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日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会

第２１回通常総会次第
（　15：00～17：30　）

１．開　　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　島内副部会長

２．京都宣言唱和　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日向ブロック幹事

３．部会長挨拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伊倉部会長

４．来賓祝辞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

４．議長選任　

５．議　　事
　　

　　　第１号議案　　令和３年度　事業報告、決算報告（案）　承認の件

　　　第２号議案　　令和４年度　事業計画（案）　承認の件

　　　第３号議案　　令和４年度　収支予算（案）　承認の件

　　　第４号議案　　令和４年度　会費の徴収方法（案）承認の件　

６．議長解任

７．来賓祝辞

８．閉　　会　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平光副部会長

【事業発表】



宣言 
 

          にっしゃきょうれん せいねんぶかい 

我々、日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会は、 

我が組合の創始の精神を重んじ、 

業界の自主自立に向けて、全国の結束を強化し、 

其々の取り組みの連鎖を力として、 

次世代に自信を持って渡していける業界を創る。 



令和3年度

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会

事業報告書

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会

部会長 伊倉 大介

活動スローガン

“未来は創れ”

第１号議案



〇 総会・幹事会・会議等

※赤字は全国イベント

【 総会・オンラインフォーラム・幹事会・合宿 履歴】
2021.2.28顔合わせ会（ZOOM）

3.13 予定者幹事会（ＺＯＯＭ）

3.18 新旧顔合わせ幹事会（ZOOM）

4.10 新旧合同幹事会（新横浜）

4.19 予定者幹事会（ZOOM）

4.24 予定者会議（ZOOM） ※合宿予定中止

5.22 総会（新横浜） ※幹事団の一部が集合参加者はZOOMにて

6.7 臨時幹事会（ZOOM）

6.26・２７ 第一回 幹事団合宿（和歌山） ※事業サポーター2名参加

7.10 幹事会（ZOOM）

8.２７ 臨時幹事会（ZOOM）

９．４ 第１回 全国部会長会議（ZOOM）

9.11 幹事会(ZOOM)

10.6 臨時幹事会（ZOOM）

10.16 第２回 全国部会長会議（ZOOM）

11.13 幹事会(ZOOM)

１１．２８ 第１回 全国オンラインフォーラム（オンライン上特設会場）

12．９ 臨時幹事会（ZOOM）

２.12 幹事会（ZOOM）

２.２6 第3回 全国部会長会議（ZOOM）

３．２6・27 第二回 幹事団合宿（新横浜） ※事業サポーター1名参加

【 3役・プロジェクト会議 他 履歴 】
3役会議：２４回

経営プロジェクト会議：27回

組織プロジェクト会議：４5回

全国大会実行委員会（中止）：5回

全国フォーラム実行委員会：7回

【令和4年度の主な予定】
4.16 幹事会（ZOOM）

5.28 総会（AP新橋） 各都道府県部会長＋1

10.15 全国大会（ホテルメトロポリタン仙台） 300名を想定
【】



〇 総会報告

２０２１．5.22 第20回通常総会（新横浜・オンライン）

・コロナの影響を鑑み、幹事団の一部が集合しZOOM配信、参加者はZOOMにて視聴する形で設えた

・総会前段に部会長会議を開催した（前年度の設え）

・総会承認議案については全会一致で承認を得た（議決は書面にて）

・総会終了後に新年度幹事団による事業発表を行った

■部会長会議(開催時間：13:00～14:０0)

・報告議案（全国大会開催地の募集案内）

・ボトムアッププロジェクト担当でセミナーを開催した

■第20回通常総会(開催時間：14:30～16:30)

( 令和2年度表彰式 )

1.開 会

2.京都宣言唱和

3.部会長挨拶

4.議長選任

5.議 事

第1号議案 令和2年度事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書

並びに余剰金処分(案)承認の件

第2号議案 令和3年度4年度部会長変更(案)承認の件

第3号議案 令和3年度 役員並びに組織図変更(案)承認の件

第4号議案 令和3年度 事業計画(案)承認の件

第5号議案 令和3年度 収支予算(案)承認の件

第6号議案 令和3年度 会費の徴収方法(案)承認の件

6.議長解任

7.祝 辞

議案内容

■令和3年度 事業発表（開催時間：16:40～17:30）

部会長伊倉・経営プロジェクト・組織プロジェクトより年度の活動について、スライドを交え発表した。



〇 オンラインフォーラム報告

2021.１１．２８ 第１回 全国オンラインフォーラム（オンライン上特設会場）

・新型コロナの影響による全国大会の中止を受けて、それに代わるイベントとして、オンラインフォー
ラムを設えた

・実行委員会を設置し、全7回にわたり打ち合わせを行った

・オンライン上に特設会場を設置し、参加者は仮想の会場内を自由に視聴できる環境を設えた

・幹事団は大阪のスタジオに集合し、そこから配信を行った

・青年部会内、部会外に幅広く周知し、400名ほどの申し込みをいただいた

・事業発表では、青年部会内、部会外に幅広く、今年度の活動を周知することができた

・各セミナーは、部会員の現在・未来にとって必要な方々に講演いただくことができた

・多くの賛助会員様からブース出展、CM出稿をいただくことができた

・後日、期間限定でアーカイブでの視聴を可能にし、すべてのプログラムを視聴できる環境を作った

・総評としては、自動車関連団体として、設え、内容、規模ともに初の試みで、画期的なイベントを開
催することができたと思う

・アンケート結果から、ご参加いただいた方々（部会員・部会員外ともに）からは、高評価をいただい
た

【プログラム】

12:00～12:30 開会挨拶～オリエンテーション

12:30～13:15 プロジェクト発表 テーマ“学びを止めるな”

13:30～14:30 選択式セミナーPart1

TUVラインランドジャパン・株式会社チーム L・株式会社ビーライト

14:45～15:45 スペシャルトークセッション

ふざけるなっ! BPお金24時! 現部会長 伊倉大介 × 歴代 神山 憲秀 氏

16:00～16:45 選択式セミナー Part2

広川 太一氏（部会員）・ブロードワン協同組合・関根 武史氏（部会員）

17:00～17:45 事業サポーター・ディスカッション

木下 寛士 氏・平井 新一氏・佐々木 裕一氏

17:45～18:00 閉会挨拶

【】

フォーラムテーマ

“学びを止めるな ！ ”



〇 経営プロジェクト報告

【事業目的】

個社の2030年ビジョン構築

【事業計画】

・知識・情報取得体制の確立→オンラインアカデミーの構築と拡充

・2030年ビジョン構築のサポート→2030ビジョンモデルケースの構築

【事業報告】

2030年に向けた、青年部個社の持続的な会社経営を実現するための事業となります。

まず、知識や情報取得体制の確立をする為に各種SNSアカウントの精査と管理を徹底し、
Youtubeチャンネルをベースとした、オンラインアカデミーを構築しました。オンラインアカデミー
は会員のみが視聴できるコンテンツにし、個社にとって必要なコンテンツを効率よく取得していた
だける環境を作り上げました。

その後は定期的にオンラインセミナーを開催したり、各地の講習会に伺い撮影を行ったりしつつ、
オンラインアカデミーのコンテンツ拡充に努めて参りました。現在では３０本以上ものセミナーや講
演動画を提供しております。今後も定期的にセミナー等を開催しコンテンツ拡充に努めていきます。

2030ビジョンモデルケース構築では、全国部会員の中からモデルケースを構築していただける
企業を募集し、２社をピックアップいたしました。現在プロジェクトメンバーと共に2030ビジョン
構築に取り組んでいます。個社それぞれによってビジョンは違いますので、部会員には自社の近い
モデルケースを参考にしてもらいながら自社のビジョンを構築していただきたい狙いです。

【上期総評】

オンラインアカデミーを主体とした、知識・情報取得体制の確立をした事により、部会員の中での
情報弱者を作らない事を達成できたかと思います。全ての部会員が個社にとって必要な知識と情
報を得られる事が、2030年ビジョンを構築する第一段階と考えておりました。コロナ渦という時
代背景を逆手にとり、オンラインでできる事に注力した結果が功を奏したと考えています。引き続
きコンテンツの拡充と、増えてきたコンテンツのカテゴライズを進めてより分かりやすいアカデ
ミーを作っていけたらと思っています。

モデルケース構築は活動が始まったばかりではございますが、確実に効果が出始めてきており、
今後の展開が楽しみなところです。今後はミーティングの様子などをYoutube上でアップしてい
き、どのようにしてビジョンが作られていくかを部会員にお届けできたら良いと考えております。

経営プロジェクトでは引き続き、青年部個社が２０３０年ビジョンを構築するために下期の活動も
進めてまいります。



〇 経営プロジェクト報告

【過去事業】

◆オンラインセミナー

2021.9.11 ブロードリーフ DX活用セミナー(オンライン）

2021.9.18 事業サポーター木下氏 経営ビジョンセミナー（オンライン）

2021.9.25 フセヤ保険 会社を守る保険セミナー（録画）

2021.9.26 広川監事 セミナー（北車協オンライン）

2021.11.7 ラストホープ丸藤氏 UV製品セミナー（録画）

2021.11.8 事業サポーター平井氏 洗車ビジネスセミナー（録画）

2021.11.9 PwC様セミナー（オンライン）

2021.12.5 オンラインフォーラム動画 セミナー化

2022.1.7 堀会計事務所 堀氏 決算書の見方セミナー（録画）

2022.1.23 堀会計事務所 堀氏 法人化のメリットデメリットセミナー（録画）

2022.2.26 中村相談役 セミナー（東北BK録画）

2022.3.14 ㈱7reasons石川氏 人材セミナー

2022.4.8 ㈱オートサーバー様 車販セミナーセミ

【会議報告】

第１回 2021.04.02

第２回 04.15

第３回 04.17

第４回 04.22

第５回 05.07

第６回 05.14

第７回 05.20

第８回 06.11

第９回 07.12

第10回 07.21

第11回 08.02

第12回 08.18

第13回 08.25

第14回 09.07

第15回 09.22

第16回 09.28

第17回 10.12

第18回 10.25

第19回 11.17

第20回 12.09

第21回 2022.01.07

第22回 01.20

第23回 02.08

第24回 02.22

第25回 03.01

第26回 03.16

第27回 04.05

◆SNSアカウント

Facebook  

@jabra.yg2015
Instagram 
nissyakyoseinenbu

Twitter  

@nissyakyo

Youtube

JABRAチャンネル

日車協連青年部会



〇 組織プロジェクト報告

【事業計画】

青年部の持続的な活性化計画

●組合や青年部会の歴史の共有で、青年部会内における組合の必要性の認識の強化

●現状の運営方法をより効率的で情報が隅々までいきわたる仕組みの構築

●部会内外に青年部会活動の認知が広がるような PR を戦略的に実践することで、

組織の強化・増大を目指す

●青年部会としての「2030 年ビジョン」の構築

【事業報告】

青年部という組織の持続的な活性化を実現するための事業となります。

まず青年部会の歴代のインタビューを実施致しました。初代内山歴代、２代目萩原歴代、３代目塩
見歴代、４代目神山歴代、７代目横岡歴代、８代目中村歴代の６名から部会長になった時の想いと
具体的な取り組みなど６つに質問にお答えいただきました。本来であれば直接現地まで伺いインタ
ビューをできたらよかったのですが感染症拡大に伴いZOOMでの実施となりました。

運営方法の効率化では今年度、全国単組部会長が情報を漏らさず素早く共有し単組の末端部会
員まで伝えやすくするためにオープンチャットを作成しました。ここでの情報は組織プロジェクトだ
けでなく経営プロジェクトのセミナーやイベントなどの情報発信にも活用しています。これからも総
会や全国大会といった様々な情報共有にも活用できると期待しています。更に部会長のモチベー
ション維持向上の為に２年間で今までの倍である全８回の全国部会長会議の開催を予定しました。
また、全国の繋がりの強化としてブロックだけではなく姉妹単組という今までにない繋がりを設け
ることで全国に仲間を作り交流することで更なる組織の強化を目指します。

部会外の交流としては現在大阪産業大学との情報交換を進めております。生徒の研究はこの先
人材育成などに役立てたいと考えていました。今後は我々としても学生の希望にこたえていける
関係性を築く事が大切だと感じました。

２０３０年ビジョン構築に関して組織メンバーと共有フォルダーで意見を出し合い今後の会議で
話すようにして行きます。

【上期総評】

これまでの活動について振り返るとリアル開催が難しい中で、現在の世の中の状況に合わせた活
動が出来たことは良かったと思います。歴代インタビューは聞き足りない内容もあり、可能であれ
ば第二回の開催も検討してみます。オープンチャットでは単組部会長からの意見を禁止している為
に幹事からの一方的な配信になっているが、ルールを設けて発言の機会を作ってもいいのか利用
方法も含めて検討します。

上期では対外連携が思うようにできず進展が無かったので今後中日本自動車短期大学と大阪産
業大学、プロトリオス等と交流し下期に結果を出すよう活動します。それと多くの部会員に見てい
ただく為に歴代のインタビュー動画の発信の工夫や単組活動のヒントとなる全国部会長会議を意
識して設えていきます。

現在の青年部にふさわしい２０３０年ビジョンを構築するために下期の活動も進めてまいります。
【】



〇 組織プロジェクト報告

【過去事業】

令和３年

7/3 全国単組部会長オープンチャットグループ作成、運用開始

7/12 大学とＺＯＯＭ会議「現在の研究状況と今後について」

7/19 歴代インタビュー随時開始

8/27 歴代インタビュー完了 → 動画編集へ

9/4 第1回全国部会長会議開催「ＤＸのすすめ」ＺＯＯＭやドライブ、共有カレンダーについて学ぶ

10/16 第２回全国部会長会議開催「姉妹単組発表」姉妹単組メンバーにて

単組運営の問題点についてディスカッション

令和４年

1/23 第1回ＹＪＴＶ実施「業界の7つの問題点」の2つについて

2/26 第3回全国部会長会議開催「単組運営論」を伊倉部会長、

副部会長よりお聞きし、その後具体的な活動とその日程の決定
【】

【会議報告】

第１回 2021.03.29

第２回 04.02

第３回 04.13

第４回 04.20

第５回 05.04

第６回 05.07

第７回 05.13

第８回 05.20

第９回 06.14

第10回 07.02

第11回 07.07

第12回 07.12

第13回 07.16

第14回 07.21

第15回 07.26
【】

第16回 07.29

第17回 08.05

第18回 08.12

第19回 08.25

第20回 08.31

第21回 2021.09.06

第22回 09.24

第23回 09.30

第24回 10.11

第25回 10.22

第26回 11.04

第27回 11.11

第28回 11.16

第29回 11.19

第30回 11.24

第31回 12.06

第32回 12.16

第33回 2022.01.07

第34回 01.13

第35回 01.18

第36回 01.25

第37回 02.02

第38回 02.07

第39回 02.21

第40回 02.30

第41回 03.12

第42回 04.01

第43回 04.07

第44回 04.12

第45回 04.15
【】



〇 活動まとめ

予定者の段階として、まず、2021年2月時点で予算申請書を提出させていただき、本会の皆様
に、活動の大枠を含め、お伝えをさせていただきました。その後、新年度を迎え、正式な部会長所
信にて、令和3年度4年度の活動の全体像を決定し、5/22の総会にて、承認・周知しました。

年度活動の冒頭では、幹事団としての役割をしっかり認識してからスタートするべく、丁寧に説
明を重ねました。並行して、部会長所信の浸透など、年度活動の方向性を丁寧に落とし込みまし
た。幹事団の役割と年度の方向性を認識したのち、経営・組織の両プロジェクトにて、2年間の事
業計画を策定し、その計画に沿って活動を進めました。

経営プロジェクトでは、月1回のペースで各種セミナーを開催しつつ、動画で工場経営を包括的
に学ぶことができる、オンラインアカデミーをWEB上に設置し、個社の経営最適化に繋がる活動
を進めました。また、2030年ビジョンモデルカンパニーを募集し2社を選定し、それぞれの
2030年ビジョンを創り、個社の経営のモデルケースを構築する活動を進めています。

また、組織プロジェクトでは歴代の部会長から学ぶための「歴代部会長インタビュー」や、全国部
会長会議についてこれまで年間2回を倍の4回に増やし、姉妹単組制度を導入しつつ、コロナ禍
でも全国の結束を強化するための事業を行いました。そして、「朝まで生テレビ」と称した対談企
画を深夜12時から3時という時間帯で行い、業界や組合に対して想いの強い部会員と、議論を
する場を設けました。

新たに設けた事業サポーター制度については、事業サポーターの方々の多角的なアドバイスや
事業への協力により、とても有益なものとなりました。それによる幹事団の意識や価値観の変化
は、令和3年度事業にとって大きなプラス要素になったと思います。

昨年度、主管地決定（宮城県）をして、年度当初より計画していた秋の全国大会ですが、新型コロ
ナウィルスの影響を鑑みて中止の判断としました。それに代わるイベントとして、新たにオンライ
ンで集うことができる、第一回全国オンラインフォーラムを11月27日に開催しました。オンライ
ンフォーラムでは、オンライン上に会場を設け、その会場内を自由に行き来できる新たな集まり
を設え、組合活動をより魅力的なものに、そしてたくさんの人に組合と青年部会を知っていただ
くために、青年部や組合のみならず、幅広くお声掛けをし、400名の申し込みをいただきました。
そして、事業発表、合計6本のセミナー、対談企画、事業サポーターによるディスカッション等、今
までになかった内容で設え、参加の方々の方々からは、好評をいただく事ができました。また、
多く賛助会員さまからのCM出稿をいただき、ご協力をいただきました。

1年を通して 新型コロナが常に影響した年になってしまいましたが、幹事会を基本的にZOOM
で行うことで、臨時幹事会を含め密に情報共有を行い、スピード感のある審議体制を整えると同
時に、会議費の削減も行うことができました。また、幹事団がリアルで集う場を2回の幹事団合
宿として補いました。合宿では、議案等の決め事だけではなく、「事業活動やブロック活動の明確
な計画策定」や「単組運営やブロック運営をどうしていくべきか」など、青年部会員個社や青年部
会を強くするための議論を、時間をかけて丁寧に行いました。そして、DXやデジタルシフトの視
点を当初から意識しつつ、すべての活動を進めた結果、リアルタイムに綿密で漏れの少ない情報
共有や知識共有を行うことができ、「新型コロナの影響によりリアルで集まれない」という状況を
十分に補うことができたと感じております。



〇 総括（結びに）

各単組部会長様をはじめとした部会員の皆様、日ごろから、日車協連青年部会の活動に多くの
ご理解とご支援をいただいております、あらためて感謝を申し上げます。ありがとうございます。

全般的な総括としましては、令和3年度の青年部会事業は、経営・組織両プロジェクトの努力の
結果、当初の計画通りにやるべきことはできたと思います。新型コロナの影響の元、一定の成果
を出すことができたこの年は、どんな社会情勢の下でも、歩みを止めない青年部の体制を創るこ
とができました。

また、事業サポーター制度の導入など、青年部会外との連携を模索した１年でしたが、関係各社、
たくさんの方々から、お知恵・お力を授かることができました。また、SNS等を利用し、活動を青
年部会外にも広く発信することで、多数のメディアや他団体の方々からも注目をいただいてい
ます。それらの流れは今後の青年部活動にとって、大きな推進力となっていくはずです。

そして、昨今の自動車を取り巻く環境変化、さらに未来の車社会の変化も、我々車体整備業界
にとっては追い風であると判断しています。

「未来に対して、必要な知識や情報を的確に学ぶことができる場を創造し、明確に現状を把握し
つつ、美しい明るい未来を描き、それに向けた計画を策定し、実行に移していく」

「青年部会としてのあるべき姿を明確にし、組織としての力を高めていく」

それにより、個社も青年部会も、必ず暗中模索の状況を打破することができるはずです。年度当
初、「我々の未来創りは今からでも決して遅くはない」と考え、挑んだ年でしたが、その想いを1年
を通して、それを確信に変えることができました。

令和4年度では、それをさらに目に見える、部会員の皆様に実感していただける形にしてまいり
ます。そして、私たちの年度だけではない、未来に対して持続可能な、個社・組織を創ります。

引き続き、「日車協連青年部会という組織を維持するため」の活動ではなく、「未来に生き残り勝
ち残るための集団になるため」の活動を続けてまいります。

私は、この2年間の日車協連青年部会の活動内容に自信と責任を持っています。

今後も、日車協連青年部会の活動に注目いただき、それぞれの青年部会員が、自らの手で明る
い未来を創ってまいりましょう。

“未来は創れ”



第１号議案

収入の部

予算金額 決算金額

Ⅰ会費収入 (10,802,000) (5,074,335)

　１．会費収入 3,222,000 2,994,000

　２．通常総会事業収入 500,000 0

　３．全国大会事業収入 5,550,000 1,392,335

　４．補助金収入 680,000 680,000

　５．その他事業収入（セミナー等） 850,000 8,000

Ⅱ事業外収入 (32)

　１．受取利息 32

Ⅲ前期繰越金 (6,316,021) (6,316,021)

合　　　計 17,118,021 11,390,388

支出の部

予算金額 決算金額

Ⅰ事業支出 (11,405,000) (5,766,786)

　１．事業経費 (9,470,000) (3,684,569)

 （ 1 )    総会事業費 1,600,000 1,505,610

 （ 2 )    全国大会開催事業費 6,080,000 1,501,100

 （ 3 )    ホームページ運営費 250,000 244,420

 （ 4 )    組織PRJ事業費 200,000 30,000

 （ 5 )    経営PRJ事業費 200,000 136,500

 （ 6 )    PRJ事業開発費 550,000 206,939

 （ 7 )    ブロック運営費 270,000 30,000

 （ 8 )    その他事業費（セミナー等） 320,000 30,000

２．事業間接費および一般管理費 (1,935,000) (2,082,217)

 （ １ ）    会議費 1,760,000 1,893,307

 （ ２ ）   印刷費 50,000 130,460

 （ ３ ）   慶弔費 100,000 16,473

 （ ４ ）   支払手数料 10,000 9,910

 （ ５ ）   事務費 15,000 32,067

Ⅱ．予備費 (5,713,021)

当期余剰金 5,623,602

合　　　計 17,118,021 11,390,388

損　益　計　算　書
自　令和３年４月　１日
至　令和４年３月３１日



 

科目 摘要 資産の部 資本の部

現金 ¥22,288

普通預金 ゆうちょ銀行 ¥5,601,314

差引正味財産

合計 ¥5,623,602 ¥0

科目 金額 科目 金額

流動資産 流動負債 ¥0

  現金 ¥22,288 　前受金 ¥0

  普通預金 ¥5,601,314

  未収入金 負債合計 ¥0

資本金 ¥0

当期剰余金 ¥5,623,602

資本合計 ¥5,623,602

資産合計 ¥5,623,602 負債・資本合計 ¥5,623,602

資本の部

財産目録

令和４年３月３１日現在

貸借対照表

令和４年３月３１日現在

資産の部 負債の部



（１）当期剰余金 ¥5,623,602

剰余金を次年度に繰越すものとする。

以上の通り報告します。

円

副 部 会 長 島内　良二

令和4年4月16日

日本自動車車体整備協同組合連合会

青年部会
部 会 長 伊倉　大介

同 西牧　正人

剰　余　金　処　分　（案）

１　令和３年度未処分剰余金

同 植林　晃平

同 定光　勇輝

副 部 会 長 服部　寛紀

同 滝口　将史

同 松本　悟

副 部 会 長 平光　健二

統 括 幹 事 金箱　学

同 筒井　健吾

専 務 遠藤　雅範

幹 事 小田　謙吾

同 日向　博章

同 小林　洋介





第２号議案 

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会 

令和 4年度 事業計画書(案) 

 

基本方針 

日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会（以下青年部会）の活動目的を達成するために、以下の事業を行う 

 

【令和４年度 総会の開催に関する事業】 

場所:東京 AP新橋 

〇 令和３年度の事業報告・決算報告を行う 

〇 令和４年度の事業計画案・収支予算案の審議および活動方針の共有や具体的事業内容の発表を行う 

〇 その他、次年度全国大会開催地の募集などを行う 

 

【令和４年度 全国大会に関する事業】 

〇 開催単組によるプレゼン 開催単組：宮城          〇 各種セミナーの開催 

〇 組織・経営の両プロジェクトの進捗発表等          〇 次年度全国大会開催地の発表:立候補により決定 

 

【全国部会長会議の開催に関する事業】 

〇 総会や全国大会の際に全国の単組部会長による会議を行う 

〇 単組部会長の方々との情報共有や、各ブロック活性化・各単組活性化のための戦略的会議を目的とした事業 

 

【プロジェクト事業】 

〇 青年部会の活性化を目的とした２つのプロジェクト事業      〇 事業サポーター事業の継続 

■経営プロジェクト 

（未来を見据え、部会員個社の発展を促進する事業） 

〇 経営に必要な要素を見える化し、知識習得体系を整理し、オンライン上での経営知識の共有を推進する事業 

〇 部会員個社の 2030年ビジョンの構築をサポートする事業 

■組織プロジェクト 

(青年部会の持続的な活性化に向けた事業) 

〇 組合の必要性の再確認のため、今までの組合や青年部会の歴史をあらためて共有する事業 

〇 DX推進により、効率的かつ、情報が隅々までいきわたる仕組みを構築する事業 

〇 青年部会としての 2030年ビジョンを構築する事業 

 

【ブロック運営に関する事業】 

〇 ブロック活動を活性化・強化する事業（エリア担当副部会長による各ブロック活動のサポート等） 

〇 姉妹単組制度の継続に各単組活性化のための事業 

 

【総務広報に関する事業】 

〇 総会、全国大会、役員会等の円滑なる運営に関する事業      〇 関係各所との連携に関する事業 

〇 媒体を利用した情報発信に関する事業(リニューアル後 HPの活用) 

〇 会員名簿作成と単組会員の入退会や変更等に伴う円滑な事務処理に関する事業 

〇 日車協連理事会(本会理事会)参加に関する事業（本会事業への協力） 



第3号議案

日　　時 令和4年4月16日

作　成　者 遠藤　雅範

収入の部

令和４年度予算額 令和年3度予算額 令和3年度決算額

Ⅰ会費収入 (9,234,000) (10,802,000) (5,074,335)

　１．会費収入 2,904,000 3,222,000 2,994,000

　２．通常総会事業収入 550,000 500,000 0

　３．全国大会事業収入 4,500,000 5,550,000 1,392,335

　４．補助金収入 680,000 680,000 680,000

　５．その他事業収入（全国大会セミナー
等）

600,000 850,000 8,000

Ⅱ事業外収入 (32)

　１．受取利息 32

Ⅲ前期繰越金 (5,623,602) (6,316,021) (6,316,021)

合　　　計 14,857,602 17,118,021 11,390,388

支出の部

令和4年度予算額 令和3年度予算額 令和3年度決算額

Ⅰ事業支出 (10,010,000) (11,355,000) (5,766,786)

１．事業経費 (7,370,000) (9,420,000) (3,684,569)

 （ 1 )    総会事業費 1,200,000 1,600,000 1,505,610

 （ 2 )    全国大会開催事業費 5,100,000 6,080,000 1,501,100

 （ 3 )    ホームページ運営費 100,000 250,000 244,420

 （ 4 )    組織プロジェクト事業費 200,000 200,000 30,000

 （ 5 )    経営プロジェクト事業費 200,000 200,000 136,500

 （ 6 )    プロジェクト開発事業費 200,000 500,000 206,939

 （ 7 ) 　　ブロック運営費 270,000 270,000 30,000

 （ 8 ) 　　その他事業費（セミナー等） 100,000 320,000 30,000

２．事業間接費および一般管理費 (2,640,000) (1,935,000) (2,082,217)

 （ １ ）    会議費 2,450,000 1,760,000 1,893,307

 （ ２ ）   印刷費 100,000 50,000 130,460

 （ ３ ）   慶弔費 50,000 100,000 16,473

 （ ４ ）   手数料 10,000 10,000 9,910

 （ ５ ）   事務費 30,000 15,000 32,067

Ⅱ．予備費 (4,847,602) (5,763,021)

当期余剰金 5,623,602

合　　　計 14,857,602 17,118,021 11,390,388

＊剰余金は幹事会の承認を得て本会計に繰り入れられます。

令和４年度収支予算書（案）

＊必要に応じて予算及び金額等の項目の流用を認めることにする。



1

2

3
14 名
16 名
9 名
20 名
14 名
10 名
25 名
14 名

3 名

32 名

9 名

19 名

28 名

20 名

52 名

21 名

21 名

10 名

19 名

14 名

16 名

10 名

22 名

8 名

18 名

9 名

20 名

4 名

8 名

8 名

17 名

3 名

名

¥84,000

例：令和３年度

¥312,000

¥126,000

¥126,000

¥60,000

¥114,000

¥192,000

¥54,000

¥114,000

¥168,000

¥120,000

新潟県
石川県

¥150,000
¥84,000

¥18,000

青森県
岩手県
宮城県
山形県
秋田県

¥96,000
¥54,000

¥120,000
¥84,000
¥60,000

徴　収　案 都道府県名 所属部会員数
北海道

金額（年額）
¥84,000

  　　　　　　　　ゆうちょ銀行以外から　四三八　普通　9382007　
  口座名　：　日本自動車車体整備協同組合連合会青年部会　

 令和４年度 　会費徴収方法（案）

会　　費 １所属部会員　年額６，０００円（月額５００円）

徴収方法 年額を一括で６月末日までに納入する。
  　ゆうちょ銀行から　14350　93820071　

¥24,000

¥48,000

¥48,000

¥102,000

¥18,000

513 ¥3,078,000

¥54,000

¥120,000

¥96,000

¥60,000

¥132,000

¥48,000

¥108,000

鹿児島県

福岡県

合計

奈良県

滋賀県

和歌山県

岡山県

山口県

香川県

熊本県

岐阜県

大阪府

京都府

兵庫県

宮崎県

東京都

埼玉県

山梨県

福井県

愛知県

富山県

長野県

千葉県

群馬県

茨城県



《　会　員　》 Web参加

部会長 部会員

北海道自動車車体整備協同組合連合会 小田　謙吾 半田　豪

青森県自動車車体整備協同組合 久田　達也 松林　圭介

岩手県自動車車体整備協同組合 岩舘　隆宏 吉田　栄治

宮城県自動車車体整備協同組合 鑓水　一弘 熊澤　敦史

秋田県自動車車体整備協同組合 熊谷　寛範

山形県自動車車体整備協同組合 水戸　吉則 白谷　幸一

新潟県自動車車体整備協同組合 戸枝　正吉 中島　秀樹

富山県自動車車体整備協同組合 白倉　和宣 小林　光裕

石川県自動車車体整備協同組合 福久　力哉

長野県自動車車体整備協同組合 高橋　大樹

茨城県自動車車体整備協同組合 鈴木　哲也 鈴木　真一

群馬県自動車車体整備協同組合 東野　亨 奥野　晋久

埼玉県自動車車体整備協同組合 長谷部　伸一 大野　洋明

千葉県自動車車体整備協同組合 藤田　剛士 石川　直樹

東京都自動車車体整備協同組合 中久喜　隆貴

山梨県自動車車体整備協同組合 野口　豪

福井県自動車車体整備協同組合 山田　佐太郎 吉崎　広了

岐阜県自動車車体整備協同組合 森　敬次

愛知県自動車車体整備協同組合 古田　篤史

滋賀県自動車車体整備協同組合 岩田　明久 杉江　諭

京都府自動車車体整備協同組合 日比　篤史 内山　俊吾

大阪府自動車車体整備協同組合 中谷　裕亮 松金　則幸

兵庫県自動車車体整備協同組合 山本　渉 菅原　吉雄

和歌山県自動車車体整備協同組合 有本　順一

奈良県自動車車体整備協同組合 井本　剛

岡山県自動車車体整備協同組合 塗信　正利

香川県自動車車体整備協同組合 筒井　健吾 浪越　大祐

熊本県自動車車体整備協同組合 平田　良一 中川　芳麿

宮崎県自動車車体整備協同組合 平井　淳一

鹿児島県自動車車体整備協同組合 有村　俊彦

福岡県自動車車体整備協同組合 本園　巌

《　来　　賓　》
参議院議員

衆議院議員

日車協連

歴代部会長 第２代　萩原　敦　　殿

歴代部会長 第４代　神山　憲秀　殿

《　報　　道　》
（株）プロトリオス 青山　竜　　　様

（株）日刊自動車新聞社 村上　貴規　 様

（株）自動車新聞社 三浦　勝也　様

（株）コーティングメディア 青木　薫　　  様

参加者名

日車協連青年部会 第２１回通常総会　出席者名簿　

参加者名

参加者名（敬称略）

泰楽　秀一　殿

西田　まこと 　殿　　　　           *ビデオメッセージ

平     将明　 殿　　　　　　　　　　*ビデオメッセージ

*Web参加


