平成２９年度 事 業 計 画
自 平成 29 年 4 月 1 日
至 平成 30 年 3 月 31 日

平成２８年度の我が国の経済状況は緩やかな回復基調が続き、平成２８年の春闘では大企
業を中心に賃上げが 3 年連続 2％を超え、多くの産業で雇用状況の改善が見られたことによ
り、人手不足感が更に高まる状況となりました。また、円安基調が続いていた為替は円高に
流れが変わり、さらに、世界経済の低迷による原油需要の減少で原油価格の低迷が続き、我
が国の経済の安定につながりました。
国内では、各地で発生した地震や数多くの台風等の自然災害により多くの方が被災され、
住居、ライフライン等の被害の早急な復旧が望まれます。
国内の物価上昇は当初のインフレ目標を下回る状態が続き、中小企業、地方などには景気
回復の恩恵が及んでおらず、日銀はこの目標を目指すため、日本初となるマイナス金利政
策を導入して経済の刺激を図っており、景気の好循環が広く及ぶよう一層の力強い経済対
策の実行が期待されます。
また、「新三本の矢」を受けて国民一人一人が活躍できる社会をつくることを目標にし
た「ニッポン一億総活躍プラン」が策定されました。我が国の人口減少に伴う、働き方、
子育て、介護、教育等の問題点が指摘されており、多くの国民が活躍できるような全員参
加型の社会になることが望まれます。
世界経済を見ると、EU では加盟国の金融危機問題に加え、英国の EU 離脱が国民投票に
よって選択され、世界経済に大きな影響を与えました。これまで世界経済を牽引していた中
国は緩やかな景気減速となり、多くの新興国の経済成長にはかげりが見え始め、経済の先行
き不透明感が一層高まりました。また、世界中で発生しているテロやイスラム国問題の解決
が進まない等、多くの不安材料を抱えた状況にあります。
自動車については、高度な電子制御を採用したプラグインハイブリッド車や、水素を燃料
とした燃料電池自動車が販売され、また、衝突被害軽減ブレーキなどの安全運転を支援する
システムを装備した車両（ASV）が増加している中で、平成 28 年は更に高度なシステムを
搭載した自動運転技術を採用した車両の販売が開始されました。また、総保有台数について
は微増の状況が続いているが、自動車保有構造は燃費の良い軽自動車や小型車への移行が依
然として進んでおります。
このような整備業界を取巻く状況にあって、自動車の整備技術の高度化に向けた対応
や、少子化の影響から一層の厳しさが増している若年労働者の採用難への対応も同時に求
められ、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にも示されている整備技術力の強化、CS 向上によ
る入庫・売り上げの拡大、ES の向上等経営資源の充実と活用、健全な経営の実践等により、
厳しい経営環境や状況の変化に対応できる業界
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となることが求められております。
平成２９年度事業においては、将来に向けて業界の持続的な繁栄を目指し、業界全体の
活性化と経営基盤の確立を推進するため、以下の諸事業を実施いたします。
業界振興・活性化対策としては、「自動車整備業のビジョンⅡ」に示された整備事業者の取
り組みを引き続き推進することとし、自社の経営状況を簡易に自己診断できる「簡易経営自
己診断システム」を活用した健全な経営の実践を推進するとともに、昨年度に調査した自動
車ユーザーが自動車整備事業場に対して抱いているイメージアンケート結果より、今後の業
界活性化やイメージアップ施策の検討を実施いたします。
また、整備事業の実態を把握するため、「自動車分解整備業の実態調査」及び、自動車
整備業の経営状況や給与実態調査を実施し、結果を公表いたします。
整備士確保対策については、職場体験の実施推進等による自動車整備の仕事のPR、二種養
成施設のPR活動、待遇・労働条件改善に対する先進的な取組事例の調査等による整備のイ
メージ向上等に加え、整備士養成に関する調査・研究を実施し、自動車整備に携わる人材
の確保・育成対策を進めてまいります。
業界健全化対策としては、整備料金の適正化を推進するため、新たな整備料金項目につい
て研究いたします。指定整備事業者の法令遵守の徹底を図るため、「指定整備事業適正運
営のためのマニュアル（改訂版）」等の活用を推進するとともに指定整備工場への巡回指
導マニュアルの作成についても検討してまいります。
不正改造防止対策については、改めて「不正改造車排除マニュアル」を作成し、不正改造
車の排除の徹底を図ります。
また、平成２３年度に国土交通省から指定された「車積載車による有償運送許可に係る研修」と
許可申請の取りまとめを行なうとともに有償運送許可制度への適切な対応を推進してまいります。
さらに、自動車保有関係手続のワンストップサービス（OSS）の対象手続きの拡大により
実施される継続検査申請に対応するため、登録情報処理機関としての電子保安基準適合証
システムを運用するとともに、自動車情報利活用推進協会が運用する申請共同利用システ
ムへの対応と代理申請業務を実施し、継続検査OSSの普及促進を図ってまいります。
法制・税制対策としては、平成２４年度に国土交通省に提出した点検整備の確実な実施対策等
に関する要望書の実現に向け、継続して活動してまいります。
また、法令・制度の改正や税制改正に係る動きを調査し、自動車関係諸税の負担軽減に向けた
要望活動等を積極的に展開してまいります。
さらに、複雑化している自動車重量税を整備事業者が確認するために作成した自動車重
量税照会システムを継続して運営いたします。
行政協力・交通安全対策としては、検査・整備・登録等国土交通行政の円滑な執行に協力する
ほか、街頭検査、点検整備推進運動、交通安全運動等の諸施策の推進に協力してまいります。
ＩＣＴ化促進対策としては、新FAINESの円滑な運用を維持するとともに、新FAINESの有
用性を理解いただきながら会員の加入増加に努めます。
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加えて、引き続き放置違反金滞納車情報照会システムの円滑な運用に努め、国の放置違反
車対策に協力するなど、整備事業場における ICT 化の活用促進を図ってまいります。
環境保全・省資源対策としては、引き続き CO2 排出削減の取り組みを推進してまいります。さら
に、国土交通省のエコ整備推進施策と連携して、自動車ユ-ザ-に対し点検整備の環境への有用
性を訴える広報活動を進めるとともに、リサイクル・リュ-ス部品の利用促進については、資源の有効
利用とともに費用の低減にも繋がるものであり、関係団体とも協力して利用促進パンフレットを活用
し、整備事業者、ユーザ－の理解を得るための活動を進めてまいります。
自動車使用者対策としては、自動車ユ-ザ-に定期的な点検・整備の必要性を正しく認識しても
らえるよう、国土交通省が実施主体となる「自動車点検整備推進運動」に参画して同運動に積極的
に協力するとともに、「自動車点検教室」を柱とした「マイカ-点検キャンペ-ン」を展開いたします。ま
た、ラジオＣＭ放送、函整振ホ-ムペ-ジ及びポスタ-、チラシ等を活用し、点検整備の重要性を広く
啓発してまいります。
定期点検整備促進対策並びに前検査車両の対策として、前検査後の後整備を実施しないユー
ザ－に対する不具合状況等の注意喚起資料を作成し、引き続き啓発活動を展開してまいります。
併せて、自動車ユーザ－からの整備相談については、相談者の理解を得られる分かり易い応対
が行えるよう、相談員の相談対応力の向上を進め、自動車整備相談所の適切な運用を図ってまい
ります。
整備技術の向上対策としては、自動車整備士などの資格取得養成と整備主任者技術研修や新
技術に対応した教育の充実に努めてまいります。加えて、自動車の電子制御装置など新技術への
対応力の向上のために、引き続き「スキャンツ－ル基本・応用研修」の実施やユーザ－が新技術対
応工場である旨を識別できるようスキャンツ－ル活用事業場の認定制度を普及促進するとともに、
高度な診断技術力を習得のための「スキャンツ－ルスキルアップ研修」等を展開してまいります。
また、第２１回全日本自動車整備技能競技大会に参加し、整備士の技能の向上を促し、業界の
技術力強化の姿勢を広く社会に発信し、上位入賞を目指したいと思います。
広報活動として、自動車ユーザ－や整備事業者に向けたタイムリ－な情報提供ができるよう、
「函整振ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ」や会報「函整振」の一層の充実に努めてまいります。
組織運営対策としては、本部、支部連携のもとに円滑な組織活動を推進いたします。また、公益
目的支出計画の確実な実施を図り、定められた定期提出書類を作成し行政庁に提出する等一般
社団法人としての適正な法人運営に努めてまいります。
以上が本年度の事業の要点であります。諸事業を効果的に推進するため、会員皆様の深いご理
解、ご協力をお願い申し上げます。
以下、各事業項目の細目は別項のとおりであります。
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は、新規事業です。

１．業界振興・活性化対策
一般社会と自動車使用者に対し、自動車の安全確保、環境保全に貢献している整備業界の社会的有用
性や、ﾌﾟﾛによる点検・整備の必要性などを情報発信し、業界の社会的地位の向上を図ることにより、業界振
興・活性化に努めます。また、引き続き「自動車整備業のﾋﾞｼﾞｮﾝⅡ」に沿った取り組みを進めます。
(1) 「自動車整備業のﾋﾞｼﾞｮﾝⅡ」の普及促進
① 簡易経営自己診断システム活用の普及推進
② 実践マニュアル・好事例集の活用による新ビジョンの推進
(2) 点検整備入庫率向上のための取り組みの推進
① 「定期点検整備入庫率向上」のためのﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの活用推進
② ユ－ザ－向け提案・説明用資料の普及促進
③ お客様説明用コンピュータ・システム診断シート及びＨＶ・ＥＶ専用記録簿の普及促進
④ 自動車整備工場のイメージアンケ－ト結果に基ずく取組検討
⑤ 点検整備実施状況の現状把握等の検討
(3) 整備業界の実態に関する調査・解析
① 図で見る自動車整備白書の配付
② 自動車分解整備業実態調査の実施（抽出調査）
③ 整備需要等の動向調査の実施
④ 自動車整備業の経営調査の実施
⑤ 自動車整備要員の給与実態調査の実施
⑥ 自動車整備業の経営・給与データブックの作成
(4) 整備士確保対策の推進
① 自動車整備ＰＲ、イメージ向上の推進
② 高等学校への二種養成施設のＰＲ活動
③ 職場体験実施要領に基づき職場体験の実施を推進
④ 待遇・労働条件改善に対する先進的な取組事例調査
⑤ 会員事業場からの従業員募集広告掲載など函整振ホームペ－ジの活用推進
⑥ 整備士養成に関する調査・研究

2．業界健全化対策
整備業界に対する社会的信頼を高めるため、法令遵守の徹底を図り、事業経営の秩序と業界の健全化に
努めます。
(1) 整備事業適正化と整備料金適正化の徹底
① 「故障診断適正運営ガイドブック」及び「作業点数表」を活用した診断料金の適正化の推進

② 新たな整備料金の項目の研究
(2) 指定整備事業者の法令遵守の徹底
① 「指定整備事業適正運営ﾏﾆｭｱﾙ」（改訂版）の活用・推進
② 法令遵守推進のための参考資料の作成
③ 指定工場への巡回相談等の実施
④ 巡回指導マニュアル（処分事例）の作成のための検討
(3) 自動車の不正改造防止対策の推進
（「不正改造車排除ﾏﾆｭｱﾙ」の作成）
(4) 従業員の特殊健康診断の実施など雇用・労務対策の推進
(5) 消費者保護への適正な対応の推進
（「消費者保護推進ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ」(改訂版)の活用・推進）
(6) 車積載車による有償運送許可制度への適切な対応推進
（有償運送許可を受けるための研修会の開催と許可申請書の取りまとめ）
（７） 継続検査のワンストップサ－ビスへの対応
① 登録情報処理機関（保適証サービス）の運用
② 申請共同利用システムへの対応と継続検査ＯＳＳによる代理申請業務の実施
③ システム等利用に係る情報収集及び改善事項の検討
（8） 整備作業中の事故防止等労働安全衛生対策の推進
（整備作業中の事故情報、改善対策等を収集し周知）
（9） 自動車整備業における回送運行許可制度への対応
（回送運行制度の適正運営の推進）
(10) 各種研修等ｾﾐﾅｰの開催

3．法制・税制対策
整備業界に係る法制・税制等の改正動向を調査し、業界の実態を踏まえた適正な運用、改善が図られる
よう要望活動を行います。
(1) 道路運送車両法関係法令に関する要望
① 定期点検整備の確実な実施に関する要望の実現に向けた活動
② 検査登録制度の改正動向に対する要望・対応
(2) 車体課税の見直しに伴う対応と関係機関への要望
(3) その他関係法令に関する対応の研究・要望

4．行政協力・交通安全対策
自動車関係行政の円滑な実施に協力するとともに、交通安全対策の推進等の諸施策の推進に協力いた
します。

(1) 自動車検査登録行政業務等に対する協力
（車検の予約受付及び持込車検の円滑化に対する協力）
(2) 整備事業関係行政業務に対する協力
① 整備主任者研修、自動車検査員研修、事業場管理責任者講習
② 行政の諸届出に関する業務
(3) 街頭検査及び交通安全運動に対する協力

5．ICT 化促進対策
進歩著しい高度情報化社会に対応するため、整備事業場の ICT（情報通信技術）活用を促進し、業界の
活性化に努めます。
(1) FAINES の運用
① システムへの円滑な運用
(2) FAINES の情報内容充実と利用促進
① 新規入会キャンペ－ンの実施
② 整備マニュアル、長期使用車両の故障整備事例の充実
③ 車両比較診断システム情報の充実
(3) 放置違反金滞納車情報照会ｼｽﾃﾑの円滑な運用

6．環境保全・省資源対策
環境保全・循環型社会の形成に向けて、地球温暖化防止対策、省資源対策等を推進いたします。
(1) 整備事業場における環境対策の推進
① CO2 削減のための整備事業場のｴﾈﾙｷﾞｰ消費実態調査の実施
② 「CO2 削減のための実践ﾏﾆｭｱﾙ」の利用促進
③ 整備事業者による CO2 削減量算定ｼｽﾃﾑ（環境家計簿）の利用促進
④ 国土交通省のまとめによるエコ整備推進への協力、グリ－ン顕彰の活用
(2) 一般整備、事故修理に伴う産業廃棄物処理の適正化の推進
(3) ﾘｻｲｸﾙ部品の普及促進
① ﾘｻｲｸﾙ部品利用促進ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ改訂版の活用推進
② リサイクル部品活用推進会議への参画によるリサイクル部品の利用促進活動
(4) 自動車環境対策等の推進
(5) その他環境法令への対応
(改正フロン法への対応)

7．自動車使用者対策
自動車使用者に自動車の定期的な点検・整備の必要性と保守管理責任の意識を持っていただくよう、正
しい自動車知識の普及、整備事業に対する理解と信頼を得るための事業を推進いたします。
(1) 自動車点検整備促進運動の推進
(2) 自動車点検教室の充実
(3) 点検・整備意識高揚のための啓発活動の充実強化
① 長期使用車両の「業界推奨点検」の推進
② 長期使用車両ユ-ザ-向け広報活動の実施
③ 定期点検整備啓発ｲﾍﾞﾝﾄの実施
④ 懸賞付き定期点検ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの実施
⑤ 函整振ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞによる情報提供
⑥ 北整連の定期点検普及促進のラジオスポット広告への協力
(4) ﾕｰｻﾞｰ車検等の後整備の確実な実施促進
① ユ－ザ－向け啓発用資料の作成（前検査後の後整備を実施しないユーザ－に対する不具合状況等
の注意喚起資料等）
(5) 自動車整備保証の実施促進
(6) 自動車整備及び整備事業に関する相談体制の充実
(7) 自動車整備相談所の運用体制の充実

8．整備技術の向上対策
自動車整備士養成の質的向上に努めるとともに、自動車の技術革新に対応した整備技術の向上を図るた
めに技術研修の充実と技術情報の提供に努めます。
(1) 自動車整備士養成講習の充実
(2) 自動車整備技術者認定資格制度（コンサルタント）の普及促進
(3) 整備主任者技術研修の充実
(4) 点検・整備作業方法の合理化の促進
(5) 「技術情報」等整備技術資料の収集・提供
(6) 自動車整備技術相談窓口の運用体制の充実
(7) 自動車の新装置等に関する講習会の実施
(8) 自動車整備技能登録試験学科試験の実施
(9) 認定職業訓練助成事業の活用
(10) 自動車の電子装置整備に係る新技術への対応
① ｽｷｬﾝﾂｰﾙ基本・応用・スキルアップ研修会の実施
② スキャンツ－ル活用事業場の認定店の普及促進

③ 故障診断技術向上研修の実施
(11) 第２１回 全日本自動車整備技能競技大会への参加

9．広報対策
業界内の意思疎通を図るとともに、整備業界についての理解と認識を高めるための広報活動を行ってまい
ります。
(1) 会報「函整振」等の編集、発行
(2) 函整振ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞの充実
(3) 日整連ﾆｭｰｽ、技術情報の配布

10．共済福祉事業対策
整備事業者及び整備関係者を対象とした共済福祉事業を推進し、事業経営基盤の強化を図ります。
(1) 自動車整備業賠償共済保険の普及促進
(2) ｵｱｼｽ生命共済及びﾐﾆ医療保障制度の普及促進

11．組織運営対策
定款に定める諸会議の円滑な運営を主体とし、本部、支部連携のもとに円滑な組織活動を図ります。
(1) 総会、理事会、三役会の開催
(2) 委員会、支部長会の開催
(3) 各支部との連携強化
(4) 事務局職員研修会等への参加
(5) 自動車関係団体との連携
(6) 事業者、事業場、従業員などの表彰又はこれに対する推薦
(7) 事務局機能の向上と合理化の推進
（日整連との受発注ｼｽﾃﾑの更新）
(8） 新制度に基づく法人の適正運営
（公益目的支出計画の確実な推進）

12．その他
(1) 会員相互の親交に関する事項
(2) 会の目的達成に関する事項

