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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 35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、はじめにご来賓のご紹介をさせていただきます。 

相談役の和田さんは遅れていらっしゃるそうなのでお見えになったらご紹

介させていただきます。 

それでは相談役の岩田孝支様お願いいたします。 

 

岩田相談役：よろしくお願いいたします               

-------拍手------- 

 

司 会：続きまして相談役の堀上則夫様 

 

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。 

続きまして支部長より挨拶をいただきたいと思います。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。 

本日は先ほどご紹介いただいた相談役の皆さん、賛助会の皆様もお越

しいただいておりますが、会員を含めましてたいへんお忙しい中をご出席

いただきましてありがとうございます。 



さて、5月の 1日から元号が変わりまして令和となり、まだなじめません

が令和初めての支部総会にご参集いただきありがとうございました。 

昨年改選をいたしましたので、任期 2年ということですから今年度は理

事の改選はありませんが、支部規約の改正がありますのでよろしくご審議

のほどお願いいたします。 

いずれにしましても昨年は総会後に BBQ懇親会とか、マイカー点検教

室とか、あるいは春秋の交通安全運動への参加、新年会、八王子夢街道

駅伝への参加とそのほかにも事業がありましたが、おかげさまで無事に実

施できたのはここにいらっしゃる皆様がたのおかげと思っております。 

今年度も色々な事業があると思いますのでひとつよろしくお力添えのほど

お願い申し上げます。 

とは言いましても残念ながら今、会員は 270社ほどでありますが振興会の

求心力がありません。今日も総会をかろうじて委任状をもって成立するとい

う状況に近いのかなと思っております。 

何回かお話をしてきておりますが、この整備振興会は昭和 26年に発足し

まして私より 3歳若いですから 68年と分かりやすいですが、時代の変遷と

ともにその役割も大きく変わっていかざるを得ないのはしょうがないと思っ

ています。下町のほうに行きますと、ろうそく町、鍛冶町、人形町など、江戸

時代からその業種の方たちがその周辺に居住して仕事を進めるということ、

あるいは中世ヨーロッパではギルトという同業者が組合を作るということをし

て、組合の健全なる発展ということを目的としてやってきていると思います。

その延長線上に昭和 26年に自動車整備というものが車の普及と共に発

足しました。 

昔は振興会ではなく、組合といっておりました。当初は、値崩れを防ぐ目的

で価格を統制したりする組合からの圧力があったり、あるいは新規参入を

管理するため組合に入らないと業務をスタートできない、振興会にしても支

部長の判がないと認証が取れないといった時代もあったと聞いております。

また、設備、機械、工具関係の仕入れについてはできるだけ安く仕入れで

きるように業界団体として価格の交渉をしたりしてといったことも含め、様々

な団体活動をしてきました。 

しかし、時代の流れと共に新規参入を抑制したりするというのはなかなか難

しい時代になってきています。いわんや価格についても統一的な価格を守

らせるといったことは当然できなくなってきています。このように振興会の役

割も時代の流れと共に減ってきていると感じます。 



それらを考えると 68年の歴史の中でこのような同業種の組合の存在価値

は徐々に減ってきて、求心力も衰えてきているということは現実問題として

認めざるを得ません。しかしそれは悲観することではなく、当然の流れであ

ると考えます。八王子支部も例外ではありません。 

それでは何もしないというのかというと最低限のミニマムで会員から必要と

されていることについてはやっていかなければならない。ミニマムの中には

どんなことが含まれているかということも精査しながら前進していかなけれ

ばならないと思います。 

東京都の中にはたくさんの支部があり、その中でも八王子支部の素晴らし

いところは青研だけではなく、マイカー点検教室とか夢街道駅伝の参加、

BBQ懇親会とかの時の若手の団結力、向上力が本当に素晴らしいと思い

ますしそういったことがいざという時に発揮されるのが非常に素晴らしいとこ

ろだと思います。そういった部分をさらに強め、今日もお見えいただいてお

りますが、女性の会員の皆さんも非常に魅力的で能力のある方がおられま

すから、女性の参加にも力を入れていく方針でいます。 

正直言いまして、私も 15年ほど整備振興会の役員をやってきております

が、諸先輩方から「高橋さん一生懸命やっても何も変わらないよ」と何回か

聞いてきておりますが、これはやはり時代が求めるものは変わってきている

のであえて悲観することではありません。 

これからの時代どういうように推移していくかはわかりません。しかしその中

で振興会は最低限の役割を果たしていけばいいのかなと思っています。

後ほど会費の値下げなども提案させていただきますのでよろしくお願いし

ます。 

大きなアドバルーンを上げて皆さん頑張りましょうといえば本当はかっこが

いいのかもしれませんが、今の時代の流れの中ではなかなかそうも参りま

せん。しかしその中でもお互いに力を合わせてやっていくというスタンスで

やっていきますのでよろしくお願いいたします。      

--------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 268会員。委任状 119出席 現在出席数 40合計 159

社です。よって規定第 21条の会則により、過半数 134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：ありがとうございました。続きまして議事録署名人の選出です。いかがいた

しましょうか。 

会 員：議長一任 

議 長：それでは、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、

中央ホンダの曽根さん、もう一人は佐々木ボデーの佐々木さんお二人の

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 35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。式次第により第 1号議案、2

号議案、3号議案まで一括でご報告させていただき、ここで皆様からの質

疑応答という形にしてから皆様の決を採りたいと思いますのでよろしくお願

いします。 

 

6 議 事 

議 長：それでは、第 1号議案 平成 30年度 事業報告（案）。堀内副支部長お

願いいたします。 

堀内副支部長：はい。それでは。第 1号議案 平成 30年度 事業報告（案）を報

告させていただきます、副支部長の堀内ですよろしくお願いいたします。 

まず、訂正をお願いします。日付を至 令和元年 3月 31日から平成 31

年 3月 31日と訂正してください。 

 

 1、事業の概要  （議案書読み上げ） 



 

なお、≪活動報告≫につきましてはお時間の関係もございますので議案

書の表のほうをお目通しください。 

 

 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。 

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：それでは 3ページをお開きください。総務委員会の委員長の石

井です。ご報告いたしますとともに一年間会員の皆さま、賛助会員皆様の

ご協力に感謝いたします。ありがとうございました。 （以降議案書読み上

げ）  

いくつか補足してご報告いたしますと、交通安全運動は八王子市から、交

通事故を無くそうという取り組みです。また、交通安全キャンペーンは 16

号の極楽寺で行われました。振興会はそこで自動車の点検整備をしましょ

うというチラシを配りました。この行事への参加協力は八王子警察署の署

長さんと八王子交通安全協会の会長さんよりお礼の言葉をいただいており

ます。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。よろしく

お願いいたします。 

（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

なのですが、本日小林副支部長は風邪のため声が出ない状態なので、代

わりに副委員長の中島さんお願いいたします。 

 

中島副委員長：はい。『交流委員会』の副委員長中島です。よろしくお願いします。 

（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。 

1つ訂正があります。新年会の人数のところで会員 28名とありますが、こ

れは来賓の間違いですので訂正よろしくお願いします。 

 

議 長：ありがとうございました。それでは『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。 よろしくお願いします。 

（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。それでは最後に続きまして『事業委員会』 桑田副

支部長お願いいたします。 

 

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、先ほどお話しましたように、2号議案と 3号議案が終わってから

質疑という形になります。 

それではひき続きまして第 2号議案平成 30年度収支決算報告。   

会計の平野理事よろしくお願いいたします。 

 

平野会計：会計の平野です。よろしくお願いします。第 2号議案平成 30年度収

支決算報告、時間の都合上科目・予算・決算のみ読み上げます。備考の

ほうは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監査の鈴木

さんと金子さんお願いたします。 

 

金子会計監事：会計監査の金子です。第 3号議案平成 30年度会計監査報告。 



平成 30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。 

 

議 長：ありがとうございました。それでは第 1号議案、第 2号議案、第 3号議案

が終わりましたので、何かご意見御質問あれば挙手の上、質問お願いたし

ます。ふだん役員会で議事を審議しておりますが、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。 

 

堀内副支部長：すみません。訂正お願いします。 

5ページの新年会の来賓のお名前ですが、小林都議ではなく伊藤都議で

した。お詫びして訂正いたします。 

 

議 長：ご質問はよろしいですか？ 

それでは 1号議案、2号議案、3号議案にご質問なければ一括で採決し

たいと思いますが、よろしいでしょうか？ 

では拍手をもってご承認いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

-------拍手----- 

 

議 長：ありがとうございました。それでは続きまして第 4号議案に移ります。 

規約改正について、総務委員長の石井副支部長お願いいたします。 

 

石井副支部長：それでは 10ページをお開きください。第 4号議案 支部規約一

部改正（案）について  

（以降議案書読み上げ） 以上です。細部については支部長お願いいたし

ます。 

 

支部長：それでは、私のほうから若干補足させていただきます。 

先ほどの第 2号議案の決算報告の中で最終的に今年度の繰越が 518

万と報告がありましたし、かねてより別途積立金という形で一般会計から外し

ている 100万、そして後ほどお話しますが災害復興基金も別建てということ

で考えますと、合計 750万の繰越金があるというのが現実です。本部会費

やブロック会費等々を入れますと約 1800万という予算ですが、実質的には

支部会費は 750万くらいと想定しておりまして、そうすると支部会費約 1年

分の繰越金があるということになります。 



そこで繰越金を徐々に減らしていくという選択が良いのではないかと役員会

で判断いたしました。 

現実的に月 2600円の支部会費を 500円下げ 2100円にして年間 6000円

の値下げをしますと、対象となる専業工場 200社で考えて年間 120万の収

入減ということになります。ディーラーについては、支部に関係なく一律月額

3400円と決まっておりますので今回の値下げは対象外です。繰越金 750万

と考えますと、約 5年間は今まで通りの予算執行ができ、なおかつ繰越金を

減らしていけると考えます。 

 また、災害復興基金についても、堀上相談役の前で非常に恐縮ですが、

東日本大震災の後から災害復興基金を立ち上げましたが、昨今役員会の

中でロータリーなどではそういう地域貢献、社会的貢献が重要視されており

ますが業界団体である振興会は果たしてそれが本当に必要な活動なの

か？という意見がありました。そして最終的には、以前のようにそのような災

害があった時には新年会・総会懇親会の時に募金箱をもって皆さんから募

金をいただいたり、または有志で炊き出しなどをしに現地へ行ったりして、そ

の時にはそれぞれがカンパという形で資金を募ってそれを支援金として出し

たという経緯もありますので、そういった範囲で対応していけばよろしいので

はないかと考え、この総会に上程させていただきます。以上です。 

 

議 長：この第 4号議案ですが何かご意見ご質問があればお伺いいたします。 

 

議 長：何かご質問等なければこのまま拍手をもってご賛同いただきたいと思いま

す。 

 

会 員：                                 ----------拍手-------- 

 

議 長：それでは引き続きまして第 5号議案令和元年度事業計画（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：事業委員長桑田です。よろしくお願いいたします。 

お手元の資料 11ページ第 5号議案令和元年度事業計画（案）  

 

に訂正箇所があります。1、事業の概要の一行目、「4月 30日に天皇陛下が

ご即位され」を「4月 30日に天皇陛下がご退位され」と直していただきたいと

思います。（以降文章読み上げ）  



続きまして次のページ （以降文章読み上げ） 

以上令和元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号議案令和元年度収支予算（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。令和元年度予算（案）についてご説明いたします。

備考についてはあわせてお目通しください。   

先ほど支部長からご説明いたしました通り、収入の部で前期繰越金・別途積

立準備金繰り入れ・災害復興基金繰り入れとさせていただきます。この上 3

つが本年度繰越金となります。（以降予算読み上げ） 

 

議 長：ありがとうございました。 

私のほうから一つ補足説明をさせていただきますと、冒頭の挨拶でも触れ

ました女性部会育成費は 5 万円と僅かな金額ですが今までなかった項目

です。これからの女性の方で支部の中で活躍していただけるようということで

設けました。今年はこれをやるとかあれをやるとかということでなく、団結して

ゆったりと、懇親・交流を深めたり色々意見交換したりということのスタートとし

て考えています。2 年目 3 年目で成果がでてくればいいと思い新しく創設し

ました。 

別途積立準備金・災害復興基金についても一般会計の中に組み入れわ

かりやすくしました。先ほど 120 万ずつ減っても 5 年は持つという話をしま

したが、今年度予算通り執行されますと繰越金が 170 万減額されることにな

ります。そうすると 3 年ほどのうちに無くなることになりますので極力一般経

費を含め予算を圧縮していきたいと考えています。しかし事業費については

あくまで活発な活動を期待します。そこで事務所費などについてはできるだ

け質素倹約を旨とし、予算よりも減額できればと考えております。 

以上ですが予算について何かご質問があればご説明いたしますが、いかが

でしょうか？ 

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：ひまわり法律事務所に会費を払うということは、私たちが相談するときは別

途はらうのでしょうか？ 

 

議 長：ご説明が足りなく申し訳ありません。これも新年度の新項目であり、ひまわり

法律事務所さんとは支部と顧問契約を結びました。会員と会員の従業員を

対象とした顧問契約を 4月から正式に結びました。 

昨年の 10月から今年の 3月までの 6か月間、トライアル期間として無償で

顧問契約をしていただきそのまま引き続き有償の顧問契約となりました。 

しかし、なかなか会員の皆様への周知が不足しているということでそれほど

多くのご相談はなかったということですので、今日はそういった周知も含めて

先生にお越しいただいて研修をいたします。その中で八王子支部の法律顧

問としての PRもしていきたいと思っております。 

 

会 員：わかりました。 

 

議 長：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。 

ないようでしたら議案書の 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：議長ありがとうございました。 

 



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。これにて東京都自動車整備

振興会八王子支部第 35回定時総会を閉会いたします。ありがとうございま

した。 

---------------------------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                ㊞ 

 


