
一般社団法人中部地区自動車管理業協会 

第 ２ 回  定 時 総 会  

 

 

＜ 次  第 ＞ 

１．開会の辞 配布資料の確認          

１．会長挨拶         ≪会 長：東 孝一≫ 

１．議長選出 

１．議案審議 

１． ２０１２年度事業報告・会計報告について  ≪監 事：徳升 忍≫ 

２． ２０１３年度役員案・委員会案について  ≪副会長：小森宏真≫ 

３． ２０１３年度事業計画案・会計予算案について   ≪副会長：小森宏真≫ 

４． 旅費規程について                ≪副会長：小森宏真≫ 

５． 委員会担当・定例会担当について         ≪副会長：小森宏真≫ 

６． その他 

１．議長解任 

１．会長挨拶  

１．閉会の辞 

 

 

 

◎ ２０１２年度事業報告（定例会及び実務者会議など） 

１２年 ４月 ６日 設立総会：中日パレス 

新法人の設立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。 

１２年 ５月２３日 第１回定例会：名古屋国際ホテル 

今年度の事業計画について討議。総務・広報・研修の各委員会の方針・計画も確認され、

法人としての会活動が本格的にスタート。定例会終了後、賛助会員や関連会社の皆様、

社団法人日本自家用自動車管理業協会の藤澤会長、斉藤専務理事、会員の森昌信様にご

参加をいただき、葵菊の間にて懇親会を開催しました。 

１２年 ８月 １日 第２回定例会：三井住友海上火災名古屋ビル 

テーマ「経営者の課題、相続・事業継承の備え」三井住友海上あいおい生命・営業推進

部ファイナンシャルサービスセンターの平田成彦次長の事例解説と質疑応答。 

１２年 ９月２２日 第１回運転技術研修会・大治自動車学校 

「人とクルマにやさしい快適な運転」をテーマに、通法規などの学科、マイクロバス・

ワゴン車によるコース走行での運転技術などの技能研修。愛知県警察本部交通部交通総

務課から伊藤学警視が参列、開会に当たりご祝辞と激励のお言葉をいただきました。 

１２年 ９月２６日 第３回定例会：栄メンバーズオフィス 

「自家用自動車管理業におけるドライブレコーダ運用について」株式会社ファインフィ

ットデザイン・株式会社イーグル・アイによる導入事例と最新システムについて 

１２年１１月２８日 第４回定例会：栄メンバーズオフィス 

「Ｏ３９００１について（概要と導入など）】」 独立行政法人自動車事故対策機構 

２０１３年 ４月１７日（水） 

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 



１２年１２月１９日 第１回年末懇親会：国際ホテル 

協会員・招待含め４０名参加。東京から大槻会長・斉藤専務理事・森関西地区

小委員長、愛知県バス運送共同組合様から都築事務局長・大河原理事が参加。 

お楽しみタイムは「和胤」の若者二人による津軽三味線の生演奏 

１３年 １月１０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・長縄勝則 ３名参加 

１３年 ２月 １日 企業情報交換会：三井住友海上火災名古屋しらかわビル 

賛助会員８社の企業情報交換とビジネスマッチング  

１３年 ３月２７日 第５回定例会：協会設立から一年、今後の展望を考える 

一般社団法人日本自動車運行管理協会「大槻光雄」会長・一般社団法人中部地区自動車

管理業協会「東 孝一」会長によるパネルディスカッション（於：名古屋しらかわビル） 

 

◎ ２０１２年度会計報告 

自2012年4月  1日
至2013年3月20日

収 入 の 部

科 目 １２年度予算 １２年度決算 備 考

会　　費 864,000 864,000 ６,000円×１２月×１２社

賛助会員会費 160,000 ８社

入会金 30,000 遠鉄アシスト

前期繰越金 327,544 327,544 協議会より

預金利息 30 110

その他 18000 日本自家用自動車管理業協会より祝儀

合 計 1,191,574 1,399,654

支 出 の 部

科 目 １２年度予算 １２年度決算 備 考

定例会運営費 120,000 51,010 奇数月開催

委員会活動費 100,000 17,607 総務委員会（ゴルフコンペ）

実務者会議運営費 120,000 22,480 総務委員会管轄

会 議 費 60,000 7,720 役員会等

運転技術研修会費 200,000 173,582 秋の交通安全週間時に開催

懇親会費 120,000 102,000 12月：年末懇親会

協会本部研修費 150,000 68,660 運転サービス士コンテスト参加費ほか

賀詞交換会 50,000 49,000 1月：協会本部

ＨＰ管理料他 33,810 55,282 ケイティケイ・サードワークス

事務所費 60,000 63,000 株式会社ドライバーサービス

事務費 10,000 72,875 電話敷設・名刺・封筒・支払い手数料など

慶弔費 30,000 0 慶弔規定による

予備費 137,764 0

次期繰越金 0 716,438 現金：62,328円／普通預金：654,110円

合 計 1,191,574 1,399,654

会 計 監 査 長縄勝則2013年3月31日

 

◎ ２０１３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 

 



◎ ２０１３年度委員会及び担当委員 

総務委員会 （徳升委員長） ：ワークシステム/ティエムエム/遠鉄アシスト 

広報委員会 （小森委員長） ：プロ・スタッフ/ビジネスサポート/サン日比野企画 

研修委員会 （長縄委員長） ：セネック・サービス/働 ing/愛知バス/香恋バス 

 

◎ ２０１３年度事業計画（運営を各員会が担当、企画・運営準備をして役員会で承認を得る） 

１３年 ４月１７日（水） 第１回定時総会 

１３年 ５月２９日（水） 第６回定例会 

１３年 ７月２６日（金） 第７回定例会 

１３年 ９月２２日（日） 運転技術研修会 

１３年 ９月２５日（水） 第８回定例会 

１３年１１月 ２７日（水） 第９回定例会 

１３年１２月１８日（水）  年末懇親会 

１４年 １月 ８日（水） 賀詞交換会（東京） 

１４年 １月 ２９日（水） 新年会 

１４年 ２月 ２６日（水） 第１０回定例会 

※ 総務委員会：第６・第１０回 研修委員会：第７回・第９回 広報委員会：第８回 

※ 管理者連絡会議による定例会議及び講習会を随時開催 

 

◎ ２０１３年度会計予算 

自2013年3月21日
至2014年3月31日

収 入 の 部

科 目 １２年度決算 １３年度予算 備 考

会　　費 864,000 1,008,000 ６,000円×１２月×１４社

賛助会員会費 160,000 270,000 30,000円×９社

入会金 30,000 60,000 30,000円×２社

前期繰越金 327,544 716,438

預金利息 110 100

その他 18000

合 計 1,399,654 2,054,538

支 出 の 部

科 目 １２年度決算 １３年度予算 備 考

定例会運営費 51,010 150,000 奇数月開催　５回×30,000円

17,607 100,000 総務　(他団体との交流・情報交換)

150,000 広報　(機関紙・パンフレット)

68,660 100,000 研修　(業務規準作成・ライセンス発行)　

役員会会議費 7,720 60,000 会場費等

旅費・出張費 49,000 250,000 旅費規定による

管理者連絡会議運営費 22,480 31,500 定例会議６回　他４回（１回3,150円）

懇親会費 252,000 定例会議６回・正会員１４社（１社３,000円）

講習会費 100,000 講師派遣料・会場費等

実務者講習会費 150,000 講師派遣料・会場費等

運転技術研修会費 173,582 300,000 秋の交通安全週間時に開催

年末懇親会費 102,000 200,000 12月開催予定

ＨＰ管理料他 55,282 18,000 サードワークス（プロバイダー）

事務所費 63,000 88,200 株式会社ドライバーサービス

事務費 72,875 20,000 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 0 34,838

次期繰越金 716,438 0

合 計 1,399,654 2,054,538

※ 上記科目間の予算の流用を認める。

委員会活動費

 

 

 

 



【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

香恋バス（有） 大河原 恵司 豊田市大沼町八沢8番地17 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 名古屋市中区上前津２－９－２５ KGﾋﾞﾙ３Ｆ 052-323-6921

（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

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 徳升　忍 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 名古屋市中区上前津二丁目12-1エフワンビル３Ｆ 052-324-6850

（有）プロ・スタッフ 栗本 永子 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

野島 邦弘 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） 伊藤 友成 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）トントン 山田 茂雅 名古屋市中村区稲上町３丁目４３番地 052-419-5667

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

名古屋総合システム（株） 伊藤 進 名古屋市中村区名駅南二丁目３７番２１号 052-586-9722

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

（有）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） 岡野 義和 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） 神谷 映彦 名古屋市中村区名駅南二丁目１４番１９号 052-582-1011
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