令和 3 年 第 1 回総務部会運営委員会議事録
日時：令和 3 年 2 月 26 日 金曜日 11：00～
場所：熊本県自動車会館 ３階特別会議室
参加者：長野 貴志 担当理事
山田 泰司 運営委員長
松永 隆二 副運営委員長 斎藤 一基 副運営委員長
安東 清二郎 委員 梅﨑 晃弘 委員 上村 智美 委員 東 信宏 委員
事務局：松本伸二 専務理事、羽田野晃央 事務局長、住本未佳 課長
〇長野担当理事 挨拶
今みなさんが一番関心を持っているのはコロナの感染のことかと思います。昨日時点
で熊本県は 2 日連続感染者数ゼロと、かなり収束の方向に向いてきているなと思いま
す。また、緊急事態宣言が出されている県においても、前倒しで解除する報道が出て、
明るい兆しかなと思います。しかし、まだまだワクチンが行き渡っていないことや、高齢
者をはじめとする全ての国民に、具体的なワクチン接種のスケジュールが出ていない
ことなど、まだまだ予断を許さない状況です。我々、自動車業界もこのような中でしっ
かりとコロナの感染対策を継続し、感染者を出さない、また感染させない状況を作って
いくことが重要かと感じております。コロナ禍の中、令和 2 年はいろんなイベントができ
なかったけれども、令和 3 年では「重点取り組み事項」がしっかりとできる環境になって
ほしいと思っております。今日は、その当りの話を含め、皆さんと協議して行きたいと思
います。よろしくお願いします
〇山田運営委員長 議事進行
それでは第 1 回の総務部会委員会を進めて参ります。
議題１、1）令和 3 年重点取り組み（事業計画）について、事務局より報告
松本専務理事 説明
令和 3 年の重点取り組み項目として、例年通りご覧の通り６つの項目に取り組む
1）コンプライアンスの徹底
●自動車業界の法令遵守の強化
①新入社員交通安全講習
毎年 4 月に新入社員の皆さんを集め交通安全の講習会を開催している。講師に熊
本県警と運輸支局の方にお願いし、毎年 4 月に開催予定。昨年、コロナで開催出
来なかったため、今年は、是非開催する方向で準備をすすめたい。場所について
は、集まる人数次第では会館では、コロナ対策を含め熊本テルサ等、広い会場も視

野入れて準備を進めていきます。
②会員による個人情報漏えい件数の撲滅
会員販売店様から、万が一こういう事故が起こりましたら、逐一報告をいただき、皆さ
んで共有、再発防止をはかりたい。
2）人事労務管理への積極的な取り組み
①外部講師による研修会の開催
労働基準監督署講師をお呼びして、昨年同様 10 月頃をめどに新任店長・工場長
を対象に講習会を開催予定。
②労務関係相談会の実施
当協会の米原社労士にお願いし、労務管理者研修を計画。今の所 5 月頃を
目途に計画をしていく。
３）人材に関する採用問題の取り組み
第一分科会参加 昨年コロナ関係で全く活動ができませんでした。担当の高校に
連絡をとった際も第 1 分科会自体が活動できないというご返事でした。
今年は、再度パイプをつなぎ直すというところからリスタートしたい。進捗を今後、部
会内にてご案内していきます。
４）業務関連の取り組み
休日の情報を共有したいと言うことで年間の休日カレンダーを届け頂いています。
変更があればご連絡いただきたい。代表者代理者部会関係担当者の移動に伴う変更
があればその都度ご報告いただきたい
５）表彰関連の取り組み
運輸支局に問い合わせしましたところ、毎年 4 月に永年勤続従事されている方の表
彰の案内をするとお聞きしました。４月末から 5 月にかけて案内が届きました後に 各
販売店様へご案内いたします。
６）部会行事の確実な実施
運営委員会は年に 6 回、部会は年、3 回開催を目途に 活動の充実を図ります。
レクレーションは毎年 12 月に、恒例のボウリング大会が開催されていたと聞いており
ます。これも昨年は中止をいたしました。今年は再開できればと思います。
報告は以上になります
〇山田運営委員長
今の重点取り組みを確認
新入社員交通安全講習について意見交換
実際に参加した者から、県警による「交通安全講習」はよくわかる内容だが、登録業
務関係の講習は、新人スタッフにはまだ難しいとの意見もあった。新入社員がしっか
りと理解できるような講習内容を考えることも必要かなと。他に意見なし。

交通部会と連携を取り、進めていくこととする。
②個人情報漏えい件数の撲滅
「自販連本部自体」の部署がなくなった 資料が古すぎて新しい情報（事例が）欲し
い。各会員へ配信が出来ていない。（以前は新入社員の教育に役立っていた）
２）労働基準監督署の講習は、労働基準監督署に向けてのアピールといった意味合
いもある。社労士：働き方改革等、テーマを決めて進めていく
同一労働同一賃金など令和 3 年 4 月からの実施項目もある。
６）部会行事の確実な実施
ボウリング大会 今後検討 加えて、「野球大会」を盛り上げていきたい。
〇 資料１、総務部会「労務研修会」についてのアンケート
具体的な Q＆A 大変ためになった
<反省材料>
テーマについて、事前に案内が出来ていなかった。
今後のテーマについて
・同一労働同一賃金 ・パワハラ、ハラスメント研修
事前の「Q」が少なかった。（どこまで書いてよいかわからない）今後の課題
〇 資料２、献血バス 企業協力を求める
県内での献血採血の献血バスが 7 割を占めているがコロナの影響で稼働していない。
社会貢献活動の一環として具体的に進めていきたい。
献血スケジュールを設定（事務局から）
① 販売店から年間計画を報告いただく
② 販売店協会で集約して展開をする
③ 展開していく（自販連から案内文を用意する）
以上、「部会」にて報告し、承認を頂くこととする。
〇 その他 「野球大会」について
レクレーション 野球チームがあるところに自販連がスポンサーとなって出来ないか
松本専務 皆様からの強い要望であれば前向きに検討、正副会長会議で議題として
提案、審議していただくこととする。

令和 3 年 第 1 回総務部会議事録
日時：令和 3 年 2 月 26 日 金曜日 12：00～
場所：熊本県自動車会館 ４階 第 1 会議室
参加者：長野 貴志 担当理事
山田 泰司 運営委員長
松永 隆二 副運営委員長 斎藤 一基 副運営委員長
安東 清二郎 委員 梅﨑 晃弘 委員 上村 智美 委員 東 信宏 代理
会員 渡邉 幸也 大保 栄次 内田 隆志 出井 和光
西口 春美 堀内 義浩 古賀 論 坂梨 誠行 加茂田 芳徳
事務局：松本伸二 専務理事 羽田野晃央 事務局長 住本未佳 課長
〇長野担当理事挨拶
〇山田部会長進行
議題１．令和３年 総務部会重点取り組み事項について報告（事務局）
資料２．献血への協力要請について
総務部会として社会貢献活動に参加していきたい
献血スケジュール
① 献血バスを各販売店で計画しているところを報告いただく
↓
② 販売店協会で集約して各販売店へ展開していく
その他（社会貢献活動）事例の説明
熊本トヨタ
令和 3 年 2 月に献血バス 牛乳の購入（6 本瓶）
コーヒーサーバー売上金の寄付 グリーンストック積立金
サッカーボールの寄付
熊本トヨペット 4 月献血 新車販売義援金
事務局：進め方
各販売店での献血スケジュールを報告いただく。７つ目の重点取り組みとして、
社会貢献活動枠を設定。献血推進運動として取り組むこと決定。

㈱スズキ自販熊本 安東常務が令和 3 年 3 月で退職 ご挨拶を頂戴する。
熊本地震後に熊本へ赴任。その後 5 年連続、過去最高益を出すことが出来たことが、
勲章である。総務部会に皆勤賞で出席できたことがよい思い出です。
最後に
次回スケジュール
令和 3 年 4 月 26 日 月曜日 11 時から 第２回総務部会委員会
12 時から 第２回総務部会
終了

