は少ない｡経営者は｢うちはコンプライアンス

をしっかり守っています｣と胸を張る｡しかし､現

場担当者は｢コンプライアンスを守っていたら､現

場は廻らない｣と開き直っている｡ ｢コンプライア

ンスを守るため､何をすべきか｣という具体的な施

策が､現場まで落ちていない｡全社的な運営方針､

すなわちガイドライン策定が､労務コンプライアン

ス対策の"はじめの一歩"である｡さらに､全社を

統括する労務コンプライアンス委員会を設置し､継

続的なチェック機能なしに､労務コンプライアンス

対策ができているとは言えない｡

(3)直接雇用化の進め方

｢直凄雇用化したいが､何から始めてよいのかわ

からない｣という声を耳にする｡実は､直接雇用化

の進め方には順序があり､全く莫逆の方向に進んで

しまい､立ち行かない物流会社も多い｡"場当たり的"

な対応で成功しないのは当たり前で､全社をあげた

計画的な取り組みが必要である(図表10)0

①労務管理手法の再構築

従来の硬直した雇用形態では業務波動に応じた

人月調整を自社で行うことはできない｡自社の現状

と課題を把握したうえで､全社プロジェクトとして

取り組む必要がある｡現場に任せきりでは､前に進

まない｡中長期的な現場労働力の活用戦略を見直し､

ビジョンに沿った労務管理手法･雇用形態の再構築

が求められる｡

(彰管理者の育成

物流現場人材の活用の優劣は､管理者のスキル

で､おおよそ決まる｡労務知識の習得もさること

ながら､スタッフマネジメントスキル､さらに高い

ヒューマンスキルが求められ､会社として管理者育

成をどう行うかが､きわめて重要である｡

(卦労務管理の効率化

労務管理には､ ｢手間暇惜しまずやらなければな

らないもの｣と｢できるだけ手間をかけずにやるべ

きもの｣がある｡前者は､スタッフとのリレーショ

ンシップやコミュニケーション作りである｡一方､

後者は､日々ルーチンなシフト管理や勤怠管理など

の事務作業である｡

飲食業･小売業などの労働集約型産業において､

[労務管理手法の再構菜1 剪�85�ﾈ簽h5�ﾈ竰�

lsTEP1 剏･ ��9�dｦﾈ,ﾉF8ｨ��･gL状ftJlのた轟くチェックリスト4嶋I董) ･作幕タスクの洗い出し 

sTEP2l 刮ｲ �>�7h8ﾘ5x4h4�6x峇�･本年か慎嶋をサポートする傭Nづくり ･プロジエクド責任者Jr櫓■Jr1■｣I儀化 

sTEP3 劍J精 偖�yﾘ8ｸ�ｸ8ｸ,ﾈｵ8��+R�･r量徽シフト嶋｣r給与+払い鯛JlJ導入 ･TJI■鷹､蹴徽ルール.集約雷の蜜E ･人事鴨虞.騨傷N虞､キヤf}アItスNJl徽集 ･労韓知Jt.労鴨fJE方法のI得 ･fI著す儀f旦青虫ま会の■儀 

管理者の育成l 剪�85�ﾈ簫��

sTEP4 剏･ ��ｨ,ﾈ�8ｶ�淙ｧb�

lsTEP5- 刄Xター �687H7ﾘ6ﾈ5x8�986xｺﾘ峇�･スタッフ青膚(現場載雷.IBJr別qF鯵) ･社内レクリエーション､7I和JF生の充実 ･システム.サービスのF停定義､iI入檎肘 ･璃嶋かilFFlでさるサポート陣1 

労頼管理の効率化一 剪�(5�ﾈ簽85�ﾈ竰�

sTEP6l 劍J務 ��ﾘﾅﾙ/868�ｸ8ｸ,ﾈｨ駅��

l直接雇用化をするためには､最短でも半年から1年かかる! 

図表10　直接雇用化のステップ
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物流現場におけるrひと｣の活用の現状と課題

労務管理でのシステム活用はすでに当たり前であ

り､一部の先進的な物流会社では､すでに導入を始

め､大きな成果をあげている｡いままで物流現場で

システムといえば､"｢モノ｣の管理=WMS"であっ

た｡しかし､今後は"｢ヒト｣の管理-LMS (物流

現場人材管理システム)"に､システム活用する時

代となる｡

◇

直接雇用化は､物流会社が考えているほど容易で

はない｡ビジョンなき直凄雇用化では｢業務波動調

整に応じた人月調整の自社化｣はできず､ "断念観"

が続出する可能性も高い｡直凄雇用化の成功には､

会社としての明確などジョンが必要である｡

5.物流現場人材の活用の方向性

( 1 )中長期的な労働力活用戦略の重要性

社会情勢や労働法制の変化により､物流会社を取

り巻く労働市場環境は目まぐるしく変化している｡

それに対し､従来のやり方を前提としたレイバーマ

ネジメントが通用しないのは当然である｡まず､自

社の労働力活用を､今後どうしていくかという中長

期的なビジョンがきわめて重要である｡

(2)現場人材の活用は､物流現場のコア

市場競争の激化により､荷主からの安定的な受注

が見込めず､大規模なシステム投資やマテハン投資

が難しい環境にある｡そのなかで､物流会社にとっ

て最大の差別化要因は"人"である｡レイバーマネ

ジメントを経営的な課題として真撃に取り組む物流

会社と､そうではない会社では､現場収益に大きな

差が出る｡

(3)物流現場は二極化する

リーマンショック後の景気低迷により､労働力が

過剰となった｡それにより､労働者の流動化も止ま

り､物流現場では何の苦労もなく､労働者を確保で

きるようになった｡しかし､その"採用バブル"ち

終わりを告げようとしている｡リーマンショック前

のような労働力不足が､物流現場に訪れる｡

今後､物流現場は二極化する｡人を大事にし､作

業品質を高めていく"エクセレントな現場"と､人を

ないがしろにし､作業品質が低下していく"バッドな

現場"に二極化する｡今後､ ｢売り手市場｣となり､

優秀な人材はあらたに採用しにくい｡物流現場では､

いまから優秀な人材を囲い込むべきである｡現場力を

鍛え上げ､物流品質の向上に徹底的にこだわることが､

今後､物流会社にとって競争力の源となる｡　　P
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