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や民間企業が協力しながら次世代への対策の必要性を改めて
考え させられたセ ミナーで した。
本部長代行・総務委員長 伏見 健次
今回 のオープンフ ォーラム では質疑応答 も数多く あり、参 加
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〔台東支部 上野運送㈱〕 者の 関心の高さも 窺えまし たし、大 企業では投資 できる資金力
で解 決可能な諸問 題でも 、我が社の ような零細企 業では優先順
ロジ研本部長代行を仰せつかっておりま
位の 見極めが非常 に大切で 、今後事 業継承等 を含 めた新たな課
す伏見でございます。
題に 取組んでいか ざるを得 ない時代背景 ではない でしょうか 。
年度も替わり、街中を歩くと、真新しいス
ーツのフレッシュビジネスマンを目にする
ようになりました。毎回このような光景を目
にすると、いつかは新卒学生を採用してみた
いと、零細経営者として思うところではござ
いますが、中途採用すら思うようにできない
現状を打破しない限り夢のまた夢かと・・・。
現状を打破しない限り、夢のまた夢かと・・・。
さて、テレビ、新聞でも報道されていますが、４月に入り値上げさ
れた商品があり、その中の報道で、トラックドライバーの不足による
物流費高騰の理由とするニュースを目にしました。
昨年のヤマト運輸の値上げに端を発し、運送約款の一部改正等、業
【 オープン物流フォーラム 】
界全体が値上げモードに突入した中で今ひとつ気がかりだったの
また 、講演後に は交流会が 開催され、千原会長も ご公務終了
は、運送業界が抱える問題を、世間がどの程度認識しているのかとい
後に お見えになり 、屈託な い意見交換が 交わされ 、和やかな 雰
うことでした。
囲気 で閉会しまし た。
今回、私が目にしたテレビ報道は、値上げそのものに焦点を当てた
ものではなく、その原因となる運送業界の抱える悩みに焦点を当て
たもので、我々の窮状を伝えるインパクトのある内容でした。荷主企
業が一定の理解を示し値上げに応じ、その分を商品に転嫁すること
が必然という認識や、ネット販売に伴う配送費を負担することは、当
然の事であると消費者に理解してもらう事が、実は一番大事なので
はと強く感じていたからです。
一方で、人手不足の原因には、業界全体のイメージが悪いというこ
とも否めません。協会では、春の交通安全運動の時期に、マルチビジ
【 講演後の交流会にて 】
ョンを使用した広報活動やトラックフェスタ開催等を通し、業界の
≪各支部の総会日程≫ ※4/10 現在の予定です
イメージアップを図っています。
我々ロジ研メンバーも、藤倉本部長の年頭の言葉にあった｢調和と
☆5/14（月）千代田 ホテルメトロポリタンエドモント
団結｣で、この機運に寄与できるよう努めていきたいと思います。

◇『調和と団結』

◇『第２回オープン物流フォーラム』
副本部長・研修副委員長 林
秀行
〔墨田支部 ㈱ハヤシ配送サービス〕
先日 3 月 26 日に開催した、ロジ研「第 2
回オープン物流フォーラム」で、デロイト ト
ーマツ コンサルティングのパブリックセク
ターマネジャー 大我さやか氏をお迎えして
『モビリティ社会の変化と現在・将来の物流
業界を取り巻く環境』というテーマでご講演
頂きました。
地球 温暖化による 気温上昇を 2℃未満に抑 制する ための国内
の自 動車分野の取 組みでは 、追加的な削 減目標が 必要になり、
COP21 に おいて 196 の国と 地域が参加す る法的拘 束力のある枠
組み が構築され、パリ協定 としての合意 がなされ た説明があり
まし た。国内では 運輸部門の CO2 排出量の推移と して 2015 年
2.1 億トンから 2030 年約 3 割減 の目標設定が必要 となる計算
にな ります。
また 、国内の関 連施策の動 向として 、物流効率化 、CO2 削減、
省エ ネ化など多様 な観点か ら取組みを実 施し 、2 者 以上の連携
によ る流通業務の 総合化及 び効率化の促 進や「 荷主 」の定義拡
大を 含んだ改正案 の審議 、物 流量の増加 や少子高 齢化による人
材不 足を踏まえた 物流施策 の説明があり 、平成 30 年度予算案
に係 る主要施策の 例を具体 的に提示頂き ました。
その 後に海外の民 間企業に よる取組み状 況の説明 では 、ドロ
ーン や自動運転の 現状を説 明 頂きました 。やはり 環境問題や人
材不 足の問題が物 流業界で は顕著に現わ れ、その 対策として国
や民間企業が協力しながら次世代への対策の必要性を改めて
考え させられたセ ミナーで した。

☆5/16（水）中 央
☆5/18（金）目 黒
5/18（金）文 京
5/18（金）豊 島
5/18（金）江戸川
☆5/19（土）荒 川
☆5/21（月）品 川
5/21（月）板 橋
5/21（月）城 東
☆5/22（火）深 川
5/22（火）多 摩
☆5/23（水）大 田
5/23（水）練 馬
5/23（水）墨 田
☆5/25（金）葛 飾
5/25（金）足 立
☆5/26（土）世田谷
5/26（土）中 野
☆5/28（月）杉 並
☆5/29（火） 港
5/29（火） 北
☆5/30（水）渋 谷
5/30（水）台 東
☆6/ 1（金）新 宿

ロイヤルパークホテル
目黒支部（懇親会は開催しない）
東京ガーデンパレス
ホテルメトロポリタン
タワーホール船堀
東天紅 上野店
八芳園
板橋区立文化会館
東武ホテルレバント東京
ホテルイースト２１東京
パレスホテル東京
蒲田プラザ・アペア
ホテルカデンツァ光が丘
東武ホテルレバント東京
かつしかシンフォニーヒルズ別館※取材不可
浅草ビューホテル
トーカ熱海
中野サンプラザ
京王プラザホテル
芝パークホテル
北とぴあ
オペラシティ東天紅
東天紅 上野本店
小田急ホテルセンチュリーサザンタワー

◇スケジュール《○ロジ研行事予定》
○ 14/16（月） 15:00～
○ 14/20（金）～21（土）
5/15（火） 16:30～
6/ 5（火）
○ 16/12（火）
6/14（木）

正副本部長会議(東ﾄ総合会館 6 中)
温故創新セミナー(沖縄)
三組織連絡会(東ﾄ総合会館 7 階)
青年部総会
ロジ研総会
女性部総会

