テルサウェイズ
基本データ
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本社所在地
代表
創立
資本金
売上高
従業員数

配送品質報告書

営業所
株式会社テルサウェイズ
富山市中大久保349
取締役社長 今村 巧
1991年12月12日
3,000万円
5億595万円 （2021年12月決算）
56名 （2022年4月現在）

本社営業所
所在地 富山市中大久保349
岩瀬営業所
所在地 富山市上野新町13-5
高岡営業所
所在地 高岡市内免2-8-55

役員及び従業員 （2022年4月現在）

日本海ガス絆ホールディングスグループ

30～34歳
3.6％
60～歳
12.5％
55～59歳
12.5％
50～54歳
28.6％

記載内容は2022年6月現在のものです。

35～39歳
10.7％
40～44歳
17.9％
45～49歳
14.3％

平均年齢 49.8歳
※当社は60歳を定年としております。
その後、65歳までシニア社員として再雇用。
１年毎の契約更新の際にヘルスチェックを
十分に行っております。

売上及び営業利益

売上

営業利益

健康経営の取り組み
会社の業務遂行の基本は「役職員の健康維持」であると考えており、
そのための様々な対応を行っております。

※2021年
軽油価格の高騰が利益減少
に影響致しました。

売上の内訳（2021年）

保安調査
4.1％
充填
9.7％
ボンベ
配送
35.7％
ローリー
50.4％

車輌保有台数
シリンダー配送車輌
３ｔ車 １８台
４ｔ車
４台
民生バルク ５台

健康経営企業宣言 銀(STEP1)に認定
2021年3月
テルサウェイズは全国健康保険協会富山支部主催の
「とやま健康企業宣言」銀(Step1)の認定を受けました。
当社では、従業員の健康を第一と捉え、健康診断再検査費用の
会社負担や特定保健指導実施率100％、毎朝の血圧測定・検温等の
活動状況が評価され認定となりました。 今後は従業員もとより、
その家族の健康も含めサポートし、「健康経営」に積極的に取組
んで参ります。

健康診断再検査費用全額会社負担
健康診断の結果、再検査が必要とされた場合の費用は会社負担で実施しております。
また、生活指導が必要とされた従業員へは特定保健指導も積極的に受けて頂いています。

再検査実施率

LPGローリー ８台
LNGローリー ８台

単位：人

特定保健指導対象者

単位：人

配送量

要再検査人数

※ LPG：Liquefied Petroleum Gas（液化石油ガス）
LNG：Liquefied Natural Gas（液化天然ガス）

再検査受診人数

※特定保健指導とは
生活習慣病予防健診（特定健診）を受けた後に、
メタボリックシンドロームのリスク数に応じて、
生活習慣の改善が必要な方に行われる保健指導の
ことです。

全営業所に血圧計設置

睡眠時無呼吸症候群スクリーニング検査実施

2020年12月全営業所に血圧計を設置。
出庫前に検温と共に測定値を記録しています。

運転に関わる社員を対象に年に一度
SAS（睡眠時無呼吸症候群）の検査を実施しています。
再検査が必要となった場合の費用は会社負担で
行っています。

インフルエンザワクチン接種費用

配偶者健康診断の補助制度
従業員を支える家族の健康も考え、配偶者の健
康診断費用が発生するご家族の場合も会社負担
で実施しております。

ストレスチェックの実施

安全への取り組み
安全への取り組み
当社は、輸送の安全の確保に積極的に取組んでいる事業所を認定する
「安全性優良事業所」（Gマーク）に全事業所が認定されています。（国土交通省認定）

本社営業所：2020年取得
初回認定年月 2008年1月

インフルエンザワクチンの接種費用も全社員対
象で全額会社負担で行っています。

岩瀬営業所：2019年取得
初回認定年月 2010年1月

脳ドッグ受診

年１回、全従業員を対象に実施しています。

高岡営業所：2021年取得

初回認定年月 2013年1月

４５歳を迎える従業員は通常の健康診断に加え
て脳ドックも受診しております。

従業員の交通違反及び交通事故

疾病欠勤日数

従業員喫煙率

従業員全体での疾病による欠勤・休職日数です。
（怪我除く）
病欠日数

交通違反

2022年現在
合計

本社営業所

50.0％

58.6％

交通事故

単位：日

岩瀬営業所

高岡営業所

32.0％

80.0％
喫煙者

富山県の喫煙率が約18％であることから
当社の喫煙率は高いと言えます。

単位：件

・座席ベルト装着義務違反
・免許不携帯
・携帯電話使用等
・通行帯違反
・指定通行区分違反
・横断歩行者等妨害

１件
１件
３件
１件
１件
１件

・対物事故
・人身事故

３件
１件

※プライベートでの交通違反・事故を含む

SDカードの保有状況

対象人数（人）

環境への取り組み
※2020年12月のデータによります。※アルバイトの従業員を除きます。

環境への取り組み
当社では環境負荷の少ない事業運営を行っている会社に与えられる
「グリーン経営認証」を取得し、その対象車両は保有台数の90％以上
となります。（交通エコロジー・モビリティ財団認定）

SDカードの年別交付人数
継続年数別取得状況

環境負荷の少ない事業運営とは
・環境保全のための仕組み・体制の整備 ・エコドライブの実施
・低公害車の導入
・自動車の点検及び整備
・廃車及び廃棄物の排出抑制、適正処理およびリサイクルの推進
・管理部門（事務所）における環境保全の推進
等の取り組みを指します。

年間走行距離
スーパーゴールドは20年以上無事故無違反だった場合に
付与されます。当社での所有率は10人（22.2％）です。

労働災害発生件数
労働災害

単位：件

2019年（47日）
・出勤時に交通事故により胸骨骨折（19）
・除草作業時70㎝程の側溝におち左膝打撲（0）
・容器交換時コンクリートブロックに頭頂部打撲（0）
・容器交換時ブロック塀が落下し左脛裂傷右足甲打撲（26）
・容器交換時に右手首捻挫（0）
・充填所のプラットホームから背中から落下（1）
・容器交換時に雪に滑り胸骨圧迫骨折（1）
2020年（0日）
・容器交換時に容器キャップが口に当たり怪我（0）
・軒先にて足場と容器に指を挟み怪我（0）
・容器交換時に容器に胸部打撲（0）
2021年（０日）
・事務所通用口のドアに左足を挟み怪我（0）
・容器運搬時に鉄筋の枠に頭部を強打し怪我（0）
・トラックのドアに左手中指と薬指を挟み怪我（0）
（ ）内の数字は休日日数

2019年と2021年との比較で約0.9％（13,479㎞）
年間総走行距離が増加しています。
主にLNGローリーの配送エリアの拡大が原因です。

年間給油量

2019年と2021年との比較で約5.2％（19,813ℓ）
年間給油量が増加しています。
走行距離の増加が影響しております。

リクルート

燃費データ

入社・退社
年別入社人数
車輛の種類により差はありますが
2019年と2021年との比較で
燃費は4.1%悪化しています。
容器配送においては、配送エリアがコンパク
トになっていった分、ストップ＆ゴーが増加
した事が一因として考えられます。

（単位：人）

年別退社人数

（単位：人）

※燃費 １Ｌあたりで何km走るかの数値です。

配送効率（走行距離と配送量）
「配送の効率」「省エネ」はアイドリングであったり、車輌のストップアンドゴーの
頻度、配送員の配送順序・段取りなどで大きく差がでてきます。
諸要因を包含する指針として、下記の２つの指針を提示いたしました。

離職・定着率

配送量１tあたりの配送距離（単位：km）

資格取得状況

（2022年3月現在）

2019年～2021年の在籍人数を
各年56名として算出しています。
2019年～2021年の退社人数6名
6÷168×100＝3.8（％）

産業別離職率

配送量１tあたりの給油量（単位：ℓ）

2019年から2021年の３年間で、総配送量は順調に増加
していますが、比例して給油量も増加しています。
大型のローリーと比較し、3ｔ.4ｔ利用の容器配送に
ついては効率面での数値が悪化しており一層の工夫が
必要と考えています。

（単位：％）

2020年厚生労働省-産業別離職率-より引用

（単位：人）

2021年10月20日
2021年10月28日
2021年11月11日
2022年 4月 4日
2022年 6月 1日

第一刷
第二刷
第三刷
第四刷
第五刷
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