共同ネット研究会

全国の会員企業様との密な連携に繋が

― 2020.1 ―

っています。３か月で共同ビジネス案
件の創出が100件を超え，大半が具現

一般社団法人 SCM共同ネット研究会

化に繫がっています。現在も拡大する
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方向で順調に推移しています。
11月には，３年間個別で進めてきた
「医・食・住・流通」各次世代SCM研

2019年の総括・
2020年の展望

という目的にシフトし，新たにスター

究会を総合次世代SCM研究会として

トしました。引き続き，各交流会や総

統一し，賛助会員でもある一般社団法

合次世代SCM研究会と連携する形で

人次世代薬局研究会2025とも連携する

開催いたします。

形で，異業種での取り組みや展開を視

第４期～第６期の３年間で進めてき

第９期ではお陰様で会員間の連携実

野に入れ，活動を始めています。以上

た異業種共同ネットへの転換を第７期

績が目に見えて上がっており，共同ビ

のように昨年は異業種共同ネットを通

で具現化，第８期では戦略事業として

ジネス機会の創出に繋げることが出来

じた組織活動の課題解決が行え，永続

現存する５つの事業を軸に各会員間で

ています。

的な発展が可能となる基盤構築ができ

ビジネス支援や企業間ネットワークの

新たに株式会社東配の熊井社長に理

た１年間となりました。第９期では今

強化を図ってきました。また，従来報

事に就任していただき，実務の部分で

までの活動を軸とし案件の具現化，そ

告する場と化していた会議を市場開発

も，同社内にSCM情報ネットワーク

して組織的な価値を高め，新規企業の

型前提の組織営業力強化（共同営業）

センターを開設，各案件の窓口として

参加へと繋げていきます。

2020年

年頭所感

代表理事

ていき，それに並行する形で全国の会

専務理事

滝沢 保男

員と連携して異業種共同ネットの推進

滝沢 和也

新春を迎え，謹

環境の強化を図ります。

新年あけまして

んで心からお慶び

また，新たにサプライチェーン全体

おめでとうござい

申し上げます。昨

の最適化を目指した市場開発型の共同

ます。旧年中は大

年で当会も一般社

営業の提案も行っていきます。昨年

変お世話になり心

団法人として設立から8年が経過，９

度，異業種共同ネットの推進基盤の目

より御礼申し上げます。平成から令和

期目を迎えることができました。これ

途がつき，本年度は，具現化に向けた

へと変わりました。昭和から平成に変

もひとえに会員の皆様をはじめ，ご縁

働きがけを行うことが必要だと考えて

わった当時まだ幼稚園に上がる前だっ

をいただき成り立っております。皆様

います。当会は任意団体から数えると

たので記憶もほとんどありませんが，

の温かいご支援の賜物と深く感謝申し

18年目となり，一般社団法人として法

今回は時代の変化に触れることがで

上げます。

人化してからは10年目に入る年となり

き，改めて貴重な時代を生きているの

ます。今後もさらなる永続的な組織活

だなと実感いたしました。
「変化」と

動を推進していきます。

いえば昨年は弊会にとっても多くの変

昨年は，５つの事業の具現化並びに
拡大化の流れ，に加えSCM情報ネッ
トワークセンターを開設，順調に取り

２月には賀詞交換会を予定していま

化がある１年でした。「人と人，企業

組み拡大に発展しました。今年は，戦

す。詳細は改めてのご案内となります

と企業を繋ぐ架け橋に」をコンセプト

略モデル「循環型次世代SCM」を進

が，会員の皆様をはじめ，多くの皆様

に掲げ約２年が経ちますが，この１年

める目的で営業戦略本部が中心にな

が名刺交換や情報交換など交流が持て

本当に多くの方とのご縁をいただきま

り，市場・業界の対応，総合次世代

る場にする予定です。今後とも会員企

した。物流業界のみならずIT業界や

SCM研究会，５つの戦略事業，共同

業をはじめ，関係各位の一層のご支援

士業の先生方など異業種の方にもご参

営業の実践活動，SCM情報ネットワ

とご協力を賜りますよう，心からお願

画いただき，多方面での支援体制が構

ークセンター，共同ビジネスの一貫型

い申し上げまして，新年のご挨拶とさ

築できつつある今，弊会の存在する価

ビジネスプロセス実現を積極的に進め

せていただきます。

値が試される時期に入ったのだと感じ
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ています。実務の部分では，物流に関

の物販事業，発達障害者支援等のコラ

人ひとりにとって，実り多き素晴らし

する全般の案件を会員企業様全面協力

ボが実現し，新規事業の創出へ大きく

い一年となりますよう，心よりお祈り

の基，案件の集約そして共有を図って

踏み出しました。

申し上げます。

います。窓口を実際の現場に設けたこ

次世代薬局研究会2025は少子・超高

とにより，スピード感を持った対応が

齢社会において，薬局が地域社会のヘ

可能になりました。今後は成約率を上

ルスケア領域におけるインフラとして

謹んで新春をお

げることにも注力してまいります。

の機能を発揮することを目標に，薬局・

祝い申し上げま

また，今年は昨今多くの物流事業者

薬剤師の意識改革と行動変容を促す活

す。旧年中は大変

が頭を悩ませる人材の課題に対して解

動を展開しております。その過程では

お世話になり，誠

決に向けた働きがけを行ないたいと考

業種・業態の枠を超えて取り組むべき

にありがとうござ

えています。まずは現存の物流のイメ

課題も少なくありません。その意味で

いました。今期より，理事を仰せつか

ージを「変化」させ，もっと人が集ま

SCM共同ネット研究会とのコラボは

りました。SCM情報ネットワークセ

る業界を目指して情報発信を行い，物

極めて重要と考えております。最後に，

ンターを運営し，９月から11月までの

流の魅力を若い世代に繋げる…そんな

SCM共同ネット研究会及び会員企業

３ヶ月間で120件の輸送案件を会員様

架け橋にもなりたいと思います。どう

様の益々の発展を祈念し，ご挨拶と致

のご支援ご協力により行うことができ

ぞ本年も変わらぬご指導ご鞭撻の程，

します。本年もよろしくお願いいたし

ました。物流情報が多数あり，弊社だ

何卒よろしくお願いいたします。会員

ます。

けの情報ネットワークだけでは案件を

理事

熊井 大遊

捌き切れていないのが現状ではござい

企業様はじめ弊会に関わる多くの皆様
増田 明

ますので，会としての今期目標である

謹んで新年のご

共同ビジネス1,000件を情報ネットワ

祝辞を申し上げま

ークセンターより創出することが出来

のご多幸を心からお祈り申し上げます。

理事

理事

新春を迎え，謹

す。昨年は平成か

るよう今後も会員様のご支援ご協力を

んでお慶び申し上

ら令和へ，日本全

お願い致します。今後は共同営業の具

げ ま す。（ 一 社 ）

体が大きく変化し

現化をするために，５つの事業（次世

SCM共 同 ネ ッ ト

た年でした。例年のごとく明るいニュ

代共同物流事業，ICLT事業，物販サ

研究会は任意団体

ースや暗いニュースが世間を騒がせ，

ービス事業，相談サービス事業，イベ

から18年目，法人化から10年目の節目

経済面では消費税増税により購買意欲

ント広報事業）の各事業の代表会員様

を迎え，会員相互の共同ビジネス案件

の低下が心配されていた印象です。不

を選出し，共同営業を会としての強み

を数多く創出するなど，いよいよ上昇

安を口にする人も多かったのではない

とし，新規顧客の開拓の基盤を築くこ

気流に到達した感があります。
この間，

でしょうか。今年は東京オリンピック

とが私の目標です。また，SCM共同

滝沢代表理事のご尽力に加え，会員各

が開催されます。東京を起点として多

ネット研究会若手部会を設立し，新た

位の真摯な取り組みが成果として具現

種多様な人種が活躍し，日本が活気に

なビジネスの創出に繋げていくよう精

化されたことに対し，改めて敬意を表

あふれることでしょう。外国人旅行者

進してまいります。本年もさらなるサ

します。

藤田 道男

も増加するこのチャンスを逃すことな

ービス向上に向け，気持ちを新たに取

SCM共同ネット研究会と長年，友

くSCM研究会一同，医・食・住・流

り組んでまいりますので，お気付きの

好・協力関係を維持してきた次世代薬

通に携わる多種多様な企業が協力し合

ことは何なりとご指導いただければ幸

局研究会2025との間では，昨年来，健

いONE TEAMとなってさらなる発展

いでございます。変わらぬご愛顧のほ

康経営セミナーの共催をはじめ，薬局

を目指していきます。本年が，皆様一

ど心よりお願い申し上げます。

誕生月別，1 月のビジネス運勢

1 月生まれ
2 月生まれ
開放的，楽天的に追い風の吹く 決意をもって，自分の信じる道
タイミングの月。
を突き進む月。
5 月生まれ
6 月生まれ
状況が大きく変わり出す，自信 自分の価値観を大切にする月。
を持つべき月。
9 月生まれ
10 月生まれ
チャレンジングに挑戦をする月。 自分のペースを大事にする月。

3 月生まれ
感情の振れ幅が激しく，うまく
まとまらない月。
7 月生まれ
最大投資のタイミング。本気で
取り組む月。
11 月生まれ
自分の芯を持ちながら周りに振
り回される月。

4 月生まれ
周りのために頑張り，周りの人
に認められる月。
8 月生まれ
ストイックに集中をする月。
12 月生まれ
スロースタート。自分の中の童
心に帰る月。
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