
 

一般社団法人中部地区自動車管理業協会 

第 ５ 回  定 時 総 会  

 

 

 

 

【 報 告 書 】  

 

協会会員 14 社、当日の出席会員 1２社となり、総会は適法に成立。定款の定めに従い協会

代表理事及び会長である東孝一が議長となり、会長挨拶の後、議案審議に入った。 

 

 

議案審議（各議案の詳細は次頁から） 

１． ２０１５年度事業報告 会 長：東 孝一 

原案どおり承認可決 

 

２． ２０１５年度会計報告 監 事：徳升 忍 

原案どおり承認可決 

 

３． ２０１５年度会計監査報告 会計監査：滝澤宗臣 

原案どおり承認可決 

 

４． ２０１６年度役員案 理 事：小森宏真 

原案どおり承認可決 

 

５． ２０１６年度方針案・事業計画案 会 長：東 孝一 

原案どおり承認可決 

 

６． ２０１６年度会計予算案 会 長：東 孝一 

参加会員からの意見 

＊予算案の裏付けとなる方針・行事を確実に実行し、成果を出すこと 

＊委員長及び担当者は、報告書をもとに事業の進捗状況や成果を会員に報告 

＊今年度の協会活動と予算執行の状況を精査し、必要ならば再度、会費を改定 

 

上記意見を確認し、会費値上げ案も含み原案どおり承認可決 

関連議案である会則改定案も原案どおり承認可決 

 

 

以上で全ての総会議事を終了し、議長は 18 時２0 分閉会を宣した。 

  

２０１６年 ４月１４日（木） 

名古屋市中区栄：名古屋国際ホテル 

開会：１７時３０分 司会：長縄勝則 



１．２０１５年度事業報告（定例会及び管理者連絡会議など） 

１５年 ４月１５日 第 ４ 回 定 時 総 会 ：名古屋国際ホテル 

前年度の事業報告・会計報告と今年度の役員体制・活動予定・予算などの議案が出席者

全員により承認。東会長が会運営に取り組む決意を語り、積極的な支援を出席会員に呼

びかけました。総会終了後、賛助会員も交えての懇親会を開催。 

１５年 ５月２７日 第１５回定例会：事業主・管理職のための労働安全衛生法 

労働者を守り快適な労働環境を整えることを目的とする「労働安全衛生法（安衛法）」

に加え、労働基準法（労基法）や労働者災害補償保険法（労災法）、「産業医」などに

ついて、社会保険労務士の足立光則氏から学びました。 

１５年 ７月２９日 第１６回定例会：マイナンバー制度について 

年末調整時に発行される「給与所得の源泉徴収票」などの税関係書類や、入社・退社の

際に必要となる社会保険手続などに欠かせないマイナンバーついて、社会保険労務士の

足立光則氏から学びました。 

１５年 ９月２７日 第４回運転技術研修会・大治自動車学校  

「安全を学び、そして実践へ！」をテーマに、交通法規などの学科、コース走行での運

転技能研修、運転適性診断など、日頃の運行業務の場面を想定した研修項目を多く設け

ました。愛知県警察本部交通部交通総務課から伊勢村政明警視が臨席、開会に当たりご

祝辞と激励のお言葉をいただきました。 

１５年１０月 ３日 第４回ゴルフコンペ：富士カントリー可児クラブ(２２名参加) 

１５年１１月２５日 第１７回定例会：睡眠時無呼吸症候群と検査について 

眠っている間に呼吸が止まる病気、睡眠時無呼吸症候群。寝ている間に生じる無呼吸が

起きているときの私たちの活動に様々な影響を及ぼします。睡眠時無呼吸症候群が日常

生活や仕事に及ぼす様々なリスクや対策について学習しました。 

１５年１２月 １日 第３回年末懇親会：国際ホテル 

協会員・招待含め４４名参加。東京から大槻会長・斉藤専務理事が参加。 

お楽しみタイムは豪華賞品を用意して、全員参加のくじ引き大会。 

１６年 １月１５日 協会賀詞交歓会：ホテルグランドパレス 

東孝一・小森宏真・滝澤宗臣・栗本真行・長縄勝則・徳升忍・河野延之 計７名参加 

１６年 １月２９日 新年会：総合結婚式場「シャンテ」 パーティスペース 

１６年 ２月 ４日 管理者連絡会議研修会：2月研修会 

協会の徳升監事が、「業界の歴史と将来・次世代へのバトン」をテーマに、会社を継続

させ、「顧客の満足」と「社員の幸せ」を実現しようとの思いで、業界の歴史と今後の方

向性と、４０年前の創業から事業承継に至った経緯を報告。 

１６年 ３月１６日 第１８回定例会：三井住友海上火災名古屋しらかわビル 

「事故を起こさないために」をテーマにリスクコンサルティング会社の（株）インター

リスク総研」から松谷慎一郎氏を招いてバス運行時の安全運転に関するセミナーを開催 



２．２０１５年度会計報告 

 

自2015年4月  1日
至2016年3月31日

収 入 の 部

科 目 １５年度予算 １５年度決算 備 考

会　　費 1,008,000 1,008,000 ６,000円×１２ヶ月×１４社

賛助会員会費 330,000 330,000 30,000円×１１社

入会金等 0 10,000 懇親会祝儀：日本自家用自動車管理協会

前期繰越金 592,613 592,613

預金利息 100 181

合 計 1,930,713 1,940,794

支 出 の 部

科 目 １５年度予算 １５年度決算 備 考

定例会運営費 120,000 77,740 奇数月開催

80,000 80,532 総務：他団体との交流

65,000 68,410 広報：機関紙・ＨＰ作成

385,000 163,642 研修：労務管理講習・管理業保険等

役員会会議費 30,000 27,088 会場費等

旅費・出張費 50,000 24,300 旅費規定による

管理者連絡会議運営費 238,000 29,134 会場費等

550,000 259,242 秋の交通安全週間時に開催

96,000 68,000 実行委員会費

年末懇親会費 30,000 114,000 12月開催予定

ＨＰ管理料他 25,000 309,440 サードワークス（プロバイダー）

事務所費 160,000 173,100 法人県民税・ドライバーサービス

事務費 10,000 3,629 郵送代・支払い手数料

慶弔費 50,000 0 慶弔規定による

予備費

次期繰越金 41,713 542,537

合 計 1,930,713 1,940,794

会 計 監 査 滝澤宗臣2016年3月31日

委員会活動費

運転技術研修会費

 

 

４．２０１６年度役員 

会長（代表理事） 東 孝一 （株）セントラルサービス  代表取締役 

副 会 長 （ 理 事 ） 小森宏真 （株）コムサービス 代表取締役 

会 計 （ 監 事 ） 徳升 忍 （株）ドライバーサービス 代表取締役会長 

会計監査（理事） 滝澤宗臣 （株）ワークシステムサービス 代表取締役 

理  事 長縄勝則 （有）エムエムイーコーポレーション 代表取締役 

理  事 栗本真行 （有）プロ・スタッフ 代表取締役 



５．２０１６年度方針：会 長 東  孝一 

 

【活動テーマ】 

『安全無くして健全な経営なし』 

～成長・前進していく努力～ 

 

皆様のご協力とご理解のもと、２０１５年度の活動内容におきましては活動範囲の拡大と、活

動内容の見直しをほぼ達成することが出来ました。しかし、安全に関する社会的責任は一層の厳

しさを増しており、我々の対応能力はさらに高度化することを求められています。 

 

自動車運行管理業という業界の真価が問われ、その評価もあらゆる方面より受け続けていく時

代へと突入いたしました。当協会は、いかなる時も安全確保を最優先とした経営・管理・運行を

今まで以上に推奨し、それに則した協会活動を強く推進していく所存です。 

 

あらゆる分野、あらゆる地域に、協会の活動を深く根付かせ、中部地区の安全のプロ集団とし

ての協会確立を目指し、今年一年間を皆様と共に奮闘していく所存です。 

 

関係各位のご理解と、一層のご支援を心よりお願い申し上げます。 

 

以 上 

 

 

◎ 委員会及び担当委員 

総務委員会 ：長縄勝則委員長 

委 員：エムエムイーコーポレーション/ティエムエム/セネック・サービス/ 

 プロ・スタッフ/サン日比野企画 

広報委員会 ：滝澤宗臣委員長 

委 員：ワークシステムサービス/セントラルサービス/ビジネスサポート/ 

愛知バス   

研修委員会 ：小森宏真委員長 

委 員：コムサービス/ドライバーサービス/働 ing/遠鉄アシスト/ＫＲＢ観光バス  

 

◎ 管理者連絡会議及び実行委員会(詳細は組織図参照) 

 

◎ ２０１６年度事業計画（別紙カレンダー参照） 

１６年４月１４日（木） 第５回定時総会 

１６年５月１８日（水） 第１９回定例会 

１６年７月２０日（水） 第２０回定例会 

１６年９月２５日（日） 運転技術研修会 

１６年１１月１６日（水） 第２１回定例会 

１６年１２月 １日（木） 年末懇親会 

１７年 １月２０日（金） 新年会 

１７年 ２月１５日（水） 第２２回定例会 

 



◎ 一般社団法人日本自動車運行管理協会による研修会及び行事 

１６年 ９月１６日（金） 管理実務担当者勉強会（名古屋：キャッスルプラザ） 

１６年１１月１２日（土） 運転サービス士コンテスト（千葉県松戸市） 

１７年 １月１２日（木） 新年賀詞交歓会（東京：ホテルグランドパレス） 

１７年 １月２８日（土） 運転サービス士研修会（名古屋：キャッスルプラザ） 

 

 

６．２０１６年度会計予算 

自2016年4月  1日

至2017年3月31日

収 入 の 部

科 目 １５年度決算 １６年度予算 備 考

会　　費 1,008,000 1,680,000 10,000円×１２ヶ月×１４社

賛助会員会費 330,000 330,000 30,000円×１１社

入会金等 10,000 0

預金利息 181 100

前期繰越金 592,613 542,537

合 計 1,940,794 2,552,637

支 出 の 部

科 目 １５年度決算 １６年度予算 備 考

定例会運営費 77,740 120,000 奇数月開催

80,532 192,000 総務：他団体との交流

68,410 150,000 広報：機関紙・ＨＰ更新

163,642 210,000 研修：労務管理講習・管理業保険等

259,242 500,000 秋の交通安全週間時に開催

68,000 328,000 実行委員会費

管理者連絡会議運営費 29,134 460,000 会場費等

役員会会議費 27,088 30,000 会場費等

旅費・出張費 24,300 50,000 旅費規定による

年末懇親会費 114,000 150,000 12月開催予定

ＨＰ管理料他 309,440 116,640 株式会社ドリームソサエティ

租税公課 68,500 68,500 法人市民税・県民税

事務所費 104,600 64,800 ドライバーサービス・司法書士

事務費 3,629 5,000 郵送代・支払い手数料

慶弔費 0 50,000 慶弔規定による

予備費 57,697

次期繰越金 542,537

合 計 1,940,794 2,552,637

※ 上記科目間の予算の流用を認める。

委員会活動費

運転技術研修会費

 

 

７．会則改定 

第 4条 １．② 正会員年会費を 120,000円とする。 

第１０条 原則として奇数月第 3水曜日に定例会を開催する。 

 

   



 

【会員名簿】 

 

会社名 代表者名 住　　所 ＴＥＬ 

愛知バス（株） 都筑 真弘 名古屋市北区新沼町１００－１ 052-909-5558

（有）Ｍ･Ｍ･Ｅコーポレーション 長縄 勝則 江南市高屋町清水４７番地-２０１ 0587-53-4540

遠鉄アシスト（株） 藤野　聡 浜松市中区旭町１２－１ 053-450-1515

（有）ＫＲＢ観光バス 大河原 勝也 豊田市花沢町上行田１４ 0565-90-3711

（株）コムサービス 小森 宏真 名古屋市守山区薮田町1513番地 052-768-1156

（有）サン日比野企画 日比野 共平 可児市大森1532番地の7 0574-64-4764

（株）セネック・サービス 小出  晃昭 名古屋市東区東桜1-10-9 栄ﾌﾟﾗｻﾞﾋﾞﾙ８F 052-950-3601

（株）セントラルサービス 東　孝一 名古屋市東区矢田1-1-15大曽根ｾﾝﾀｰﾋﾞﾙ８F 052-916-2486

（株）ティエムエム 久保 利夫 春日井市上条町２丁目８番地の１ 0568-57-1651

（株）働ing（ドゥーイング） 小林 徹朗 名古屋市昭和区安田通4-9　白木ビル５Ｄ 052-893-6447

（株）ドライバーサービス 瀬尾 俊史 刈谷市場割町１丁目２番地１ 0566-24-1823

（株）ビジネスサポート 今枝 弘之 名古屋市東区東桜一丁目3-7ヒシダビル4Ｆ 052-212-8792

（有）プロ・スタッフ 栗本 真行 岐阜市宇佐南4丁目７－１６ 058-276-8171

（株）ワークシステムサービス 滝澤 宗臣 名古屋市名東区猪子石三丁目１１３番地 052-779-8777

会社名 代表者名 住　　所 ＴＥＬ 

あいおいニッセイ同和損害保険(株)
愛知南支店 名古屋南支社

吉田 雄彦 名古屋市瑞穂区瑞穂通８丁目１４番地神谷ビル４階 052-852-0781

ＭＳ名古屋（株） 福田 正信 名古屋市中区栄2丁目9番15号しらかわビル１０階 052-228-7017

（株）エルモ社　FFD-C 前田 憲二 名古屋市瑞穂区明前町6-14 052-824-7377

（有）真清社 河野 英則 名古屋市中区新栄一丁目４７－５ 052-241-8085

（有）中日本 蓑　芳貴 名古屋市瑞穂区豆田町５－５－１ 052-883-6322

（株）馬場器械店 馬場 博通 名古屋市北区東味鋺1丁目722番地 052-901-1567

プルデンシャル生命保険(株)名古屋東支社 土川 幸彦 名古屋市中区錦2-13-30 ｵﾘｯｸｽ伏見ﾋﾞﾙ６Ｆ 052-857-7800

（株）平安金属 米原 浩美 春日井市追進町３丁目８０番地 0568-32-3614

三井住友海上火災保険（株） 溝口 研吾 名古屋市中区栄2丁目9番15号しらかわビル１０階 052-223-4581

名鉄協商（株） 白石 知之 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 052-582-1011

（株）リテックシステムサービス 山田　修 岐阜市萱場南1-15-22 058-295-5015

賛
助
会
員
　
一
一
社

正
会
員
　
一
四
社

 


