
月　　日 時間数 月　　日 時間数

9:30 ～ 10:00 開講式 (0.5) 9:00 ～ 12:00 トラック運送事業者の財務戦略
楓税理士事務所
所長・税理士・博士（工学）

楓　森博 3.0

10:15 ～ 11:15 物流を学ぶ
(一社)愛知県トラック協会
会長

寺岡　洋一 1.0 13:00 ～ 15:00 経営における在庫マネジメントの重要性
国立大学法人東京海洋大学
学術研究院流通情報工学部門
教授

黒川　久幸 2.0

11:25 ～ 12:25
物流政策をめぐる動向
　～物流業界の現状と課題～

国土交通省　中部運輸局 1.0 15:10 ～ 17:10
ヒューマンエラーと交通事故
　～褒めて伸ばすドライバー教育手法～

近畿大学　生物理工学部
人間環境デザイン工学科　准教授

島崎　敢 2.0

13:15 ～ 14:15 業界動向と今後の経営課題 (公社)全日本トラック協会 1.0 9月12日(火) 9:30 ～ 16:30
物流企業の経営戦略
　～マーケティング・組織運営のポイント～
SWOT分析　～演習～

(株)名南経営コンサルティング
シニアコンサルタント

田村  貴之 6.0

14:25 ～ 16:25 変化する市場環境に対応した経営戦略の立案について 川崎陸送(株) 取締役社長 樋口　恵一 2.0 9:00 ～ 12:00 ICT活用による生産性向上 (有)タッチ 3.0

16:35 ～ 17:05 オリエンテーション (0.5) 13:00 ～ 15:00 運送業界の環境ビジョン
（一社）中部ＳＤＧｓ推進センター
代表理事

戸成　司朗 2.0

9:00 ～ 12:00
働きやすい職場認証制度
　～働き方改革～

(株)瀧澤・佐藤事務所
代表取締役

瀧澤　学 3.0 15:10 ～ 17:10 管理職に必要なスキル 　～社員教育と職場環境の改善～
サポートプロジェクトHAYASHI
代表

林　泰治 2.0

倉庫作業原価の見える化と改善 2.0 9:00 ～ 12:00
円滑な業務のための伝える技術
　～感情をマネジメントして事故防止へ～

(株)プラススマイル　代表
(一社)日本アンガーマネジメント協会
トレーニングプロフェッショナル

濱崎　明子 3.0

トラック運行原価の管理と採算改善 2.0 13:00 ～ 15:00
トラック運送業における安全行動指針
　～効率的かつ安全な運行計画の策定手法～

日本通運株式会社　名古屋支店
次長

撰　幸昌 2.0

9:00 ～ 12:00
トヨタ流ロジスティクス戦略
　～トヨタ生産方式からみたコストの考え方～

トヨタ自動車(株) 3.0 15:10 ～ 17:10
新たな輸送方法の確立に向けて
  ～ドローン物流の今後～

国土交通省 航空局HP掲載 管理団体･講習団体
(一社)DPCA ﾏｽﾀｰｲﾝｽﾄﾗｸﾀｰ
参与　撮影・操縦　総括責任者

早川　正文 2.0

13:00 ～ 15:00
運送業における労務管理
　～人材開発・教育の仕組みづくりと人事評価制度の構築～

あおいコンサルタント(株)
取締役

山本　昌幸 2.0 10:00 ～ 12:00 試験 (2.0)

15:10 ～ 17:10
物流リスクマネジメント
災害時に備えたＢＣＰ　～事業継続計画～

（株）NX総合研究所　取締役 大島　弘明 2.0 13:00 ～ 16:00 運送業界のDX
ascend株式会社
代表取締役社長

日下　瑞貴 3.0

10:00 ～ 12:00 荷役システムと設備機器 2.0 12月5日(火) 11:10 ～ 12:10 修了式 (1.0)

13:00 ～ 16:00
『運送・物流現場の梱包・包装改善手法』
　～梱包効率と品質UP改善事例に学ぶ～

3.0

6月13日(火) 9:30 ～ 16:30
物流提案営業
　～マーケティングと荷主ニーズのとらえ方～
データ分析による提案書作成　～演習～

(株)名南経営コンサルティング
マネジメントコンサルティング事業部
ｻﾌﾞﾏﾈｰｼﾞｬｰ　ｼﾆｱｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ

渡邉　圭蔵 6.0

物流管理の構築の基礎
　～コストの見える化について～

2.0 【ご案内】

物流管理指標(物流KPI)の活用
　～組織のパフォーマンスを把握し実務に活かす～

3.0

15:10 ～ 17:10 魅力ある職場づくりのための取り組み事例
㈱マイシン
代表取締役

辻　直樹 2.0

10:00 ～ 12:00
物流事業と法律
　～運送業を取り巻く法律について～

㈱NX総合研究所
経済研究部　顧問

長谷川　雅行 2.0

13:00 ～ 15:00
これからの企業戦略の在り方
　～マーケティングからロジスティクスの時代～

2.0

15:10 ～ 16:10 修了論文作成指導 1.0

7月12日(水) 9:00 ～ 16:30
労働基準法等関係法令
　～乗務員の労務管理における重要ポイント～

(株)瀧澤・佐藤事務所
代表取締役

瀧澤　学 6.5

物大
全14回　82.5時間

講義時間(78.5時間)

7月11日(火)

企業経営総合研究所
代表

丹下　博文

・講義開始５分前に諸連絡を行いますので、講義開始５分前にご着席ください。

・開講式・オリエンテーション・試験・修了式の時間は修了規定（６０％）には含みません。
　なお厚生労働省が実施している人材開発助成金の修了時間は異なりますので申請している場合はご注意ください。

・昼食は食堂をご利用いただけます（500円）

・駐車場を完備しておりますので車での来場も可能です。電車利用の方は三好ケ丘駅まで送迎いたします。
　ご希望の方は事務局までお問い合わせください。

※やむを得ない事情により、日程及びカリキュラムまたは講師を変更する場合がありますので、予めご了承ください。

6月14日(水)

9:00 ～ 15:00
(株)NX総合研究所
リサーチ＆コンサルティング ユニット4
シニア・コンサルタント

片亀　忠行

10月17日(火)

5月16日(火)

10月18日(水)

5月17日(水)
ロジクエスト(株)
代表取締役

清水　一成

令和５年

4月18日(火)

8月23日(水)

9月13日(水)

4月19日(水)

13:00 ～ 17:00
(株)湯浅コンサルティング
コンサルタント

内田　明美子

第　３　１　期　（　令　和　５　年　度　）　物　流　大　学　校　講　座

時　　間 科　　　　　目 担当講師（敬称略） 時　　間 科　　　　　目 担当講師（敬称略）


