令和元年5月NO.85
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真心はこび 人財づくり

特大号

2019年スローガン 『 明るく 元気に！ 』
“活気ある社風創り”を目指していきましょう！！
平成３１年４月１３日（土） 群馬県太田市：ホテルふせじま様
2019年度 経営計画発表会が執り行われました。各グループ会社・各部門による今年度の
経営方針、取組みの発表がされました。今年度もアイ･リンクグループ一丸となり、より良い会社
創りを目指していきましょう！

Page 2

代表コラム
アイ・リンク グループ社員・ご家族の皆様、日々の業務に対しまして
ご協力誠にありがとうございます。
いよいよ新元号がスタートを切りました。令和元年を素晴らしい一年
に出来る様にみなさんの御協力を改めてお願いします。
人財不足や、燃料高騰等さまざまな課題がありますが、皆さんの英
知を結集して乗り越えたいと思っています。

代表 石島 久司

また、この令和元年こそ毎年の目標である事故０の達成を目指して
いきましょう。「安全はすべてに優先する」を合言葉に宜しくお願い致し
ます。
寒暖の差が激しい時期です。身体には十分注意して頂き元気に
頑張って下さい。

2019年度 アイ･リンクグループ経営計画発表会
東日本ブロック ： 東日本ブロック長 ： 毒島 洋一
昨年度は事故が多く、車両事故19件、商品事故10件、労災事故4件と東日本ブロックがグループの事故件
数を増やしてしまっている。今期は事故0を必達できるようにあらゆる対策をしていきたいと思う。
なお、共通の大きな課題としては、人財の確保があり、案件は多く頂戴できている為、人員さえ整えるこ
とができればというところがある。切り口を変えながら、確保できるようにしていきたい。また、料金の見
直し交渉を昨年度同様に継続して行い、また、コスト削減も継続して行っていきたい。
東日本ブロック全体で、今期売上計画は20億3,500万円にしている。利益計画としては、6,850万円。利益
率は売上対比で3.3％としている。

東日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 関東支店 第一事業部 ： 取締役支店長 川島 清

【第一事業部：輸送部門】
群馬の輸送部門として、運賃の値上げが課題となっており、お客様と交渉を続けていく。また、事故が昨
年度多く、グループ全体に迷惑をかけた為、今期はその点を改善できるように計画を立てている。
千葉部門については、今期は正念場の年として考えている為、その点を踏まえ、計画を立てている。
【第二事業部：倉庫部門】
群馬の倉庫部門として、今期は新規業務も動き始めており、その点も踏まえ、今期売上は6億2,800万
円、経常利益で3,220万円を計画している。

東日本ブロック ㈱石島運輸倉庫 関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課 課長 ： 西方 晃三
事故件数減少については、現状起きている事故の半数以上が構内事故となっている為、構内事故減少に重きを
置いていきます。また、ドライバーさんの確保として、現在40名弱の体制を50名体制にしたいと考えており、プ
ロジェクトチームを発足して対応していきます。また、運賃交渉については、10％以上値上げできるように交渉
していきます。

東日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 関東支店 第一事業部 千葉営業所 所長 ： 市原 一弘

人財の確保としては、ホームページ・求人媒体・ハローワーク様を駆使して、確保していきます。仕事
量の確保としては、新規案件を2件以上獲得し、売上・利益の確保に努めていきます。また、協力会社
様としては、ユニック車をメインとしていたが、今後はウイング車や保冷車を保有した協力会社様と協
力体制を築いていきたいと考えている。

東日本ブロック ㈱石島運輸倉庫 関東支店 第二事業部 群馬営業所 倉庫部門 部長 ： 小林 充
昨年度時点で今期予定していた受託受入や、システム運用を開始できている為、今後も前倒しで進めてい
き、先手を打っていきたい。売上を確保していくとともに、人財の確保及びその人財の強化をしていきたい。
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東日本ブロック

㈱マルトウ ： 専務取締役 澤田

豊

売上実績としては、拡販できたこともあり、計画を達成することができた。また、昨年度は若手の育成も進
めることができた為、今期も引き続き、育成に力を入れていきたい。
人財の確保としては、ホームページ・求人媒体・ブロック間の情報を活用し、確保していきます。定着率の
向上としては、働き方改革に繋がる労務管理の強化を行い、また、レクリエーションの開催等でコミュニケー
ションを取り、定着率の向上を図っていきます。拡販・高収益の実現としては、運賃の交渉やブロック間での
情報共有、経費削減に努めていきます。

西日本ブロック ： 西日本ブロック長 ： 上田 二三夫
【輸送部門】 昨年度の下期からナガワ様のセンター管理料を月間で120万円増やすことができた。
その為、今期は年間通して毎月120万円加算されるので、センター業務も改善できると考えている。
【倉庫部門】 収益関係は安定しているので、人員の管理が課題となっている。
【アイ・リンクサービス】 現状でパートナーさんが約80名程度で推移しており、派遣事業になる為、有給消化
等の関係もあり、利益率は厳しい状況になっている。
【全京運輸】 長距離業務となっており、その関係で、燃料単価や高速代の交通費が収支に影響している
が、コンプライアンスの部で、高速を利用しないと遵守できない為、しばらくの間は収支が厳しくなると
考えている。

西日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 西日本支店 部長 ： 藤松 政彦

【第一事業部 福岡流通センター輸送課・ハウス事業部】

テーマとしては、現場力の最大化による総合輸送ブランドの構築となっている。役割としては①シナジー経
営のモデル提供者、②プラス思考でC&Cのモデル企業、③輸送のソリューション戦略パートナーとしている。
昨年11月より新しい体制をとっており、配車担当を変更し、ナガワ様の信頼回復を行っている。また、2月・
3月と離職の関係で繁忙期が厳しい状況であったが、西日本支店のチームワークで乗り切ることができた。
今期は売上を伸ばす為、改めて料金交渉をしていきたい。
【第二事業部 福岡流通センター倉庫課・福岡第一営業所】
テーマとしては、西日本ブロックにおける新倉庫事業モデルの構築となっている。役割としては、①大規模
シナジー保管ソリューション企業、②安定・安心のビジョナリー企業、③地域高効率成果企業リーディングカ
ンパニーとしている。

西日本ブロック ㈱石島運輸倉庫 西日本支店 第一事業部
福岡流通センター 輸送課 主任 ： 田中 隆司
スローガンを「前向きに」としており、現状に満足するのではなく、常に前に進んでいくという考えで
す。ドライバーさんの確保としては、増員できるように求人展開に力を入れ、拡販については、ドライバー
さんからの情報収集を基本とし、動いていきたい。コンプライアンスの遵守については、長距離運転で違反
が発生しないよう、協力会社様と協力して対応していきたい。配車担当者の意識改革としては、日々の売上
を意識していくことで、年間の売上を伸ばせるようにしていきたい。

西日本ブロック

㈱石島運輸倉庫 西日本支店 第二事業部
福岡流通センター 倉庫課・福岡第一営業所 課長代理 ： 権丈 茂信

管理職候補者を育成し、新規倉庫の立ち上げをできるようにしていきたい。また、人財教育を行い、風通し
の良い文化を築いていきたいと考える。事故0については、メーカー毎に対応方法が異なる為、対応ルール・
商品事故・誤出荷等、一つひとつで事故防止対策を行っていきます。料金交渉については、三井倉庫様に提案
を行っているが、現状応じてもらえていない状況で、厳しい状況であるが、他コンテナ対応の料金等の交渉を
していき、今後どのような展開をしていくのかを検討していきます。

西日本ブロック

全京運輸㈱ 執行役員所長 ： 薮内 久男

ドライバーさんの確保としては、求人媒体を活用し、増員できるようにしていきたい。それに伴い、
車両の導入計画もある為、荷主様と相談し、拡販できるようにしていきたい。管理業務の権限委譲につい
ては、燃料に伴う業務改善を実施していく。また、社内安全教育体制の構築については、年間計画を立
て、実施していきたい。

西日本ブロック

㈱アイ・リンクサービス 代表取締役 ： 上田 二三夫

営業力の強化として、コーディネーターを1名増員して2名体制にしていきたい。ES向上としては、パート
ナーさんとコミュケーションをとり、定着率をあげていきたい。コンプライアンスの遵守については、労働
局様への提出書類が定期的にある為、スタッフナビを活用し、無期雇用関係については、派遣先企業様で契
約終了等の場合は、グループ内を上手に活用していきたい。
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埼玉エリア

㈱アイ・ロジアドバンス 専務取締役 ： 池田 泰孝

新規顧客獲得については、関東圏への進出拡大として、2件獲得できるようにしていく。なお、アイロジ自
体でサービスを提供できる仕組みを構築していきたい。また、協力会社様によるトラブルが多く発生してい
る状況である為、管理強化に集中していきたい。

埼玉エリア

㈱コルネット 専務取締役 ： 池田 泰孝

売上が足りない状況である為、新規顧客獲得を行い、月ベースで100万円売上を伸ばしていきたい。お客様
との情報連帯（受発注）の仕組みづくりとしては、アプリ等のサービス提供を行い、効率化を図れるように
していきたい。社内業務効率の拡大としては、WMSの導入を10月に考えている。

管理本部

平和自動車工業㈱ 代表取締役社長 ： 深井 俊光

昨年度で新工場での操業方法、新設備の運用方法等を構築してきた為、今期は昨年度に構築したことを基に
展開できるようにしていきたい。また、新工場移転により、約20％のお客様について、地域が離れてしまっ
たとのことで、離反してしまったが、新工場により30％お客様を増加させることができた。その為、2018年
度は昨年対比で106.9％、500万円程度伸ばすことができた。今期はしっかりと拡販していくこと、新しいサー
ビスに取り組んでいくこと、社内対応への質強化をしていきたい。

管理本部

㈱アイ･リンク 財務部 取締役財務部長 ： 石島 真也

財務部のお客様はグループ会社・グループ社員さんを今期の重要なキーワードとし、一方的に伝えるので
はなく、相手の状況に寄添った考えをしていきます。また、システムのスピード化による業務効率化や個々
のスキルアップによる対応力の向上に努めていきます。

管理本部

㈱アイ･リンク 総務部 取締役総務部長 ： 和田 真作

今期は中期計画の2年目として、自立型組織にも関連するが、起動力の実践というところをキーワードと
していきたい。また、管理部門として、業務支援をしていく中で運営から経営への転換というところで、意
識を変えていきたい。労働基準法の改定や働き方改革関連法令の知識を持ち、皆様からの問い合わせに答え
られるようにしていきたい。

経営企画部

アイ･リンクグループ経営企画部 部長 ： 深井 俊光

経営企画部の使命としては、常に時代の流れを掴み、ステークスホルダーに向け、感動を生み出す企業価値
の向上と常に変革を図る経営システムを追求・実現し、永続的な組織を構築していくことである。
今期は、①グループの経営システムの構築として、CS及びESアンケートの実施をしていく。②船井総研様と
連携し、組織診断を行い、診断結果による課題に対して支援をしていく。③個人の実行計画と連動してキッ
クオフを推進し、人事評価システムの仕組みづくりの準備をしていきたい。
また、教育で得た知識やスキルをしっかりとデータベース化し、必要なプロジェクトや社内の改善に活用
していけるようなシステム構築していきたい。

総評 ： アイ･リンクグループ 代表 ： 石島 久司
今期は、自立型組織を目標とする中で、コンプライアンス遵守の上でもアイ・リンクグループとして対応し
なければならない対策もあると思いますが、各社・各営業所単位で事故０を目指し、安全第一にて業務に取り
組んでもらいたい。
又、全社員さんの健康管理に関しても、現在２人に１人が癌になる時代であり、癌健診である「まも～る」
を福利厚生として導入して、社員さんの健康を守る施策とし、又、社員さんの家族も格安で同健診が受診でき
ることで、社員さんのご家族も守っていきたい。
経営理念の「人財づくり」として謳っているように、社員研修は人材育成にも直結しており積極的に受講す
るように、業務スケジュールを調整し研修に参加できるように段取りを取ってもらいたい。一人ひとりのスキ
ルアップし、自己成長こそが会社発展に繋がると全所属長は再認識してもらいたい。
グループ制度については、人事考課制度を一人ひとりがモチベーションが上がるような制度として見直しを
図っていく。又、アイ・リンクグループをホールディングス化することを検討しており、今年一年で様々な試
行錯誤を行いながら推進していきたい。組織としては大きなギアチェンジが必要な時期であり、ギアチェンジ
ができるように、この一年間で準備をしっかりとしていきたい。
最後に、今期の経営方針については、全体として良い計画が策定され売上に関しては一定のラインまで来て
おり評価するが、あとはどのように行動するか、だけである。また、目的に向けての手段が、目的にならない
ように十分注意するようにお願いしたい。
そして、今年がアイ・リンクグループにとって大きな転換となり、更なる飛躍ができる一年になるように皆で
力を合わせて頑張っていきましょう。
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2019年度 永年勤続功労者
年 数

会 社 名
㈱マルトウ

40年

25年

支 店 ・ 営 業 所 名
第一事業部

氏
黒岩 宣由さん

平和自動車工業㈱

山形 英一さん

全京運輸㈱

平山 菊次さん

㈱マルトウ

黒岩 隆志さん

20年 ㈱石島運輸倉庫

関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課

大澤 昇さん

㈱石島運輸倉庫

関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課

石原 省三さん

西日本支店 第一事業部 福岡流通センター 輸送課

松村 卓也さん

西日本支店 第二事業部 福岡流通センター 倉庫課

高山 丈二さん

西日本支店 第二事業部 福岡第一営業所

長尾 壮晴さん

10年

中谷 秋夫さん

全京運輸㈱
㈱石島運輸倉庫

5年

関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課

板橋 靖さん

関東支店 第一事業部 群馬センター

森山 敏明さん

西日本支店 第一事業部 福岡流通センター輸送課

東園 清敬さん

西日本支店 第二事業部 福岡流通センター倉庫課

山本 裕之さん

西日本支店 第二事業部 福岡第一営業所

坂本 守さん

西日本支店 第一事業部 大分センター

高橋 啓さん

関東支店 第一事業部 千葉営業所

中津 英典さん

加藤 宏輝さん

山下 淳一さん

森部 秀史さん

天立 徹哉さん

平和自動車工業㈱

3年

名

㈱マルトウ

第二事業部

杉本 勲さん

星野 翔さん

㈱石島運輸倉庫

関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課

後藤 友幸さん
内田 章雄さん

町田 国春さん

関東支店 第二事業部 群馬営業所 倉庫課

峯岸 光一さん

工藤 睦さん

関東支店 第二事業部 太田流通センター

宮寺 重行さん

西日本支店 第一事業部 福岡流通センター 輸送課

西島 孝実さん
大内田 勇さん

西日本支店 第一事業部 佐賀センター

堤 甲介さん
中安 賢一さん
岡本 凌平さん
榊 大輔さん

全京運輸㈱

㈱マルトウ

第一事業部
第二事業部

海老原 仁人さん
芝田 聡さん

㈱アイ・リンク

財務部
総務部

水村 佳代子さん
青木 涼太さん

永田 彰さん
伊勢嶋 芳央さん

片岡 義宏さん
増本 裕行さん
吉良 知利さん

※西日本支店は、表彰式開催が5月18日（土）の為、次回7月号
のアイリンクだよりにて授賞式の様子を掲載させていただきます
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第9回 経営理念大賞 【最優秀賞 ＆ 特別賞】

㈱石島運輸倉庫 西日本支店
佐賀センター

森田 真一郎さん

㈱石島運輸倉庫 西日本支店
福岡第一営業所

あなたは、福岡第一営業所にて、業務に
対 し て の 勉 強 を 怠 ら ず、知 識 向 上 の 為 に
日々ひたむきに努力を続けているその姿は、
正に社是に通じるものであります。また、５Ｓを
率先垂範して実践しており、営業所のみなら
ずアイ・リンクグループ全体の良き模範となっ
ております。よってここに「第９回アイ・リンクグ
ループ経営理念大賞特別賞」を授与し、こ
の功績を讃え賞します。

森部 秀史さん

㈱石島運輸倉庫 関東支店
群馬営業所

あなたは、佐賀センターにて、今までの経験
を活かし業務に対して常に建設的な考えを実
践して行動しております。例え自分に非がなく
とも、決して他人や環境の責任にしないその
姿勢は、「自分が源」の精神に準じた行動で
あり、正に経営理念・社是・社訓に通じるもの
であります。よってここに「第９回アイ・リンクグ
ループ経営理念大賞最優秀賞」を授与し、
この功績を讃え賞します。

周東 美幸さん

あなたは、群馬営業所にて配車業務担当
として、社内外問わず積極的にコミュニケー
ションを図り、何事においても可能思考で根
気良く取組むその姿は、皆の良き模範となっ
ております。また、荷主様並びにドライバーさん
からも揺るぎない信頼を得ており、正に経営
理念の「真心はこび」に直結するものでありま
す。よってここに「第９回アイ・リンクグループ経
営理念大賞特別賞」を授与し、この功績を
讃え賞します。
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第9回 経営理念大賞 【優秀賞】
石島：西日本支店 第一事業部 福岡流通センター 輸送課
西島 孝実さん

常に配送を快く受け、空き時間には仕事の枠を超えて応援対応するといった姿勢が経営
理念に結び付くと評価され受賞されました。

石島：西日本支店 第一事業部 福岡流通センター 輸送課
田中 隆司さん

お客様やドライバーさんとコミュニケーションを良く取り、難しい内容の配車にも応えてくれ
るといった点が会社に貢献している人財と評価され受賞されました。

石島：西日本支店 第二事業部 福岡第一営業所
坂本 守さん

日頃から現場改善を心掛け相談を受けたらすぐに実行に移し、新しく入った社員さんにも
熱心に指導する姿が評価され受賞されました。

石島：西日本支店 第二事業部 福岡第一営業所
古山 浄秀さん

現場と事務所の仕事を両立するという難しいチャレンジをこなし、どの様な仕事でも嫌な顔
をせず受け入れる姿が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
栗原 栄次さん

大型にステップアップして一年足らずですが事故はなく仕事も丁寧であり、お客様からも評
判が良いといった点が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
加藤 全男さん

入社してから数多くの業務内容に挑戦・対応し、前向きに取り組み信頼を得ている姿が会
社に貢献している人財であると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
後藤 友幸さん

常に笑顔で前向きに取り組み、何を頼まれても自分から「ありがとうございます」と発する
姿が社是・社訓に結び付くと評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 群馬営業所 輸送課
高屋敷 久人さん

お客様からドライバー指名をいただく程厚い信頼を得ており、安全意識の高いドライバーさ
んであるといった点が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
大久保 純也さん

石島とマルトウのブロック人財として、垣根を超えたグループの一員として協力し、真面目
に黙々と取り組む姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 群馬営業所 倉庫課
伊藤 豊さん

仕事に対して真面目で社員や他業者の方にも明るく接し、部下に優しく、時に厳しく指導す
る姿が経営理念に基づいていると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 太田流通センター
白鳥 雅大さん

周囲から厚い信頼を得ており、常に周りに目を配り作業しやすい環境づくりを考え行動す
る姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 千葉営業所
中津 英典さん

分からないことを質問した際には丁寧に答えてくれ、仕事に対して文句を言ったり嫌がるこ
となく受け入れる姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 千葉営業所
山下 幹子さん

業務に対して前向きに取り組み、ドライバーさんとのコミュニケーションも良好で社風づくり
に貢献しているといった点が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
飯塚 諭志さん、細渕 智史さん、星野 翔さん

平成30年度5Sチームとして主体的に行動し、月一の5S活動では他のメンバーのまとめ役
として指揮を執る姿が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
金井 充弘さん

第二事業部

第二事業部に在籍しながら第一事業部の応援業務も行っており、役職者と肩を並べるほ
どの仕事をこなしている姿が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
古橋 靖さん

第一事業部

雑用なども協力的に行い、わからない事に対しても誠実に対応し努力する姿が社是に結
び付いていると評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ 第一事業部
土筆 敬司さん

仕事に対して真面目で一生懸命に取り組み、メンバーとのコミュニケーションを良く取り協
力しながら業務に取り組む姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ 第一事業部
浦野 隆史さん

自分たちに与えられた作業スペースを綺麗にし、預かっている荷物を大事に扱うなどの規
範となる行動が評価され受賞されました。

平和自動車工業株式会社
鈴木 淳さん

自身の業務以外でも嫌な顔せずフォローし、会社の価値づくりの為に一生懸命に取り組む
姿勢が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
永島 慎也さん

帰社時の車両洗車後に入り口付近の清掃も行い、会社のイメージアップに貢献していると
いった点が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
松原 一也さん

仕事に真摯に取り組み、洗車場と入り口付近を掃除するといった、他のドライバーさんの
手本となる行動が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
高井 直樹さん

いつも元気がよく職場の雰囲気を良くし、長時間のコースでも文句を言わず、人の良いと
ころに目を向けて取り組む姿勢が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
柴田 鉄也さん

新入社員に対して細かい事にも気付き優しく指導しており、急なコース変更も快く受けると
いった姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 コルネット
白木 波江さん

通常の業務以外にも手が足りていない業務を探して率先して手伝いスムーズにこなし、コ
ツコツと業務に取り組む姿勢が評価され受賞されました。
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第9回 経営理念大賞 【敢闘賞】
石島：西日本支店 第一事業部 福岡流通センター 輸送課

大内田 勇さん

常に明るく事務所内でも快い挨拶を行い、時間が長くなった時でも笑顔で、コミュニケー
ションを積極的にとる姿が評価され受賞されました。

長尾 壮晴さん

作業効率や無駄のない作業方法等を常に考えアドバイスし、人財育成に励んでいると
いった点が評価され受賞されました。

石島：西日本支店 第二事業部 福岡第一営業所
西村 幸さん

日々の業務の中でどのようにすれば早くなるか、正確で安全かなどを考え行動し、積極
的に取り組む姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
栗原 雄太郎さん

どの様な仕事でも嫌な顔せず快く受け入れ、安全への高い意識を持って取り組む姿勢
が周囲のドライバーさんへも良い影響を与えていると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
前野 裕伸さん

急な仕事でも快く対応するなど配車に対しても協力的であり、真面目で丁寧な仕事ぶり
で会社に貢献していると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
内田 章雄さん

車両整備の手伝いを率先して行い、気付いたことを配車係へアドバイスするなど周囲の
為に行動する姿勢が評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 群馬営業所 倉庫課
工藤 睦さん

仲間に対する気配り・目配りや、先のことを考えながら周りを巻き込んで率先して行動す
る姿が経営理念に直結していると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 太田流通センター
高橋 司さん

会社内で目の届きにくいところまで率先して清掃を行い、環境整備や会社のイメージアッ
プに貢献していると評価され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 太田流通センター
細田 光輝さん

若いながらに現場を盛り上げ、周囲からの厚い人望を得ており、今年一年の成長も評価
され受賞されました。

石島：関東支店 第二事業部 太田流通センター
小川 貴由さん

周りを和ませるムードメーカーとして、周囲を思って行動し、人が嫌がることも率先して、
直向に取り組んでいるところが評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
大澤 進さん

第一事業部

自分のエリアだけでなく他の人のエリアの荷物も探すなど、いつも周りのメンバーのこと
を考えた行動が評価され受賞されました。

株式会社 マルトウ
星野 翔さん

第二事業部

社内ルールや時間等を確実に守り、管理側が触れづらい人間関係などの難しい問題に
も協力的であるといった点が評価され受賞されました。

石島：西日本支店 第二事業部 福岡流通センター 倉庫課

平和自動車工業株式会社
天立 徹哉さん

人が嫌がるような掃除を率先して行うなど、自社の事だけでなく会社の周囲の人々にも
気を遣い行動する姿勢が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
塩毛 美代さん

年末に向け忙しくなっていく中で、たくさんの業務が重なっても困った顔もせず一生懸命
に取り組む姿が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
浅井 邦彦さん

点検についてドライバーさんにも細かく教え、故障も早めに見つけて皆が安心して運転
できる環境を作られていると評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
田名 正嗣さん

入社一年目ですがいつも笑顔で非常に印象が良く、難しい仕事でも嫌な顔せず運行して
いる姿が評価され受賞されました。

全京運輸株式会社
木村 幸祐さん

異業種から入社され一年目ですがとても意欲的で現場でも柔軟な対応をしており、信頼
され安心できる人財であると評価され受賞されました。

株式会社 コルネット
黒木 紀江さん

事務管理として指示書の作成などをしていますが、わざわざ現場まで持っていくなどの
心配りができ、お客様からも信頼されているといった点が評価され受賞されました。

株式会社 コルネット
嵩地 万里子さん

自ら行動しピッキングの作業を覚えるなど、自分がやった事のない仕事にも前向きにプ
ラス思考で取り組む姿勢が評価され受賞されました。

株式会社 コルネット
鈴木 翔子さん

本人が携わらない場面でも周囲の人が迷わず仕事ができるようにする気配りや、先を読
む力が職場の信頼づくりに繋がっていると評価され受賞されました。

受賞者の皆様、おめでとうございました☆☆
次回、第10回経営理念大賞推薦書の受付がすでにスタートを切っています。
今年度も、皆様のたくさんの推薦書をお待ちしております！
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定年功労者表彰式
定年功労者表彰式が執り行われました。以下の２名の方が表彰されました。ご出席いただけました石島さん、磯田
さんの表彰式の写真もご紹介します。永年に亘りご尽力いただいたことに深く感謝いたします。
長い間、お疲れ様でした。ありがとうございました！

㈱石島運輸倉庫 関東支店 第一事業部 群馬営業所 輸送課
石島 邦弘 さん ・ 磯田 昌広 さん

石島 邦弘さん

磯田 昌広さん

優秀事業所表彰 【㈱石島運輸倉庫 福岡流通センター】
今回で2回目となる、優秀事業所表彰が執り行われました。
アイ・リンクグループの会社、営業所、センターを対象とし、
年間において３つの選考基準
①事故発生率
②売上・経常利益目標の達成率
③実行計画達成率
の上位にあたる事業所に対して表彰する制度です。
★輸送部門・・・㈱石島運輸倉庫 西日本支店 第一事業部
福岡流通センター輸送課
★倉庫部門・・・㈱石島運輸倉庫 西日本支店 第二事業部
福岡流通センター倉庫課
西日本ブロックが共に表彰されました。おめでとうございます！！

安全の重要性を深く認識される等、
積極的に取り組まれ、又、事業業績
におかれましても輝かしい成績を納め
られ、アイ・リンクグループの発展に大
いに貢献されました。
よってここに、その功績を讃え表彰し
ます。

優秀朝礼賞表彰
昨年度より、新たに優秀朝礼表彰制度が定められました。
優秀朝礼賞とは、アイ・リンクグループの会社、営業所、セ
ンターを対象とし、年間の朝礼においていくつかの選考基準
・コミュニケーション
・取り組む姿勢・マナー
・モチベーション など
の上位にあたる事業所に対して表彰する制度です。
下記６つの会社ならびに営業所が受賞されました。
おめでとうございます！！

「活力朝礼」として職場を活性化し、
全員が一つになり連帯感を高め、更には、
一人ひとりが学びの場として積極的に意識
の高揚を図り、能力向上に努めた朝礼を
実践してきました。よってここに、その功績を
讃え表彰します。

・㈱アイ・ロジアドバンス＆㈱コルネット
・㈱石島運輸倉庫 西日本支店 福岡第一営業所

・㈱アイ･リンク

・㈱石島運輸倉庫 関東支店 伊勢崎物流センター

・全京運輸㈱
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第9回経営理念大賞、永年勤続功労者 ＆定年功労者 祝賀会【関東 4/13】

第9回経営理念大賞 ＆ 永年勤続功労者 祝賀会【全京 4/20】

「春の全国交通安全運動」の一日警察署長に委嘱されました！
5月11日～20日の10日間、全国一斉に実施されております『春の全国交通安全運動』に地域警察署とタイ
アップし、㈱石島運輸倉庫 群馬営業所、㈱アイ･リンクで街頭指導に参加しました。また、10日に桐生警察
署にて出陣式が行われ、そこで石島代表のご長女、瑶子（ようこ）さんがアルペンスキー日本代表等の活躍
から地元、桐生警察署の一日警察署長に委嘱され、街頭啓発活動を行い安全運転を呼びかけました。
5/10 桐生警察署【中通り大橋付近】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 柴崎課長
㈱アイ･リンク 総務部 鹿沼 雅弥さん
㈱石島運輸倉庫 群馬営業所
倉庫課 若林 明日香さん
5/13 千代田町【ジョイフル本田ｶﾞｰﾃﾞﾝｾﾝﾀｰ前】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 柴崎課長
〃
総務部 青木 涼太さん
〃
総務部 鹿沼 雅哉さん

5/15 佐波群玉村町【ＪＡ玉村前】
参加者：㈱アイ・リンク 財務部 石島部長
〃
総務部 橋本 直美さん
㈱石島運輸倉庫
伊勢崎物流センター
関口 由華さん

