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冷静な判断を
大竹英明

新型コロナウイルス、このスプラッシュが発刊される 4 月頃にはどのようになっているかわかりませんが、

この原稿を執筆している 2 月下旬では、まだまだ感染が広がっている状況です。私自身、この時期に集中す

る各種会合・イベントにいくつも申し込んでいたのですが、軒並み中止となり、そのキャンセルの事務に追

われている状況です。

このウイルスに関する情報、みなさんはどのように入手しているでしょうか？テレビ等のマスコミが多いと

思います。ただ最近、報道とそれに対する世間の対応を見ていると、本当にこれほど騒ぐほどのことなのでしょ

うか。

テレビは視聴率が大切ですから、センセーショナルな報道に偏ってしまうということがあるでしょう。また、

映像の画角によっては大きな被害を受けているように見えることもあるかもしれません。でもそれは、大き

く影響を受けているほんの一部の映像にすぎないことも多くあります。以前、福岡で比較的大きな地震があ

りました。その時にヘリコプターから斜面の住宅地で大規模ながけ崩れが起きているという映像を映してい

ました。しかしその後、スタジオからの指示で周辺を映したところ、がけ崩れの被害はごく一部で、周りは

ほぼ被害がないということがありました。

でも視聴者としては、この被害の一部が全体であると考えてしまいがちです。それが騒ぎを大きくしている

原因にもなっています。これはデマの拡散の構造と似ています。最終的には、誰かが発信源と特定できるわ

けではなく、疑心暗鬼から雪だるまのように付け加わって、結果的に大きな塊になってしまっていると考え

られます。

今回のコロナウイルスは、確かに特効薬はないですが、感染力、強さなどは毎年流行するインフルエンザと

同等か、それ以下だそうです。インフルエンザが流行しても、今回のように大騒ぎにはなりません。そのこ

とを踏まえれば、通常、冬になると行う手洗いを励行する、栄養、睡眠をたっぷりとるという対策で十分な

んだろうと思います。

このように、情報を入手する手段はマスコミやネットから取らざるを得ないですが、それを鵜呑みにするの

ではなく、冷静になって判断する必要があると思います。必要以上に怖がると、自分の生活も制限され、不

便になってしまいますから、「正しく怖がる」ことが重要だと思います。
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松本裕嗣

　令和2年2月 21日に倉青協（倉庫業青年経営者協議会）の企業交流会があり、川崎陸送株式会社の坂戸流通センターの視察、同社のBCP（事
業継続計画）対策についての講演会に参加してきました。

・川崎陸送（株）坂戸流通センターの視察
　坂戸流通センターは埼玉県のほぼ中央に位置する坂戸市にあり、5,750 坪の敷地、延べ床 3,630 坪の 2 階建て倉庫です。そのうち 2,300

坪は空調付きで通年 18℃以下で温度管理をされています。取扱品は主に大手製菓会社のお菓子の原料と包装資材を保管しています。倉庫
内へはドックシェルターから搬入をして害虫侵入を防止するとともに、貨物の適正温度を保持したまま入庫しています。また、倉庫 1 階
から 2 階の保管場所に上げる垂直搬送機には除塵装置も搭載されていて、異物混入を徹底的に防止する策が講じられていました。誰もが
知る製菓会社の食品を扱っているだけあり品質管理は徹底されていて、倉庫内は土足禁止、髪の毛 1 本も落とさないようにヘアキャップ
を被っての見学でした。
　BCP の取り組みとして、太陽光発電の活用と大型発電機を導入していましたが、こだわり
と工夫が随所に見受けられました太陽光発電に関しては、倉庫屋上で発電したものは売電せ
ずに蓄電と自社倉庫で使用する電気として活用しています。その中で特筆すべき点として、
蓄電設備を本来主流のリチウムイオンバッテリーではなく、フォークリフト用のバッテリー
を用いて蓄電していたことです。非常時はそのままフォークリフトにも転用可能、また、イ
ンバーターを経由してパソコンや複合機などあらゆる事務機器に対しても給電できるよう対
策がされていました。【写真①】
　大型発電機については、停電が発生した際に倉庫内の温度管理や昇降機の稼働を止めない
ようにするためのものです。韓国製のディーゼルエンジンで、大容量で安定した電力供給が

【写真③】流通加工部屋

【写真②】大型発電機

可能となります。なぜ日本製ではなく韓国製なのか？韓国では大型発電機の市場や流通量がもともと大きく、日本製よりも半分以下の値
段で購入できるとのこと。部品交換もホームセンターで売っているようなもので済み、メンテナンスが簡単な事も利点だそうです。日本
では 3.11 の震災以降、BCP が注目されだしましたが、韓国では昔から BCP が国レベルで日本より進んでいるそうです。理由は単純、北朝
鮮が隣にいるからですね。【写真②】
　最後に、倉庫内の流通加工専用の部屋も見せてもらいましたが、作業しやすい高さに変えられる作業机（骨組みは段ボール）、目が疲れ

にくいとされる色の机の天板、立ちっぱなしでも疲労を軽減できる床マットを導入するなど、そこ
で作業する人にとって働きやすい環境が整備されていました。【写真③】

・講演会テーマ 「川崎陸送の BCP（事業継続計画）対策について」
　講師を務めた川崎陸送（株）の樋口社長は、倉青協 OB で以前は会長をされていた方で、樋口社長

が倉青協の会長をされていた時に企業交流会が発案されたそうです。
　川崎陸送は「お客様の物流を止めない」というスローガンのもと、今回視察した坂戸流通センター
を見た通り BCP にはとても力を入れています。樋口社長曰く、「なにをすべきか予めシュミレーショ
ンしておく」ことがとても大事だといいます。トップや各組織のリーダーが不在の場合はどのよう
に動くか、もし社外で被災した場合の連絡はどのようにしておくかなど、会社としての基準をしっ
かりと作っておく必要があるとのことです。この部分に関しては、三信倉庫でも NEO を利用した安
否確認などは既に構築されていますね。
　また、川崎陸送では毎月どこかしらの営業所で避難訓練をしており、業務の途中に突然停電して

訓練が始まるそうです。それぐらいBCPに対しての意識とシュミレーションを深めています。
やっていく中でフィードバックもあり、真っ暗な中で避難する際は避難口が分かりにくいと
いう声があがったそうです。それからは暗くても光る蓄光テープを貼るようにしたそうで、
これはとても参考になりました。
　あと意外と盲点だったのは、家族の BCP は出来ているかということでした。「もしこうなっ
たら、どうするか」という優先順位を決めておくだけでも問題が起きた際に冷静に対処がで
きるようなので、しっかりと家族間でもシュミレーションをしていきたいと思います。

川崎陸送株式会社 坂戸流通センター
と

ＢＣＰ

【写真①】蓄電設備



8 ： 30 ～ 10 ： 00　コンテナのデバン作業

20 フィートのコンテナのデバン作業をしました。ロット

の向きをそろえたり、側面をきれいに積まないと荷崩れ

の原因になるので気を付けて積み下ろしていきました。

（滝瀬は足を踏み外して落下しそうになりました。気を付

けていたのに…笑）今回は４ 4 人で 1 つのコンテナの作

業を行いましたが、普段は２、３人でやるらしいです！

すごい！！ 37 ㎏もある紹興酒を手降ろしするときもある

とか…！

10 ： 30 ～ 12 ： 00　花王ハンドソープの緊急入庫

13 ： 00 ～ 14 ： 00　マテハン作業

次はコロナウイルスの流行により緊急的に空輸されてき

たハンドソープの入庫作業をしました。花王の自動倉庫

用パレットに積み替えないといけないので、身ぐるみを

はがしていきます。その時は商品を傷つけないように気

を付けながら、女性を扱うかのように優しく扱いました。

周りではフォークリフトが走り回っているので轢かれな

いように注意が必要でした！

最後にビールのカートンからボトルを取り出し、輸入者

ラベルを指定の位置に張っていく作業をしました。ラベ

ルの貼り忘れがないように、すべての蓋にシールをあら

かじめ貼っておく裏技を教わりました。板橋営業所でも

同じようなマテハン作業があったので経験を生かすこと

ができ一番早いかと思いましたが、高橋君のラベル張り

の異様な速さに圧倒されてしまいました。風間さん、高

橋に負けました…ごめんなさい！！！！

約一年ぶりの城南島にお邪魔しました。自分

たちの営業所では経験できない THE 物流！の

現場を肌で感じることができ、とても充実し

た研修になりました。女性陣は次の日の筋肉

痛が怖いとか（笑）。 

城南島営業所の皆さん、お世話になりました！

次は仙台営業所ですよね ⁈ 谷地沼所長❤

㏌　城南島流通センター

2020/2/14

今年度の新人研修は営業所体験&お手伝い研修となっています。新人研修を
通して1年間をかけ三信倉庫営業所を順番にご紹介させて頂くこのコーナー。
今回のレポートは城南島流通センター。新人全員でお届けしまーす。



　ホテルのようなスタイリッシュな外観はこだわりのひとつ。 通常老人ホー
ムというと､シンプルで優しげなデザインのものがほとんどですが､本物件は
高級感のあふれるデザイン性の高い外観に設計していただきました。 ラン
ダムに配置された白いフ
レーム､レンガを使用したエ
ントランス＆ラウンジ､勾配
をつけた鉄骨造の屋根､と
それぞれ全く違ったイメージ
のものを組み合わせること
で､他にはないデザインを
生み出しています。 この
外観だけではまさか高齢
者住宅施設には見えませ
んよね︕

最上階展望レストラン

高齢者を守るハイテク機器
認知症にやさしいデザイン

　話は建築中に戻りますが､この現
場では常時 100 名以上の職人さ
ん方に作業していただいていまし
た。 鳶 ・左官 ・配管…のように
作業内容で詳細に分かれている職
人さん方の技術はまさに匠︕︕見
学に行く度､見事な手さばきに惚れ
惚れしてしまいました。。 その技術
はもちろん仕上がりにも現れている
ようで､プロから見ても今回の建物
は普通の建物と比べて､かなり綺麗
（宮尾先生談）なのだそう。 皆さ
ん､本当にありがとうございました︕

職人さん達の技術が結集

スタイリッシュな外観

POINT 3

SHibaura

REDEvelopment

repOrt　芝浦再開発レポート
が竣工しました！！
＼2020年 3月／

グランクレール芝浦

認知症にやさしいデザイン
　高齢者住宅施設の本物件では､英国スターリング大学認知症
サービス開発センター (DSDC) による 『認知症にやさしいデザイ
ン』 を採用しています。 たとえば､ケアフロアでは建物の中心から
見て北側 ・南側でそれぞれ壁紙の色が変えられているのですが､
これは自分がどちらの方角に帰ればいいかを色で認識できるように

するため。 その他にも､扉を壁
紙と違う色にして視認性を上げ
たり､大きくてわかりやすいピクトグ
ラムなどを使用することで､認知
症の人でも住みやすい環境を作
りました。

POINT 1

スタイリッシュな外観

ビル事業部 岩田

ビル事業部長 久木野

2018 年 11 月に着工してから
約１年半。 芝浦営業所が無事竣工
を迎えました︕今回のスプラッシュは芝
浦再開発レポート最終回︕こだわりの
詰まった建物を細かく紹介していきたい
と思います♪６月には見学会も予定
していますが､そちらの予習にもぜひ

お役立てください。

おまけ

高齢者を守るハイテク機器
　内部の設備には､高齢者住宅らしいさまざ
まな機器が。 たとえば､専有部の浴室や廊
下には､一定時間人の動きを検知しないと
職員に発報する人感センサーが取り付けられ
ており､万が一､室内で一人で倒れても､すぐ
に発見できるようになっています。 また､全部

で３基あるエレベーターも､シ
ステムとカードキーで完全に
管理されており､居住者の方
が行ってはいけないフロアに迷
い込むことを防いだり､来訪
者の導線をわかりやすくするこ
とに役立っています。 　

POINT 4

最上階展望レストラン

　本物件最大の目玉ともいえる
のは､最上階 10 階の展望レス
トラン︕運河沿いという恵まれ
た立地を生かして､陽の光の差
し込むレストランを設けました。 広々とした窓から見下ろす運河
とモノレールの景色は芝浦ならでは。 もちろん全館バリアフリーな
ので､車椅子のままでもウッドデッキに出られるようになっていま
す。 入居者の方はもちろん､ご家族の方にもご利用いただける
ようにファミリーダイニングとよばれる個室も用意し､たくさんの人に
楽しんでいただけるような空間が完成しました。

職人さん達の技術が結集

☝玄関前庇を建てている時の様子。庇が傾かない
よう､数人がかりでミリ単位の調整を行います。

☜こちらは内装職人さん。次から次へと
繰り出される釘が収納されているのは…
まさかの口の中！！？

☝設計時のイメージパース。CG通り（いや､
それ以上？）の仕上がりにはすごい！の一言。

☝北側は自然（芝浦の “芝”）を連想
させる優しいグリーンの壁紙で統一。

☜南側は水面（芝浦の “浦”）をイメージした
爽やかなブルーの壁紙を使用しています。　

POINT 2

☞各居室に設置されている人感セ
ンサー。一人暮らしでも安心です。
　　　　

☜センサーと連動している報知
器。4段階で職員に発報します。

☝明るく広々としたレストランフロア。
　　　　　　　　　　　　　　　

☞予約制のファミリーダイニング。

☜扉の先が一目でわかるピクトグラムが
建物のあちこちで使用されています。

住所　　東京都港区芝浦 1-18-25　
構造　　RC造（一部 S造）地上 10階建
敷地　　532.28 坪
延床　　2624.78 坪
設計　　株式会社 INA新建築研究所
建築　　東急建設株式会社　

　本物件は､東急不動産様
にお貸しし､２～５階を介護住宅

（老人ホーム）､６～９階をシニア住宅
（自立型高齢者向けマンション）として
運営していただきます。※開業は７月
高齢化が進む世の中で地域に貢献する
素晴らしい建物ができたと確信してお
ります。 これからの芝浦にご期
待ください︕



1/18　蒲田の銀座deフットサルにてフットサルが開催されました。
今回は三信倉庫以外にも城南島流通センターのお客様でもあるコー
ワ化成様にもご参加いただきました！！
天気はあいにくの雨で参加人数も 7 人の少数精鋭でしたが、久々の
フットサルということもあり三信の面々盛り上がっております！！

試合は序盤から平均年齢で若い三信倉庫が圧倒、その中でも新人の
高橋君は経験者ということもあり華麗なプレーを披露、滝瀬さんも
運動神経抜群でバシバシ点を取っていました！
最後は相手チームとシャッフルして和やかに終了しました。

今回はコーワ化成の方と和気あいあい楽しみましたが、新人も入り
戦力UPしたので次回は大会に出て悲願の初優勝といきたいと思い
ます！！乞うご期待！！！

フットサル交流戦

高橋君と光平さんが謎のアップを行っております。

城南島流通センター　濱中佑有

　東京オリンピック、パラリンピックが間近に迫ってきた。町には機運が少しずつ盛り上がっている。

56 年前東京オリンピックが開催された。競技を直に見てはいないものの、高校 3 年生だった私は、そ

の時の雰囲気を味わえる立場にいた。戦後の復興を終え、世界の仲間入りが出来る高揚感が社会を覆っ

ていた。その後高度成長を経て経済主要国となった今につながる。

　その当時との違いのひとつに、街で見かける外国人が圧倒的に増えたことがあげられる。外国人や外

国語に対するアレルギーも少しずつ減ってきたと思う。

　前回大会時には、日本人には頑張ってこの国を世界に伍していく国にするとの夢があった。今はどう

だろう。経済大国 2位の地位を中国に明け渡して、少子化で国の活力がそがれていくと予想されている。

　こんなときに思い起こすのは、昨秋開かれたラグビーワールドカップの光景だ。世界の強豪国が日本

に集まり熱戦を繰り広げた。ラグビーは国ではなく地域同士の戦いという伝統にのっとり、日本チーム

にも一見して外国人とみられる多くの選手が活躍した。これらの人が心をひとつにワンチームとして立

派な成績を残した。

　外国人も一緒にこの国を盛り立てる。未来の日本の姿をここに見た気がした。

　各国チームの選手も観客も日本滞在中、日本人の優しさ、礼儀、清潔さ、国土

の美しさに接して、日本を好きになって帰ってくれたようだ。

　東京オリンピックパラリンピックでも日本びいきをもっと増やして、経済至上

ではない、世界中から憧られる国になるのが理想だ。 TOKYO  2020



AA KK II
納豆はごはん

にのせず、別々

に食べる。

今までアップル製

品を所持したこと

がないのでこれか

らも持たない。

野菜は必ず種から

そだてる。

1 日 3 食必ずたべ

る。

こだわらない。

車は日産車しかの

らない。

TSUBUYAKI SEASON 2

テーマ：ワタシのこだわり



行く前に色々検索してみまして、「こんなに豪華なわけないでしょ」と
思っていました。それが・・・。到着した直後、検索した画像そのまま
のロビーが出現したときは若干引いちゃいました、逆に！城かよっ！
今回我が家はスキーをしに蓼科に行ったわけですが、ここまで素敵であ
れば宿を楽しみに行くのも全然有り。オールシーズン OK だと思います。
お薦めは付帯施設のクアプラザ（室内プール）。スキーに行ったはずが
半日をプールで過ごすということになったことにはただただ驚きです。
スキーウェアに水着のシュールさ！当然、露天風呂付の温泉も完備です
ので、プールでたっぷり遊んだ後は雪を眺めながらの温泉で温まるとい
う、あまり体験したことのない贅沢な感覚に大満足でした。家族連れは
水着を持って行くべし！！

エクシブシリーズの中でも特に人気の『箱根離宮』ですが、まさに大人
の休日を楽しむための施設でした。チェックインしてまずは敷地内の広
～い庭園をお散歩。これまた広～いお部屋で少しのんびりして、予約し
ていたプライベートスパ（貸切露天風呂）で、箱根の大自然を見ながら
ゆっくりお風呂。夜ごはんを食べたらまた温泉に入りに行って、眠くな
るまでお酒を飲んで・・・結局 15 時から翌 11 時まで宿に籠りっきりで、
ホテルステイがメインの旅行になってしまいました。なんて贅沢。。。
また、電車でのアクセスが良く、車が無くても大丈夫というのが嬉しい
ところ。台風被害から復旧中（今秋予定）の箱根登山鉄道『宮ノ下』駅
から徒歩 5 分で近くに観光スポットもたくさんあるので、ちょっと週末
のんびりしたいな～というときの小旅行にピッタリの宿でした。

記録的な雪不足の今年、第一希望だった三信倉庫お馴染みの『駒戸』に
行けず、急遽決まった『エクシブ那須白河』。到着してすぐに思ったの
は「豪華…！！」。ロビー、客室、お風呂すべてがヨーロピアン調で煌
びやかでした。インスタ映えします。中でもおススメなのは温泉です。
脱衣所までも広く豪華なのには驚きでした。さらに女子の露天風呂はな
んとジャグシー！！周りにはバラも咲いていて、なんだかお金持ちに
なった気分でした。さすがにお風呂で写真は撮れなかったので、ぜひ行っ
て確かめてみてください :-) 朝食のビュッフェも美味しく、大満足の一
日になりました！スキーでの利用の他にも、ゴルフ場も併設されている
ので、ゴルフをされる方は那須連山の自然を満喫しながらコースを回る
ことができますよ～

会員制高級リゾートホテル、エクシブ！
申し込むまでのハードルが高いぞ、エクシブ！
一度行くとリピート率高し！（総務部調べ）、エクシブ！

『XIV』なんて読むんだ、読めないよ、エクシブ！

様々な愛称で親しまれ、SPLASH でも何度か特集されているこのホテル。
今、三信倉庫に静かなエクシブブームが訪れているのをご存知でしょうか？
利用率急上昇中！エクシブの体験談を一挙ご紹介です。
これを読んで行きたくなったそこのあなた、夏休みはエクシブで決まり！
要チェックですよ！！
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芝浦竣工記念に相応しい美しくスタイ

リッシュなタンブラー。「MadeinTSUBAME」は

世界に知られる金属加工の町、新潟県燕市製の

みに許された証。あのアップル社故スティーブ・

ジョブズに認められ、初期 ipad の壁面加工に

も採用されました。内面には 24 金メッキが

施してあり、金属臭がなくお酒本来の味

わいを引き出してくれます。好みの

飲み物でお楽しみください。

芝浦竣工記念品 総務部

今年はオリンピックイヤーな

のでそれを意識したデザインにしまし

た。ダイレクトに「東京オリンピック」の文

言は入れず、オリンピックに伴い日本へ行き来す

る多くのあらゆる人たちに向けてエールを送るとい

う形で表現。そして城南島の屋上メッセージリニュー

アル（塗り直し）も同時にアピール。三信は爽やかブ

ルースカイバージョン、花きは夕焼けオレンジと色違

いになっているのもポイントです。あぁでも立方

体って難しい。遠近法って難しい。雲って難し

いぃ～。来年も三信らしい年賀状が作れる

ようにスタッフ一同頑張ります。

目前に迫った東京オリンピック・パラリンピックも”新型コロナウイルス”の影響で延期になりました。オリンピックマー

クをイメージした Pin up Board も、ピントがややずれた感じがします。楽しみが先延ばしになったと前向きにとらえて、

早く青空の下、新鮮な空気を胸いっぱい吸って躍動したいものです。

2016 年から活動していた野

球同好会ですが、皆様のたくさんのご

参加とご協力のおかげで、この度同好会から

正式に野球部になりました。名前が同好会から部

活に変わっただけで、特に活動自体に変化があるわ

けではありませんが、ユニフォーム揃えたい！！！試

合もやりたい！！！という声も上がっていますので、

そういった希望を聞きつつ、今まで通りワイワイガヤ

ガヤ楽しく野球ができればと思っています。初心者

でも女子でも大歓迎ですので、ぜひ参加してくだ

さいね。今後は野球部としてより一層盛り上げ

ていこうと思いますので、皆様引き続き

ご協力をお願いします。

5周年目の今回は、かわいいランタンとブランケッ

トのセット☆テーマについては一緒に入れたメッセージ

カードにも書いてあるので、ここではスタッフの小さなこだわり

をご紹介♪会社の創立記念品といってもせっかく渡すなら少しでもかわ

いいもの、味気ない普通の梱包ではなくみんながそのまま持ち帰る時にも

ちょっとイイ感じのパッケージングにしたくていろいろ工夫しました。ランタ

ンはインテリアとして普段から飾れ、かつアウトドアにも使えるようなモノをチョ

イス。ラッピングもランタンに合わせた色のペーパー

でかわいく中身だけでなくパッケージからアガっても

らえるような創立記念品をこれからもデザインしていき

たいと思います。一つ一つ包装。マスキングテープやオ

リジナルステッカーを貼ってアレンジしました。昨年の

パーカーに合わせたかのようなネイビーのブランケッ

トには、好評（？）だった三信ロゴを。なんだかどっ

かのアウトドアブランドにありそうないい感じのロ

ゴに仕上がったと思います ( 笑 ) そしてメッセー

ジカードも、ピエールアルディのような立方体

のテキスタイルデザインに。裏にはちゃっかり三信菱形マークも忍

ばせてあります。中身だけでなくパッケージから楽しんでも

らえるような創立記念品をこれからもデザインして

いきたいと思います。 野球部発足　武田隼大

福井繭子

令和 2 年勤続表彰式が

1 月 8 日の新年顔合せ会にて

行われ、当日参加できなかった方

も含め 11 名が表彰されました。皆さ

んの素敵な笑顔☆若手からベテランま

でバランスよく活躍する三信倉庫社

員の層の厚みを実感しました。お

めでとうございました！！

勤続表彰式
　　

総務部
　　

splash
Pin up Board
vol.70

創立記念品 総務部


