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佐川急便のBCP活動について ～熊本地震発生から1年～  

 
 

佐川急便では、SGホールディングスグループがこれまでに行ってきた災害対応の経験を踏まえて
構築・強化してきたグループBCP※を実践し、事業の継続と支援活動にいち早く着手。被災地の一
日も早い復興に向けて、全社を挙げて復興支援に取り組んでいます。 
※BCP(Business Continuity Plan 事業継続計画）：災害や事故などの不測の事態が発生した場合に事業活
動を継続させるため、あらかじめ設定しておく全社的な行動計画のこと。 

熊本地震発生時の活動 
宅配便サービスの再開 

 佐川急便では2016年4月18日から宅配便サービスを他社に先駆けて再開しました（一部

地域を除く）。道路網の寸断などから通常の宅配便サービスの提供が困難な場合でも、「荷
物を受け取りたい」、「被災地に荷物を送りたい」というお客さまの声に応えるため、いち早く
開始することが重要だと判断しました。 

 
避難所への物資の輸送 

 佐川急便では政府や全国の自治体、大学などと災害協定を締結しています。災害時には
これに基づき、各避難所への緊急物資の輸送や物資集積拠点の荷捌きなどに協力してい
ます。   

 熊本県上益城郡益城町など特に被害の大きかった地域に対して、自衛隊と協力して支援
物資の輸送活動を実施しました。 
 2016年4月16日より順次、政府非常災害対策本部が実施したプッシュ型支援物資供給の
輸送を行い、他社に先がけて避難所までの輸送網を構築しました。 

【内訳】 
 
食料 （パン）約20万食（カップ麺）約10万食（缶詰）約5万食（アルファ米）1,000食（水2ℓ）約5,000本 
 
医療品  （マスク）約170万枚 

 日用品 （ビニールシート）約1,000枚（カセットコンロ）約500個（カセットボンベ）約2,000本 

物流事業者の社会的責任を果たすため包括連携協定、災害協定を締結 
 当社では、各自治体などと13件の包括連携協定、45件の災害協定を締結しています（2017
年6月20日現在）。当社がこれまでに培ってきた災害対応の経験を活かし一刻も早い災害支援

活動を行うためには、自治体などとの連携を深めることが欠かせないことから、これからも災
害協定の締結を進めてまいります。（締結先一覧は次ページ） 
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包括連携協定締結一覧 

No 締結先 契約日 名称 

1 京都府 2016/3/28 地域活性化地域包括連携協定 

2 山梨県 2016/3/30 地域包括連携協定 

3 大阪府 2016/8/10 地域包括連携協定 

4 横浜市 2016/8/22 地域活性化包括連携協定 

5 栃木県 2016/8/29 地域包括連携協定 

6 岡山市 2016/10/28 地方創生に係る包括連携協定 

7 鹿児島県 2017/2/6 地域活性化包括連携協定 

8 宮崎県 2017/2/27 地域活性化包括連携協定 

9 新潟市 2017/3/13 地域活性化包括連携協定 

10 熊本市 2017/3/22 地域活性化包括連携協定 

11 群馬県 2017/3/27 地域活性化包括連携協定 

12 島根県 2017/3/28 包括業務提携 

13 山口県 2017/5/18 地域活性化包括連携協定 

災害協定締結一覧 

No 締結先 契約日 名称 

1 内閣官房 2007/9/17 国民保護法に係る「指定公共機関」 

2 内閣官房 2013/4/13 新型インフルエンザ等対策特別措置法に係る「指定公共機関」 

3 内閣府 2013/10/1 災害対策基本法に係る「指定公共機関」 

4 静岡県 2000/3/31 緊急物資荷さばき業務に関する協定書 

5 日本赤十字社 2005/11/1 災害時における救援物資等搬送に関する協定書 

6 静岡県熱海土木事務所 2006/3/10 緊急物資荷さばき業務に関する覚書 

7 福岡県北九州市 2008/7/25 災害時における物資輸送等の支援に関する協定書 

8 福岡県 2011/4/8 災害時における物質等の緊急輸送に関する協定 

9 大分県佐伯市 2011/10/13 災害時における物資等の輸送に関する協定 

10 福岡県京都郡苅田町 2012/2/2 津波発生時における緊急避難場所としての使用に関する協定 

11 宮城県東松島市 2012/10/9 災害時における支援協力に関する協定 

12 宮城県石巻市 2012/11/15 災害時における支援協力に関する協定 

13 佐賀県伊万里市 2013/2/1 災害時における物資の調達に関する協定 

14 大阪府 2013/3/29 災害時における物資の受入及び配送等に関する協定 

15 関東管区警察局山梨県情報通信部 2013/4/1 災害時における緊急輸送の協力に関する協定書 

16 東京都江東区 2013/7/24 津波等の水害時における一時避難施設としての使用に関する安心協定 

17 東京都江東区 2013/7/24 災害時協力協定 

18 東京大学医学部附属病院緊急物資支援連合 2013/8/21 災害時における物資の輸送及び防災活動への協力に関する確認書 

19 京都府京都市 2013/9/5 災害時における支援物資の受入及び配送等に関する協定 

20 滋賀県草津市 2013/10/18 安心が得られるまちづくりに関する協定 

21 静岡県三島市 2013/11/7 災害時における支援協力に関する協定 

22 沖縄県沖縄市 2014/1/16 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書 

23 三重県四日市市 2014/3/21 災害時における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営等に関する協定書 

24 愛知県愛西市 2015/2/25 災害時における一時避難場所としての使用に関する協定 

25 長崎県雲仙市 2016/4/１ 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書 

26 長崎県南島原市 2016/4/１ 災害時における物資等の緊急輸送に関する協定書 

27 埼玉県和光市 2016/4/16 災害時等における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営に関する協定書 

28 神奈川県相模原警察署 2016/6/4 災害対策における資機材保管及び車両使用に関する協定 

29 愛知県知多郡武豊町 2016/7/1 災害時における緊急物資輸送等に関する協定書 

30 埼玉県さいたま市 2016/7/26  災害時等における支援物資輸送拠点としての協力に関する協定 

31 愛知県半田市 2016/7/26  災害時における緊急物資輸送等に関する協定書 

32 静岡県焼津市 2016/9/29 災害時等における支援物資輸送拠点としての協力に関する協定書 

33 群馬県高崎市 2016/10/1 災害時における緊急物資輸送及び集配拠点の運営等の協力に関する協定書 

34 兵庫県尼崎市 2016/10/5 災害時における支援物資の受入、配送等に関する協定書 

35 京都府八幡市 2016/11/16 災害時における支援協力に関する協定書 

36 埼玉県新座市 2016/11/28 災害時等における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営に関する協定書 

37 ソフトバンク㈱ 2016/11/29 事業継続（BC）及び災害被災地支援に関する相互協力協定 

38 埼玉県 2017/2/1 災害時等における支援物資輸送拠点としての協力に関する協定書 

39 新潟県新潟市 2017/3/13 災害時等における支援物資配送協力に関する協定 

40 東京都杉並区 2017/3/21 災害時等における緊急物資輸送及び緊急物資拠点の運営に関する協定書 

41 熊本県熊本市 2017/3/22 災害時における物資の輸送及び物流拠点の運営に関する協定書 

42 鹿児島県鹿児島市 2017/3/24 物資集積拠点運営及び物資輸送の協力に関する協定書 

43 群馬県前橋市 2017/3/27 災害時における支援物資輸送拠点としての協力等に関する協定 

44 東京都中央区 2017/3/31 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書 

45 福岡県福岡市 2017/4/24 災害時における救援物資の輸送等に関する協定書 
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高効率天然ガストラックのモニター企業として実証実験に協力を開始 

 当社は高効率天然ガストラックのモニター企業として2017年4月から実証実験に協力を開始して

います。これは、環境にやさしい天然ガストラックの効率化を図り更なる環境負荷低減を目指すも
ので、一般社団法人日本ガス協会が主体となって進めています。 

 当社は、短距離で発進・停車を繰り返す宅配便事業の車両運用において、燃費がよく低公害な
車両の研究・検討により最適な車両の導入に努めています。中でも、CO₂やNOｘ（※1）の排出量
が少なくSOｘ（※2）やPM（※3）は全く排出しない天然ガス自動車を1997 年から積極的に導入し、
2016年3月現在で3,981 台保有しています。2011 年には国際天然ガス自動車協会が実施した「一

企業・団体における天然ガス自動車保有台数調査」において、当社の天然ガス自動車保有台数
がトラック部門で世界一と認定されました。さらに、自家用天然ガス充填スタンドを全国に22ヵ所
設置することで、独自にインフラを整備しています。 
※１ NOｘ：窒素酸化物 ※2 SOｘ：硫黄酸化物 ※3 PM：粒子状物質 

「飛脚電報サービス」の展開 

 従来の電報事業者が提供する電報サービスはライフスタイルの変化に伴い市場全体の取り扱
いは減少傾向にある一方で、新たな参入企業が提供している電報類似サービスは安価な料金設
計や、インターネットによる発注工程の簡素化などにより取り扱いは増加傾向にあります。 
 そのような中、佐川急便では2014年7月から「飛脚電報便」としてサービス展開を開始しておりま

すが、このたび事業のさらなる拡販を目指して電報類似サービス業界大手のヒューモニーから事
業承継するため譲受会社を新設し、同社の事業および商号を引き継ぎ、新生「株式会社ヒューモ
ニー」として営業を開始しました。今回の事業承継は、双方のサービスの親和性が高いこと、事業
拡大に向けて大きなシナジーが見込めることから実施することになりました。 
 旧ヒューモニーは2002年に創業。130年以上にわたり寡占状態だった電報市場に民間として初
めて参入しました。全国120社・220拠点の委託協力配送会社の物流ネットワークを保有している
ほか、全国3カ所に設けたコールセンターで顧客への対応を行っています。主力の電報類似サー
ビス「VERYCARD」は、インターネットの活用や全国配送会社との効率良い連携により、従来の電
報事業者の提供する電報の価格よりも約3分の1に抑えた価格を実現。個人のお客さまだけでは
なく、企業を中心に累計3万社以上に利用され、電報サービス業界では2位のシェアを誇ります。
また、冠婚葬祭に利用される生花や、ギフト商材と電報をセットにしたサービスも提供しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 今後は、佐川急便が有する全国約3万人のセールスドライバーの営業力、旧ヒューモニーが長
年培ってきた電報類似サービスのノウハウ、全220拠点の独自物流網を組み合わせ、シナジー効
果を最大化することで、電報類似サービス市場におけるシェア拡大を目指していきます。 
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未来のサッカー日本代表選手を育てています！ 

 当社ではSAGAWA SHIGA FOOTBALL ACADEMY（滋賀県守山市）を運営しています。当アカデミー

では、サッカーを通して子供たちの心身の健全な育成と、スキルアップ（個の育成）を図ると共に、
地域社会に根ざしたクラブ活動を目指して、日々取り組んでおります。 

スクール活動 
未就学児から小学6年生までの男女を対象とした
サッカースクールを開設しています。4つのカテゴ
リー（U-12、U-10、U-8、U-6）と高学年対象のスペ
シャルスクール(※セレクション)を設定し、それぞ

れのカテゴリーやレベルに適した指導を行い、
チームプレーの中から仲間との協調性や思いや
る心を育てています。また、個人スキルの向上と
共に、さまざまな局面を自分の技術と判断で打
開できる、逞しい選手の育成をしています。 

ジュニアユース 

ジュニアユースチームは、昨年度、日本クラブ
ユース選手権U‐15滋賀県大会で優勝を果たし関
西大会へ出場。高円宮杯U-15滋賀県トップリー

グでも優勝を果たしました。サッカーの技術向上
と、常に前向きに取り組むチャレンジ精神を養い、
ピッチ内外で「自分で考えて行動する」選手、夢
に全力で向かうことのできる選手の育成をしてい
ます。卒業生からは、U-18フットサル日本代表候

補選手や高校・大学で活躍する選手を数多く輩
出しています。 

女子アカデミー 

女子サッカーの競技人口は年々増加している
中、4月からU-12年代を対象に女子専用のアカ

デミーを新設しました。地域の少年団やクラブ
に所属しながらも参加することができます。
「サッカーを始めたい」、「女の子だけでサッカー
がしたい」、「もっと上手くなりたい」といった声に
も応えています。 

その他（地域貢献活動） 

未就学児を対象として、近隣の幼稚園などでお
出掛けサッカー教室を開催しています。ボール
運動などの遊びを通じて、社会的な成長を促し、
一人ひとりの目的・体格・体力に合わせてサッ
カーの楽しさやスポーツの面白さを知ることが
できます。 
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≪CLOSE-UP SAGAWA STAFF Vol.1≫ 佐倉営業所 所長 石田悟子 

―

  

  

  

  

 SGホールディングスグループでは女性の活

躍の場を拡大してきましたが、佐川急便でも
様々な取り組みにより働きやすい職場作りに
努めてきました。 

 そのような背景の中、営業所の管理職が
女性であることは珍しくなくなってきています。
今回は、佐倉営業所（千葉県佐倉市）の石田
悟子所長に話を聞きました。 

  2003年4月佐川急便東京

営業所入社、カスタマー
サービス職やセールスドライ
バーを経験。 
千代田営業所 主任、同係長
を経て、2015年3月から文京
営業所 営業課長。2017年3
月に佐倉営業所 所長に就
任。全国で3人目の女性営
業所長 

現在の業務内容を教えて下さい 

営業所長として、従業員の労務管理と予算計画の達成に向けた売上管理が主な業務となりま
すが、そのために働きやすい職場環境を構築し、従業員と密接なコミュニケーションを図ること
でモチベーションを向上させ、業績に結び付けたいと思います。営業責任者としての責任の重
さを感じますが、従業員に方向性を示し、導いて業務を実行できる面白さがあります。 

－女性の営業所長は佐川急便の中で数少ないと思いますが、苦労されている点などは？ 

悩んだ時はその度相談し解決しております。昔からそうですが相談できる周囲の環境に本当
に感謝しております。これまでに当社では女性が活躍できる職場環境の整備に取り組んでき
ており、私だけではなく多くの女性従業員が働きやすさを感じているのではないでしょうか。私
が責任者を務めている佐倉営業所では約3割が女性の従業員で、長く勤めている方も多く、男
性、女性問わず働きやすくなってきていると感じます。 

－特に注力していることは 

働き方改革の一環としてドライバーの交代制を推し進めております。また管理職であっても
ワークライフバランスが重要であると管理業務を分散することで少しでも労働時間を短縮でき
る体制の構築に努めております。全ての職種の方が仕事、プライベートを充実できるような環
境の構築を目指しております。 

－休日は何をしていますか？ 
学生時代から続けているソフトボールや愛犬との散歩です。 

－今後の抱負を聞かせてください 

従業員誰もが「また明日も会社にきたい」と思えるような働きやすい環境を作り定着率の高い
営業所を作っていきたいと思います。 

ダイバーシティ推進課 新設 

 当社では2013年から「女性わくわく推進課」を設置して女性が働きやすい職場作りや、多くの女
性が活躍できる環境を整備してきました。そして本年3月21日からはこれらの取り組みを更に発展
させ、様々な従業員が活躍する機会を創出するためにダイバーシティ推進課と改称しました。 

有能な人材の発掘、斬新なアイデアの喚起、社会の多様なニーズへの対応といったねらいで、視
点を多様化することにより様々なイノベーションが生まれ、当社の事業が活性化すること働きかけ
ています。 

 今後も性別や年齢の違いに限らず、性格、学歴、価値観などの多様性を受け入れ、広く人材を
活用していきます。 


