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  日立物流グループは、輸送・保管・情報システムなど企業の物流業務を
トータルでサポートする「システム物流」（3PL：企業物流の包括的受託）
をコアビジネスとし、同業界のリーディングカンパニーとして、グローバルに
事業活動を展開しております。 
　物流は重要な社会インフラを担う事業であることを自覚し、社会的責務
を果たすべき事業であると考え、当社グループでは「CSRの完遂」を最重
要テーマとして掲げ、国内外を問わずさまざまな課題に積極的に取り組ん
でおります。 
　特に、環境負荷低減への取り組みや安全対策については、社会的に
影響の大きい課題と認識しております。環境負荷低減に向けては、業界
プラットフォーム事業（業界別共同物流）やモーダルシフトの拡大、環境を
重視した物流センターの設置など、グリーンロジスティクス（環境に配慮し
たシステム物流）を推進しております。安全対策においては、安全確保に
向けた取り組み、安全教育の強化・徹底を図り、安全かつ高品質な物流
サービスの提供に努めております。 
　さらに、ステークホルダーの皆様から共感され信頼されつづける企業グ
ループであるために、「基本と正道」に則り、誠実かつ透明性の高いコン
プライアンス経営を推進し、内部統制、情報セキュリティの徹底と合わせ、
コーポレート・ガバナンスの強化に努めてまいります。また、子供たちに向
けて交通安全教室を開催するなど社会貢献活動も推進し、豊かな社会
づくりに貢献してまいります。 
　本年も本レポートをご覧いただき、当社グループのCSR活動にご理解
賜り、引き続き皆様からのご支援ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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経営理念 

良好な関係や責任意識の共有 

人材育成や働きやすい職場作り 

 

 

高品質な物流サービスの提供 

 

 

法令遵守と社会的要請への対応 

社会貢献活動の推進 

株主価値向上の取り組みと 
コミュニケーション活動の推進 

 
 

 日立物流グループは、 

 ステークホルダーの皆様と 

 良好な関係を築けるよう、 

「共に生きる（共生）」をテーマとして 

 ＣＳＲ活動に取り組んでいます。 

日立物流は 

広く未来をみつめ 

人と自然を大切にし 

良質なサービスを通じて 

豊かな社会づくりに 

貢献します 

行　政 

ビジネスパートナー 

地域社会 

従業員 

株主・投資家 

お客様 
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◆ CSR活動推進体制 

CSRマネジメント 

　健全性と透明性の向上とともに、事業環境の変化に俊敏に対応できる経営体
制の確立をねらいとして、2003年6月、委員会設置会社に移行しました。 
　これにより、経営監督機能と業務執行機能を分離し、業務執行の決定権限を
取締役から執行役に大幅に委譲して、事業再編や戦略投資の迅速な意思決定お
よび実践を可能としました。また、社外取締役を招聘し、外部の客観的な意見を
取り入れることにより、取締役会の監督機能を強化し、透明性の高い経営に努め
ています。 

※1 ISO27001：情報システムの安全管理体制が一定の基準に達している
ことを認定する国際標準規格。 

※2 プライバシーマーク：（財）日本情報処理開発協会が、個人情報について適
切に取り扱っている事業者を一定の基準で認定し、付与するサービスマーク。 

第三者認証の取得状況 （2009年3月現在） 

 ISO27001 プライバシーマーク 

 22拠点 34部署 4社 
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営業本部 

営業部 

グループ会社 

グループ会社 

CSR推進本部 

CSR担当役員 

CSR推進委員会 

本社委員 

本部委員 

・環境部門 ・技術部門 ・法務部門 ・営業部門  
・安全部門 ・勤労部門  ・広報部門 ・経理部門  
・品質部門  ・総務部門  ・情報部門 

・総務部門 

営業所 ※簡素化して図示したものです。 

ごあいさつ 

CSRマネジメント 

社会とともに 
物流技術の開発 

品質向上への取り組み 

安全確保への取り組み 

人材の育成 

働きやすい職場づくり 

次世代の育成とコミュニケーション 

自然とともに 
グリーンロジスティクスの推進 

環境マネジメントの推進 

資源循環の促進 

環境意識の向上と教育の実施 

ステークホルダーとの環境協働 

コーポレートデータ 
グローバルシステム物流（概念図） 

会社概要 
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Webサイトをリニューアルし、 
サービスメニューなどを充実化 
（2008年10月公開） 

お客様に向けたロジスティクスセミナー 
（2008年11月開催） 

1. コンプライアンス 
● コンプライアンスの徹底：日立物流グループ全体でコンプライアンス体制を構
築し、遵法教育、啓蒙活動を通しグループ全体のコンプライアンス意識向上を
図り、法令等や企業倫理などの遵守徹底に努めています。 
（2008年度：コンプライアンスに関する社内研修受講者198名） 
● コンプライアンス制度：社内での違法行為や不適切な行動防止に向け、社内通
報・相談制度を設け、早期発見と是正を図っています。 

2. 内部統制 
　「インターナル・コントロール委員会」を設置し、日立物流およびグループ会
社の内部統制を推進し経営基盤の強化に努めています。また、会社法および金
融商品取引法に対応して、定期的な内部監査を実施し、2008年4月以降適用
となった金融商品取引法に定める財務報告に係る内部統制報告制度を遵守す

ることで、さらなる財務報告の信頼性の確保に努めています。 

3. 情報セキュリティ 
　2005年10月より情報セキュリティ本部を設置し、規則の制定、セキュリティ
施策の実践、従業員の教育、内部監査による是正・改善など日立物流グループ全
体で情報セキュリティの強化を進めています。あわせて情報セキュリティの第三
者認証の取得・維持活動を推進し、お客様に安全・安心をお届けするサービスの
提供基盤強化に努めております。 

4. リスクマネジメント 
　甚大な被害発生が想定されるリスクに備え、緊急連絡体制や緊急時の対応マ
ニュアルの整備を日立物流グループ全体で図っています。 
　また、危機管理への適切な対応に向け、リスクマネジメントついて、社内に徹
底を図っています。 

5. コミュニケーション活動 
　株主・投資家の皆様に経営方針・財務諸表などを適時適切に伝える広報・IR活
動を推進しています。東京証券取引所のルールに従う情報開示体制を整え、積
極的な情報開示に努めています。 
　また、日立物流グループのさまざまな活動をご理解いただくために、展示会へ
の参加やセミナーの開催、ホームページの公開などを通じて企業活動の情報開
示に努めています。 

2008年度はISO27001認証※1およびプライ
バシーマーク※2の認証をそれぞれ更新しました。 



社会とともに 社会とともに 
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◆ 現場力強化活動研修会の開催 

◆ 音声物流ソリューションシステムの導入 

◆ 合理化改善ツールの活用 

〈技術・品質・安全〉 

安全確保への取り組み 品質向上への取り組み 物流技術の開発 

　シミュレーションソフトの活用を推進することにより、さまざ
まな効果検証を可能とし、物流センター内での最適な作業方
法やレイアウトなどの検討に役立て、合理化を図っています。 
　シミュレーションモデルを制作し、人とモノの動態を再現す
ることにより、作業の所要時間や稼働率などの算出が可能と
なりました。 

　欧州の物流センター内での棚入れ作業やピッキング作業に、
音声物流ソリューションシステムを新たに導入し、音声による
作業指示と作業確認を行い、作業員の作業効率と作業品質の
向上を図っています。 

● 両手があいた状態で作業を行えるこ
とによる作業生産性の向上 

● 目視による伝票との確認作業を削減
することによる作業ミスの低減 

● 多国語言語対応：複数の言語に対応す
ることでさまざまな国や地域の作業
員への対応が可能 

◆ 搬入・据付作業教育実施による事故の防止 

◆ 安全への投資 

◆ 5S3定活動の推進 

◆ 体感型教育等による事故防止 

◆ e-Meister活用のさらなる拡大 
　物流センターなどでの作業教育や、重量品搬送作業などの
安全教育に活用中の映像教育ツール「e-Meister」（動画マ
ニュアル）を海外の現場における作業教育にも展開し、活用範
囲のさらなる拡大を図っています。 

現状再現モデル（人手作業） 合理化案モデル（自動化） 

「5S3定」啓蒙ポスター 

デジタルタコグラフ 

研修会の様子 

安全教育用映像 

中国語バージョンの動画マニュアル 

音声物流ソリューションシステム作業状況 

音声物流ソリューション 
システム機器 

ドライブレコーダ 

ハンドリフト作業 吊りボックス作業 

e-Meister活用実績 

● 運輸安全マネジメントに係わる情報については、当社Webサイト  
　http://www.hitachi-hb.co.jp/corpo/csr_safety.html 
　をご覧ください。 

  新規導入コンテンツ 新規実施拠点 

 2008年度 9種類 4拠点 

 累計 50種類 28拠点 

 

　設備・装置の搬入・据付作業における事
故防止と技能向上のために、各地の事業
拠点で協力会社を
含めた教育を行っ
ています。2008
年度には、1,500
人を超える作業指
揮者・作業者に教
育を実施しました。 

安全な現場をつくるために 

インタビュー 

北関東営業部　埼玉北営業所 
　　所長　篠塚　武人 

　『安全な現場は、個々人の安全

意識が高く5S3定が徹底され、不

安全行動や不安全状態のない、作

業効率も良い「強い現場力」に通じる。』そう考え、私自身が

安全に対して高い感度と感受性を持つように心掛け、全従業

員に全体集会や朝礼を通じ、安全について「繰り返し（愚直に）」

訴え、安全文化の定着に努めています。 

　事業所内に安全指導者を育成し、管理者の強いリーダー

シップのもと、組織的に活動し、「安全な職場」づくりを行って

います。職場全体に「基本を守る、守らせる。」良い習慣を植

え付け、全従業員の命を守り、「安全面」においてもお客様に

ご満足いただける事業所運営に取り組んでいます。 

【音声物流ソリューションシステムの特徴】 

　トラック運行中の事故防止ならびに燃費向上の観点から当
社グループの営業車全てに、デジタル式運行記録計（デジタル
タコグラフ）を導入しています。さらに、小型カメラを搭載した
ドライブレコーダーの導入を進めています。 
　また、当社グループの物流センター構内で使用している約
1,300台超のリーチフォークリフトには、構内作業者に対する
安全のために時速約6kmの速度設定、足の巻き込み防止用ゴ
ム製ガードの取り付けなど、独自の安全対策を実施しています。 

　危険作業や事故事例につ
いて、ダミーを使い忠実に再
現した教育用映像ツールを
制作、各事業所に配布し、安
全作業の徹底を目指してい
ます。 
　また、物流センターで働く
アルバイト・パート・派遣社員
の方に対し、作業場内で事故
に遭わないようにするために、
体感教育を実施しています。 

　現場に密着した安全に関す
る取り組み事例として、各事
業所が組織活動、教育、危険
予知による事故防止などにつ
いて発表し、意見交換する中で、
それらの活動を当社グループ
全体に広め、現場力のさらな
る向上を目指しています。 

リーチフォークリフトの 
運転席に立っての死角体感 

　従業員の安全確保ならびに作業の品質向上と効率化を目指
し、『5S（整理・整頓・清掃・清潔・躾）3定（定位・定品・定量）』
活動を、当社グループ全体で推進しています。 
　事務所内においても、不要なもの、整理されていないもの
に赤札を貼り、改善していく「赤札作戦」により、5S3定を展開
しています。同様の活動は、海外
のグループ会社にも5S3定ポス
ターを配布し推進しています。 

イ ー マ イ ス タ ー  
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〈雇用・人権〉 

人材の育成 働きやすい職場づくり 

◆ グローバル人材の育成 

◆ 自己啓発支援 
　各種教材の紹介や、通信・通学講座の斡旋により、従業員の
自己啓発を促し、語学力の向上や運行管理者などの資格取得
を支援しています。 

◆ ロジスティクス人材の育成 
　サードパーティロジスティクス（3PL）、現場管理・運営、安全・
品質向上などに関する研修を実施し、物流企業の従業員とし
て必要不可欠な知識・技能の習得に努めています。 

◆ 健康管理と労働衛生 

◆ 福利厚生制度 

◆ シニアの雇用 
　物流技能・技術の次世代への継承に向け、60歳定年で引き
続き勤務を希望する社員に対し再雇用制度を導入し、シニア
社員として新たに経験を活かしていただく機会と雇用の拡大
に努めています。 
（2008年度定年退職者再雇用率：66.7％） 

◆ 障がい者雇用 

　従業員の良好なコミュニケーションの構築と健全な心身の
保持を支援するため、リフレッシュ休暇制度や保養所の充実、
寮社宅の完備、従業員親睦会による各種レクリエーション行事
の開催などに努めています。 

研修室での講義 技能向上のための実技指導 

健康トピックス 

「ナショナルスタッフ管理者育成研修」2008年度は10名が参加しました 

※民間企業実雇用率（厚生労働省発表数値より） 

障がい者雇用率 

　障がい者の積極雇用に向け、各種支援学校などと連携し、法
定雇用率を上回る雇用状況を継続しています。 
　今後も障がい者雇用に関する意識の高揚と職場環境の整
備に努め、障がい者の職域拡大を図ってまいります。 

社会とともに 社会とともに 

 1.90％ 1.59％ 1.80％ 

参　考 

 民間企業※ 法　定 
 

日立物流 
 

◆ 現場力強化に向けた人材の育成 
　トラックやフォークリフトの技能向上、現場管理者の育成に
向けた研修などを実施し、あらゆる事故・災害をなくし、高品
質な物流サービスを提供することに努めています。特に現場
力強化や安全運転への意識高揚に向け、「全国トラックドライ
バー・コンテスト※1」や、「全国フォークリフト運転競技大会※2」
に第1回大会より毎年積極的に参加し好成績を収めています。 

※1 全国トラックドライバー・コンテスト：（社）全日本トラック協会が主催し、1969年から毎年開催されて
いるもので、学科競技、実科競技を行いプロトラックドライバー日本一を競う。 

※2 全国フォークリフト運転競技大会：陸上貨物運送事業労働災害防止協会が主催し、安全の確立と実
効ある労働災害防止の推進を目的に、1986年から毎年開催されているもので、学科・点検・運転競
技を競う。 

■日立物流グループの 
　全国フォークリフト 
　運転競技大会での入賞者数 
　（１９８６年～２００８年開催） 

■日立物流グループの 
　全国トラックドライバー・ 
　コンテストでの入賞者数 
　（１９６９年～２００８年開催） 

※内12名が内閣総理大臣賞受賞 

 優勝 ※31名 

 2位 20名 

 3位 23名 

 4位 18名 

 5位 16名 

 計 108名 

 

 優勝 4名 

 2位 6名 

 3位 6名 

 4位 6名 

 5位 3名 

 計 25名 

 

　国内ではグローバル展開を担う人材の育成に向けて、グロー
バル3PL、輸出入実務、異文化コミュニケーションなどの知識・
ノウハウ習得のための研修を実施しています。また、国内勤務
者を対象とした「海外業務研修制度」も導入しており、1988
年度から若手社員を中心に延べ97名が約1年間、海外での実
習を行っています。 
　海外では現地ニーズにあったナショナルスタッフ（海外現地
要員）の早期育成を進めています。日本における日立物流の
ポジションを理解し、会社幹部・
業務上関係者・研修生同士の交
流を深めることによる“真のグ
ローバル化”を目的として、毎
年1回各地域から選抜された管
理者を対象に、日本での研修も
開催しています。 

◆ ワークライフバランス、ダイバーシティ 
　仕事と家庭の両立のために、育児休職や育児のための短時
間勤務制度の取得推進など、働きやすい環境づくりを積極的
に進めています。 
　また、国籍や性別などの多様性を受け入れ、個々を尊重し、
女性の活躍できる場を拡げる取り組みを推進するなど、企業
自身、従業員一人ひとりの成長を目指しています。 

育児休職制度を利用して 

インタビュー 

　出産後、約1年半の育児休職

を取得し、2009年4月に復帰

しました。仕事から離れ子育て

に専念し、日々成長するわが子を近くで見守る貴重な時間を

過ごすことができました。また、子育てを通じて地域の方々と

ふれあう機会を得て、視野を広げることができました。 

　復帰の際には仕事と育児の両立ができるか多少不安もあ

りましたが、上司や同僚に温かく迎えてもらい、安心して職場

に戻ることができました。育児休職を取得させていただき、

やりがいのある仕事を続けながら親としての大変さと喜びを

体験できることに感謝しています。子育てによって人は成長

するとも言われますので、自分も子育てによって成長し、そ

れが長い目で見て仕事にも活きるようにと願っています。 

　従業員の心と身体の健康保持と増進に向け、健康保険組合
や産業医との連携を図っています。 
　医療制度改革関連法への対応として、2008年度から新たな
健診・保健指導プログラムを導入し、メタボリックシンドローム
の予防をはじめとした各種疾病の減少に取り組んでいます。 
　また、長時間労働による健康障害を防止するため、従業員
の総労働時間短縮に向けた取り組みを労使委員会を通じて
行っており、職場管理者への教育も継続して実施しています。 

グローバル営業企画部 
王　宏 

（2008年6月1日現在） 

海外業務研修 
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〈社会貢献〉 

次世代の育成とコミュニケーション 

◆ 日立物流「まごころ基金」の活動 
　「まごころ基金」は主旨に賛同する日立物流の役員・従業員
を会員に、2008年4月に発足したマッチングプログラムです。
会員が毎月給与から100円拠出し、寄付活動をする際、会社
が同額をマッチングする両者一体となった活動を行っています。 

◆ 自然災害被災地支援 
　当社グループは2008年度に発生した災害の被災地に対し
て、被害をうけた方々を支援するために日本赤十字社を通じ
て義援金を寄付しました。 

◆ 献血活動の推進 
　当社グループは社会貢献の一環として団体献血活動を実施
しています。またこの取り組みは中国上海でも行っており、
2008年度はグループ全体で延べ632名の従業員が協力し
ました。 

◆ 各種収集活動 
　当社グループでは、気軽に取り組める活動として、各種収集
活動を行い、NPO/NGOに寄付しています。 

◆ 日立物流フットサル大会を開催 ◆ 地域美化活動・事業所周辺美化活動 ◆ 職場体験 

◆ 寄付講座 

　当社グループでは、実際の職場で就労体験するインターン
シップを受け入れています。 

　社団法人日本物流団体連合会主催の寄附講座において、専
門的な視点から実際の事例を通して、学生に物流業への理解
を深めてもらうことを目的に、当社従業員が、「物流を取り巻く
環境と今後の3PLの潮流」をテーマに講義を行いました。 

　本社を含む全国各地の事業所・グループ会社において、事業
所周辺をはじめ、近隣の駅周辺美化活動や、自治体主催の美
化活動に参加しています。2008年度は各地域で2,500名超
（延べ）の従業員が取り組みました。 

社会とともに 社会とともに 

 
2008年5月

 中国「四川大地震」被災者への義援金拠出 
　　　　　 ＊労使一体となった義援金活動も実施しました。 

 2008年5月 ミャンマーサイクロン「ナルギス」被災者への義援金拠出 

2008年度活動内容 

◆ 日立物流「交通安全教室」開催 
　未来ある子供たちを交通事故から守り、また命の大切さを
伝えるため、千葉県松戸市内に所有の当社施設を利用して、近
隣の小学生を対象に「交通安全教室」を実施しています。 
　開催後、児童の皆さんから感想文をいただきました。素直
な感想の中に、交通安全に向けて気をつけていこうという思
いが溢れていました。 

【実施内容】 
● 死角体験・・・実際にトラックの運転席に座り、運転席から見え
ない範囲があるということを体感してもらっています。 

● 内輪差実験・・・交差点での巻き込み事故防止に向けて、実際
にトラックを動かして、前輪と後輪の内輪差をわかりやすく
説明し理解してもらっています。 

● 制動距離実験・・・飛び出し事故防止に向けて、急ブレーキを
踏んでも車はすぐに止まれない事を実感してもらっています。 

試合の様子 

紙芝居を寄贈 車椅子を寄贈 制動距離実験の見学 

児童の皆さんの感想文 

トラックの死角体験 

内輪差の説明 

表彰式 

 2008年5月13日 松戸市立根木内小学校4年生 

　　　  5月21日 松戸市立貝の花小学校2年生 

　　　  6月2日 松戸市立八ヶ崎第二小学校3年生 

交通安全教室で安全な未来を 

インタビュー 

　研修所併設の自動車走行
コースを利用して、毎年交通
安全教室を開催しています。 
　大型トラックに乗車した際の子供たちの「本当に見えないん
だ」という感想や、急ブレーキによる焼けたゴムの臭いなど
を眼・耳・鼻で体感した時の驚きの声などを聞くと教える喜
びが沸きます。もっと子供たちに分かりやすく、もっと興味を
持ってもらえる授業ができるようにと、開催後はスタッフ全員
で意見を出し合い、教え方・見せ方に工夫を重ねています。 
　子供たちには、交通安全教室で学んだことを普段の生活
の中でも実行してもらい、明るく安全な未来を築いていただ
きたいと願っています。 

　スポーツを通じて、青少年の健全な育成と地域の活性化を
願い、2009年2月に「日立物流フットサル大会」を開催しまし
た。この大会は、地域の小学4年生を中心としたチームが参加
し、今年で3回目となりました。 

勤労部　松戸研修所 
主任　武藤　日出明 

江東区江東図書館 
野田市役所保険福祉部社会福祉課 
武蔵村山市役所子育て支援課 
日立市役所生活安全課 
春日井市企画調整部交通対策課 
大阪市此花警察署交通課 

（福）江東区社会福祉協議会 
（福）野田市社会福祉協議会 
（福）武蔵村山市社会福祉協議会 
（福）日立市社会福祉協議会 
（福）春日井市社会福祉協議会 
（福）大阪府社会福祉協議会 

（財）オイスカ　子供の森計画 

 

● 交通安全・交通事故防止 
　 　〈交通安全紙芝居　寄贈〉 
 

● 環境再生・環境保全　〈支援金　寄付〉 

 

 

● 地域貢献・社会福祉 
　 　〈車イス　寄贈〉 
 
 

 分野〈寄付・寄贈〉 寄付先・寄贈先 

 

 寄附講座 首都大学東京、関西大学、横浜国立大学 
 

 収集内容 使用済み切手、使用済みカードなど 

インターンシップ 

職場体験の受け入れ 

 

 実施月 地区 内　　容 
 5月 近畿 中学生の職場体験 
 7月 九州 高校生のインターンシップ 
 8月 九州 高校生のインターンシップ 
 8月 関東 中学生の職場体験 
 8月 関東 大学生のインターンシップ 
 10月 九州 障がい者の職場体験 
 11月 関西 中学生の職場体験 
 12月 関東 中学生の職場体験 
 1月 関東 高校生のインターンシップ 
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自然とともに 自然とともに 

◆ 環境配慮型物流センターを中心とした 
　 低炭素社会化への取り組み 

◆ モーダルシフトの推進 

◆ 共同物流の推進 

◆ 環境配慮型建設設備メニュー 

〈環境への取り組み〉 

グリーンロジスティクスの推進 

【取り組み事例 2】 
インランドデポ※を活用した海上コンテナ往復輸送の取り組み 

「モーダルシフト取り組み優良事業者」5年連続公表 
　（社）日本物流団体連合会より2008年に優良企業として
公表されました。これは、年間のモーダルシフト実施実績が前
年を上回ることを前提にしたもので、当社は5年連続の公表
となりました。 

　輸入を主とする内陸荷主Aでは、空コンテナの返却輸送を東京
コンテナヤード（以下CY）へ行わなければならず、輸出を主とす
る内陸荷主Bでは、空コンテナの引き取り輸送を東京CYから行わ
なければなりません。荷主それぞれから東京CYとの間で回送輸
送するという非効率的な作業が日常化していました。 
 
 
　内陸荷主Aと内陸荷主Bが近隣で、しかもインランドデポに比較
的近い所在地であったため、インランドデポを活用することにより、
空コンテナの輸送距離を短縮し、海上コンテナの効率的な往復輸
送を実現しました。 
※インランドデポ：港頭地区以外の内陸地に設置された海上コンテナ用ターミナル 

　低炭素社会の構築を目指して、ハード（建物）とソフト（しくみ）
の両面から取り組んでいます。 

　メニュー以外の設備も導入しています。 
● 太陽光パネルの設置　 
● 冷蔵倉庫省エネ制御装置の設置　等 

グリーンロジスティクスの概念図 

　当社では、環境に配慮した建設設備メニューに基づき、全国
に5ヵ所の物流センターを新設しました。 

　各地の物流センターに分散していた貨物を、環境配慮型物流
センターを中心に集約し、共同保管・共同配送を推進しています。
今後は、食品・シューズ・スポーツ用品の業界を中心に積極的に
提案し、業界別プラットフォーム事業の拡大を図ってまいります。 

　物流センターの建設設備をメニュー化し、新設の際は環境
に配慮した設備を積極的に導入しています。 

　貨物輸送におけるモーダルシフトとは、トラックでの貨物輸
送を環境負荷の小さい鉄道や船舶での輸送に転換することを
いいます。 
　当社グループでは、国際海上コンテナの国内陸上輸送を
トレーラ輸送から鉄道へ切り替えるなど、モーダルシフトの
推進に積極的に取り組み、CO2の排出低減に努めています。 

 埼玉北Ⅲ期物流センター 埼玉県加須市 

 北柏第2物流センター 千葉県柏市 

 鳥 栖 共 配 セ ン タ ー 佐賀県鳥栖市 

 京 浜 物 流 セ ン タ ー 東京都大田区 

 中 京 物 流 セ ン タ ー 愛知県春日井市 

● 環境配慮型物流センターを中心とした 
　低炭素社会化への取り組み 
● モーダルシフトの推進　 
● 梱包・積載技術の向上 
● エコカーの導入とエコドライブ推進 
● 環境にやさしい設備の導入 
● 共同物流の推進 
 

日立物流グループ　モーダルシフト推移 

業界プラットフォーム事業（共同物流）の概念図 

【取り組み事例 1】 
実証実験への参加 
　京浜港高度化推進協議会主催「背後圏内陸部輸送ワーキング
グループ」にて、45ftコンテナの国内輸送実証実験に参加し
ています。 

 超高効率変圧器 

 発光ダイオード（LED）照明（ダウンライト） 省電力化 

 初期照度補正制御Hf蛍光灯 

 設備メニュー例 主な効果 

 

メーカー A 

 

プラットフォーム 
センター 

店別仕分 

共同 
保管 

流通 
加工 

小売 A 

 

小売 B 

 
卸 B 

 

卸 A 

 メーカー B 

 

メーカー C

共

同

配

送

 

共同物流 

当社環境配慮 
物流センター 

● 省エネ仕様の建物・設備 
● 廃棄物の再資源化など 

● モーダルシフト 
● 低燃費車導入など 

● モーダルシフト 
● 低燃費車導入など 

● 業界プラットフォーム事業など 

 

省エネ輸送 

お客様 
ユーザー 

お客様 
生産・販売者 

省エネ輸送 

リサイクル物流 

JRF 
東京貨物 
ターミナル駅 （コンテナヤード） 

東京 
CY

インランド 
デポ 
 

改善前の「空コンテナ」 
返却輸送ルート 

改善後の 
「空コンテナ」 
返却輸送ルート 

改善後の 
「空コンテナ」 
引き取り輸送ルート 

改善前の「空コンテナ」 
引き取り輸送ルート 

JRF 
宇都宮貨物 
ターミナル駅 

内陸荷主 A 
 

内陸荷主 B 
 

2007 実績 

2008年度を100とした場合 

90

0

100

110

120

130

2008 実績 2011 計画 

125

100
95

中京物流センター 

改善後 

改善前 
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自然とともに 自然とともに 

◆ 梱包・積載技術の向上 
　従来のハイブリットカメラ包装から緩衝材使用量を減らし、
包装箱の減容化および段ボール使用量を削減することができ
ました。今後も包装設計を通して環境負荷低減に努めてまい
ります。 

　変電機器を輸送するためのリターナブルコンテナを開発し、
2008年10月から日本～中国間の輸送で実用化を図ってい
ます。 

【開発事例】 
　従来、製品は1回の輸送で廃棄となる木箱梱包となっていまし
たが、専用のスチール製コンテナを開発し、繰り返しの使用を可
能にしました。これにより、輸送1回（製品20基）あたりの木材使
用量を約1．5トン削減し、環境負荷の低減と地球資源の有効活用
を実現させることができました。 

リターナブルコンテナの開発 

ハイブリッドカメラ包装の減容化改善 

 包 装 容 積 10％ 減 

 段ボール使用量 17％ 減 （年間約2.7t） 

 組立作業時間 40％ 減 

改善前（木箱：1回で廃棄） 

改善前 改善後 

改善前 改善後 

外装箱 段ボール製緩衝材 

折り畳み2段積みの状態 
 

海上コンテナへの積み込み 

改善後（スチール：繰り返し使用） 

 グリーンロジスティクスに  
“技術”で貢献 

インタビュー 

　私は金属材料を用いた包装設

計を専門としています。金属は

長期使用が可能であり、環境負荷

低減にも大変有効な包装材料であると考えています。 

　今回その観点から梱包資材のリユース※に着目して開発を

行ったスチール製コンテナは、木材使用量削減において環境

に寄与することができました。今後も「環境に配慮した“価値

ある物流サービス”」（グリーンロジスティクス）に“技術”で

貢献できるよう努力していきたいと思います。 

※リユース：一度使用された製品や部品、容器などを再使用すること。 

LE（ロジスティクス　エンジニアリング）部 
渡辺　隆史 折り畳み・段積みが可能

であり、未使用時の省ス
ペース化を実現 

木箱使用時と比べ積載
率が20％アップ 

〈ポイント〉 

2006 実績 2007 実績 2009 計画 2008 実績 

30

20

0

40

50

（％） 

24.2 
 

30.1 
 
 

40.9 
 
 

50 
 
 

　当社の研修所などを利
用して、講義と実技指導に
よるエコドライブ研修を
行っています。 
　エコドライブを実践す
ることで、省燃費な運転
を推進してまいります。 

エコドライブ研修実施 

エコドライブ実技訓練中 

｢低燃費車｣ステッカー 
（経済産業省・国土交通省の 
平成27年度燃費基準達成車） 

エコカー保有率推移 （2009年3月31日現在／10ｔ以上の大型車除く） 

◆ エコカーの導入とエコドライブ推進 
　CO2（二酸化炭素）やNOx（窒素酸化物）、PM（粒子状物質）
などの排出ガスを低減するエコカーの導入とエコドライブに
よる省燃費運転を実施しています。 

エコカーの導入拡大 
　低燃費または低排出ガスなど、環境に配慮したエコカーを
積極的に導入しています。 

　環境経営を促進するため、本社の
環境推進部門などで、ＩＳＯ環境マネジ
メントシステムの認証を継続すると
ともに、各事業拠点で、グリーン経営
の認証を拡大しています。 

◆ 第三者認証の取得 

環境マネジメントの推進 

● 環境保全行動指針、環境管理体制、環境行動計画は、当社Webサイト 
　http://www.hitachi-hb.co.jp/corpo/eco_indicator.html 
　をご覧ください。 
 

グリーン経営 
認証登録証 

認証拠点数 （2009年3月31日現在） 

 国際環境規格 ISO14001 ― 2 

 グリーン経営※
 トラック運送業用 3 39   

  倉庫業用 2 6

※グリーン経営：運輸事業者などの環境保全への取り組みを推進するために、国土交通省が創設し、外郭
団体の交通エコロジー・モビリティ財団が審査・運営する制度 

　物流分野の環境対策や管理
レベルの向上に率先して取り
組むリーダーとして、外部機関
による資格認定者を育成して
います。 
　物流の環境知識と技術に関
する専門家として、今後も計画
的に増やしていく予定です。 

◆ 環境管理資格の取得 

物流環境管理士資格認定証 

（2009年3月31日現在） 資格者数 

 物流環境管理士 （社）日本物流団体連合会 1 5 

 グリーンロジスティクス管理士 （社）日本ロジスティクスシステム協会 1 1 

 

 名　　称 認定機関 
08年度

 保有計    新規取得 
 

 名称 区分 
08年度

 保有計    新規取得 
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自然とともに 自然とともに 

　地球温暖化防止のため、環境省がライトアップ施設等の電気
を消すよう呼び掛ける｢CO2削減／ライトダウンキャンペーン｣
に、第1回（2003年）から毎年参加しています。 
　2008年は、夏至に当たる6月21日と洞爺湖サミット開催
初日の7月7日の2日間、夜8時から10時まで、全国8ヵ所の
物流センターで、看板等の消灯を行いました。 

　当社グループ会社の（株）日立オートサービスでは、お客様
の社員送迎用バスの運行を請け負っていますが、2008年
2月から中型バス1台、5月からマイクロバス1台に、バイオ
ディーゼル燃料（以下BDF）を使用しています。 
　このBDFは廃食用油を100％原料とし、精製して製造され
たものです。バイオ燃料はCO2（二酸化炭素）の排出量をゼロ
と見なすことができることから、地球温暖化防止について取り
決めた京都議定書の目標達成にも寄与できます。 

◆ バイオ燃料の活用例 ◆ ライトダウンキャンペーンに参画 ◆ 木製パレットのリサイクル例 

　2008年6月20日、茨城県主催の「STOP！地球温暖化」
県民総決起大会が、県南生涯学習センター（土浦市）で開催さ
れました。 
　その中で、当社グループは県内の運輸事業者として、環境
活動への取り組み内容を紹介しました。 

◆ 当社グループの環境活動を社外へ紹介 

北柏第2物流センター 

バイオディーゼルを燃料とするバス 

当社グループの活動内容を紹介 

発光ダイオード（ＬＥＤ）照明の 
社名看板を点灯中 

第18号（2009年3月発行） 

社名看板を消灯 

◆ 環境シンボルバッジの着用 

◆ 環境教育の実施 
　3Ｒ※１を進め、廃棄物の資源循環を促進しています。 

◆ 廃棄物の再資源化率（国内） 

　ＴＶ会議システムの活用や、出張の際は輸送効率の良い交
通機関を利用するなど、日々の業務でも環境への影響を考え
行動することを心掛けています。 

◆ 環境を意識した日頃の活動 

　各事業所の環境への取り組み事例を採り上げ、当社グルー
プ内へ周知する「環境トピックス」（A4サイズ2枚）を隔月発
行し、2009年3月で3年が経ちました。 
　今後も、環境意識の啓発と改善活動の拡大に役立つよう、
継続してまいります。 

◆ 社内｢環境広報紙｣の定期発行 

環境担当役員による社内講話 

パーティクルボード 

個別法令等に関する 
集合教育 

「環境にやさしい燃料で
運転しています」と記載
したステッカー貼付 

　2008年4月の「廃棄物処理法｣改正施行により、木製パレット
等の廃棄物は、従来の一般廃棄物から産業廃棄物へ区分が変
更になりました。 
　このため、産廃処理への対応を行ってきましたが、これを機
にパルプ等の原料として再資源化したり、焼却時の排熱を利用
（サーマルリサイクル）する処分会社を選定するなど、資源循環
促進を図っています。 

木製廃パレットを破砕後、パーティクルボードの原料へ再生化 

ステークホルダーとの環境協働 資源循環の促進 

環境意識の向上と教育の実施 

　一人ひとりが、地球環境に配慮した行動をとることを促すた
め、2008年10月から｢環境シンボルバッジ｣を配布し、着用
を始めました。 
　2009年3月までに、国内、海外の
グループ会社を含む従業員に配布し、
上着や名札などに着用することで環
境に対する意識を高めています。 

環境シンボルバッジ 

※１  3Ｒ：Ｒｅｄｕｃｅ（減量）、Ｒｅｕｓｅ（再使用）、Ｒｅｃｙｃｌｅ（再生利用）の略称。 
※２  再資源化率＝（再使用量＋再生利用量＋熱回収量）／廃棄物発生量 

出典：（財）日本木材総合情報センター ホームページ 

　パソコンを使ったｅ-ラーニングを活用し、環境全般に関する
教育を行うとともに、廃棄物の適正処理、自動車排出ガス条例
対応など、個別の法令・
条例に関する教育も実
施しています。 

2007 実績 2008 実績 2012 計画 

91.7

99
96.4

0

90

80

100

再資源化率（％） 
※2
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● システム物流（3PL）事業 
［企業の物流業務の包括的受託］  
（物流システム構築、情報管理、在庫管理、受発注管理、流通加工、物流セン
ター運営、工場構内物流作業、輸配送、通関手続、陸上・海上・航空の輸送手
段を利用した国際一貫輸送など） 

● 一般貨物・重量品・美術品などの輸送・搬入・据付作業  
● 工場・事務所などの大型移転作業 
● 倉庫業、トランクルームサービス 
● 産業廃棄物の収集・運搬業 
● 物流コンサルティング業　他 

コーポレートデータ コーポレートデータ 

グローバルシステム物流（概念図） 

納入代行 
資材調達 
 
 

工場倉庫管理／工場構内発送管理 
製品管理／包装設計 
 
 

在庫管理／入出庫管理／発送管理 
返品管理／配車管理／受注代行 
 
 

通関／フォワーディングサービス／海外現地物流 
海上・航空貨物輸送／グルーバル在庫管理 
 
 

産業廃棄物収集運搬 
再生品回収輸送 
 
 
 

調達物流 生産物流 販売物流 

国際物流 静脈物流 

海外または国内の 
お客様（部品メーカー） 
海外または国内の 

お客様（部品メーカー） 
海外または国内の 
お客様（組立工場） 

海外または国内の 
お客様（販売会社） 
海外または国内の 
お客様（販売会社） 

消費者 
物流センター運営 物流センター運営 

入庫・検品 
▼ 

保管・加工 
▼ 

仕分・出荷 

入庫・検品 
▼ 

保管・加工 
▼ 

仕分・出荷 

生産（調達） 生　産 販　売 

物流情報システム 

株式会社 日立物流 

〒135-8372 東京都江東区東陽 7-2-18  

Tel：03-5634-0333（代表） 

1950年2月 

168億200万円 

3,528億円 （2009年3月期） 

27,497名 

57社 

国内　約235拠点 

海外　約190拠点 

8,184名 

 

会社概要 

環境フォト・コンテスト2009（2008年度） 
日立物流賞　優秀賞（テーマ：共に生きる　作品名「デート」）　 
撮影：世古　満美氏　 
プレジデント社が主催する企画に2000年度から協賛しています。 

当レポートは、日立物流グループを取り巻くさまざまなステークホルダーの皆様に
日立物流グループのＣＳＲ活動をわかりやすくお伝えすることを目的としたものです。 

2008年度（原則として2008年4月～2009年3月）の情報を中心に、直近の活
動も報告しています。本レポートは年次報告として発行しています。 

当レポートは、日立物流を中心に日立物流グループ会社（連結対象子会社45社、持
分法適用会社12社）の57社を対象としています。 

2009年6月 

日立物流の経済性報告については「年次報告書」で情報を開示しています。また、
Ｗｅｂサイトでも情報を公開しています。 

発 行 目 的  
 

対 象 期 間  
 

対 象 組 織  
 

発 行  

関 連レ ポ ート 

日立物流グループＣＳＲレポート編集について 

表紙写真について 

http://www.hitachi-hb.co.jp/

（2009年3月31日現在） 

社 名   

所 在 地  

 

創 業   

資 本 金   

連結売上高   

グループ総人員  

グループ会社数  

事 業 所 数  

 

株 主 数   

主な事業内容 



CSR推進本部 

〒135-8372 東京都江東区東陽7-2-18 
Tel 03-5634-0333（代表） 
URL http://www.hitachi-hb.co.jp/ 2008年度版（2009年6月25日発行） 

FSC森林認証紙と大豆油インキを使用しています。 

日立物流グループマークについて 

3本のラインは、陸・海・空の3つの輸送モードと提案力・運営力・
情報力の3つの力を表し、日立物流グループのグローバルか
つ高度なロジスティクスソリューションサービスを示しています。
2色はそれぞれ、赤は活力、青は着実を表しています。 


