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　われわれ自動車車体整備事業者は、車体整
備事業の公共性と社会的責任の重大性を認識
し、業界の秩序と倫理を確立して、次の信念
と意識をもって事業経営を行い顧客及び社会
の信頼に応え、その責務を遂行します。
1．�すべてのお客様に対して、親切、公平、誠
実に応接し、自信と責任をもって仕事をし
ます。

2．�整備料金は、作業内容、技術料及び使用部
品等を分りやすく明示し、適正な価格で取
引します。

3．�常に車体整備技術の研鑚と練磨に努め、知
識を広めて、最高のサービスを提供します。

自動車車体整備事業者憲章
4．�自動車車体整備等に関する正確な知識を提
供し、車体整備について、あらゆる相談に
応じます。

5．�自動車車体整備事業に誇りと自信を持ち、
関係法令を遵守し、産業公害を防止して、
自然環境の保全に努めます。

6．�地域社会と調和をはかり、交通安全を通し
て、明るくより豊かな街づくりに奉仕しま
す。

7．�日車協連組織の一員たる自覚をもって行動
し、業界の協調発展に努め、健全な市場と
経営基盤を確立します。
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　日本自動車車体整備協同組合連合会は 6
月 16 日、日車協連会議室（東京都千代田区）
において第 39 回通常総会を開催した。
　新型コロナウイルス感染拡大を鑑み、今総
会は書面決議を採用することで開催規模を縮
小。当日は小倉龍一会長と東京都車協・馬場
茂理事長、Web 参加で山元康史、平塚睦子
の両副会長が出席した。
　冒頭、小倉会長は「新型コロナウイルスに
よりこれほど大きく社会情勢が揺り動かされ
ることを、我々は今までまったく経験がなか
ったために想像もできなかった。日車協連と
しても、各会員及びその傘下組合員に対して
様々な施策を考え、取り組んで参りたい」と
述べ、その後、小倉会長が議長に選出され議
事に入った。

■令和元年度の事業報告
　第 1 号議案として令和元年度事業報告書、
財産目録、貸借対照表、損益計算書並びに利
益剰余金処分案を提出（各会員に対しては事
前に配布）。総会出席者を含む 42 都道府県か
らの賛成を得て、同議案はすべて可決承認さ
れた。

●
　なお、主な委員会活動は次の通り。
●教育委員会は、各委員より昨年度の高度化
車体整備技能講習の研修実施状況並びに今年
度の同講習科目選定及び令和 2 年 4 月に発足
の特定整備認証制度についての意見交換と質
疑を行った。
　また、自動車車体整備士の有用性を広く内
外にアピールするために、日車協連のホーム
ページにバナー広告を製作して掲載するなど
して PR 活動に努め、併せて自動車車体整備
士資格取得者を対象とした高度化車体整備技
能講習を国土交通省の後援を得て全国で開催

した。
　二級自動車シャシ整備士の技能登録試験の
実施に伴い、二種養成施設における同整備士
の講習に伴う受講生の確保に努めた。
　車体整備に関する技術情報誌「スキルレポ
ート」を年 4 回製作・頒布した。
　また、従業員の自動車の技術革新に対応し
た高度な車体整備技術水準の維持向上を図る
ために、既存の教育機関の出張研修を有効に
活用した新技術の習得及び技術者の養成を支
援しながら、新技術の講習会の開催について
研究した。
　自家用自動車による有償運送許可の研修・
指導等を実施する指定団体として研修カリキ
ュラム及び同研修用テキストを製作するなど
して研修等を行った。

●塗装委員会は、理事会にて諒承された技術
部会創設について、経営委員会とタイアップ
し、制度運営要領、教育方針、教材開発、資
格者・講師の認定、事業の推進・予算計画の
策定について審議を行った。
　また、揮発性有機化合物（VOC）の排出
抑制に向けた自主的取り組みの促進を図るた
めに、VOC 排出抑制に係る自主的取り組み
についての指導マニュアルに従い、VOC の
使用量及び排出量のフォローアップ実態調査
を実施して資料に取りまとめて経済産業省に
報告するとともに、自主行動計画を修正し、
日車協連のホームページに内容を掲載するな
どして所属組合員に周知した。

●経営委員会は、「先進安全自動車対応 優良
車体整備事業者」の取得推進について、認
定事業所 1,000 社達成を目標に各単組会員事
業所数の 25％を普及促進していくこととし、
次年度施行される特定整備認証制度に関し、

日車協連、第39回通常総会を開催
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各都道府県に 20 〜 30 社認定工場を置き、協
業体制の構築に向けて審議した。
　また、車体整備記録簿について、事業者が
使用している各ソフト会社の見積書・請求書
の連動化を推進しながら普及促進を図ること
にした。
　併せてプラグ溶接要員認定について、溶接
資格制度（案）の概要に基づき塗装委員会と
タイアップして行っていくこととした。

●調査研究委員会は、産業廃棄物への対策と
して、処理方法について各単組の現状実態調
査を行うこととした。
　また、車体整備における料金表の作成及び

掲示の促進について、掲示板のデザイン案・
料金項目・予算について審議した。
　さらに、レーバーレートの算出スキームの
構築について、算出方式を検討していくこと
とした。

●総務財務委員会は、令和元年度事業報告書
及び同収支決算書並びに令和 2 年度事業計画
書及び同収支予算案及び福祉共済事業の見直
し案を作成した。
　また、前年度に引き続き生保会社と一緒に
加入者の増加キャンペーン活動を展開した。
　併せて、自動車整備業賠償共済制度につい
て前年度に続いて加入者の増加の促進に努め
るとともに、（一財）全国中小企業共済財団
の終身医療保障制度の加入促進を行うなど、
福利厚生面の充実を図った。

●共同購買委員会は、取り扱うべき共同購買
品の対象品目を選択決定するとともに、商品
チラシを製作して会員に配布するなど、共同
購買並びに斡旋の両事業を積極的に推進し
た。
　併せて、日車協連のホームページに対象品
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目を掲載するなどして活用の促進に努めた。

●広報委員会は、機関誌「日車協連全国ニュ
ース」を年 4 回及び「ベッピー情報」を月 1
回それぞれ製作して会員及びその所属員に配
布・配信並びに電子メールで送信するなどし
た。
　また、日車協連のホームページを活用して
車体整備事業者の存在と自動車車体整備士有
資格者の技術の優秀性について広く内外に広
報するためのバナー広告を掲載するととも
に、ホームページのリニューアルについて協
議した。

●法関係対策委員会は、車体整備事業の現状
確認と課題について検討するために、国土交
通省及び日本自動車車体補修協会（JARWA）
と「車体整備の高度化・活性化に向けた勉強
会」を開催し、「優良な車体整備工場の見え
る化」について検討した。

■令和 2年度の事業計画
　令和 2 年度の重点事業項目は、令和元年度
の活動報告を踏まえ、引き続き委員会主導の
下で各種事業を推進していく。

●
　特定整備認証制度については、今年度施行
されることを鑑み、日車協連としても組合員
事業所がスムーズに同制度を資格取得できる
ような取り組みを推進する。
　引き続き「先進安全自動車対応 優良車体
整備事業者」の認定及び「高度化車体整備技
能講習」を行い、特にユーザーへのアピール
として、国土交通省の協力を仰ぎながら機関
誌やインターネット等のツールを用いた広報
活動を行う。
　また、先進安全自動車対応 優良車体整備
事業者の認定については、「平成 28 年度取り
まとめ」にある「優良な車体整備工場の見え
る化」の取り組みの一環として創設した経緯
を踏まえて、認定基準をクリアした事業所に
ついては、ステークホルダーに対し「安心で

安全な修理をする車体修理工場」として情報
提供を行い、認定事業者を軸とした協業制な
ども研究する。併せて、同事業者が「車体整
備記録簿」の発行を可能として「車体整備の
見える化」を推進する。
　「高度化車体整備技能講習」は、今年度以
降も国土交通省後援事業にするべく、インス
トラクターの独自養成及びテキストの自主製
作をし、将来を見据えた事業の安定的な運
営、充実化を図る。
　さらに、自動車車体整備業を含む自動車整
備に携わる人材の確保、育成を図ることを目
的に自動車整備人材確保・育成推進協議会に
参画し、若い人材の確保に協力するととも
に、外国人技能実習制度の適切な活用につい
て研究する。
　また、自動車車体整備技術「車体整備」及
び「有償運送許可研修用テキスト」の改訂作
業に着手するとともに、教育情報事業の一環
として自動車メーカー等の協力を得ながら、
必要とされる技術情報の提供について技術情
報誌「スキルレポート」に掲載するなどして
的確に対応するとともに、車積載車による有
償運送許可への対応については、各組合にお
ける講習会の開催に協力する。
　さらに、厳しい経営環境に対応するため
に、引き続きセーフティネット保証第 5 号の
特定業種となるべく対応を図りながら、団体
として指数対応単価の交渉はできないもの
の、組合員が分かりやすいレーバーレートの
算出方法や作業工数表の作成方法の構築に向
けて研究する。
　当面の課題である自動車車体整備事業の認
証制度の創設及び、懸案の課題である事故破
損車両の修理後の検査の実施及び自動車車体
整備士の有用性については、政府の規制改革
の流れの中で大変厳しい状況下であることか
ら、制度創設に必要なデータ収集に向けて検
討する。
　大気汚染防止法に基づく揮発性有機化合物

（VOC）の排出抑制については、（一社）日
本塗料工業会との連携を図りながら、VOC
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排出削減支援ツールや VOC 排出抑制を支援
する低利融資制度の活用等適宜に対応し、引
き続き VOC の排出抑制に向けた自主的取り
組みを推進する。
　また、労働安全衛生法に基づく溶剤系塗料
による塗装作業を実施する際に必要となる対
策について適切な対応に努める。
　広報情報活動関係では、高度化車体整備技
能講習及び先進安全自動車対応 優良車体整
備事業者の認定事業所のアピール方策につい
て検討する。加えてホームページのリニュー
アルに着手し、ユーザーに対する業界 PR と、
日車協連の取り組み事業や技術情報を速やか
に組合員へ分かりやすい形で情報発信する。
　損害保険業界への対応については、自動車
構造の変化に伴う作業効率の向上並びに新技
術に関しての交流を深めることを検討する。
　福利厚生に関しては、福祉共済制度及び（一
財）全国中小企業共済財団の終身医療保障制
度の加入促進に努めるなど、福利厚生面の充
実強化と PL 法に基づく自動車整備業賠償共

済保険について、災害や業務上の事故等のリ
スクから企業を守るべく同制度について推進
する。
　青年部会の活動については、次代を担う若
い世代の創造性と行動力に期待しつつ、組織
運営に関する意見交換をするなど、事業活動
を側面から支援する。

●
　第 2 号議案として諸施策や計画が盛り込ま
れた令和 2 年度の事業計画案並びに同収支予
算案、第 3 号議案として経費の賦課徴収方法
案、第 4 号議案として借入金残高の最高限度
額案などが提出され、こちらもすべて可決承
認された。

●
　また、今年度の会長表彰においては、10
年以上在任の日車協連委員が 2 名、各都道府
県自動車車体整備協同組合役員として 15 年
以上在任が 3 名、自動車車体整備士並びに自
動車車体整備部門 20 年以上勤務が 31 名の計
36 名が受賞した。
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●小倉龍一会長挨拶

　通常総会に先立ちまして一言申し上げたい
と存じます。

●
　第 39 回通常総会がこのような開催方法に
より行われることにつきまして、5 月初旬の
時点で断腸の思いで皆様にご案内を差し上げ
ました。本来であれば、会員の皆様と一堂に
会し通常総会を執り行い、ご来賓の祝辞を賜
り、懇親会にて賛助会員の皆様も含め懇親を
深めることが当たり前だと思っていました。
それが、この国難ともいうべき「新型コロナ
ウイルス感染症」の蔓延により、皆様にお会
いできないことは大変に残念であります。一
刻も早い終息を願うばかりであります。

●
　また、「新型インフルエンザ等対策特別措
置法」に基づく「緊急事態宣言」における「基
本的対処方針」の中に、我々の有する事業に
つきましては「緊急事態宣言時に事業の継続
が求められる事業者」とされています。業務
継続のための体制整備や感染症対策の一層の
推進を図っていくとともに、自動車車体整備
業界全体がこの難局を乗り越えることに、連
合会といたしまして会員の皆様とともに尽力
して参りたいと思っています。

●
　さて、我々自動車車体整備業界を取り巻く
環境は、先に申し上げた新型コロナウイルス
感染症拡大の終息後に予想される景気の後退
をはじめ、特定整備認証制度への対応、働き

方改革、人材不足、自動車の構造・機能・素
材の進化・電子デバイスの大量採用による、
今までの常識では計り知れないほどの進化に
呼応した教育体制のスキーム作りなど、数々
の問題に直面しているところであります。
　新型コロナウイルス感染症拡大の終息後の
経済対策については、現段階で日本国政府よ
り様々な対策が発表されていますが、連合会
といたしましても関係各所と話し合いを続け
ており、業界独自の対策ができないか協議中
であります。特定整備認証制度につきまして
は、会員の皆様と協調し情報を共有しなが
ら、組合員事業所の皆様がスムーズに認証を
取得できるようお手伝いをさせていただきた
いと思います。

●
　自動車車体整備業を含む自動車整備に携わ
る人材の確保、育成を図ることを目的とした
自動車整備人材確保・育成推進協議会に参画
し、若い人材の確保に協力するとともに、外
国人技能実習制度の適切な活用について研究
します。
　先進安全自動車対応 優良車体整備事業者
の認定については、5 月末の時点で 500 社強
となっています。是非とも今年度中に 1,000
社の認定を目指し、会員の皆様のお力をお借
りして達成したいと考えています。また、認
定基準を含んだ規約に関しても改正をしてい
きます。
　高度化車体整備技能講習については今年度
で 4 回を数え、自動車車体整備士の再教育プ
ログラムとして皆様から好評価をいただいて
います。さらに今年度のテーマである「電子
制御装置編」は、電子制御装置整備認証にお
ける整備主任者選任前講習の実習免除の講習
に認められました。

●
　本年度は「有償運送許可研修用テキスト」
の改訂をいたしました。また、日車協連発行
の教育用教科書、テキスト、教材等を企画編
集・制作・改訂等を行う「教科書編纂委員会」
の設立を準備する部会を創設します。「スキ



9

ルレポート」につきましても、電子制御装置
整備のカテゴリーを加えた新装本として発行
して参ります。

●
　また、昨年度より活動をしています技術部
会の諮問を経て、新しい資格制度として「自
動車補修接合技能者資格（仮称）」を創設す
る準備を進めて参ります。この資格制度は、
先進安全自動車対応 優良車体整備事業者の
認定基準にも紐づくように規約の改正も行い
ます。技術部会に関しましては、次年度に定
款を変更し「塗装委員会」を「技術委員会」
とし技術部会を併合させたいと思います。
　調査研究委員会では、レーバーレートの研
究、産業廃棄物問題等の組合員の皆様に直結
した近々の諸問題についてアプローチをして
参ります。

●
　ただいま、皆様にご不便をお掛けしており
ます連合会のホームページにつきましては、

広報委員会が中心となってリニューアル工事
をしております。今夏にはご披露できる予定
です。
　青年部会につきましては、次世代の業界発
展を担う経営者・技術者を育成する取り組み
を支援して参ります。

●
　緊急事態宣言が解除された後、日本国政府
は今までと違った生活様式を提案しました。
我々、自動車車体整備業界も時時刻刻と変化
する日本経済やユーザーの意識、自動車の技
術革新に対応していかなければなりません。
　連合会といたしましても、会員の皆様と共
に考え実践し、組合員の皆様が事業の継続と
発展を成し得るために尽力いたしたいと思い
ます。

●
　皆様にはご理解とご協力をお願いいたしま
して、総会の挨拶とさせていただきます。
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① 資金繰り支援
・持続化給付金

　新型コロナウイルス感染症の影響で売り上げが
前年同月比 50％以上減少している事業者が対象。
NPO 法人など会社法人以外の団体や、小規模事
業者、フリーランス、個人事業主も含まれる。
　また、今年創業した事業者や、確定申告におい
て収入を「雑所得」や「給与所得」として申告し
ていた事業者においても、令和 2 年度第 2 次補
正予算案が成立すると見込まれる 6 月中旬以降、
対象に加えられる予定。

・新型コロナ関連の融資制度
　政府系金融機関や商工中金といった公的金融
機関に加えて、民間金融機関でも実質無利子・無
担保、据置期間の延長などが 5 月から始まった。
　また、中小企業再生支援協議会を通じ、既往
債務に対する返済猶予の要請、返済スケジュール
の策定などの無料支援も開始した。

② 人的資源確保の支援
・雇用調整助成金の交付

　4 月 1 日～ 6 月 30 日までの休業において、新
型コロナウイルスによる影響を受ける全事業者が
対象。社会保険の加入対象ではないパート、アル
バイトを休業させた場合でも、従業員の給与の最
大 90% まで支給する。

・臨時休校等に伴う保護者の休暇取得支援
　2 月 27 日～ 6 月 30 日までの間、小学校などの臨
時休校によって子どもの保護者である従業員に休
暇を取得させた事業主、もしくは仕事に従事できな
かった個人事業主に対して助成金を支給する。

・外国人の在留資格の取り扱い変更

　日本に入国できない外国人に対しては、在留資
格認定証明書の有効期限を当面の間 6 ヵ月まで延
長する。これにより、証明書に記載された日から
6 ヵ月を過ぎるまでは、ビザの申請などに用いる
ことができる。
　本国への帰国が困難な外国人については、在
留資格を「特定活動（6 ヵ月・就労可）」もしくは

「特定活動（6 ヵ月・就労不可）」に変更可能とした。
また、技能実習の次の段階（2 号、3 号）並びに
特定技能への移行に時間を要する場合、「特定活
動（4 ヵ月・就労可）」に変更できる。

③ 設備投資への支援
・ものづくり補助金などの補助率、上限額の引き上げ

　「ものづくり・商業・サービス補助（ものづくり
補助金）」、「小規模事業者持続的発展支援事業（持
続化補助金）」、「サービス等生産性向上 IT 導入
支援事業（IT 導入補助金）」の 3 つについて、補
助率や上限額が引き上げられた。
　また、新型コロナウイルス感染症の影響を乗り
越えるために投資を行う事業者向けに、通常枠と
は別に特別枠を新設。さらに、業種別のガイドラ
イン（日整連が公表した「自動車整備事業場にお
ける新型コロナウイルス感染予防対策ガイドライ
ン」など）に基づく感染防止対策費（マスクや消
毒液の購入、換気設備の導入など）についても、
50 万円を上限として別枠で補助する。

●
　このほか、各自治体独自の支援策も講じられて
いる。申請・相談は各地の商工会議所や商工組
合で受け付けていることが多いため、電話やメー
ルでの問い合わせを勧める。

新型コロナ感染拡大に伴う公的支援、さらに拡充へ
持続化給付金制度、金融機関への返済リスケ、
外国人の在留期間延長などを新たに開始

　新型コロナウイルス感染拡大による影響を踏まえ、経済産業省や国土交通省では中小事業者向けの
支援策を続々と発表している。
　このうち、車体整備事業者も対象に含まれるものについて、①資金繰り支援、②人的資源確保の支援、
③設備投資の支援の 3つに分けて解説する。
　なお、本稿で紹介する情報は 5月末時点での情報となるため、最新の情報は経産省の特設Web サ
イト（https://www.meti.go.jp/covid-19/）並びに各制度の問い合わせ先へ確認してほしい。
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●表 1：新型コロナに対する金融支援策（抜粋）

●表 2：新型コロナに対する設備投資の支援策（抜粋）

支援策 対象事業者 給付額 対象期間 問い合わせ先

持続化給付金

・新型コロナウイルス感染症の影響で売
り上げが前年同月比 50％以上減少して
いる事業者

・NPO 法人など会社以外の法人や小規模
事業者、フリーランス、個人事業者も
含まれる

・資本金 10 億円以上の大企業は対象外

法人 200 万円
個人事業者 100 万円

（上限は昨年 1 年間の売り上げ
からの減少分）

2020 年 1 ～ 12 月
のうち、前年同月
比 50％以上減少し
た月を基準に算出

中小企業
金融・給付金相談
窓口
TEL0570-783183

雇用調整助成
金の特例措置

新型コロナウイルス感染症の影響を受け
る事業主

【中小企業の場合】
・休業させた従業員の
　給与の 4/5
（解雇などを行わない場合、
9/10 まで上乗せ）

・教育訓練を実施した場合、1日
当たり2,400 円を追加して支給

4 月1日～ 6 月30日
（上記期間は、通常
の支給限度日数と
は別に支給される）

・各都道府県の労
働局または公共
職業安定所

　（ハローワーク）
・学校等休業助成

金・支援金、雇
用調整助成金コ
ールセンター

TEL0120-60-3999
臨時休校等に
伴う保護者の
休暇取得支援

・①または②の子どもの世話を行うことが
必要になった労働者に対し、年次有給休
暇とは別に有給休暇を取得させた事業者

・①または②の子どもの世話を行うため、
契約した仕事ができなくなっている個
人事業者

①新型コロナウイルス感染症に関する対
応として、臨時休業等をした小学校等
※に通う子ども

②新型コロナウイルスに感染した等の子
どもであって、小学校等を休むことが
必要な子ども

【事業者】
休暇中に支払った
賃金× 10/10

（上限額は
1 日当たり 8,330 円）

【個人事業者】
就業できなかった
日数× 4,100 円

【事業者】
4 月 1 日～
6 月 30 日

（上記期間は、通
常の支給限度日
数とは別に支給
される）

【個人事業者】
2 月 27 日～
6 月 30 日

※小学校、義務教育学校（小学校課程のみ）、特別支援学校（すべての部）、放課後児童クラブ、
　幼稚園、保育所、認定こども園等

事業名 対象事業 補助額 公募締切 問い合わせ先

ものづくり・
商業・サービ
ス補助

新製品・サービス・生産
プロセスの改善に必要な
設備投資等を支援

【通常枠】 補助上限：1,000 万円 
補助率：中小 1/2、小規模 2/3

【特別枠】 補助上限：1,000 万円
補助率：A 類型 2/3、B・C 類型 3/4（※）

【事業再開枠（特別枠の上乗せ）】
　補助上限：50 万円 定額（10/10）（※）

通常枠・特別枠共通
　8 月 3 日 17 時

ものづくり補助金
事務局
http://portal.
monodukuri-hojo.jp/

持続化補助
小規模事業者が経営計画
を作成して取り組む販路
開拓等の取り組みを支援

【通常枠】 補助上限：50 万円 補助率：2/3
【特別枠】 補助上限：100 万円 
　補助率：A 類型 2/3、B・C 類型 3/4（※）

【事業再開枠（通常枠・特別枠の上乗せ）】 
補助上限：50 万円 定額（10/10）（※）

通常枠：10 月 2 日
　（当日消印有効）
特別枠：8 月 7 日
　（郵送・必着）

全国商工会連合会
http://www.
shokokai.or.jp/
jizokuka_r1h/
日本商工会議所
https://
r1.jizokukahojokin.
info/

IT 導入補助 IT ツール導入による業務
効率化等を支援

【通常枠】 補助上限：30 ～ 450 万円 
　補助率：1/2

【特別枠】 補助上限：30 ～ 450 万円 
　A 類型：2/3、B・C 類型 3/4（※）

通常枠・特別枠共通
　7 月 10 日 17 時

サービスデザイン
推進協議会
https://www.it-hojo.
jp/

※類型 A：サプライチェーンの毀損への対応、
　類型 B：非対面型ビジネスモデルへの転換、類型 C：テレワーク環境の整備
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　自動車技術の変化に対応して安全・安心な
車体整備を確保するためには、スポット溶接
機やスキャンツールなど高度化対応設備の導
入や、これらの設備を適切に使用できる高度
な技能を有する人材の育成が必要となる。ま
た、こうした高度化対応の設備・人材を保有
する「優良な車体整備工場の見える化」を推
進し、自動車ユーザーや中古自動車販売事業
者、一般整備事業者などが容易に判別、選択
できる環境の整備が不可欠と言える。日車協
連では、2017 年度より先進安全自動車対応 
優良車体整備事業者の自主認定制度をスター
トし、要件に合致した高度化対応設備・人材
を保有する優良な車体整備工場の認定取得を
促している。

●
　近年、衝突安全性能の確保と省エネルギー
の実現のために超高張力鋼板などの新材料が
主要骨格に採用され、車体の補修の際にはそ
れらに対応できるスポット溶接機や材料の特
性に配慮した接合方法が必要になるなど、車
体整備を取り巻く環境は著しい変化を遂げて
いる。加えて ABS、衝突被害軽減ブレーキ、
横滑り防止装置などの予防安全装置や、EV
に HEV、アイドリングストップといった環
境・省エネのための新たな自動車、装備が次々
に採用されている。いずれも、単独または相
互の関連性をもって電子的に制御されてお
り、車体整備作業に伴う装置の取り付け・取
り外しに当たっては、スキャンツールの使用

が必須となっている。
　これらの新技術・材料並びに電子化に対応
した適切な車体整備を実施するために、国土
交通省、日車協連並びに日本自動車車体補修
協会（JARWA）で構成された「車体整備の
高度化・活性化に向けた勉強会」で検討を進め、
自動車技術の変化に対応して安全・安心な車
体整備技術を確保するためには、スーパーハ
イテン対応スポット溶接機及び汎用スキャン
ツールの導入や、高度化された自動車に対し
てこれらの設備を適切に使用できる人材の育
成が不可欠であることが取りまとめられた。

●
　日車協連では、このような車体整備の高度
化に対応した設備・人材を保有する優良な車
体整備事業場を見える化することで、自動車
ユーザーや自動車販売事業者、中古自動車販
売事業者及び分解整備事業者などが判別、選
択できる環境を整え、質の高い車体整備が関
係者から適切に評価してもらうために先進安
全自動車対応 優良車体整備事業者認定制度
をスタートさせた。

●
　認定事業者については、国交省の Web サ
イトからもリンクされた日車協連のホームペ
ージにおいて公表されるほか、事業場に認定
看板が掲示される。今後は認定制度の利活用
が進むように PR 活動を行い、自動車ユーザ
ーのみならず中古自動車販売事業者や分解整
備事業者などに対しても、さらに認知度を高

先進安全自動車対応
優良車体整備事業者認定工場の拡大

優良な車体整備工場の見える化

　日車協連では、「車体整備の高度化・活性化に向けた勉強会」で提言された「優良な車体整備工場
の見える化」に向けて、自動車ユーザーなどに明示する取り組みの一環として先進安全自動車対応 
優良車体整備事業者の認定取得拡大を推進している。今号では、改めて同制度の意義・目的、現在の
状況を取り上げる。
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めるための取り組みが必要となる。
　このように、先進安全自動車対応 優良車
体整備事業者制度をさらに普及させることで

「優良な車体整備工場の見える化」を推進し、
自動車ユーザーやカーディーラー、中古自動
車販売事業者及び分解整備事業者などから適
切に評価され、組合員事業場がより多くの車
体整備入庫を獲得できる体制にすることが大
きな目標である。自動車技術の進化に対応し

た安全・安心な車体整備のための高度化対応
設備を導入し、それらの設備を適切に使用で
きる優れた知識、技能を有する人材を育成す
ることがますます重要になってくるのは間違
いない。

●
　日車協連では、車体整備業界のさらなる高
度化・活性化に向けた取り組みをさらに推
進、拡充する方針である。

先進安全自動車対応 優良車体整備事業者　認定状況 2020 年 5 月 31 日

会員名
認定工場数
（軒）

会員名
認定工場数
（軒）

北海道自動車車体整備協同組合連合会 17 岐阜県自動車車体整備協同組合 15

宮城県自動車車体整備協同組合 8 三重県自動車車体整備協同組合 7

岩手県自動車車体整備協同組合 5 大阪府自動車車体整備協同組合 14

青森県自動車車体整備協同組合 4 京都府自動車車体整備協同組合 9

山形県自動車車体整備協同組合 21 兵庫県自動車車体整備協同組合 19

秋田県自動車車体整備協同組合 31 奈良県自動車車体整備協同組合 7

新潟県自動車車体整備協同組合 7 滋賀県自動車車体整備協同組合 8

長野県自動車車体整備協同組合 10 和歌山県自動車車体整備協同組合 4

石川県自動車車体整備協同組合 12 岡山県自動車車体整備協同組合 7

富山県自動車車体整備協同組合 4 山口県自動車車体整備協同組合 3

東京都自動車車体整備協同組合 25 愛媛県自動車車体整備協同組合 5

神奈川県自動車車体整備協同組合 31 福岡県自動車車体整備協同組合連合会 7

埼玉県自動車車体整備協同組合 18 長崎県自動車車体整備協同組合 1

群馬県自動車車体整備協同組合 42 大分県自動車車体整備協同組合 4

千葉県自動車車体整備協同組合 37 熊本県自動車車体整備協同組合 22

茨城県自動車車体整備協同組合 22 宮崎県自動車車体整備協同組合 2

山梨県自動車車体整備協同組合 26 鹿児島県自動車車体整備協同組合 19

愛知県自動車車体整備協同組合 17 沖縄県自動車車体整備協同組合 1

静岡県自動車車体整備協同組合 15 合　計 506
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高度化車体整備技能講習

各単組が高度化技能講習・電子制御装置編を開催

　車体整備士の増強及び継続教育を目的に、各単組で高度化車体整備技能講習・電子制御装置編が開
催されている。今号では神奈川、埼玉、千葉、山梨、静岡、愛媛の講習内容を紹介掲載する。

◆神奈川県自動車車体整備協同組合	

　神奈川県自動車車体整備協同組合（小倉龍
一理事長）は 3 月 29 日、神奈川県自動車会
館（横浜市）で高度化車体整備技能講習・電
子制御装置編を開催した。
　当日は座学・実技ともに 2 班に分かれて実
施。座学では故障診断の特定方法やカメラ、
レーダーなどセンシングデバイスの概要と機
能などについて解説した。実技はトヨタ・プ
リウス（W5# 系）を使って、車体中心線の
出し方やスキャンツールを用いたセンサー類
の再調整方法などを学んだ。
　協賛はオーテル・インテリジェント・テクノ
ロジー。講師は同車協・鈴木、榊原、内藤、金
子、オーテル・飯塚、岸の各氏。参加者は 38 人。

◆埼玉県自動車車体整備協同組合	

　埼玉県自動車車体整備協同組合（泰楽秀一
理事長）は 3 月 22 日、関東工業自動車大学
校（鴻巣市）で高度化車体整備技能講習・電
子制御装置編を開催した。
　座学では労働安全衛生規則を中心に、電気
自動車などに対する整備作業時の注意点、ハ
イブリッド車の構造及び故障原因探求方法な
どを解説。実技では実車を 2 台用いて、1 台
はマニュアル、もう 1 台はエイミングサポー
トツールを使用したエイミング作業を行い、
作業手順のほかに設備による時間の差異など
を学んだ。
　講師は同車協・原口、吉田、ジースタイル・
石川の各氏。参加者は 41 人。

◆千葉県自動車車体整備協同組合	

　千葉県自動車車体整備協同組合（大里光夫
理事長）は 3 月 27 日、千葉県自動車整備振
興会・教育センター（千葉市）で高度化車体
整備技能講習・電子制御装置編を開催した。
　午前中は教本と解説用スライドを用いて、
故障原因の探求方法や先進安全技術に用いら
れるセンサー類に関して解説。午後はトヨタ・
プリウス（W5# 系）、ダイハツ・タント（LA600
系）を用いたエイミング作業を実習した。
　講師は同車協・矢城、小山、長嶺の各氏。
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参加者は 17 人。

◆山梨県自動車車体整備協同組合	

　山梨県自動車車体整備協同組合（市川清理
事長）は 3 月 8 日、トーコーアルス山梨（笛
吹市）で高度化車体整備技能講習・電子制御
装置編を開催した。
　座学では安全運転支援システムを構成する
カメラ、ミリ波レーダーといった装置の概要
と調整作業、センサー類や ECU の故障診断
などについて解説。午後からはトヨタ・プリ
ウス（W5# 系）、スバル・レヴォーグ（VM系）
のエイミング作業を実演・実習。車体中心線
出しとターゲットの位置決め、スキャンツー
ルを用いたカメラの光軸調整などを学んだ。
　協賛はオーテル・インテリジェント・テク
ノロジー。講師は同車協・星野、オーテル・
岸の両氏。参加者は 38 人。

◆静岡県自動車車体整備協同組合	

　静岡県自動車車体整備協同組合（土屋忠士
理事長）は、2 月 15 日・静岡県自動車整備

振興会本部（静岡市）、22 日・同整振東部支
所（沼津市）、29 日・同整振西部支所（浜松市）
で高度化車体整備技能講習・電子制御装置編
を開催した。
　午前中は、先進運転支援システムに用いら
れるカメラやミリ波レーダーといった各装置
の特徴と調整作業の流れ、スキャンツールを
用いた故障診断の手順などについて解説。そ
の後、トヨタ・プリウス（W5# 系）とダイ
ハツ・ミライース（LA350 系）を用いたミ
リ波レーダー及びカメラの調整作業を実演・
実習した。
　講師は同車協・土屋、高嶋、皆川、静岡工
科自動車大学校・池原の各氏。参加者は15日・
35 人、22 日・33 人、29 日・50 人。

◆愛媛県自動車車体整備協同組合	

　愛媛県自動車車体整備協同組合（菅貞明理
事長）は 2 月 29 日、ネクスタ松山支店（松
山市）及び瀬戸内自動車（同市）で高度化車
体整備技能講習・電子制御装置編を開催した。
　午前中、教本を用いて故障原因の探求方
法、カメラやミリ波レーダーなどセンシング
デバイスの特徴などを座学した。午後は 2 班
に分かれ、受講者全員が整備解説書を見なが
らトヨタ・カローラスポーツ（E211H 系）
及びスズキ・ワゴン R（MH44S 系）の車体
中心線を出し、ターゲットを立ててキャリブ
レーションするまでを実習した。
　協賛はネクスタ、ブロードリーフ、タジマ。
講師は同車協・中野、善家、山岡の各氏。参
加者は 50 人。
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Q　特定整備とは？
A 　道路運送車両法の改正によって定められ

た、従来の分解整備を含む、認証が必要な
整備全体を定義した言葉。

  解説  
　2019 年 5 月に可決・成立した道路運送車
両法の一部を改正する法律によって、従来の

「分解整備」の範囲が拡大され、認証が必要
な整備全体を定義する言葉として「特定整
備」を用いることが定められた。
　同改正では、対象装置に「自動運行装置」
を追加するとともに、作業内容についても「取
り外して行う自動車の整備又は改造」に加え
て、「装置の作動に影響を及ぼすおそれがあ
る整備又は改造」まで範囲を拡大している 

（表 1）。

Q　電子制御装置整備とは？
A 　特定整備のうち、運行補助装置と自動運

行装置に対する整備または改造を定義した
言葉。

  解説  
　特定整備の具体的な内容は、省令（道路運
送車両法施行規則）で定義されている（表 2）。
　特定整備の定義では、従来の分解整備の範
囲であった、原動機、動力伝達装置、走行装
置、操縦装置、制動装置、緩衝装置、連結装
置に対する整備または改造を「分解整備」、
新たに加わった運行補助装置と自動運行装置
に対する整備または改造を「電子制御装置整
備」と区分することが示されている。

Q　具体的にどのような作業が電子制御装置
整備に該当するのか？

A 　・自動運行装置に対する整備・改造
・衝突被害軽減ブレーキ及びレーンキープ機

能の調整作業（スキャンツールを用いたエ
イミング）

・衝突被害軽減ブレーキ及びレーンキープ機
能に用いられている前方検知用のカメラや
レーダーの脱着・取替・角度調整

・上記カメラ・レーダーなどが取り付けられ
ている車体前部（バンパー、グリル）やフ
ロントガラスの脱着・取替

などが該当する。
  解説  
　表 2 で示した道路運送車両法施行規則で、
電子制御装置整備に該当する作業内容が示さ
れている。表 2 内「八」の運行補助装置の定
義では、センサーだけではなく、センサーが
取り付けられた車体前部と窓ガラスも対象と
されている。そのため、それらの脱着・取替
についても、電子制御装置整備認証の取得が
必要な作業となる。

Q　衝突被害軽減ブレーキやレーンキープ機
能を備える自動車は、すべて電子制御装置
整備の対象となるのか？

A 　対象車両については、カーメーカーが
Web サイト上で発表しているリストを確
認すること。

  解説  
　電子制御装置整備の対象となる車両は、保
安基準が設定されている装置を備えるものと
されており、乗用車に搭載される衝突被害軽
減制動制御装置についての保安基準が公布さ
れたのは 2020 年 1 月 31 日、同装置の装着義
務付けは国産・新型車で 2021 年からとされ
ている。

特定整備制度に関する疑問  Q＆A

　4月 1日にスタートした特定整備制度について、その概要や車体整備事業者に求められる対応な
どをQ&A形式でまとめた。

↗
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表 1　道路運送車両法（第 49 条第２項）の改正内容

表 2　道路運送車両法施行規則

＜改正前＞
分解整備
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置又は連結装置を取り外して行う自動車の整備
又は改造であつて国土交通省令で定めるもの

＜改正後＞
特定整備
原動機、動力伝達装置、走行装置、操縦装置、制動装置、
緩衝装置、連結装置又は自動運行装置（第四十一条第
二項に規定する自動運行装置をいう。）を取り外して行
う自動車の整備又は改造その他のこれらの装置の作動
に影響を及ぼすおそれがある整備又は改造であつて国
土交通省令 *1 で定めるもの

*1 道路運送車両法施行規則第３条において規定

（特定整備の定義）
第三条　法第四十九条第二項の特定整備とは、第一号から第七号までのいずれかに該当するもの

（以下「分解整備」という。）又は第八号若しくは第九号に該当するもの（以下「電子制御装置整
備」という。）をいう。
一 　原動機を取り外して行う自動車の整備又は改造
二 　動力伝達装置のクラッチ（二輪の小型自動車のクラッチを除く。）、トランスミッション、

プロペラ・シャフト又はデファレンシャルを取り外して行う自動車の整備又は改造
三 　走行装置のフロント・アクスル、前輪独立懸架装置（ストラットを除く。）又はリア・ア

クスル・シャフトを取り外して行う自動車（二輪の小型自動車を除く。）の整備又は改造
四 　かじ取り装置のギヤ・ボックス、リンク装置の連結部又はかじ取りホークを取り外して行

う自動車の整備又は改造
五 　制動装置のマスタ・シリンダ、バルブ類、ホース、パイプ、倍力装置、ブレーキ・チャンバ、

ブレーキ・ドラム（二輪の小型自動車のブレーキ・ドラムを除く。）若しくはディスク・ブ
レーキのキャリパを取り外し、又は二輪の小型自動車のブレーキ・ライニングを交換するた
めにブレーキ・シューを取り外して行う自動車の整備又は改造

六 　緩衝装置のシャシばね（コイルばね及びトーションバー・スプリングを除く。）を取り外
して行う自動車の整備又は改造

七 　けん引自動車又は被けん引自動車の連結装置（トレーラ・ヒッチ及びボール・カプラを除
く。）を取り外して行う自動車の整備又は改造

八 　次に掲げるもの（以下「運行補助装置」という。）の取り外し、取付位置若しくは取付角
度の変更又は機能の調整を行う自動車の整備又は改造（かじ取り装置又は制動装置の作動に
影響を及ぼすおそれがあるものに限り、次号に掲げるものを除く。）
イ 　自動車の運行時の状態及び前方の状況を検知するためのセンサー
ロ 　イに規定するセンサーから送信された情報を処理するための電子計算機
ハ 　イに規定するセンサーが取り付けられた自動車の車体前部又は窓ガラス

九 　自動運行装置を取り外して行う自動車の整備又は改造その他の当該自動運行装置の作動に
影響を及ぼすおそれがある自動車の整備又は改造

分
離
整
備

特
定
整
備

電
子
制
御
装
置
整
備

　つまりそれ以前に生産された車両、保安基
準が定められる前に実装された装置は対象外
となる。一方で、装着が義務付けられるまで
の間に基準の先取り適用がなされているもの
や、備える場合に基準を満たさなければなら
ないもの（いわゆる if fitted）については、
電子制御装置整備の対象となる。
　電子制御装置整備の対象車種については、
カーメーカー各社が発表しており、国土交通
省の Web サイトではメーカー各社の特設サ

イトへのリンクページが用意されている。
Q　特定整備認証を取得する方法は？
A 　「分解整備」のみを行うパターン、「電子

制御整備」のみを行うパターン、両方を行
うパターンのいずれにおいても認証の取得
が可能。

  解説  
　特定整備認証には 3 つのパターンがあり、
そのいずれを取得した場合も「自動車特定整
備事業者」となる。

↘
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　分解整備のみを行う場合は従来の要件から
変更はないが、電子制御装置整備を行う場合
には、作業場、設備機器、工員について、認
証基準が定められている（表 3、4、5）。なお、
分解整備と電子制御装置整備の両方を行う場
合は、両方の認証基準を満たす必要がある。

Q　電子制御装置整備の整備主任者資格要件
である「講習」とは？

A 　電子制御装置整備に必要な知識及び技能
について運輸支局長等が行う講習。

  解説  
　講習は、①学科（自動車特定整備事業に関
する法令など）、②実習（エイミング作業な
ど）、③試問（学科及び実技の講習内容に基
づく筆記試験）で構成されている。
　そのうち「②実習」については、一定の要
件を満たした外部の研修に代えることが可能
とされている。日車協連が開催する、令和 2
年度高度化車体整備技能講習・電子制御装置
編は、「②実習」に代えることが可能な講習
として認められている。

Q　分解整備と電子制御装置整備の両方を行
う事業場において、分解整備のみ担当する
整備主任者、電子制御装置整備のみ担当す
る整備主任者を分けることは可能か？

A 　できない。
  解説  
　先述の通り、分解整備と電子制御装置整備
の両方を行う事業場においては、両方の認証
基準を満たす必要がある。つまり、整備主任
者の資格要件を満たすためには、「1 級整備
士（二輪を除く）」か「講習を受講した、1
級整備士（二輪）か 2 級整備士」である必要
がある。

Q　工場内に電子制御装置点検整備作業場の
要件を満たすスペースが確保できない場合
は、電子制御装置整備認証を取得すること
はできないのか？

A 　電子制御装置整備においては、離れた場

所に要件を満たす作業場を用意すること
で、認証の取得が可能。

  解説  
　事務所及びバンパー交換、ガラス交換など
を行うための一定の要件を満たした作業場を
有しているものの、電子制御装置点検整備作
業場としての要件を満たさない場合は、事務
所の所在地とは別に電子制御装置点検整備作
業場及び車両置場を用意し、認証を受けるこ
とができる。ただし、ガラス交換またはバン
パー交換が可能な作業場がない場合は、事業
場の一部として認められない。

Q　他の事業場に電子制御装置整備作業を外
注することは可能か？

A 　認証工場から認証工場への外注は可能。
認証工場から未認証工場への外注は、認証
工場が未認証工場を「離れた作業場」とし
て届け出ない限り不可（表 6）。

Q　経過措置中はどのような作業をしてもよ
いか？

A 　経過措置期間中に行える作業は、施行の
際（2020 年 4 月 1 日）に事業として経営
していた作業のみ。それ以外の作業は認め
られない。

  解説  
　特定整備制度では、改正法が施行された時
点で電子制御装置整備に相当する事業を経営
している整備事業者においては、施行日から
起算して 4 年を経過する日までは、認証を受
けるための準備期間として、引き続き当該事
業を経営することができるとした「経過措
置」が用意されている。
　経過措置の対象となる作業は、改正法が施
行された時点で実施していた作業のみ。たと
えば、2020 年 4 月 1 日時点でバンパー脱着・
取替はしていたが、エイミングはしていなか
った場合、バンパー脱着・取替は経過措置の
対象に含まれるが、エイミングは経過措置の
対象とならない。その場合エイミングをする
ためには、認証を取得する必要がある。
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対象とする
自動車

電子制御装置点検整備作業場の基準
車両置き場の規模の基準

間口 奥行
普通（大） 16m × 5m（うち屋内 7m × 5m） 3.5m 以上 11m 以上
普通（中） 13m × 3m（うち屋内 7m × 3m） 3.5m 以上 8m 以上
普通（小） 7m × 2.5m（うち屋内 3m × 2.5m） 3m 以上 6m 以上
普通（乗） 6m × 2.5m（うち屋内 3m × 2.5m） 3m 以上 5.5m 以上
小型四輪 6m × 2.5m（うち屋内 3m × 2.5m） 3m 以上 5.5m 以上
小型三輪 6m × 2.5m（うち屋内 3m × 2.5m） 3m 以上 5.5m 以上
小型二輪 － 2m 以上 2.5m 以上
軽自動車 5.5m × 2m（うち屋内 4m × 2m） 2.5m 以上 3.5m 以上

分解整備 電子制御装置整備
工員数 2 人以上 2 人以上

自動車整備士の最低要件 1 級 or 2 級自動車整備士が 1 人以上
「1 級（二輪を除く）」or「｛1 級（二輪） or 2 級整備
士 or 車体整備士　or 電気装置整備士｝＋講習」が
１人以上

自動車整備士保有割合
1/4 以上

（1 級 or 2 級 or 3 級自動車整備士数
/ 全工員数）

1/4 以上（1 級 or 2 級 or 3 級 or 車体整備士 or 電気
装置整備士数 / 全工員数）

整備主任者の資格要件 1 級 or 2 級自動車整備士 「1 級（二輪を除く）」or「｛1 級（二輪） or 2 級整備
士 or 車体整備士 or 電気装置整備士｝＋講習」

① ： 外注先 B で記録簿記載（A は記録簿を書くことができない）
② ： A、B それぞれで記録簿記載（ユーザーには、A が記載した記録簿を交付）
③ ：  A の責任の下、A が故障診断を行った上で、外注先の工場 B に対して整備を外注。B の作業後、当該作業が適切であっ

たかどうかの確認を A 自身が行う。

・特定整備にあたる作業は、認証を受けている事業者が、自身の責任の下、行う必要がある。
・分解整備と同様、認証工場から認証工場において外注をすることを可能とするほか、電子制御装置整備の特殊性を
踏まえ、指定整備を行う場合の一部外注について柔軟に運用。

表 3　電子制御装置整備の認証基準（設備）

表 4　電子制御装置整備の認証基準（作業機械等）

表 5　特定整備制度における認証基準（工員）

表 6　他の事業場で作業する外注について	

作業機械等
対象とする装置の種類

運行補助装置 自動運行装置

作業計器 水準器 ○ ○
点検計器及び点検装置 整備用スキャンツール ○ ○

外注先 電子制御装置整備の認証あり
（B）

外注元（A） 全部を外注 一部を外注
電子制御装置整備の
認証あり

外注先責任① 外注元責任②

電子制御装置整備の
認証あり（指定整備を
行う場合）

× 外注元責任③

外注先 電子制御装置整備の認証なし
（C）

外注元（A） 全部を外注 一部を外注
電子制御装置整備の
認証あり

×
A の離れ作業
場としない限
り　×

電子制御装置整備の
認証あり（指定整備を
行う場合）

×
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共同購買品のご案内
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日 車 協 連

福祉共済制度のおすすめ
2020年度

2020.8.1 〜 2021.7.31

（災害保障特約・災害割増特約付団体定期保険）

主 な 制 度 の 特 長

① 掛け金は1口1,200円／月から
　 お手頃な掛金で大きな保障 が得られます

自動車整備業 福祉共済制度のご案内

（例：70歳6ヵ月までの方）

② お仕事中 でも、 でも、お仕事以外

24時間保障 されます

1口ご加入の
場合 不慮の事故による死亡、高度障害

病気等による死亡、高度障害
不慮の事故による入院
不慮の事故による障害

400万円
200万円

日額1,500円
10万円〜70万円

保障範囲 保険金額

死亡保険金
200万円

➡ 不慮の事故により死亡された場合
災害保険金をプラス!!

—制度の詳細はパンフレットをご覧ください—
太陽−勧補−団−20−2

＜1口ご加入した場合の保険金・給付金のお支払い例＞
◆社長が病気で死亡
　200万円をお支払い

◆従業員が交通事故で死亡
　400万円をお支払い

◆休日趣味のサッカーの試合中に接触プレーで骨折、18日間入院
　1,500円 /日を 18日分お支払い

◆現場作業中に足場から転落全身打撲、20日間入院
　1,500円 /日を 20日分お支払い

お申込は事務局まで！
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　日本自動車車体整備協同組合連合会・青年部
会（中村悟部会長）は 5 月 16 日、第 19 回通常
総会（WEB）を開催した。今回、新型コロナ
ウイルス感染拡大防止を踏まえ、各県の部会長
による Zoom を活用したWeb 上での開催とな
った。

●
　総会に先立って挨拶した中村部会長は、新型
コロナウイルス感染拡大における業界の状況に
触れ、「我々、車体整備業界に従事する人間は、
今後どのように新型コロナウイルスに立ち向か

うべきか。まず、新型コロナウイルスを知り、
その対応をした工場が生き残るだろう」とし、
「総会で得た情報を部会員に届け、各エリアの
部会員に元気を与えてほしい」と述べた。

●
　続いて、事前に配布及び回収されていた 2019
年度事業・決算報告、2020 年度事業計画・収
支予算などが、すべて可決承認されたことを報
告した。

●
　総会後、中村年度事業発表「今だからできる
こと～コロナに打ち勝つために～」が開かれ、
冒頭の部会長講演で中村部会長は「本日の総会
及び事業発表は、幹事一同、特定整備制度以上
の荒波である新型コロナウイルスという脅威に
対し、何ができるかを魂を込めて考えた」と述
べ、「オールジャパンプロジェクトは既存会員の
満足度向上を第一優先として活動し、未来戦略
構築プロジェクトは直近課題に焦点を置き目指
すべき方向性を示し、ボトムアッププロジェク
トは自動車補修業界の社会的地位向上を目指し

日車協連・青年部会、
第19回通常総会（WEB）を開催

挨拶する中村悟部会長
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活動を行ってきた。単組ではできないことも各
ブロックでならできることがある。今日聞いた
ことを心に響かせて、周りに広めて、コロナに
打ち勝つ方法を見い出してほしい」と強調した。

●
　その後、オールジャパンプロジェクト、ボト
ムアッププロジェクト、未来戦略構築プロジェ
クトの各担当メンバーから、「コロナに打ち勝
つ対策」の発表が行われた。

●
■ボトムアッププロジェクト
・コロナ予防対策・コロナ感染後対策
　自社の社員が感染した場合の対応、その際
の事業の継続及び情報共有の発表。

・コロナ終息後のためにできること
　IT 投資編では、社内・社外・PR に分けて
それぞれに応じた簡単に導入できるアプリ
を紹介。資格取得編では特定整備制度に併
せ、電子制御装置整備申請書や電子制御装置
整備主任者講習などの取得を推奨した。

●

■未来戦略構築プロジェクト
・借り入れ、資金調達
　現状把握となる SWOT 分析を用いた借り
入れなどの資金繰り対策を解説。日本政策金
融公庫、商工中金、民間金融機関の借り入れ
比較のほか、未来への投資として無金利融資
を活用したエイミング機器投資などが紹介
された。

●
■オールジャパンプロジェクト
・助成金、補助金
　雇用を維持する助成金、企業が成長するた
めの補助金、短期的な支援を受ける給付金を
メインに何のために、何を準備し、どう使う
べきかを解説。

・コロナ中、コロナ後の組合活動について
　Web を利用したコミュニケーションを重
要視し、青年部会としてオンラインセミナー
の開催、動画配信チャンネルの創設、SNS
を活用した活動の発信を行っていくことが
発表された。

事業発表「今だからできること〜コロナに打ち勝つた
めに〜」

ボトムアッププロジェクトによる発表

未来戦略構築プロジェクトによる発表 オールジャパンプロジェクトによる発表
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● 収入保険料及び支払い保険金の推移
　2018 年度の任意自動車保険の収入保険料

（グラフ 1）は 3 兆 9,061 億円で、前年度に比
べ 539 億円（1.4％）減少、支払い保険金は 2
兆 146 億円で同比 899 億円（1.6％）の増加
となった。補償種目別の支払い保険金では、
車両保険が前年度（6,629 億 7,802 万円）より
1,062 億 6,146 万 6 千円（16.0％）増加し 7,692
億 3,948 万 6 千円、対物賠償は 18 億 1,687 万
8 千円（0.2％） 増加し 6,965 億 8,251 万 2 千
円（グラフ 2）だった。
　車両保険の事故形態別統計（表 1）を見る
と、「台風・竜巻・洪水・高潮」の支払い件
数が前年度比 86,991 件（731.7％）増の 10 万

760 件、支払い保険金が 602 億 4,466 万 9 千
円（778.1％）増の 691 億 2,884 万 2 千円と大
幅な増加となった。
　2018 年度は 2017 年度に引き続き、異常気
象による豪雨や台風などの自然災害が多く発
生し、中でも 2018 年 9 月に上陸した台風 21
号による近畿地方の被害は甚大であった。こ
れらが大きく影響し、車両保険の支払い保険
金の増加となった。来年発表予定の同書に
は、昨年の 10 月に日本に上陸し、台風とし
ては初の特定非常災害となった令和元年東日
本台風の被害が反映されるため、引き続き支
払い保険金の大幅な増加が予想される。
　一方、「他車・物・人との衝突、接触、転覆、

車両保険の支払い、修理費が年々上昇
自然災害による被害も大きく影響
車両保険の支払い、修理費が年々上昇
自然災害による被害も大きく影響

損保料率機構「自動車保険の概況」2019年度版より

車体整備業界の市場動向

　損害保険料率算出機構（損保料率機構）はこのほど、「自動車保険の概況」2019 年度版（2018 年
度データ）を発行した。同書は統計数値などを用いて、自賠責保険及び自動車保険の仕組みや一般的
な補償内容、収支動向、自賠責保険の損害調査などを保険契約者や交通事故被害者などに知らせるこ
とを目的として、毎年作成されている。同書の中から自動車保険の収支などについて、過去のデータ
との比較と併せて紹介する。

グラフ１　任意自動車保険・収入保険料の推移 グラフ2　任意自動車保険・支払い保険金の推移
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墜落」では、支払い件数は前年度と比べて
1,262 件（0.01％）増の 172 万 6,414 件、支払
い保険金は同比 147 億 6,339 万 9 千円（2.7％）
増の 5,678 億 8,139 万円だった。

● 1 件当たりの修理費も上昇傾向
　支払い 1 件当たりの修理費の推移（グラフ
3）では、車両保険は前年度（290.3 千円）か
ら 20.3 千円増加し 310.6 千円、対物賠償は前
年度から 6 千円増加し 267.0 千円。
　修理費の費目別統計（グラフ 4、5）を見
ると、車両保険では部品費が前年度比 9,261

グラフ4　修理費費目統計（車両保険）

※販売用・修理工場等受託車、特殊な用途・使用方法の保険契約及び特殊な契約条件による保険契約を除く
※「その他」には、火災・爆発、飛来物・落下物との衝突等が含まれる

表1　任意自動車保険　車両保険　事故形態別統計
事故形態 2013 年度 2014 年度 2015 年度 2016 年度 2017 年度 2018 年度

他 車・ 物・ 人
との衝突、
接触、転覆、
墜落

支払い件数（件） 2,018,459 1,853,949 1,769,884 1,724,763 1,725,152 1,726,414 
（対前年度比） −401,019 −164,510 −84,065 −45,121 389 1,262 
支払い保険金（千円） 547,911,434 542,735,858 533,155,719 537,417,775 553,117,991 567,881,390 
（対前年度比） −56,479,086 −5,175,576 −9,580,139 4,262,056 15,700,216 14,763,399 

台風・竜巻・
洪水・高潮

支払い件数（件） 20,554 14,089 25,020 10,403 13,769 100,760 
（対前年度比） −5,872 −6,465 10,931 −14,617 3,366 86,991 

支払い保険金（千円） 13,864,073 8,391,975 14,459,604 7,661,492 8,884,173 69,128,842 
（対前年度比） 2,781,796 −5,472,098 6,067,629 −6,798,112 1,222,681 60,244,669 

盗難

支払い件数（件） 22,415 14,272 11,266 9,917 10,047 7,490 
（対前年度比） −10,254 −8,143 −3,006 −1,349 130 −2,557 

支払い保険金（千円） 16,303,035 12,515,966 11,200,702 10,988,397 11,188,405 10,510,434 
（対前年度比） −3,629,025 − 3,787,069 −1,315,264 −212,305 200,008 −677,971 

その他

支払い件数（件） 565,803 482,216 402,625 381,594 407,398 437,153 
（対前年度比） −231,658 −83,587 −79,591 −21,031 25,804 29,755 

支払い保険金（千円） 103,581,544 98,601,815 75,239,654 69,172,316 80,950,432 108,860,995 
（対前年度比） −31,331,593 −4,979,729 −23,362,161 −6,067,338 11,778,116 27,910,563 

グラフ3　支払い1件当たりの修理費の推移
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円増の 162,458 円、工賃が同比 3,715 円増の
66,751 円、対物賠償責任保険は部品費が同比
4,599 円増の 135,411 円、工賃が同比 809 円増
の 59,883 円だった。
　車両保険、対物賠償責任保険のいずれにお
いても部品費は年々増加しており、先進安全
装置の普及などによる部品価格の上昇がその
一因と考えられる。また、工賃の面でも上昇
傾向はあり、自社における工賃算出の参考に
してもらいたい。

● 都道府県別の動向
　車両保険の都道府県別支払い保険金構成比

（グラフ 6）を見ると、比率が高いほうから
大阪（11.0％）、愛知（8.3％）、東京（6.4％）、
神奈川（4.8％）、兵庫（4.7％）、北海道（4.7％）、
千葉（4.6％）、埼玉（4.4％）、福岡（4.0％）、
静岡（3.1％）の順となった。
　台風・竜巻・洪水・高潮の支払い保険金（グ
ラフ 7）を見ると、大阪（48.3％）、兵庫（8.6
％）、岡山（5.9％）、広島（5.1％）、和歌山（4.0
％）、京都（3.9％）、愛知（3.6％）、静岡（2.8
％）、 福 岡（2.0％）、 東 京（1.7％） だ っ た。
双方とも大阪府が大きな比率を占めており、
同府での台風 21 号の被害の大きさが改めて
分かる結果となった。

グラフ７　�車両保険　都道府県別支払い保険金
構成比　（台風・竜巻・洪水・高潮）

グラフ6　�車両保険　都道府県別支払い保険金
構成比　（全事故形態合計）
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■整備用スキャンツール（認証工具）
　電子制御装置整備認証を取得するための認証基準
として「整備用スキャンツール」の所有が義務付け
られた。整備用スキャンツールの性能や機能には、
次の技術要件が課されている。

＜整備用スキャンツールの技術要件＞
　少なくとも一車種以上の車両において、OBD 検
査の対象となる装置（自動運行装置、制動装置、か
じ取り装置、排出ガス発散防止装置等）の点検及び
整備が適切に実施できる性能及び機能を有している
こと。

＜故障を解消するために必要な機能＞
・DTC 読み取り・消去機能
・前方監視用のカメラ、レーダーの機能調整（いわ

ゆるエイミング作業）など
　日本自動車機械器具工業会の Web サイト（http://
www.jamta.com/）では、カーメーカー等またはツ
ールメーカー自身が基準適合性を確認した、整備用
スキャンツールのリストを公開している。
　車体整備工場においては、エイミング作業での活
用のほか、入庫時など作業着手前に故障コードの読
み取りをしておくことで、修理作業によって発生し
た故障コードと、もともと車両に発生していた故障
コードを区別して把握・記録することが可能となり、
自社防衛、追加整備提案などにつなげることも可能
となる。

■水準器（認証工具）
　エイミング作業を行う作業場について、カーメー
カー等の作成する整備要領書では「水平」な場所で
あることを求める場合が多い。しかし、実作業にお
いて水平な場所が用意できない場合には、水準器な
どを用いて車両とターゲットを正対させる「擬似的
に水平な」状態で整備が行われていること、ほとん
どの整備工場において、指定整備事業の指定要件と
して求めている完成検査場を除けば、完全に「水平」
な作業場を有していないことから、電子制御装置整
備認証を取得するための認証基準である「電子制御
装置点検整備作業場」の要件は、「平滑」であること

が定められている。そのため、作業場の水平を確認
するために必要な機器として、水準器の保有が義務
付けられることとなった。

■エイミング作業サポートツール
　静的エイミング作業（ターゲットを設置し、車両
を正確に正対させた状態でカメラやレーダーを調整
する手法）を行うためには、車体中心線などを基準
として、ターゲットの設置位置を割り出す必要があ
る。ターゲット設置位置やその測定方法はメーカー・
車種によって異なるため、入庫車に応じて毎回計測
作業が発生する。
　ターゲット設置作業の効率化を支援するため、機
械工具メーカー・商社が開発した製品群を「エイミ
ング作業サポートツール」と総称した。その製品構
成は各社が想定しているユーザー層、作業対象車種
によって異なっており、ラインレーザーやレーザー
距離計、ターゲットスタンドなどを組み合わせてタ
ーゲット設置位置の割り出しまでをサポートする製
品から、ターゲットやスキャンツールをセットに含
めることで、センサー類の光軸調整完了までを支援
するものまで様々である。

■ホイールアライメントテスター
　車両の中心線を基準としてターゲットを設置し、
そのターゲットに対してエイミング作業をする場合、
スラスト角が狂っていると本来の車両の進行方向と
異なる方向に車両が進んでしまい、センサーが正し
く前方を認識できない恐れがある。そのため、エイ
ミング作業を行う前提として、ホイールアライメン
トに不具合がないことが重要となる。

■�ボディーアライメント計測装置＆ボディー修正装
置

　ホイールアライメントと同様、ボディーアライメ
ントが狂っていると、エイミング作業が適切に完了
しない場合がある。事故車修復後にエイミングをす
る機会が多い車体整備事業者においては特に、正確
なボディーアライメントを確認できる計測装置と、
自社に入庫する車両の損傷程度に対応できるボディ
ー修正装置の確保が必要となる。

　前号（174号）に引き続き、日車協連の賛助会員が販売するエイミング関連製品を紹介する。本ページでは、
各機器がエイミング作業においてどのような役割を果たすかについて紹介する。

賛助会員エイミング関連製品紹介
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　先進安全システムのセンサー校正作業におい
て、車両中心線の位置出しからターゲット設置
位置の測定、スキャンツールを用いたセンサー
類の調整作業まで、全工程に対応するサポート
ツール。セット内容は次の通り。
■ MA600J
　フロントカメラ校正時にターゲットボードを
取り付けて使用する、サポートツール。折りた
たみが可能なため、車に積み込んで持ち運ぶこ
とが可能。
■ターゲットボード
　トヨタ、日産、ホンダの各社 2 種類ずつのター
ゲットを標準で付属。そのほかのメーカーのター
ゲットは、オプションで設定する。
■ MA800J
　ミリ波レーダーの光軸調整などに使用するリ
フレクター。
■ MS906BT（ADAS 専用プログラム搭載）
　ADAS 専用プログラムをインストールしたス
キャンツール。
　ADAS 専用プログラムは、車種ごとに異な
るセンサー校正作業の手順をグラフィックと説
明文で画面上に表示することで、作業効率の
改善に貢献する。また作業完了後は専用フォー
マットによる完了レポートの作成が可能で、
Bluetooth 及びメールでの送信、印刷に対応し
ている。
　すでに AUTEL のスキャンツールを所有して
いる場合は、アップグレードソフトの追加で、
ADAS 専用プログラムをインストールすること
が可能（※更新期間内、対応可能な機種に限る）。
■その他の主な付属品
　レーザー墨出し器、確認用ミラー、レーザー
受光器、下げ振り、レーザー距離計。

　　賛助会員　エイミング関連製品紹介

　オーテル・インテリジェント・テクノロジー

エイミング作業サポートツール

MA68JSET
カメラ・レーダー調整作業をトータルサポート

神奈川県横浜市港北区新横浜
　3-7-8　日総 18ビル 719
TEL045-594-8465
FAX045-345-8589

MA600J

ＭＳ 906ＢＴ

ターゲット（標準付属）

ターゲット（オプション）
※この他にも各種ターゲットを
　オプションとして設定している

MA800J
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　クアッドコアプロセッサの搭載による高い処
理能力で、作業効率の向上に寄与するスキャン
ツール。
　故障コードの読み取り／消去、データモニ
ター、フリーズフレームデータ読み取り、アク
ティブテスト、作業サポート、コーディングに
加え、ECU プログラミングにも対応が可能。

　故障コードの読み取り／消去、データモニ
ター、フリーズフレームデータ読み取り、アク
ティブテスト、作業サポート、コーディングな
どの機能を備えたスキャンツール。

　故障コードの読み取り／消去、データモニ
ター、フリーズフレームデータ読み取り、アク
ティブテスト、作業サポート、コーディングな
どの機能を備えたスキャンツール。MS906BT
と比べて、内蔵ストレージが拡大（64GB）さ
れており、ディスプレーには 9.7 インチタッチ
スクリーンを搭載している。MS908S Pro へ
のアップグレードで、ECU プログラミングへの
対応が可能。

スキャンツール

スキャンツール

スキャンツール

MaxiSys Elite

MaxiSys MS906BT

MaxiSys MS908S

高い処理速度を有する最上位モデル

基本機能を網羅したエントリーモデル

本体性能を強化した高機能モデル

本体寸法：幅300×高さ 220×奥行 50mm、本体
重量：1.42㎏、カメラ：8メガピクセル（背面）

本体寸法：幅309×高さ 225×奥行 35mm、本体
重量：1.59㎏、ディスプレー：9.7 インチタッチパ
ネル、カメラ：8メガピクセル（背面）、2メガピク
セル（表面）

本体寸法：幅 270.8×高さ176×奥行 36mm、本
体重量：1.05㎏、ディスプレー：8インチタッチパネ
ル、カメラ：8メガピクセル（背面）、SSD：32GB

本体寸法：幅309×高さ 225×奥行 35mm、本体
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　組み立て方を変更することで幅広い車種への
対応が可能となるユニバーサルジグシステムを
採用した、ジグベンチ式ボディー修正装置。ジグ
システムでは足回りの位置を含めて 3 次元でボ
ディーアライメントを計測・修正するため、修正
後は基本的にスラスト角を 0°（スラストライン
と幾何学中心線が等しい状態）とすることが可能
となり、先進安全装置の正常な作動に貢献する。
　作業性の向上を目的として、ベースブロック（ク
ロスビームに設置し、コラムとジグを装着する器
具）やコラムを固定せずに修正作業が可能なシ
ステムを採用。クロスビームに固定されていない
ベースブロックは、引き作業及びその後のスプリ
ングバックに応じて動くため、それらの状態を確
認しながら修正作業を進めることが可能となる。
また、より高精度な修正を実現するため、ベンチ
のスライディングレール部が水平となるようフラ
イス加工が施されている。
　車種ごとのジグの組み合わせ（ジグチャート）
は、グローバルジグ発行のデータを参照するほか、
実車実測及び寸法図からユーザー独自で作製す
ることも可能。

　グローバルジグシステムを採用した、スピー
ディ社オリジナルのジグベンチ式ボディー修正装
置。
　スーパーロタックスよりも省スペースに設置が
可能で、小・中破の修正作業に適している。スラ
イディングレール部にはフライス加工が施されて
おり、グローバルジグと同等の高精度な修正作業
が可能である。

サイズ：長さ3,600 ×幅 1,050mm、クロスビーム
幅：1,800mm、クロスビーム数：スタンダードセッ
ト・3本、アップグレードセット・4本、リフト能力：
2,200㎏、リフト最高高さ：1,500mm、対応ホイー
ルベース：3,000mmまで

　　賛助会員　エイミング関連製品紹介

� スピーディ
東京都江戸川区松島1-24-15
TEL03-3654-3221
FAX03-3653-8939

ボディー修正装置

ボディー修正装置

グローバルジグ　スーパーロタックス

エンジョイベンチ

サイズ：長さ 4,000 ／ 5,000 ×幅 1,000mm、ク
ロスビーム幅：1,800mm、クロスビーム数：6本、
タワー数：1基（オプションで 1基追加可能）、リ
フト能力：3,500㎏、リフト最高高さ：1,750mm

高精度・高効率な修正作業を実現

グローバルジグの精度を確保した、
小・中破特化モデル
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　多くのカーメーカーから認定工具として指定
されている、ユニバーサルジグシステムを採用
したジグベンチ式ボディー修正装置。
　クロスビームの上面だけではなく、左右の合
計 3 面にベースブロックを取り付けることが可
能。横方向からジグをセットすることで、車体
のねじれなどの計測・修正が容易となる。

　国産乗用車8メーカーに標準対応し、国産トラッ
ク 4 メーカー、輸入車 4 メーカーにオプションで
対応するスキャンツール。
　自己診断や故障コードの読み取り・消去、データ
モニター、作業サポート、フリーズフレームデータ
表示などの機能を搭載。アップデート会員へ加入
すれば、常時診断ソフトの入れ替えが可能となる。

　アタッチメントなどの装着がない一体構造の採
用で、誤差のない正確な計測作業に貢献するコン
ピューター式ボディーアライメント測定システム。
　ボディー側の計測ポイントに当てる部位は球形
状となっており、球のどの部分をポイントに当て
ても計測が可能なため、作業性が良い。
　各車種の計測データは、カーベンチが所有する
データベース（年間契約）の参照が可能。また実
車実測値や寸法図などからユーザー独自でデータ
を作製したり、カーベンチのデータへ計測点を追
加することができる、カスタムデータ機能も用意
されている。

ボディー修正装置

スキャンツール

ボディーアライメント計測

カーベンチ　ムレーナ

ビークルリカバリー　JVR2000

カーベンチ　コンタクト　エボリューション

サイズ：長さ 5,150 ×幅 1,050mm、クロスビー
ム幅：1,510mm、クロスビーム数：6本、タワー数：
1基（標準）、リフト能力：3,500㎏、リフト最高高
さ：1,400mm

本体サイズ：幅227×高さ 148×奥行 56mm、モ
ニター：モノクロ3.5 インチ

多くのカーメーカーが認定工具として指定

車体整備に必要な基本機能を搭載

誤差のない正確な車体計測で
車体整備工場の先進自動車対応を支援
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エイミング作業サポートツール

ボディー修正システム

センターサポートナビ／位置出しスタンド／
マルチエイミングボード

セレット　カメレオンプラス

センサー調整作業の効率アップに

豊富な車種データで高精度な修理に対応

■センターサポートナビ
　衝突被害軽減ブレーキのセンサー調整作業な
どにおいて必要となる車両中心線を、ラインレー
ザーにて表示するサポートツール。付属のミラー
を使用すれば、車体下をのぞき込まずに後方の
レーザー照射を確認できる。
　オプションとして設定する、位置出しスタン
ドもしくはマルチエイミングボードとの併用で、
センサー調整作業のさらなる効率化に貢献する。
■位置出しスタンド
　センターサポートナビのレーザーを利用した
車両との正対確認や、車両との距離を計測する
レーザー距離計（オプション）の搭載が可能な
サポートツール。
　横方向へのレーザーにより車両中心線に直角
な線の表示が可能なため、フロントカメラ調整
の順次認識作業など複数個所にターゲットの設
置が必要な場合でも、効率良く設置ポイントを
測定することができる。

　セレット社のボディー修正装置・セレットベ
ンチ専用のユニバーサル式ジグシステム。
　セレットベンチ、モジュラークロスメンバー、
MZ タワー、ユニバーサルピストンと組み合わ
せて、様々な車種に対応したジグを作製できる。
セレット社の Web サイトにアクセスし、各種
車種のセッティング情報を閲覧・印刷すること
が可能で、精度の高い修正作業をサポートする。
ジグが干渉してセッティングできない場合は、
ジグの向きやスライディングベースの位置を変
えることができる。

　　賛助会員　エイミング関連製品紹介

� バンザイ
東京都港区芝2-31-19
TEL03-3769-6880
FAX03-3456-4691

■マルチエイミングボード
　センターサポートナビと組み合わて使用する
ことで、ターゲット設置位置の測定を効率化す
るサポートツール。本体ボード部分に市販のター
ゲットを貼り付けられるため、別のスタンドに
置き換える必要がなく、スムーズにセンサー光
軸調整作業を開始することができる。
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ボディーアライメント計測

スキャンツール

ホイールアライメントテスター

スキャンツール

　損傷度合いを 0.1mm 単位で表示・印字が
可能な、3 次元コンピューター式ボディー計
測システム。
　収録車両データを基に損傷度合いを診断す
るノーマル計測モード、左右対称比較による
良否判定が可能なシンメトリー計測モード、
修正と計測を同時に行うリペア計測モードが
用意されており、作業内容や車両損傷状態に
合わせて選択することで、効率的に作業を進
めることができる。

　国産乗用車 8 メーカー、国産トラック 4 メー
カー、輸入車 9 メーカーに標準対応。故障コー
ドの読み取り・消去、作業サポート、フリー
ズフレームデータの表示、アクティブテスト、
カスタマイズ、レディネステスト、データモニ
ター（数値・グラフ表示対応）などの基本機
能を搭載している。検出結果にタイヤ、エン
ジンオイル、バッテリーの状態を記入・印刷
できる独自機能「愛車の健康診断 plus」が搭
載されており、整備提案力の向上に貢献する。

　ホイールに取り付けたターゲットの形状をカ
メラで検出し、その角度変化からアライメント
を測定する光学式を採用した、ホイールアライ
メントテスター。
　1 つのターゲットに 2 つのカメラが対応して
おり、4 輪を 4 ターゲット・8 カメラで計測す
ることで高精度なアライメント測定を確保。測
定時に車両を前後に移動する「ローリング補正」
で、4 輪同時ランナウト補正とトー・キャンバ
測定が可能なため、作業効率向上に貢献する。

　国産乗用車 8 メーカー、輸入車 5 メーカー
に標準対応し、オプションで国産トラック4メー
カーの DPF 強制再生作業に対応。国産乗用車
では全自己診断、作業サポート、カスタマイズ
機能のほか、タイヤ、オイル、バッテリー、ブ
レーキの交換時に必要となる作業など、日常点
検で使用頻度が高い機能をまとめたメンテナン
スモードを搭載している。

セレット　ナジャ 3D

MST3000

ML-EASY3D

TPM-i-BZ
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エイミング作業サポートツール

多種多様な車種を扱う工場向け
汎用カメラエイミングツール
　ターゲットボードを差し替えることで幅広い
車種に対応できる ADAS 用カメラセンサーの
ターゲットスタンド。ターゲットボードは別売
で国産用と輸入車用が用意されている。
　ADAS 用カメラセンサーのエイミングは、
ターゲットの枚数が 1 つのもの、2 つのもの、
複数のものがあるが、いずれにも対応している。
　ターゲットは凹凸がついた磁石で決められた
位置に（上下の反転などの恐れがなく）簡単に
固定できる。

磁気クランプでターゲットを簡単かつ正確に固定でき
る。上に見えるのがレーザーモジュール

ターゲットの高さ調整はスプリングの反力で軽い力で
動かせる。ミリ単位の調整も容易

レーザーモジュールからの光線とエンブレムを合わせ
るだけで車体中心線に合わせられる。光線は緑色で周
囲が明るくても視認しやすい

オプションのターゲットセットは、トヨタ（レクサス
含む）、ホンダ、日産、マツダ、スバル、三菱、メルセ
デス・ベンツ、フォルクスワーゲンなどがある

　　賛助会員　エイミング関連製品紹介

� ボッシュ
東京都渋谷区渋谷3-6-7
TEL:03-5485-6060

https://jp.bosch-automotive.com/ja/

カメラセンサーエイミング用 SCT415
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スキャンツール

フロントだけでなく、リヤの
準ミリ波レーダーにも対応

　イーサネットを含む近年及び将来の車両イン
ターフェースに対応。
　ボッシュ診断ソフトウェア ESI[tronic]2.0 が
インストールされ、ライセンス承認済みのあら
ゆるWindows PCで使用可能。Bluetooth対応。

　ミリ波レーダー用のリフレクターターゲット
とスタンドのセット。トヨタ（レクサス含む）、
ホンダ、マツダ、起亜、現代に対応している。
　スタンド本体はレーダーが反射しにくいファ
イバーグラスを用いており、より正確に作業が
できる。また、レーザー距離計でより精密に測
距できるようレーザー距離計用のステーが付い
たリフレクターカバーが用意されるなど、短時
間で正確に設置できるよう工夫されている。
　ちなみに、レーザーリフレクターはステーで
左右に動かせるため、ホンダのように左右にオ
フセットしたミリ波レーダーのターゲット設置
も容易だ。

リフレクターにレーザー距離計を固定するステーが付
いたカバーが付属する。簡単に正しい計測ができる

ミリ波レーダーは車体の中心にあるモデルばかりでは
ない。左右にオフセットしていても、メモリ付きのス
ライダーでリフレクターを移動できる

レーダーセンサーエイミング用 SCT815

最高水準の効率を実現する、
最先端のコントロールユニット診断機
KTS560・KTS590
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　5 月 25 日に緊急事態解除宣言が全国的に発
出され、自粛や休業要請も段階的に緩和され
ていくと見られています。しかしながら、解
除されてもすぐには以前の状態に戻すことは
困難で、私たちの業界はこれから本格的に影
響が出ると予測されており、まだまだ予断を
許さない状況が続くと思われます。新型コロ
ナウイルスの感染拡大に関し、罹患された皆
様に心よりお見舞い申し上げますとともに、一
日も早い回復と終息をお祈り申し上げます。

　今年に入って少しずつ感染拡大していった
新型コロナウイルスの影響が、ここまで大き
くなることは誰も予測していなかったでしょ
う。大企業が窮地に立たされ、トヨタでさえ
20％の収入減に伴い利益は 80％下がると予測
しています。昨年から浸透してきたキャッシ
ュレス決済は消費者目線では加速する契機と
なり、それがお店側ではキャッシュフローを
さらに悪化させるという捻れを生みました。
　新型コロナウイルスの状況は第 2 波、第 3
波が起きる予測も含めると、以前の状況に戻
るには最低でも 4 年は掛かると言われてお
り、日本国中の生活や環境が激変した今の状
況に否が応でも適応していけるかどうかが、
企業として打破していくカギとなるでしょ
う。ある種災害が起きた状況ですから、今後
はいかに想定外なことが起きても危機管理が
できている強い会社創りが必要と言えます。

●
　前回は自社のあるべき姿、目指すべき姿を
明確にするというテーマで理念や事業計画の
重要性をお話ししました。スタート位置（現
在地）で現状把握をし、ゴール（目的地）で
自社の目指すべき姿が明確になり、そこに向
かうための理念を基にした計画（最適なルー

ト）を立てる。カーナビでは一瞬で行えます
が、会社となると簡単にはいきません。
　簡単ではないからこそ、会社や事業を運営
することにチャレンジすることが醍醐味でも
あるわけですが、難しすぎて途中で挫折して
しまってもいけません。「理念では飯は食え
ない」とか「計画を立てたところで」などと
脳裏によぎった方に今一度申し上げます。大
企業や業績が優良な会社は当たり前に実践さ
れており、大企業や優良企業だからできるの
ではなく実践した結果、企業として成長でき
たと考えるべきです。自社の現状を少しでも
良くして成長させたいと考えている経営者は
現状と目標に対するGAPを正確にとらえて、
その GAP を埋めるためのアクションプラン
（具体的な行動計画）が必要になります。そ
して、そのプランが複数にわたる場合、何を
優先するべきかの判断がとても大切になりま
す。本来であれば GAP に対するアクション
プランにいきたいところですが、私たちの業
界も含めた日本の経済状況を鑑みた最優先の
アクションプランに触れようと思います。

●
　日常生活や自社を取り巻く環境が激変した
今、経営者は何をするべきでしょう？
・お客様への対応（営業時間、非接触対応、
対人距離、消毒、マスク、換気、体温チェ
ック）

・スタッフへの対応（勤務体制、健康管理、
雇用維持、家族などへの配慮）

・事業継続への対応（計画修正、資金繰り、
雇用調整、仕事量維持）

●
　その他にもビジネスパートナーや対外的な
団体、自身や家族の行動管理などまで含める

寄  稿

日車協連　調査研究委員長
泰 楽   秀 一

「板金塗装屋さんの経営学と利益の出し方」

連載 第 3 回
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と切りがないくらい行動する必要があります。
そして優先順位まで決めると、そこに掛かる
時間や手間は膨大になります。結論から言い
ますと、上記については「すべてが最優先」
です。そしてすべてを最優先に行うため、経
営者一人ではなく組織で取り組む役割分担や
事前準備などを含めた危機管理（リスクマネ
ジメント）がとても重要となります。
　東日本大震災以降、企業におけるリスクマ
ネジメントへの関心は高まっており、特に今
回のような新型コロナウイルスに関しては想
定外の危機であるため、どう対処するべきか
迅速な判断が求められます。想定外の危機（災
害や事故）とは、
①危機が起こること自体が想定できない場
合
②危機が起こることは想定したが、どれく
らいのレベルかが想定できない場合

の 2 種類に分けられます。東日本大震災では
②のように地震や津波が起きることをある程
度想定されていましたが、ここまで大きな津
波による被害は想定外でした。新型コロナウ
イルスは起こることが想定できなかったかも
しれませんが、感染症の歴史を見れば天然痘
やペスト、最近ではMARS や SARS、インフ
ルエンザといった感染症が出現しているので
想定外と簡単に決め付けるのではなく、想定
できた可能性を検証して反省点や今後の教訓
として学んでいくことが大切です。企業とし
てやりやすいことや思い付きの行動だけにな
らないように、想定外をできるだけ減らすた
めの計画を作成しておくことが世の中のスタ
ンダードになりつつあるようです。

●
　想定外の危機に迅速に対処するために
BCP（事業継続計画）を作成している企業が
増えています。理念や事業計画と同様に大企
業や優良企業で取り組まれている事例が多い
のは確かですが、身近なところですと損害保
険代理店（保険会社によりますが）をされて
いる企業なら BCP を作成していると代理店
手数料のポイントが上がりますので、しっか

りと取り組むべきです。想定外の危機が発生
しても事業を継続していくための計画ですの
で、外部で発生した脅威だけでなく、内部に
発生する影響を想定して作成しておくと迅速
に的確な行動をとることができます。

●
＜具体例＞手元資金（運転資金）の基準
・平時での最低限手元資金の目安「平均粗利
総額の 3 ヵ月分以上」
年間売り上げ 1 億円−年間変動費 5,500 万
円＝年間粗利総額 4,500 万円
年間粗利総額 4,500 万円÷ 12 ヵ月＝ 375 万
円× 3 ヵ月＝ 1,125 万円

・有事（想定外の危機が発生）の場合「平均
粗利総額の 6 〜 12 ヵ月分」
375 万円× 6 〜 12 ヵ月＝ 2,250 〜 4,500 万
円
　算出方法や基準は他にもあり、自社に合っ
た目安から基準を設定する必要があります
が、あらかじめ基準を定めて有事の場合でも
すぐに行動できれば、慌てることも時間を無
駄にすることも少なくなるはずです。そし
て、次の行動にも迅速に対応できるようにな
ります。

●
　今回は新型コロナウイルスの影響があった
ため、連載の趣旨から少し外れた記事にさせ
ていただきました。私たち車体整備業は自動
車という交通インフラを下支えする素晴らし
い事業者であり、新型コロナウイルスに負け
ることも倒れてしまうこともあってはなりま
せん。危機とはギリシャ語の「決定、選別」、
ラテン語の「転換期、転機」を語源に持つと
言われ、危険と好機の両面を併せ持つという
解釈とも言われています。今回のコロナ禍を
しっかりと受け止めて転機とし、それぞれの
事業所における危機管理向上につなげるチャ
ンスとしてとらえていただけると幸いです。

●
　次回は終息していることを願いつつ、平時
での「GAP を埋めるためのアクションプラ
ンと優先順位」を掲載します。
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【山形】
●見積り講習会
日時：令和 2 年 3 月 7 日
場所：山形県自動車会館（山形市）

　事前に事故車の写真を受講者に送付し、工
賃・部品・塗装に分けて見積りを作成。当日
持参した個々の見積りの考え方についてディ
スカッションした。また、フェンダーやクォ
ーターパネルなどを形成するオリジナルの工
具の使い方も学んだ。講師は同車協・丹野氏。
参加者は 22 人（組合員 13 人、員外 9 人）。

●参加型マスキング講習会
日時：令和 2 年 3 月 26 日
場所：山形部品 CBS センター山形（山形市）

　フェンダーとフロントドア、リヤドア、ク
ォーターパネルへのマスキング作業について
受講者が意見を出し合い、より良い作業方法
を探った。また、LED 照射で短時間に乾燥
するパテ、プラサフの商品説明を行った。協
賛はピッカーズ。参加者は21人（組合員16人、
員外 5 人）。

◆第133回総務財務委員会
日時：令和 2 年 4 月 17 日
場所：日車協連会議室

【議題】
1. 令和元年度事業報告書・同収支決算報告書

並びに利益剰余金処分案について

◆令和元年度監事会議
日時：令和 2 年 4 月 23 日
場所：日車協連会議室

【議題】
1. 令和元年度事業報告書、同収支決算報告書

並びに利益剰余金処分案について

◆第95回共同購買委員会
日時：令和 2 年 4 月 27 日
場所：日車協連会議室

【議題】
1. 令和元年度の共同購買品並びに斡旋品の活

用実績状況について

◆第185回理事会
日時：令和 2 年 5 月 19 日
場所：日車協連会議室

【議題】
1. 令和元年度事業報告書、同収支決算報告書

並びに利益剰余金処分案について
2. 第 39 回通常総会提出議案について

本部だより

単組だより 掲載事項の実施期間：令和2年3月7日〜令和2年3月26日

日車協連全国ニュース
第44巻 第２号（通巻175号）

令和２年７月１日発行 定価 419円

 小倉　龍一
日本自動車車体整備協同組合連合会
〒101-0027 東京都千代田区神田平河町1
 TEL03（3866）3620
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 http://www.jabra.or.jp
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 プロトリオス
〒115-0045 東京都北区赤羽2-51-3
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HV＆ASV整備の必読書！

ハイブリッド車と
先進安全装置の基礎知識
定価3,200円+税

人気連載が待望の単行本化！

まんが見積り道場
定価2,000円+税

卓越した技術は必見！実演DVD付き

匠技　-名工の腕-
杉山裕二 著
定価6,000円+税

最先端の情報を集約、徹底解説!!

最新車体の特徴と修理
2015
定価4,200円+税

カスタムペイントを楽しもう!!

カスタムペイントヘブン
定価4,000円+税

THEシリーズ

鈑金の基礎から応用まで
THE鈑金
パーフェクトマニュアル
定価4,000円+税

見積りの基礎から応用まで
THE見積り
パーフェクトマニュアル
定価4,000円+税

塗装の基礎から応用まで
THE塗装
パーフェクトマニュアル
定価4,000円+税

THEシリーズは、新たに『特定整備』を
追加して改訂!!

B5判　2色刷り（一部カラー）

徹底図
ビジュアル

解シリーズ

この一冊でマスキングが分かる！

徹底図
ビジュアル

解
丸ごとぜんぶマスキング
定価2,800円+税

引き出しポイント完全マスター！

徹底図
ビジュアル

解
丸ごとぜんぶ引き出し鈑金
定価2,800円+税

修正作業は固定で始まる！

徹底図
ビジュアル

解
丸ごとぜんぶ車体の固定
定価2,800円+税

吹き付け塗装の見どころ満載！

徹底図
ビジュアル

解
丸ごとぜんぶ吹き付け塗装
定価2,800円+税

塗装の仕上がりは調色で決まる！

徹底図
ビジュアル

解
丸ごとぜんぶ調色
定価2,800円+税

A4判　フルカラー

データブック

ボデー修正作業に欠かせない一冊
ボデー寸法図集プラス
定価7,200円＋税

鈑金・塗装・見積りの
プロのためのウェブサイト

リペアテックリーダーズ
https://rt-web.jp/

商品の詳しい情報は
こちらでご覧いただけます
https://www.proto-rios.co.jp/
「出版関連商品オンラインショップ」
をクリックしてください

一目瞭然シリーズ

一人に1冊!!
ポケットサイズ

一目瞭然　
車体修理の
しごと
定価
2,800円+税

一目瞭然
Q&A

ドクター99
鈑金の
はてな
定価
2,800円+税

一目瞭然
Q&A

ドクター99
塗装の
はてな
定価
2,800円+税

一目瞭然
Q&A

ドクター99
見積りの
はてな
定価
2,800円+税

最新情報はウェブサイトで！
プロトリオス 検索

B6判　2色刷り

A4変型判　フルカラー
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鉄に近い感覚なので 、真剣にアルミ
パネルリペアワークに向き合えます！

その他、多彩な作業に対応する付属
品及びオプショナルパーツを準備して
います。
詳しくはヤシマ WEB でご確認ください。

アルアーク２００
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「ドローンアークテクノロジー」が
アルミパネルリペアワークを
新しいステージに導きます。

アルアーク２００

「アルゴンガス」及び
アースの為の剥離不要！

細かい狙い位置も
的確にホールド

溶着ビットは
繰り返し使用可

多彩な溶着ビットと
引出しツール

直感的な
パラメータ設定

テルウィン社製

ドローンアーク式

アルミスタッド溶接機JOIN THE INNOVATION

本格的にアルミ補修が
必要とされる時代に
間に合いました！

時代を先取りした
新しい収益化の提案です。

www.yashima-corp.jp

その他、多彩な作業に対応する付属
品及びオプショナルパーツを準備して
います。います。
詳しくはヤシマ WEB でご確認ください。

JOIN THE INNOVATIONJOIN THE INNOVATIONJOIN THE INNOVATIONJOIN THE INNOVATION

本格的にアルミ補修が

新しい収益化の提案です。新しい収益化の提案です。

ww

アルミワークは
収益に直結！
アルミワークは
収益に直結！

本社／〒 182-0025 東京都調布市多摩川  1-21-4 TEL.(042)480-0840( 代 ) FAX.(042)480-0811
営業所／仙台・東京・名古屋・大阪・福岡




