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物流技術管理士資格認定講座　2019年度結果報告

～新たに391名の物流技術管理士が誕生！～

第134期（2019年5月16日～2019年10月25日：東京開催）

日野自動車㈱　中野 翔太 氏

1．受講目的

私はトラック・バスの製造を
行う自動車メーカーの新事業を
企画する部署に所属しておりま
す。具体的には、社会や弊社の
お客様が抱える課題を解決する
事業を企画しております。課題解決にはお客様のこ
とを深く理解する必要があると考え、物流の知識の
習得と弊社のお客様である物流事業様との交流を目
的に、本講座の受講に至りました。

2．本講座を受講して有用だったこと

物流に関する基礎知識や物流を取り巻く環境（働
き方改革・ICT等）を体系的に学べたのは、非常に
有意義でした。しかしそれ以上に有意義だったのは、
演習時のグループワークを通して、物流事業様の考
え方や意見を聞くことができたことです。弊社には
ない視点の考え方や、実際の物流現場における課題
や解決手法など、弊社内にいたのでは聞くことがで
きないことを聞けたのは、大変有意義な時間でした。

3．今後の抱負

人手不足をはじめとした物流における課題は、し
ばらくは続いていくと思います。そのような状況の中
で、本講座で得たことを活かし、1つでも多くの社会・
お客様が抱える課題を解決していきたいと考えます。

最後に、ご指導いただきました講師の方々、講座
を円滑に進めるためご尽力くださった事務局の
方々、受講期間中に業務のフォローや受講レポート
や論文の確認をしてくださった職場の皆様方にお礼
を申し上げます。

第135期（2019年6月5日～2019年12月13日：大阪開催）

東ソー物流㈱　伊藤 彰悟 氏

1．受講目的

私は入社時より約7年間、現
部門である陸上輸送部門で業務
を行っております。まだまだ、
ロジスティクスの知識や経験も
浅く、幅広く知識を取得する機
会がないかと模索していたところ、当社より本講座
の案内がありました。当社の諸先輩も本講座を受講
し、多方面で活躍している姿を目の当たりにしてい
たため、自分自身も幅広い分野で活躍できる人材に
なれればと思い、受講するに至りました。

2．本講座を受講して有用だったこと

講義を通してロジスティクスを体系的に学び、専
門知識や問題解決技法を取得することができたと感
じています。また、講義内でのグループディスカッ
ションでは各会社や立場（荷主・物流業者）により
様々な考え方があることを認識できました。効率よ
い物流を構築するには荷主・物流業者が同じ方向を
向いていなければならず、部分最適ではなく全体最
適を志向する必要があります。その意味においても
様々な業種の方々と討論や演習を実施し、荷主・物
流業者の各視点を学ぶことができる本講座は大変有
用なものであったと感じています。

3．今後の抱負

物流業界は今後、ますます人手不足の問題が顕著
化していくことが予想されています。本講座で学ん
だことを自身の業務へ活かし、物流業界が直面する
課題を柔軟に解決することができる物流技術管理士
になりたいと考えております。

2019年度の物流技術管理士資格認定講座は、2020年3月19日（木）の第138期認定証授与をもって全日程を終了
いたしました。2019年度は、新たに391名の物流技術管理士が誕生し、資格取得者累計は11,671名となりました。
ここでは、2019年度に開講した第134～ 138期の各期にて最も優秀な成績を収められたみなさんの、本講座を
受講しての感想をご紹介いたします。
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第136期（2019年9月4日～2020年3月6日：名古屋開催）

㈱豊田自動織機　中川 伸之 氏

1．受講目的

私は工場で生産したフォーク
リフトを出荷する物流センター
に勤務しており、物流改善業務
を担当しております。物流に携
わってはいるものの、社外でも
通用するような一般的な物流知識が乏しく、日々の
業務改善に限界を感じていました。そこで、物流・
ロジスティクスに関する体系的な知識を身につけ、
個人および職場としてレベルアップしたいと思い受
講しました。

2．本講座を受講して有用だったこと

講義・テキストの質が高く、どの単元も勉強にな
ることばかりでした。レポートや論文作成を通じて
講義内容を振り返ることで、学んだことが血肉とな
り、実際の業務にもすぐに活用することができまし
た。講師の皆様が、最新の物流情勢・物流現場につ
いてお話をしてくださったのも、書籍やインター
ネットでは得難い貴重な経験だったと思います。

また、人的ネットワークを形成できたことも有用
でした。昨今のドライバー不足の影響によるトラッ
ク手配の難しさに悩まされていましたが、そのこと
を物流事業者に勤める受講者に話したところ、思い
がけず新規取引が始まり、本講座を受講してよかっ
たと改めて思いました。

3．今後の抱負

本講座で学んだことを実践し、よりよいサプライ
チェーンの構築に取り組んでいきたいです。また、
学んだことは同僚に共有し、職場としてもレベル
アップを図っていきたいと思います。

第137期（2019年9月11日～2020年3月13日：東京開催）

㈱インフォセンス　清田 祐未 氏

1．受講目的

当社は物流会社の情報システ
ム子会社ですが、物流分野の知
見を活かしコンサルティングも
実施しています。私はコンサル
ティング部門に所属しています
が、実際の業務で得られる知識や経験には偏りがあ
り、網羅的・体系的に知識を習得したいと考え受講
しました。

2．本講座を受講して有用だったこと

講座を通して、サプライチェーン全体に関わる幅
広い知識を獲得することができました。不足してい
る知識を補いながら、学んだ考え方を実業務に活用
し、自分の対応範囲を拡大できています。

また、先生方や他の参加者から現場の「生の声」
を聞けたことも非常に有益でした。経営・管理・現
場など様々な立場の視点が求められる仕事のため、
新しい視点で物事を捉える良い機会となりました。

3．今後の抱負

私は本講座受講の前年に物流現場改善士の資格
を取得しており、現場改善から物流管理へと対応領
域を広げてきました。今後は、経営・物流戦略など
さらに上流の領域に切り込める知識を身に付け、よ
り多角的な視点でのコンサルティングへと発展させ
たいと考えています。

最後に、ご指導いただいた講師の方々、受講を後
押ししていただいた職場の皆様、論文作成にご協力
いただいた現場の皆様方に感謝申し上げます。
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2019年度開催報告

としてお客様に喜んでいただく方法のひとつに、保
管や仕分け・輸配送までの一貫したサービスを提供
し、お客様の物流に関わるTOTALコストの削減が
挙げられます。業態の垣根を越えた取り組みを行う
にはどのような調整が必要なのか、どのように進め
ていくことが重要なのか学ぶ機会を得ることができ
ました。

また、他業態の物流に従事している仲間と出会う
機会ともなり、様々な場面で有意義な意見交換がで
きました。

3．今後の抱負

本講座で学んだことを弊社業務の実運用に展開
し、業務実態に応じた改善・改革を推進していきた
いです。特に「標準化」に力を入れ、作業の自動化・
簡素化を図り、今後ますます加速する労働力不足に
対応したいと考えています。最終的にはお客様に喜
んでいただける取り組みを通じて、「食のインフラ
企業」として社会に貢献したいです。

第138期（2019年10月2日～2020年3月19日：大阪開催）

㈱ニチレイ・ロジスティクス関西　松永 和之 氏

1．受講目的

弊社は冷凍・チルド帯を主と
した食品物流に携わっており、
DC機能・TC機能・輸配送機能
を有する物流事業会社です。そ
の中で私は入社以来DC機能の
事業所に所属しており、他の業態での業務内容につ
いて知識不足を感じておりました。本講座の案内を
会社から受け、自身の成長するチャンスと捉え、受
講させていただきました。

2．本講座を受講して有用だったこと

「コストトレードオフ」や「デザイン・フォー・
ロジスティクス」等、ひとつのセクションや業態の
みでの視点ではなく、全体最適化を目指した考え方
を学びました。弊社が食品に携わる総合物流事業者

2019年度開催概況／「物流技術管理士」認定者数
開催期 開催地区 開催期間 認定者数

第134期 東　京 2019年 5 月16日～2019年10月25日 114名
第135期 大　阪 2019年 6 月 5 日～2019年12月13日 59名
第136期 名古屋 2019年 9 月 4 日～2020年 3 月 6 日 43名
第137期 東　京 2019年 9 月11日～2020年 3 月13日 127名
第138期 大　阪 2019年10月 2 日～2020年 3 月19日 48名

第134期（東京開催）プレミーティング　グループ討議の様子

2019年度受講者データ

製造業
11％
流通業
6％

物流子会社
25％

物流事業者
45％

情報システム
7％

その他 6％

役員 1％
部長 6％

課長・MGR・
センター長
32％

係長・主任
32％

一般職
26％

その他 3％

業種構成

役職構成

本年度は新型コロナウイルス感染拡大に伴い、東京1期と大阪1期が中止となり、東京・大阪・名古屋各1期の開催となります。現
在WEBとFAXでの申し込みを受け付けております。なお、今後行政機関等からの要請、その他の事由によって変更・中止をする
ことがございます。開催1カ月前までに実施予定をお知らせいたします。
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ロジスティクス強調月間2020
サポーター募集のご案内
 

日本ロジスティクスシステム協会は創立以来、毎
年10月を「ロジスティクス強調月間」と定め、ロジ
スティクスの意義の普及・促進と地域活性化を推進
することを目的に、全国的な規模でキャンペーン活
動を展開しております。

本キャンペーンの実施にあたり、ロジスティクス
の高度化・効率化の気運を盛り上げ、普及活動につ
いてご支援をいただける「サポーター」を募集いた
しております。

顧客満足の向上を機軸とした全体最適を追求す
るロジスティクスの高度化・効率化の推進は、企業
における重要課題のひとつとなっております。その
意義を普及・促進するキャンペーン活動のなかで、
広く産業界へ貴社・貴団体のロジスティクス推進に
真摯に取り組む姿勢を示すことで、イメージアップ
が期待できるロジスティクス強調月間のサポーター
に、ぜひご参加ください。

＜ロジスティクス強調月間2020　概要＞
主催：日本ロジスティクスシステム協会（JILS）
運営：ロジスティクス強調月間2020推進委員会
期間：2020年10月の1カ月間
統一テーマ：
　 持続可能な社会の実現に向けて 

～今、ロジスティクスが為すべきこと～

＜サポーターご参加の特典＞
1． ロジスティクス全国大会2020（オンライン有料

講演）へ、無料にてご参加いただけます（※講
演プログラムの詳細は、後日公開いたします）。

2． ロジスティクスの普及促進活動を支援するサポー
ターとして、各種媒体に「企業名、大学名、団
体名」もしくは「ロゴマーク」、「コマーシャルメッ
セージ」を表示し、広くご紹介いたします。

＜サポーターお申込期限＞
2020年8月14日㈮まで

新会員の紹介　＜順不同、敬称略＞
 

＜法人会員＞
・伊藤ハム米久ホールディングス㈱
　東京都　食品
・オールセーフ㈱
　神奈川県　荷役機器・システム
・王子ホールディングス㈱
　東京都　紙・パルプ
・大阪ガスマーケティング㈱
　大阪府　ガス
・オリックス不動産㈱
　東京都　不動産
・サンデン・ビジネスアソシエイト㈱
　群馬県
・㈱ジャパンクリエイト
　大阪府　人材派遣
・全日本ライン㈱
　東京都　物流子会社
・TTC㈱
　東京都　その他の製造業
・日本アパレル物流連合会
　滋賀県
・ブラザー販売㈱
　東京都　その他の卸売業
・プラスオートメーション㈱
　東京都　レンタル・リース
・ホンダ運送㈱
　埼玉県　陸上輸送
・㈱Phoxter
　大阪府　その他の卸売業
・山村倉庫㈱
　兵庫県　物流子会社
・ヤンマーグローバルエキスパート㈱
　大阪府　産業機械
＜個人会員＞
・雨宮　路男
・富計　かおり
・行本　顕


