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令 和 3 年 4 月 2 日 

総合政策局物流政策課 

 

「高度物流人材シンポジウム」を開催します！ 

～新時代のロジスティクスと、いま求められる人材像～ 

 

記 
 

１．日 時： 令和３年４月２７日（火）１６:００～１９:００ 

 

２．場 所： WEB（Zoomウェビナー）・学士会館（東京都千代田区神田錦町 3-28）併用 

 

３．プログラム： 別紙参照のこと 

シンポジウム冒頭に、朝日国土交通大臣政務官よりご挨拶をさせていただきます（予定）。 

 

４．参 加 方 法： 別紙「参加方法」をご確認の上、お申込み下さい。 

   （参加無料、要事前申込み・先着順、定員：WEB 1,000名、学士会館 80名） 

 

５．その他（メディア向け）：  

・本セミナーは会場での取材が可能です（撮影は自席からのみ可能）。 

・新型コロナウイルス感染症対策を講じる上での会場スペースの都合から、１０社（各社１名様）ま 

 でとさせていだきます。希望される場合は、４月２０日（火）１２時までに氏名、所属、連絡先等 

を下記の登録先までメールにてご登録ください。尚、定員に達し次第、会場での取材は受付終了と 

させていただきます。（シンポジウム事務局 日本物流団体連合会：symposium@butsuryu.or.jp） 

・なお、WEBでの傍聴は一般参加として別紙「参加方法」の通りお申込み下さい。 

・当日は、セミナー開始 10分前までに会場受付までお集まり下さい。 

 

 

主催：一般社団法人日本物流連合会、経済産業省、国土交通省 

後援：公益社団法人日本ロジスティクスシステム協会 

 

 

国土交通省では、経済産業省、日本物流団体連合会と共催で「高度物流人材シンポジウム ～新時代の

ロジスティクスと、いま求められる人材像～」を開催いたします。 

物流分野は、人手不足やデジタル化の遅れ、新型コロナの影響等も深刻な中で、現在、大きな変革を

迫られています。このような状況を打破し、新時代のロジスティクスを実現してくためには、国内の物

流課題や海外の動向なども踏まえサプライチェーン全体を俯瞰して経営戦略を構築できる人材や、物流

DXを牽引できる人材が求められています。 

こうした高度物流人材に求められる能力を明らかにするとともに、今後の物流業界の可能性を提示し、

文理含めた幅広い人材の物流分野への参入を促すためのシンポジウムを開催いたします。 

【問い合わせ先】 

総合政策局物流政策課 児玉、千葉 

代 表 : 03-5253-8111（内線 53-322、53-324） 

直 通 : 03-5253-8799 

ＦＡＸ : 03-5253-1559 

※参加申込は別紙チラシ記載の宛先までお願いいたします。 

 

経済産業省 同時発表 



対面・オンライン併用シンポジウム　参加無料（要事前登録）
国土交通省・経済産業省・日本物流団体連合会　共催

日本ロジスティクスシステム協会　後援

大学生・大学院生・若手社会人（物流、メーカー系、流通系企業）等のための

令和３年４月27日㈫　
16:00 ～ 19:00

開会挨拶
日本物流団体連合会 会長
日本ロジスティクスシステム協会 
副会長　

渡邉 健二

開会挨拶（予定）

国土交通省　
国土交通大臣政務官

朝日 健太郎

閉会挨拶
経済産業省
大臣官房審議官

（商務・サービス担当）

岩城 宏幸

㈱ローランド・ベルガー
パートナー
小野塚 征志

㈱野村総合研究所
主席研究員
藤野 直明

国土交通省
公共交通・物流政策審議官
久保田 雅晴

東京大学
先端科学技術
研究センター教授
西成 活裕

講　演

パネルディスカッション （ファシリテーター　東京大学教授　西成 活裕）

〈パネリスト〉
CBcloud㈱ 

代表取締役CEO
松本 隆一 

〈パネリスト〉
㈱日立物流

経営戦略部長
石山 圭

〈パネリスト〉
ヤマト運輸㈱
EC事業本部

ゼネラルマネージャー
齊藤 泰裕 

〈パネリスト〉
日本マクドナルド㈱

ストラテジックソーシング部長
梶野 透

国土交通省 
大臣官房審議官

（公共交通・物流政策・
危機管理）
金井 昭彦 

〜新時代のロジスティクスと
　いま求められる人材像〜

高度物流人材シンポジウム
　新型コロナウイルス感染症拡大の事態に直面し、社会経済活動や日
常生活における物流の重要性が再認識される一方で、物流分野は依
然、人手不足やデジタル化の遅れも深刻であり、大きな変革を迫られ
ている。　
　国内の物流課題や海外の動向、先端技術の活用やDXも含めた幅広
い視野に立って経営戦略を構築する高度物流人材が求められている
今、各業界で物流の最先端の取組に携わる有識者の講演・対話を通じ
て、今後の物流業界の可能性を提示するとともに、これからの物流業
界に求められる能力を明らかにする。

開催
日時



大学生・大学院生・若手社会人（物流、
メーカー、流通系企業）等のための

〜新時代のロジスティクスといま求められる人材像〜
高度物流人材シンポジウム

プ ロ グ ラ ム

会場 学士会館（定員80名） ＋ オンライン開催（定員1,000名）
※新型コロナウイルス感染症対策のため、定員300名のところ、十分な間隔を確保してご着席いただきます。
※定員になり次第締め切らせていただきます。

※敬称略。開始時間は目安です。　※プログラムは都合により変更になる場合がありますので予めご了承ください。

事前登録制です。
URLまたはQRコードよりサイトにアクセスのうえ、お申込みください。

シンポジウム事務局　日本物流団体連合会
〒100-0013　東京都千代田区霞が関3-3-3　全日通霞が関ビル5階

TEL ： 03-3593-0139　　　E-mail ： symposium@butsuryu.or.jp

参加方法

16:00 ～  開会挨拶 国土交通省　国土交通大臣政務官　朝日 健太郎 （予定）
 日本物流団体連合会 会長　
 日本ロジスティクスシステム協会 副会長　渡邉 健二　

16:05 ～  基調講演 物流を取り巻く動向と高度物流人材育成の現状
 国土交通省 公共交通・物流政策審議官　久保田 雅晴

16:15 ～  講演① Logistics4.0 ―ビジネスイノベーターによる物流の革新―
 ㈱ローランド・ベルガー パートナー　小野塚 征志

16:40 ～  講演② ビジネススクールで教える物流
 ～日本初の経営理論　OM ～
 ㈱野村総合研究所 主席研究員　藤野 直明

17:05 ～  講演③ 今後の高度物流人材像　
 ～文理融合による分野横断的人材の必要性～
 東京大学 先端科学技術研究センター 教授　西成 活裕

17:20 ～  休憩 
17:30 ～   パネルディスカッション
 『物流クライシスを乗り越えるDX時代の高度物流人材像』
 ファシリテーター：東京大学 先端科学技術研究センター 教授　西成 活裕
 パネリスト：CBcloud㈱ 代表取締役CEO　松本 隆一 
 日本マクドナルド㈱ ストラテジックソーシング部長　梶野 透
 ㈱日立物流 経営戦略本部 経営戦略部長　石山 圭
 ヤマト運輸㈱ EC事業部 ゼネラルマネージャー　齊藤 泰裕 
 国土交通省 大臣官房審議官（公共交通・物流政策・危機管理）　金井 昭彦
 

19:00 ～  閉会挨拶 経済産業省 大臣官房審議官（商務・サービス担当）　岩城 宏幸

https://www.butsuryu.or.jp/event/link



慶應義塾大学大学院政策・メディア研
究科修了後、富士総合研究所、みずほ
情報総研を経て現職。ロジスティクス
分野を中心に、長期ビジョン、成長戦
略、新規事業開発、M&A戦略等を始め
とする多様なコンサルティングサービ
スを展開。近著に『サプライウェブ』
（日経BP）、『ロジスティクス4.0』
（日本経済新聞出版社）等。

～新時代のロジスティクスと
いま求められる人材像～ ＜登壇者略歴＞

東京大学大学院工学系研究科博士課程修
了、博士（工学）。山形大、龍谷大を経
て現職。専門は数理物理学。分野横断的
に渋滞を研究する「渋滞学」を提唱し、
その著書は講談社科学出版賞などを受賞。
2020年より東京大学に高度物流人材を育
成する寄附講座を開設、また物流施策大
綱2021などの有識者委員も務める。

早稲田大学理工学部物理学科卒業／早
稲田大学理工学術院客員教授/日本経営
工学会 副会長/日本オペレーションズ・
リサーチ学会フェロー/オペレーション
ズ・マネジメント＆ストラテジー学会
理事/JILS ストラテジックＳＣＭコース
講師。著書『サプライチェーン経営入
門』（日本経済新聞社）、『サプライ
チェーン理論と戦略』（共著：ダイヤ
モンドハーバードビジネス編集部)等。

早稲田大学理工学部卒。2007年P＆G入
社。日本とシンガポールで主に化粧品、
洗剤柔軟剤のサプライチェーンを担当。
2016年末、日本マクドナルド入社。ロ
ジスティクス部長。2019年にグリーン
物流パートナーシップ会議「特別賞」、
ロジスティクス大賞「業務改革賞」受
賞。2021年春から現職。

2006年ヤマト運輸入社。藤沢支店長、本
社営業戦略部などを経て、ヤマトHD経営
戦略担当/海外事業担当として経営構造改
革に従事し、ヤマト運輸の商品開発責任
者に異動。2019年よりヤマト運輸のEC事
業部の立ち上げに従事。2020年3月よりヤ
マトHD社長室において新規事業開発・経
営構造改革を担当するとともに、ヤマト
運輸のEC事業部において事業戦略/商品開
発を兼任。2021年4月より現職。

小野塚征志
㈱ローランド・ベルガーパートナー

藤野直明
㈱野村総合研究所主席研究員
（産業ＩＴイノベーション事業本部
兼システムコンサルティング事業本部）

西成活裕
東京大学先端科学技術研究センター教授

松本隆一
CBcloud㈱代表取締役CEO

梶野透
日本マクドナルド㈱サプライチェーン本部
ストラテジックソーシング部 部長

石山圭
㈱日立物流 経営戦略本部 経営戦略部長

齊藤泰裕
ヤマト運輸㈱ EC事業本部 ゼネラルマネージャー
兼 ヤマトホールディングス㈱ 社長室 シニアマネージャー

1988年運輸省入省。近畿
運輸局自動車交通部長、
観光庁観光資源課長、大臣
秘書官、大臣官房人事課
長、大臣官房総括審議官な
どを歴任し、2020年7月よ
り現職。

1989年運輸省入省。国土
交通省総合政策局物流政
策課長、航空局航空ネッ
トワーク部首都圏空港課
長、観光庁審議官などを
歴任し、2019年7月より
現職。2020年10月より危
機管理を兼任。

1991年運輸省入省。
国土交通省総合政策
局情報政策課長、中
部国際空港（株）経
営企画部長、国土交
通省港湾局総務課長
等を経て、現職。

岩城宏幸
経済産業省 大臣官房審議官
(商務・サービス担当)

久保田雅晴
国土交通省 公共交通・物流政策審議官

金井昭彦
国土交通省大臣官房審議官
（公共交通・物流政策・危機管理）

渡邉健二
日本物流団体連合会会長
日本ロジスティクスシステム協会副会長

1972年日本通運株式会社入社。
その後、専務、副社長を経て、
2011年代表取締役社長、社長執行
役員、 2017年5月より代表取締役
会長。 2018年6月より日本ロジス
ティクスシステム協会副会長、
2019年6月より日本物流団体連合会
会長 現在に至る。

1988年生まれ、沖縄県出身。高校時代に
独学でプログラミングを習得。高校卒業
後、航空保安大学校を経て国土交通省に
入省。航空管制官として勤務。配送ドラ
イバーの環境改善を図る義父の考えに賛
同し、2013年に国土交通省を退省。義父
の他界を受け、運送業を継ぎ配送ドライ
バーを経験。同年、ITによる業界変革を
決意し、CBcloud株式会社を設立。

宇部工業高等専門学校機械工学科卒。
1995年㈱日立物流入社。入社当初は主に
産業系顧客の電子部品や産業機器の包装設
計業務や物流品質管理業務を担当（1998
～2001年シンガポール現地法人に駐在）。
2001年からは主に千葉県エリアの産業
系・流通系顧客の物流業務全般の運営管理
に従事、2017年に本社経営戦略部に異動
し、現職。


