平成 29年 度

事業報告概況

昨年 の海外情勢 の大 きな変化 としましては、アメ リカで期待 と不安 の 中、 トラ ンプ
政権が誕生 しました。 しか し北朝鮮 との核 ・ ミサイル開発問題 な どで緊張状態 が続 く
な ど問題が山積 してお ります。一 方、世界経済 は緩やかな回復傾向にあ り、米 中経済
の堅調が 日本やユーロ圏諸国、主要新興国 に波及す るなどの状 況 も見受け られます 。
国内経済 は、輸出 。生 産活動、消費な ども緩やかに回復、雇用者数、平均賃金 も小
幅なが ら上昇 してい ます。
道内経済 は、災害復 旧関連 に伴 う公共投資に よる押 し上げ効果 に加 えてヽ強 まる設
備投資や観光消費、個人消費 などを背景 に堅調な成長率 とな ります。

A取 扱高 は過去最高 の3,388億 円 とな り十勝農業 のス ケ ールの大 きさ
十勝経済 は、」
を証明す る もの とな りま した。建設関連 では、台風 の災害復 旧工事 の発注継続等 か ら
前年比大幅増 とな りました。 また、観光関連では、 とかち帯広空港 の旅客数が、機材
の大型化、国際 チ ャー ター便 の就航便数 の増加等か ら前年 を上 回 りました。
自動車業界 にお きましては、安全支援 システムを装備 した車両

(ASV)が 多 く販売

され、 国 は これ らの車両 を高齢運転者 による交通事故対策 の一環 と して「サポカー、
サポカー S」 とい う愛称 をつ け普及 を進めるなど、電子制御装置 を搭載 した車両 の急
増が予想 されます。一 方 で人口減少 に伴 う保有台数 の減少が予想 される とと もに、経
済性 の良い軽 自動車 の割合 が増加 してい く傾向 は続 くもの と思われます。
この状況 の 中、全 国の保有台数が昨年 (6月 末 )で は前年比359千 台増 の81,260千
台 と、前 年 に引 き続 い て微増 とな り、整備売上高 は 3年 ぶ りに増加 に転 じ931億 円増
の 5兆 4,875億 円、前年比 101.7%と な りました。
少子高齢化 の影響 などか ら自動車整備学校 の新卒者 を含 めた若年労働者 の採用が難
しくな ってお ります。整備業界 を取 り巻 く環境 は引 き続 き厳 しい状況 にあ ります。 こ
のため「 自動車整備業 のビジ ョン Ⅱ」 で示 された ように新技術 に対応 で きる技術力 の
強化、ユーザ ーの顧客満足度 (CS)向 上 による点検整備 の入庫 。売 上の拡大 を通 じて、
整備事業者が健全 に経営 を推進 してい くことが重 要 であ ります。
以上のよ うな環境 の 中、昨年 の当会事業 の各委員会単位 での主たる事業 を報告 しま
す。
経営委員会 では長期使用車両 の推奨点検 のPR、 定期′
点検整備促進対 策 としてラッピ
ング広告 を管内路線バ ス 4台 に実施 しました。また、故障診断料 のPR、 スキャンツー
ルの貸 出 し等 を実施 しました。 また、北 海道 フー ドコンプレックス 国際戦略総合特区
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指定 による農業用貨物 自動車 の車検延長 に係 る実証実験調査が平成26年 4月 か ら実施
され、 3年 9か 月が経過 してお ります。実施状況 は昨年 12月 末現在、管内市町村が指
定 した農業 トラックは831台 、伸長 申請台数 は918台 とな り348台 の デ ー タ収集 に協力
しました。
教育技術委員会 では昨年 11月 に開催 されました「全 日本 自動車整備技能競技大会」
に代表 2名 を派遣 い た しました。 1級 小型整備士 の講習 を 4年 ぶ りの実施 し新たな 1
級整備士が誕生 しました。 日整連 による コンピュー タシス テ ム診断認定店 の取得 のた
めのスキャンツール研修 を実施、昨年末現在41事 業場 が認定店 とな りました。その他
に安全衛生教育 としてガス溶接技能講習、アー ク溶接特別教育、研削砥石特別教育、
低圧電気特別教育、巻上機特別教育 を実施 しました。 また、定期′
点検 の促進 を目的 と
した定期点検整備推進優良事業場表彰 を実施 い た しました。
事業振興委員会 では春季繁忙期対策、優良認証 ・指定事業場 の支局長表彰、局長表
彰へ の推薦 な どを実施。 また、不 正改造 の撲滅 を目的 とした街頭検査 へ の協力 な ども
行 い ました。初 めての取 り組み と して、車体整備 の実態調査 と意見交換会 を実施 しま
した。
整備士人材確保 の一環 と して組合青年部 と共 に、将 来 の整備士 を目指 して もらう事
を 目的 に、前年 に引 き続 き帯広市が主催す る小学生 を対象 に した職 業体験 イベ ン ト
「おびひろキ ッズ タウ ン2017」 に出店 し、子供 たちに点検整備 を体験 して もらい 自動
車整備 の重要性 を学 んで もらい ました。 また、初めての試み と しまして学校 に出向 き、
生徒 に自動車整備業 を直接伝 える出前授業 を東士 幌小学校 と清水 高校 で行 い ました。
最後 に 自動車整備業 は公 共性 の高 い業界 で あ ると共 に、今 日の車社会 の リー ダーで
あ ることを 自覚 し、総会時の交通安全宣言大会 を始 め交通事故防止講習会 の 開催、 セ
ー フテ イー ラリーベ の参加、街頭啓発 の参加等交通安全活動 に も積極的 に取 り組みま
した。
なお、各委員会毎 の詳細 は報告資料 の通 りで あ ります。 また、平成24年 1月 4日 に
一般社 団法人へ移行 し、公益 目的支出計画 を推進 してまい りましたが計画 よ り 1年 早
く終了す る こととな ります。会員 の皆様 のご理解 。ご協力 に心 よ り感謝申 し上 げます。
この一年間 ご支援 。ご協力戴 きました会員 の皆様 と、関係機関 ・団体 か ら戴 きました
心温 まる ご指導 に対 しまして心 よ り感謝 申 し上げて、その概要 をご報告 申 し上 げます。
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