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1 開会の挨拶                            司会 石井副支部長 

司 会：それでは定刻となりましたので、ただいまより第 34回東京都自動車整備

振興会八王子支部定時総会を始めたいと思います。 

本日の司会進行を務めさせていただきます総務委員会の石井と申します。

皆様のご協力最後までよろしくお願いいたします。 

それではまずはじめに、ご来賓のご紹介をさせていただきます。 

東整振東整商八王子支部相談役 和田光義様 

 

和田相談役：よろしくお願いいたします               

-------拍手------- 

 

司 会：続きまして東整振都整商八王子支部相談役 岩田孝志様 

 

岩田相談役：こんにちは よろしくお願いします          

--------拍手------- 

 

司 会：続きまして萩原良夫様 

 

萩原相談役：こんにちは。よろしくお願いします           

--------拍手------- 

 

司 会：続きまして堀上則夫様 

 

堀上相談役：よろしくお願いします                 

-------拍手------- 

 

司 会：どうもありがとうございました。 

続きまして 2番支部長挨拶。高橋支部長登壇お願いいたします。 

------------支部長登壇 

 

2 支部長挨拶 

支部長：はい。皆様、こんばんは。 

今日はお忙しい中ご出席いただきましてありがとうございます。 

今、ご紹介いただきました相談役 4人の方も大変お忙しいところお越しいた

だいてありがとうございました。 

今日は 34回目と今司会の方からご紹介いただきましたが、その前に昭和

26年ぐらいから組合という名前で会があったり、あるいはその後大型と小型

が分かれて会を作ったりして振興会なったというところから考えますと 67年

ほどの歴史を重ねていると認識しています。 



いずれにしても変わってきているわけですが、八王子支部の活動もどう

あるべきかということで 2年前に「事業の在り方検討特別委員会」というのを

つくり、いろいろとやってきました。後ほど事業報告の中で 5つの委員会を

中心として様々な行事をやってきましたのでご報告いたしますけれども、そ

ういった行事にご参加、ご協力いただいて本当にありがとうございました。 

1月に新年会の時、ここでいろいろお話しましたのでそれは割愛させて

いただきますが、新年会以降も駅伝やトークサロンなど行事を行ってきまし

て、できるだけ皆様方の意向を反映する事業をしたいとやってまいりました。 

しかし、なかなか皆様方と意見を交換したり、討議する場所も少ないので、

ぜひ年一回の総会のこの場所で、お決まりのシャンシャン総会ではなく皆

様方の真摯なご意見を頂戴し、それを新たに 30年度の事業計画に反映

していきたいと思っていますので、是非活発な総会にしたいと思っておりま

す。よろしくお願いいたします。 

本日は本当にありがとうございました。           

--------拍手-----  

 

司 会：支部長ありがとうございました。 

 

3 議長選出 

 

司 会：続きまして議長の選出ですが、八王子支部の規約第 20条 2項によりまし

て「総会は支部長が招集し議長となる」とありますので高橋支部長、議長席に登壇

願います。                         

 -----------支部長議長席に登壇 

 

高橋支部長（以下議長）：はい。それでは第 34回東京都自動車整備振興会八王

子支部定時総会の議事を進行させていただきます。まず、定足数の確認

を司会の石井副支部長お願いいたします 

 

4 定足数確認 

 

司 会：現在在籍会員数 273会員。委任状出席 117 現在出席数 46合計 163社

です。よって過半数 137をオーバーしておりますので本日の総会は成立

することをご報告いたします。 

 

5 議事録署名人選出 

 

議 長：続きまして議事録署名人の選出ですが、あらかじめこちらで選出いたしま

したお二人をご紹介しますと、原自動車の原さん、もう一人は八王子中央

ホンダの曽根さんお二人の方にお願いしますのでよろしくお願いします。 

 

それでは皆様に配布させていただいております今回の第 34回定時総会

議案書に則り議事を進めさせていただきます。 

 

 

 



6 議 事 

議 長：それでは、第 1号議案 平成 29年度 事業報告（案）。小林副支部長お

願いいたします。 

小林副支部長：はい。それでは。第 1号議案 平成 29年度 事業報告（案） 

 1、事業の概要  （議案書読み上げ） 

 2、活動報告  以下は各委員長よりの報告になります  

 

 

議 長：ありがとうございました。≪活動報告≫につきましては議案書の表のほうを

お目通しください。 

それでは順次、各委員長より御報告いたします。 

まず、『総務委員会』石井副支部長 

石井副支部長：総務委員会の石井です。ご報告いたしますとともに一年間会員の

皆さまのご協力に感謝いたします。ありがとうございました。 

3ページをお開きください。 

 （以降議案書読み上げ） 以上です。 

議 長：ありがとうございました。それでは続きまして『事業のありかた検討特別委

員会』堀内副支部長お願いいたします。 

堀内副支部長：『事業のありかた検討特別委員会』の委員長の堀内です。 

（以降議案書読み上げ） 以上です。 

議 長：ありがとうございました。それでは続きまして『研修委員会』関根副支部長

お願いいたします。 

関根副支部長：『研修委員会』の委員長関根です。  

（以降議案書読み上げ）  以上です。 

議 長：ありがとうございました。それでは続きまして『交流委員会』小林副支部長

お願いいたします。 

小林副支部長：はい。『交流委員会』の小林です。 

（以降議案書読み上げ）以上です。 

議 長：ありがとうございました。それでは最後になりますが、『事業委員会』桑田副

支部長お願いします。 

桑田副支部長：『事業委員会』の委員長の桑田です。よろしくお願いいたします。

（以降議案書読み上げ）以上で『事業委員会』報告を終わります。ありがとう

ございました。 

議 長：それでは、1号議案から 3号議案まで関連がございますのでこの後、決算

報告と会計監査報告をしてから皆様からご審議をいただきたいと思います

のでよろしくおねがいします。 

それではひき続きまして第 2号議案平成 29年度収支決算報告。   

会計の川口理事よろしくお願いいたします。 

川口会計：会計の川口です。第 2号議案平成 29年度収支決算報告、決算のみ

読み上げます。備考のほうも各自お目通しください。 

（以降議案書読み上げ） 以上です。 

続きまして、財産目録です。 

（以降議案書読み上げ） 以上です。 

議 長：ありがとうございました。それでは第 3号議案会計監査報告をお願いたし

ます。 



佐々木会計監事：第 3号議案平成 29年度会計監査報告。 

平成 29年度の支部会計帳簿、ならびに諸資料に基づき照合の上細密な

監査を実施した結果、正確であることを確認いたしましたので、報告いたし

ます。 

平成 30年 3月 31日会計監査佐々木勝敏、会計監査平野智巳 

議 長：ありがとうございました。それでは第 2号議案、第 3号議案一括で審議さ

せていただきますけれども何かご意見御質問あれば挙手の上、質問お願

いたします。先ほど言いましたように年一回の皆様のご意見ご質問を反映

させる場所ですので積極的にご意見を伺いたいと思います。 

会 員：はい 

議 長はいどうぞ 

会 員：『研修委員会』にお聞きします。 

5ページの研修旅行で、スズキ工場での「1時間では物足りなかった」とい

うことですが具体的な内容をお聞かせください。 

あと会計監査のほうで 2号議案、収入の部のブロック会費（預り金）と会費

徴収委託金が備考の通り計算すると合わないようですがどうしてでしょう

か？ 

議 長：それではまず、研修委員会お願いします。 

研修委員長：ご質問いただいた「1時間では物足りない」というのは向こうの方の説

明が 1 時間でこちらからの質問時間がなく、話が一方通行になってしまい、

興味があったのに聞きたいことが聞けなくて残念であったということです。 

会 員：元々何時間の見学予定だったのでしょうか？ 

研修委員長：1時間半見ていましたが、日曜日の交通事情等で時間が読めず押

してしまいました。 

会 員：自動車の研修旅行で行って自動車関係のところで時間をもう少しとればよ

かったのではと思いました。ありがとうございました。 

議 長：もう一つの質問、会計で計算が合わないのではないかという質問について

は、会計の川口理事お願いします 

川口会計理事：会計徴収委託金についてお答えしますと、備考に 215社とありま

すが、何社かは途中入退会があったり、滞納があったりして 12か月丸々払

っていただけていないところもありますので、計算の誤差が出ているというこ

とです。 

    同じ理由でブロック会費のほうも誤差が出ますので備考には実績としていま

す。 

会 員：わかりました。備考欄にもう少しわかりやすく書いていただけるといいかと

思います。 

川口会計理事：わかりました。 

議 長：よろしいでしょうか？ちなみに本部会費も支出と収入が違いますが、これ

は期をまたいで滞納分を納入される方等いらっしゃいますので本部に支払う

時期とのタイムラグができてしまい、こうなってしまいました。 

   また、 ブロック会費についても収入と支出が合いませんがこれについては後

ほど予算のほうで詳しくお話ししたいと思います。 

   その他、なにかご質問ありますか？  

御質問ないようでしたら 1号議案から 3号議案までまとめて、拍手を以って

承認をお願いたします。賛成の方は拍手をお願いたします。 



------------拍手 

ありがとうございました。それでは続きまして今年は 2年に一回の役員改選

となっておりますので、その議題に入っていきたいと思います。 

 つきましては皆様のほうからご提案や、立候補等あればお伺いしますがい

かがでしょうか？ 

特にございませんでしょうか？ 

会 員：役員一任 

議 長：ありがとうございます。今、役員一任とお言葉いただきましたが、それでよ

ろしいでしょうか？  

会 員：異議なし                     

-----------------拍手 

議 長：それでは執行部のほうでご提案させていただきます候補を堀内副支部長

ご紹介お願いします。 

堀内副支部長：それでは、第 4号議案の役員案のご紹介をいたします 

    顧問、相談役、各委員会の構成メンバー等あげてる資料をお配りいたしま

すのでご覧ください 

----------------------資料配布 

資料読み上げ 

----------------------執行部役員一同前に出て挨拶 

    この 10名で新執行部を運営いたします。よろしければ拍手にてご承認くだ

さい。 

----------------------------拍手 

ありがとうございます。 

それでは新執行部の支部長の挨拶をお願いいたします。 

高橋支部長：ご承認いただきましてありがとうございます。といっても全く変わらない

執行部ですが、これから二年間また新たに頑張ってまいりますのでよろしく

お願いいたします。 

わたくしごとになりますが、2月に 70歳になりまして世代交代という意味で

はそろそろ変わってもいいかなと思いましたが、2年前に支部長を仰せつか

った時に『事業の在り方検討特別委員会』を新たにつくり、この八王子支部

がどうあるべきかという方向性を探り、それなりの中間答申といいましょうか答

えを出したいと思いましたが、なかなか 2年間ではできなかったものですか

ら、言い出しっぺが結論を得ないまま去ってはまずいなと思いまして、あと二

年間やらせていただき、その過程で堀内委員長を中心として前に進んでい

きたいと思います。 

先ほども『事業の在り方検討特別委員会』の事業報告の中で、「八王子支

部の事業の維持拡大も大切なことと思う反面、廃止縮小も大切なことと思っ

ているところでございますが、廃止縮小の難しさを実感しております」とありま

すが、先ほど冒頭にお話しいたしました 67年間の歴史の中で戦後間もなく

からですが、このような業界団体が自動車整備業界だけにとどまらず色々な

ところで生きてまいりました。最初は小さなことも経済の発展に伴い徐々に

様々な面で大きくなってまいりました。その中で諸先輩方が、苦労して成果

を得たものもあるとは思いますが、今また経済の変化に伴い人口、労働力、

経済が小さくなり、そして生産性の向上ということで無理無駄が会社の中や

社会の中で存在するのではと思っています。 



我々の組織の中でも、67年の歴史の中で、徐々に無理無駄ムラがあるので

はと考えなければいけない時期に来ていると感じております。 

そこでトークサロン研修会等の事業を通して本当にやらなければいけない

支部としての事業をそれに集約するとし、それ以外の贅肉の部分はできるだ

け切り捨てる改革をしていくという方向で、皆様の忌憚ないご意見を伺いな

がら 2年間で方向性を出していきたいと思っていますのでよろしくお願いい

たします。 

---------------------------拍手 

堀内副支部長：それではお配りいたしました名簿にあります（案）という文字を消し

ていただき平成 30年度 31年度の 2年間をこの執行部でやらせていただき

ますのでよろしくお願いいたします。 

-----------------------------拍手 

議 長：それでは引き続きまして第 5号議案平成 30年度事業計画（案）を桑田副

支部長のほうからお願いいたします。 

桑田副支部長：第 5号議案平成 30年度事業計画（案）、時間の都合上段中断を

割愛させていただきます。上段のほうは国内の経済状況、中断は国内外の

自動車業界の動向が記されています。下から約 4行目「しかし～」から読み

上げさせていただきます。  

（以降文章読み上げ）  以上平成 30年度の事業計画案として役員一同精

一杯頑張りますので皆様のご理解とご協力よろしくお願いいたします。 

----------------------------拍手 

議 長：はいありがとうございました。 

それでは続きまして第 6号議案平成 30年度予算（案）についてご説明い

たします。田島会計宜しくお願いいたします。 

田島会計：会計の田島です。平成 30年度予算（案）についてご説明いたします。

備考についてはお目通しください。   

（以降予算読み上げ） 

議 長：ありがとうございました。それでは第 5号議案と第 6号議案について一括

にてご意見ご質問等受け付けますがいかがでしょうか？ 

会 員：昨年、支部長がボーリング大会と BBQ大会を一年ごと交互にやるとおっし

ゃっていましたが、昨年 BBQ大会でしたが今年も BBQ大会なのは変更に

なったと考えてよろしいでしょうか？ 

議 長：はい、そのように検討するといいましたが、昨年 BBQ大会は大変好評でし

たが、天候に恵まれず冷たい雨の中でやりました。今年はもう少し子供たち

や家族が夏の暑い日にもう一度チャレンジしたいという気持ちで副支部長と

も話をしてこういう計画にいたしました。 

会 員：ありがとうございます 

議 長：ほかには？ 

会 員：会計ですが、新規事業費 40万トークサロン研修会とありますが具体的に

決まっていることなのでしょうか？ 

堀内副支部長：29年度にトークサロン研修会が非常に好評でしたので 30年度も

引き続き行いたいと思っております。ただし昨年度全 10回やりましたが、今

年度はもう少し少ない回数で内容を詰めて濃いものにしたいと思っています。 

会 員：ありがとうございました。 

議 長：他にありますか？ 



会 員：青研事業費は 40万とありますが何かよっぽどのご計画があるのでしょう

か？ 

議 長：これは私支部長のほうからお答えいたします。 

29年度までは何年間か毎年 30万ということでしたが、我々5委員会が行

う事業に対して、それ以上に青研メンバーがレクや駅伝等研修事業に参加

協力してもらっています。 

今までの実績とともに、これから後継者不足ということで事業の存続が危ぶ

まれる事業所も多い中で、事業の継続を考えると若手にスポットを当てもっと

参加していただきたい、そういった意味でのエールの気持ちも込めて支援を

増やすということにしました。 

会 員：ありがとうございます。しかし、飲み食いしているだけなら意味のないお金な

のできちっとやっていただきたいと思います。 

以前にはそう思われている部分が大きかったのですから。最近の青研の活

動をみさせていただくと非常に頑張っているなと思います。しかし、以前に飲

み食いが多いこともありました。いきなり 10万円上がるということは、またそう

いう疑いを向けられると思うのでしっかり行動していただきたいです。青研代

表の橋本さんよろしくお願いいたします。 

議 長：はい、私のほうからもお願いいたします。 

橋本青研代表：はい。 

議 長：先ほど会計のところでお話ししましたが、本年度から変更した箇所について

ご説明いたします。 

予算案の支出の部において「八王子ブロック会費（預かり金）」の下に「八王

子ブロック特別会費」という項目を増やしました。 

これは、以前は合わせて計上していたため非常に分かりにくかったのですが、

本来は本部からの「会費徴収委託金」の内訳は一件ひと月￥100なのです

が、数年前に組織が変わり、国の制度が本部からブロックのほうに直接支援

金を出せなくなったため支部を経由するようにしているので、その部分の金

額をはっきりさせようということでこの項目を作り、委託金と支援金を分け明確

化しました。 

もう一つは「繰越予定金」の項目を増やしました。 

今までは全額を使ってしまうということで収支予算案を作っていましたがそう

すると翌年、翌々年に大変な思いをすることになりますので今年度の予算を

使い切っても繰越予定金は残るようにと付け加えさせていただきましたので

ご承知おきください。 

そのほか何かご質問ありますか？ 

なければ第 5号議案、6号議案について一括でご審議をいただきたいと思

います。 

賛成の方は拍手をもって採決お願いします。 

---------------------------拍手 

議 長：ありがとうございます。それでは 1号議案から 6号議案まですべて可決と

いうことでよろしくお願いします。 

また、その他ということで若干時間をとってありますが、なにか忌憚ないご意

見があればお伺いいたします。 

ないようでいたら議案書の 1号から 6号まで 4号を除き案という文字を消し

てください。 



 

7 議長解任 

議 長：それでは議事をすべて終了させていただきます。 

以上を持ちまして議長を解任させていただきます。 

ありがとうございました。 

---------------------------拍手 

司 会：ご苦労様でした。 

続きまして閉会の挨拶を関根副支部長よろしくお願いします。 

 

8 閉会の挨拶 

関根副支部長：皆様長い間ありがとうございました。これにて第 34回定時総会を

閉会いたします。 

---------------------------拍手 

以上 

 

 

書  記    事  務：中島 早苗 

 

承  認    議事録署名人                ㊞ 

 

         議事録署名人                ㊞ 

 


