
 

令和３年 第２回業務部会運営委員会議事録 

 

日時：令和３年７月２９日 木曜日 １１：００～ 

場所：自動車会館３階特別会議室 

担当理事：古荘 雅教 熊本日産自動車株式会社 社長 

参加者：亀山 和外 副運営委員長 ・新井 朗 副運営委員長 

 委員：鋤﨑 秀範 渕上 博明 田尻 政行 吉井 誠哲 

 杉本 英明 増田 勝己 運営委員長（代理） 

事務局：松本専務 羽田野事務局長 桑原次長 住本課長 

 

○ 議事進行 

 部会長不在の為、事務局より進行 

 

議題 1、役員改選について 

 石垣部会長の移動により部会長の空席に対し後任のホンダ四輪販売南九州㈱

増田常務取締役を事務局より推薦し議場に諮ったところ承認された。 

 続いて副部会長について現副部会長の亀山係長、新井課長に再任をお願いし 

た所お二方ともに承諾いただいた。 

 引き続き令和３年の委員改選について資料に基づき説明。 

公平を期すためルールを明確化し定期的に運営委員が入れ替わる様、制度化 

を図り内容を説明した。 

上記により、令和３年業務部会運営委員会委員は下記のとおり決定した。 

  運営委員長   ㈱ホンダ四輪販売南九州  増田 勝己 様 

  副運営委員長  熊本トヨタ自動車㈱    亀山 和外 様 

  副運営委員長  日産プリンス販売㈱    本坂 健作 様 

  副運営委員長  ㈱スズキ自販熊本     新井  朗 様 

  運営委員    ユナイテッドトヨタ熊本㈱ 渕上 博明 様 

  運営委員    熊本日産自動車㈱     田尻 政行 様 

  運営委員    熊本スバル自動車㈱    出井 和光 様 

  運営委員    いすゞ自動車九州㈱    永江 隆幸 様 

  運営委員    ㈱モトーレンフロイデ   井上 由彦 様 

 

議題 2、令和３年新車新規 OSS申請について 

 資料 5～7Pについて事務局より説明。（詳細は部会にて） 



 

議題 3、令和３年登録状況について 

 資料 8～9Pについて事務局より説明。（詳細は部会にて） 

 

議題 3、自動車検査の法定手数料変更について 

 資料 10～12Pについて事務局より説明（詳細は部会にて） 

 

議題 4、希望番号予約システムの変更について 

 資料 13～14Pについて事務局より説明（詳細は部会にて） 

 

以上を以って、令和３年第２回業務部会運営委員会は閉会した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



令和３年 第２回業務部会議事録 

 

日時：令和３年７月２９日 木曜日 12：00～ 

場所：熊本県自動車会館 ４階第１～４会議室 

担当理事：古荘雅教 熊本日産自動車株式会社 社長 

参加者： 亀山 和外 副部会長 新井 朗 副部会長 

 委員： 鋤﨑 秀範 渕上 博明 田尻 政行 吉井 誠哲 

杉本 英明 増田勝己運営委員長代理 

  会員： 坂本 博文 上村 智美 宇山 勇次郎 谷上 孝造  

出井 和光 永江 隆幸 井上 由彦 西岡 美香  

平口 文男 松田 由香  

事務局： 松本 伸二 専務 羽田野 晃央 事務局長  

桑原 文武 業務部次長 住本 未佳 総務課課長 

 

古荘担当理事挨拶 

コロナ禍において部会開催もままならない状況です。皆様も公私共に色々ご苦

労なさっていることと思います。 

業務課は会社を下支えする重要な部署だと思います。これからもよろしくお願 

い致します。尚、本日は熊本県自動車税事務所よりお二人、ご出席いただいて 

います。お話をしっかりと聴いてしっかりと展開していただきたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

議題 1、役員改選について 

令和３年度業務部会運営委員について本日午前１１時より開催された運営委 

員会に於いて下記のとおり決定したことを報告した。 

部会長     ㈱ホンダ四輪販売南九州  増田 勝己 様 

  副部会長    熊本トヨタ自動車㈱    亀山 和外 様 

  副部会長    日産プリンス販売㈱    本坂 健作 様 

  副部会長    ㈱スズキ自販熊本     新井  朗 様 

  運営委員    ユナイテッドトヨタ熊本㈱ 渕上 博明 様 

  運営委員    熊本日産自動車㈱     田尻 政行 様 

  運営委員    熊本スバル自動車㈱    出井 和光 様 

  運営委員    いすゞ自動車九州㈱    永江 隆幸 様 

  運営委員    ㈱モトーレンフロイデ   井上 由彦 様 

 



運営委員の改選については、会員販売店をグループ分けし平等に選出されるよ 

うルールを作成。今後、基本的にはルールに従って委員の改選を行う事を確認 

した。 

 

増田 新部会長挨拶 

これまで東京の販売店にて勤務してきました。初めての九州、熊本。初めての 

単身赴任。初めての業務部会参加。そして、初めての部会長拝命。初めて尽く 

しですが、お役に立てます様、努力してまいりますので、どうぞよろしくお願 

い致します。 

 

議題２、新車新規 OSSについて 

事務局より資料 5～7Pについて説明 

議題２－１ 新車新規 OSS申請 

OSS申請比率の算出方法 OSS申請件数/（紙申請件数＋OSS申請件数） 

熊本県支部は OSS比率 40％を目標としているが本年１～６月は 22．3％ 

となっている。引き続き比率アップにご協力願いたい。 

７月は７月２８日現在で約２７％となっている。（最終：２５．９％） 

議題２－２ 継続検査 OSS申請 

比率算出方法は新車新規と同様 

９０％を超える利用率の会員が多数見受けられる。 

議題２－３ 軽自動車継続検査 OSS申請 

比率算出方法は新車新規と同様 

登録車と同様多くの会員様が高い利用率となっている。 

 

議題３、新車新規登録状況について 

事務局より資料８～９Pについて説明 

議題３－１ 新車登録下旬比率 

新車下旬比率の算出方法：１か月を３分割（初旬 1～10日、中旬 11～20日、

下旬 21日～月末）月の総登録台数に対する下旬登録台数の比率となる。 

下旬登録台数/月内総登録台数 

熊本県支部の下旬比率目標は５０％以内 本年１～６平均は５６％。 

議題３－２ 新車登録月末４日比率 

月末４日比率の算出方法：月の末日から数えて運輸支局開庁日４日間を月末 

４日として月内総登録台数に対する月末４日の比率となる。 

月末４日間登録台数/月内総登録台数 

熊本県支部の月末４日間目標比率は第１目標３０％ 第２目標４０％ 



本年の実績は、１～６月平均で３６％となっている。 

 

議題４、自動車検査の法定手数料変更のお知らせ 

資料 10～11Pについて事務局より説明 

令和 3 年 10 月 1 日より自動車検査の法定手数料として 400 円が追加される。

新規検査、継続検査、予備検査など。 

 支払い方法：OSSの場合引落依頼金額に１台当たり 400円をプラスして、引 

 落とし。自販連がネットバンクを利用し支払う。 

 紙申請については新設される 400円の審査証紙の購入依頼を使用していただ 

く必要がある。現行の印紙購入依頼書では対応できないため、新しい印紙購 

入依頼書を作成し会員各位へ送付する予定。その際、現行の複写式を廃止し 

新しい購入依頼書をご利用いただきたい。 

 

議題５、希望番号予約システムの変更について 

令和３年８月１日より希望番号の予約は従来の紙申請から Web申し込みシス 

テムに移行。新しい予約システムは AM11：00 以降の予約は翌日の予約として 

受理されるのでお気を付け頂きたい。又、６月１４日からのテスト送信に、ご

協力いただき、誠にありがとうございました。 

 

議題６、自動車税について 

熊本県自動車税事務所 横田 晴子 主幹 

熊本県自動車税事務所 平田 美紀 参事 

 

１） 自動車税（環境性能割・種別割）について 

① 申告書の所有者使用者のフリガナの記載を正しく記入してください。 

正しい記載が無い場合抹消時の還付処理に支障をきたす場合があります。 

② 納税義務者の電話番号の記入をお願い致します。 

納税義務者に連絡が必要な場合があり、電話番号の記載が無いと申告が滞る 

可能性がある。 

③ 納税義務区分の正確な記入をお願いします。 

納税区分が誤っていた場合は納税義務者の免許証のコピーなどが必要になる 

場合もあるので気を付けていただきたい。 

④ 商品者を移転登録する場合は古物商許可番号を記入してください。 

⑤ 税率区分を正しく記入してください。 

申請代理人を使う場合は必ず代理人に①～⑤の情報を伝えていただきたい。 

 



２）自動車環境性能割にかかる付加物について 

過去２回の書面による調査にご協力いただきありがとうございます。 

最近はほとんどの申告において不可物を反映した申告をしていただいていま 

すが、一部の販売店様におかれては課税標準額と同額での申告があるようで 

す。次回調査は８月登録分の登録車を予定していますが、今後はトラックな 

ども調査して行きたいと考えています。引き続きご協力をお願い致します。 

 

※次回開催  

本来であれば９月頃開催予定ではあるがコロナウイルスの影響もあり、 

状況を見極めたうえで、担当理事と相談の上、事務局より連絡をする。 

 

以上を以って第２回 業務部会は閉会した。 

 

令和 3年７月 29日 


