
令和 3年 第 2回総務部会運営委員会議事録 

 

日時：令和 3年 7月 2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 

      藤木 雄二 運営委員長（代理） 

斎藤 一基 副運営委員長 城田 正人 副運営委員長（代理） 

梅﨑 晃弘 委員 墨屋 義法 委員 福山 敏章 委員  

石本 隆一郎 委員  上村 智美 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  

  直近の話題としては、コロナの状況と東京オリンピックの開催です。ワクチンの接種

が進み始め、少し明るい兆しが見えてきていますが皆さんの会社ではいかがでしょうか。

副反応の心配等もあるようですが、会社として、社員全体の接種状況は把握しておく

必要があるかもしれません。それでは、本日の議題の審議を次第に沿って宜しくお願

い致します。 

 

〇松本専務 議事進行 

運営委員長不在の為、事務局より進行。 

 

議題１、役員改選について 

山田運営委員長（熊本トヨタ自動車㈱）の退職と、松永副運営委員長（熊本三菱自

動車販売㈱）の異動による運営委員長、副運営委員長の空席に対し、それぞれの候

補者を諮ったところ、 

運営委員長に、熊本トヨタ自動車㈱の藤木課長、 

副運営委員長として、熊本三菱自動車販売㈱の城田部長が選任され、全員一致

で承認され、お二方にも了承いただいた。空席による改選であったため来年４月には

再度、改選することも併せて承認された。 

続いて、委員の改選について資料に基づき説明。背景として、ここ数年運営委員メ

ンバーが固定化されメンバーの入れ替わりが無くなってきているため、公平を期すた

め改めてルールを明確化。グループごとに定期的に運営委員が入れ替わる様、制度

化を図った。その結果、新運営委員メンバーとして 

      運営委員長   熊本トヨタ自動車㈱      藤木 雄二 様 

      副運営委員長 ㈱ホンダ四輪販売南九州   斎藤 一基 様 



      副運営委員長 熊本三菱自動車販売㈱   城田 正人 様 

      運営委員    熊本トヨペット㈱        渡邉 幸也 様 

      運営委員    熊本日産自動車㈱      林   幸子 様 

      運営委員    熊本スバル自動車㈱     出井 和光 様 

      運営委員    ㈱モトーレンフロイデ     古賀   諭 様 

      運営委員    ＵＤトラックス㈱         加茂田芳徳 様 

      運営委員    熊本日野自動車㈱      堀内 義浩 様 

 上記、９人が選任され承認された。 

 

議題２、労務研修会について 羽田野事務局長報告 

・講師 社会保険労務士 米原 亜矢様 

・日程 8月 20日（金） ㈱熊本県自動車会館にて実施。 

・研修内容（テーマ） 

 〇 同一労働・同一賃金についての内容 

    〇 女性社員の働き方産休、育休に関する内容 

 〇 時間外労働、時間外短縮に向けた取り組み内容 

 〇 各販社様からの質問事項に応える Q&A コーナー 

 後日、正式な案内を展開予定。 

 

議題３、その他 

１）令和 3年度自動車関係功労者九州運輸局長表彰候補者のご推薦方について 

  本年度は事業役員、従業員の方を対象に候補者の推薦をお願いする。 

事業役員（代表者）で対象となる販社様もおられる事と思われ、本日付でメールに

て配信する。7月 26日（月）必着にて手続きをお願いしたい。 

 

２）自動車整備士（カードクター）資料活用について 

   例年配布されている新入社員向けのパンフレット。各拠点数分の枚数を配布する 

ので、活用いただきたい。 

 

３）令和 3年度献血（献血バス）の予定表について 

   本年度届けていただいた内容にて、各社の献血予定表を掲載。 

   近隣販社様の情報を活用いただき、献血にご協力をお願い致します。 

予定の追加、変更等があった場合には事務局までご連絡下さい。 

 

４）２０２１年度夏季休暇予定表について 

  ８月の各社、夏季休暇予定表を作成。ご確認いただき、変更がある場合には、連絡



下さい。後日、メール配信と自販連熊本県支部のホームページに掲載致します。 

 支部のホームページには、今回の総務部会役員改選後のメンバー表、議事録も掲

載致しますので、是非ご活用下さい。 

  

 以上を以って、令和３年第２回 総務部会運営委員会は終了した。 

 

〇次回開催予定 8月 20日（金）  ※開始時間は検討中。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和 3年 第 2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 

      藤木 雄二 部会長 斎藤 一基 副部会長 城田 正人 部会長 

渡邉 幸也 委員 林 幸子 委員 加茂田 芳徳 委員 堀内 義浩 委員  

梅崎 晃弘 会員 墨屋 義法 会員 福山 敏章 会員 石本隆一郎会員 

上村 智美 会員 西原 宏幸 会員 内田 隆志 会員 山形 俊史 会員 

三苫 好和 会員 松村 健広 会員 坂梨 誠行 会員  

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  

  皆さんこんにちは。久々に皆さんとお会いすることができました。熊本でも感染者が

ゼロとなる日も増えてきて、少し明るい兆しが見えてきました。若い方も含めたワクチン

接種が進むことで、より積極的に、安心して経済活動が出来ることを期待しています。 

それでは、本日の議題の審議を次第に沿って宜しくお願い致します。 

 

〇松本専務 議事進行 

 

議題１、役員改選について 

運営委員長、副運営委員長の空席に対し、それぞれの候補者を諮ったところ、 

運営委員長に、熊本トヨタ自動車㈱の藤木課長、 

副運営委員長として、熊本三菱自動車販売㈱の城田部長が選任され、全員一致で承

認されたことを報告した。空席による改選となったため来年４月に再度改選することも

報告された。 

新任のお二人からの挨拶 

〇藤木部会長挨拶 

前任の山田部会長が体調不良にて退職。変わってサービス部門から総務部に配属

されました。ご迷惑をお掛けしない様に頑張りますので宜しくお願い致します。 

〇城田副部会長挨拶 

前任の松永総務部長に替わり、私もサービス部から配属となりました。コンプライア

ンス問題やパワハラなど、最近の課題について勉強しております。ご指導、宜しくお願

い致します。 

 



続いて、委員の改選について資料に基づき説明。改選の背景と、ルールの説明の

後、新運営委員メンバーとして、下記９名が選任された。 

      運営委員長   熊本トヨタ自動車㈱      藤木 雄二 様 

      副運営委員長 ㈱ホンダ四輪販売南九州   斎藤 一基 様 

      副運営委員長 熊本三菱自動車販売㈱    城田 正人 様 

      運営委員    熊本トヨペット㈱         渡邉 幸也 様 

      運営委員    熊本日産自動車㈱       林   幸子 様 

      運営委員    熊本スバル自動車㈱      出井 和光 様 

      運営委員    ㈱モトーレンフロイデ      古賀   諭 様 

      運営委員    ＵＤトラックス㈱          加茂田芳徳 様 

      運営委員    熊本日野自動車㈱       堀内 義浩 様 

  

議題２、労務研修会について ・・・羽田野事務局長報告 

・講師 社会保険労務士 米原 亜矢様に依頼済 

・日程 8月 20日（金） ㈱熊本県自動車会館にて実施。 

・研修内容（テーマ案） 

 〇 同一労働・同一賃金についての内容 

 〇 女性社員の働き方産休、育休に関する内容 

 〇 時間外労働、時間外短縮に向けた取り組み内容 

 〇 各販社様からの質問事項に応える Q&A コーナー 

 後日、正式な案内を展開予定。 

 

議題３、その他 

１）令和 3年度自動車関係功労者九州運輸局長表彰候補者のご推薦方について 

  本年度は事業役員、従業員の方を対象に候補者の推薦をお願いする。 

事業役員（代表者）で対象となる販社様もおられる事と思われ、本日付でメールにて 

配信する。7月 26日（月）必着にて手続きをお願いしたい。 

 

以下、報告事項については運営委員会議事録を参照ください。 

２）自動車整備士（カードクター）資料活用について   

３）令和 3年度献血（献血バス）の予定表について   

４）2021年度夏期休暇予定表について 

 

以上を以って、令和３年第２回総務部会は終了した。 

 

〇次回開催予定 運営委員会 8月 20日（金）  


