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会社紹介
オフィスでつくる
みんなの健康！ トヨタモビリティパーツ株式会社

三重支社
三重県津市あのつ台4丁目2番地3　050-3163-2111
■支社長／平田 裕二郎
■沿革／昭和43年（1968年）12月  トヨタ部品三重販売株式会社
　　　　昭和49年（1974年）  8月  トヨタ部品三重共販株式会社
　　　　令和  2年（2020年）  4月  トヨタモビリティパーツ株式会社三重支社
■従業員数／111名（2021年2月現在）

会 社
概 要

トヨタ車を支える部品の安定供給を目的に、1968年に創立されたトヨタ部品三重販売株式会社。1974年にはトヨタ部品三重共販株式会社として
営業を開始し、そして昨年、全国のトヨタ部品共販店とタクティーの計34社が企業統合、トヨタモビリティパーツ株式会社三重支社として生まれ変わ
りました。新たな組織では、スケールメリットを生かした物流の再構築や、物流網を活用した新しいサービスの提供に向けた取り組みを進めています。
三重支社では、共販時代から健康づくりや働き方の改善に向けたさまざまな活動を積極的に展開。長年培った「粘り強く真面目に頑張る」社風を
ベースに、未来に向けた「挑戦」をスタートさせています。

社員みんなで培ったエネルギーを、未来のために！
組織改革で、生き生き働ける職場に

支社長
平田 裕二郎さん

健康増進を目的にした取り組みやイベントが盛りだくさんの同支社。
誰もが参加しやすい仕組みづくりも工夫しています。

生き生き働ける職場づくりのための、「元気アクション活動」を実施。
さまざまな取り組みのほか、1年間職場を「明るく元気にした人」を投票
するコンテストも実施。受賞者には賞品と表彰状が授与されました。

総合推進部
有竹 愛さん

物流管理部
統括次長
木村 信雄さん

物流管理部
係長
加藤 英樹さん

総合推進部の皆さん

　弊支社では昨年から３ヵ月に１度、社員による一斉清掃日を設けたん
です。今どき、流行らないですか（笑）？これは社員の一体感を醸成するこ
とが目的なんです。
　組織改革のスタートは２０１８年１２月に伊那食品工業さんへ会社幹部
とバスツアーで訪れたことがきっかけでした。同社は木が年輪を重ねる
ように、少しずつ会社を成長させる「年輪経営」で知られていますが、実
際に訪れると社員の皆さんは自主的に毎朝始業前に清掃をされるなど、
愛社精神に満ち溢れているのです。（今は、労基法の観点から時間内に
変更されていますが）そこまでの愛社精神を社員の皆さんに育まれてい
るということに大変感動し、そこまでの経営はなかなかできることではな
いと、感じました。
　当時のトヨタ部品三重共販は正社員１００人に満たない小さな会社で
したが、だからこそ社員一人に頼る部分は大きく、「社員一人一人全員が
生き生きとして、愛社精神に満ち溢れた会社」にしたいと、いう想いにい
たりました。そして、行った改革が「チームワーク」を大切にするというこ
とです。事務系も営業も、それまで個々に任されていた仕事をチームで
取り組める組織に組み直し、業種が違う部署間のローテーションも積極
的に試みました。はじめは大変でしたが、それは多能工化につながり企
業力も強化したと感じます。休みやすい環境づくりにもつながりました。
　もちろん「生き生き働く」ことの原点は「健康でなければ元気に仕事も
できない」のですから就業環境の整備も進めました。「健康経営」という
言葉は後から知ったのですが、「生き生き働ける会社」にするための取り
組みが、「健康経営」の考え方に一致していた訳です。すべての源は健康
にありますね。

　私も遅ればせながら大好きだったお酒を減らし、普段は缶ビール１本
程度。週一で休肝日もつくっています。古くから私を知る人は信じてくれ
ませんが（笑）。
　当社のウォーキングイベントでは１日最多９時間かけて５万歩も歩き
ましたが、それでも５位。もっと上の元気な社員がいて感謝です。今では
１時間歩く程度は全く苦にならなくなりました。
　まだまだ、支社の社員に「愛社精神」が育まれているというレベルには
程遠いと思っています。加えて、トヨタグループ内の多くの会社や組織に
学ぶべきことはたくさんあると感じています。みんながもっともっと元気
になるために頑張りますよ。

　従業員の皆さんの健康やワークライフバランス
の管理を行っているのが、総合推進部の皆さん。
有竹さんは、店頭スタッフ、営業（外販）企画などの
部署を経て、2017年に現在の部署に異動しまし
た。その間には産休・育休を3度経験。
　「産休・育休を取りやすい環境が整備されていて
助かりましたが、だからこそ復帰したらがんばろ
う、今度は自分が助ける立場に！という気持ちにな
れました。これまでの経験を生かしながら、より働
きやすい環境づくりを皆で考えていきたいですね」

2020年が「明るく元気」、2021年は「挑
戦」。「ベタでしょう（笑）？でも皆にわかりやす
いのが一番だと思うんです」と平田支社長。
社員による書き初めが、支社事務所に掲げ
られています。

全員参加で健康づくり活動を実施。
5つのコースの中から1つを選んで各
自が目標を宣言。目標達成者には報
奨金が支給されました。（3千円/人）
62名（達成率56.8%）

昨年7月～9月の2カ月間実施したウォー
キングイベント。5コースの中でも従業員
の半数以上（63名）が参加し、大盛り上が
りを見せました。スマートフォンのアプリに
経過集計が表示されることで、皆さんの
やる気により「火」がついたようです。達成
者や優秀者には賞品が授与されました。

1日1箱～2箱、タバコを吸っていた
島田さんですが、見事に禁煙成功！！

大大成功！
ウォーキングイベント

社内クラブ活動や、ビアパー
ティーなどの懇親会も活発な
同支社。しかし、昨年はコロナ
禍により多くのイベントが開催
できなかったため、グループ分
割でのオフサイトミーティング
を開催。部署間の連携を深めま
した。また、昨年から行われてい
る同支社の一斉清掃は社内の
一体感や助け合い風土の盛り
上げに一役かっています。

フレックス制度を2020年から導入後すぐ
に、利用促進キャンペーンも実施。「家族と
の時間が増えた」など従業員からも好評。

重い商品を多く扱う同支社では、少しでも社員の負担
を軽くするため、作業軽減装置などを積極的に導入。

健康診断などの自己負担をゼロにし
ている同支社。その効果もあり、受診
率は100％となっています。

■朝礼前のラジオ体操（参加自由、現在は屋外で実施）
■インフルエンザ予防接種の自己負担ゼロ
■全拠点に体組成計と血圧計を設置
■コロナ対策にはマスク着用などのほか、健康観察表
　記録や自宅と職場でのW体温検査も実施

[本　店] ■三重県津市長岡町3060-1
　　　   ■TEL：059-253-3333 
　　　   ■営業時間：11時～18時（不定休）
[大阪店] 大阪府大阪市西区新町2-18-19
[東京店] 東京都世田谷区若林3-17-10
[オンラインショップ]
 http://www.decarnerocaste.net/

手 土 産

可愛らしい焼き印が押されたカステラは、三
重県産高級小麦粉「あやひかり」や四日市
産のはちみつなど、こだわりの素材を使用
し焼き上げられています。焼き印は数種類
から選ぶことができ、お祝いやお礼のシー
ンにもぴったり。有名芸能人の結婚の引き
出物として使用されたこともあるんだとか。

DE CARNERO CASTE

年末にも
一斉清掃を実施。
新年を気持ちよく
迎えました。

ノリの良い曲と
担当によるMCで、
ジャンプ運動♪

支社報づくりは、
他部や会社全体
の理解にもつな
がっています。

「明るく元気にしたで賞」の授与式

健康教室は、
身体を動かす
習慣づくりの
きっかけに！

部署ごとにチーム体制をつくり、「その人だけ」
の仕事を少なくする取り組みを進行中。

●職域を超えた部署間ローテーションを実施。
複数の知識が身につき、各自のスキルアップ
も向上！
●月1回発行される支社報「まるみえ！」の編集
委員は、総合推進部＋全社員の持ち回り制。

●事務作業を自動化する「RPA（ロボティック
プロセスオートメーション）」の導入を進行中。
●４つの営業所にある店頭受注業務を仮想
ネットでつなげ、一つのセンターとして機能
させた「バーチャルコールセンター」の仕組
みを採用。

総合推進部 次長
鈴木 正治さん

地域の
おすすめ品を
ご紹介

健康増進への取り組み、
盛りだくさん！

「チャレンジ企業」をめざし
働き方改革を進行中！

コミュニケーション
も大切に！

「現場の声」から、環境改善！

その他

●月1回の全社員朝礼では、
　「ジャンプ運動」で気分を上げて！
●メタボ予防などを目的にした
　健康教室を開催（人数限定）
●社内改革に向けた
　討論会や書き初めなども実施

健康宣言5つのコース
●歩行・歩数トライアルコース
   （ウォーキングイベント）
●禁煙コース（禁煙外来補助あり）
●ダイエットコース
●健康診断改善コース
●健康優良維持コース

健康づくり活動

健診受診100％

禁煙コースで見事成功！
今後も吸いません!!!

管理本部長 常務執行役
石黒 伸行さん

男性個人合計歩数1位
（2カ月間で1,651,885歩）

男性部門1位

単日最多歩数2位
（1日で61,993歩）

女性部門4位

人間ドックはより
深い健康チェックが
できますから安心に
つながりますね。
結果はかかりつけの
先生にもっていき、
日頃の健康維持に
役立てています

チームの皆で競い合い
頑張ったお陰で、個人の
記録も伸びました。
雨の日はショッピング
センター内を何周も
していました（笑）！

目標を決めて歩き、それを
やり遂げたときの達成感が
好きです。今回は伊勢神宮
を目的地に（約25キロ）
6時間くらい歩きました！

ワークライフバランス

仕事効率
助け合い精神

休みやすさ

これまで、禁煙には数限りなく失敗してきました（笑）。
今回は、まわりにやめる！と宣言できたことと、

禁煙外来に通えたことが成功のポイントになりました。
浮いたお金で、趣味のバイク改造を楽しんでいます！

従業員の皆さんの
日頃の声をしっかり
聞くようにしています。
こんなものがあったら
いいなという仕組みを、
ときには自分たちで
つくることもあります。

皆で会社全体の推進を
バックアップ！！

良い環境は、働く意欲を高めるはず！ 所属する「総合推進部」は 
旧「総務部」で、

2017年に部署名を変更。
 その名の通り、健康をはじめ
さまざまな取り組みを
推進します！

インタビュー当日は、
熱量たっぷりに

お話くださいました。

相乗効果で健康経営！

お互い元気で
健康に！

チームワーク体制で
多能工化・思いやり精神

生き生き働ける企業に

暑さ・寒さ対策

作業の負荷軽減 搬送作業も
ラクラク～！

重さは、
ほとんど
感じません！

自動で素早く
開け閉め可！

はこぶ
くん

初動
補助装置

防風防寒
カーテン

同支社の
目標テーマ

総合推進部 係長 島田 篤志さん

あのつ台営業所
業務グループ
西川 愛莉さん




