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令和２年度事業報告書 

 

一、事業概況報告 

 

令和２年度の我が国の経済の状況を振り返りますと、日本は基より世界中の誰もが

予想しえなかった新型コロナウイルス感染症の爆発的な流行により、外出規制や営業

の自粛、生産の停止といった今まで経験のない厳格な公衆衛生上の措置が図られ、経

済のみならず社会生活へも甚大な影響を与え、様々な苦慮を強いられた一年であり、

未だ感染拡大収束の目処がたたず社会不安が続いております。 

世界経済を見ますと、新型コロナウイルス感染症の拡大の影響で経済の回復は鈍く、

成長率低迷の長期化が予測されております。また、経済基盤である人・物の流れが制

約され、自由貿易体制の基盤が揺らぎ、保護主義が拡大しかねない状況です。 

北海道の経済を見ますと、個人消費は一部低い水準にとどまっているものの、持ち

直し傾向で続いています。公共投資については減少傾向にあり、住宅投資については

下げ止まりの兆しがみられ、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で観光を含め、道

内経済に大きな影響を与えている状況です。 

自動車については、ＡＳＶ車両等の電子制御装置整備を行うための特定整備制度が

４月より施行され、各事業者の取り組みを進めると供に、継続検査ＯＳＳの利用促進

のための自動車検査証の電子化や、ＯＢＤを利用した検査方法への変更等の対応も進

んできております。 

このような状況にあって、整備業界においては、急速に進む自動車の整備技術の高

度化に向けた対応や、少子高齢化の進展による厳しい採用状況が課題となっており、

急激に変化する事業環境に対応できる業界となることが求められております。 

以上のような諸環境の中にあって、当会としては、整備業界が自動車使用者の信頼

を得つつ持続的な発展を行うことができるよう、業界の振興と活性化を求めて、以下

の事業を重点として行って参りました。 

業界振興・活性化対策としては、日整連が発表した「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推進し、自社の経営状況の把握、健全な経営の実

践を推進して参りました。 

整備士確保対策としては、自動車整備の仕事のＰＲ、職場体験の実施、整備のイメ

ージ向上等、国土交通省及び「自動車整備人材確保・育成推進協議会」と「旭川自動

車整備人材確保育成地方連絡会」が連携を図り、自動車整備に携わる人材の確保・育

成を進めて参りました。 

業界健全化対策としては、整備業界の社会的地位の向上を図るため、各種マニュア

ルを活用し、更なる法令順守の徹底を図り、また、自家用の車載専用車による事故車
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排除を積極的に行えるよう有償運送許可制度の推進を図り、整備事業に対する社会的

信頼を高める活動をして参りました。 

法制・税制等対策については、自動車関係諸税の簡素化や軽減等様々な要望をして

参りました。 

行政協力と交通安全対策については、不正改造車排除運動、自動車点検整備推進運

動に協力し、交通安全の啓蒙活動を行って参りました。 

ＩＣＴ（情報通信技術）化促進対策については、「ＦＡＩＮＥＳ」の更なる整備情

報の内容充実を求める活動、継続検査ワンストップサービスへの対応と、更なる普及

活動を行って参りました。 

環境保全・省資源対策については、世界的規模の問題である温室効果ガス削減に向

けて、日整連と同調し、自動車整備業としての協力を求めて参りました。 

自動車使用者対策として、１年定期点検の完全実施を目的としての定期点検促進キ

ャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」を実施するとともに、昨年に引き続き、経

営委員６名で構成した「点検整備普及促進プロジェクト委員会」により、令和３年度

の実施に向けての検討を行いました。また、マイカー点検教室等において正しい自動

車知識の普及と保守管理責任の徹底を図って参りました。 

整備技術向上対策としては、電子制御装置整備に対応すべく、整備主任者技術研修

においてＡＤＡＳ講習を行い、技術力強化の推進を図って参りました。 

その他業界を取り巻く諸問題について、日整連、北整連の各会議に参画して意見の

具申を行って参りました。 

 

以上、事業の概況を申し上げましたが、諸事業の推進にあたりお寄せ頂きました会

員各位のご協力に感謝申し上げますと共に、ご指導賜りました関係諸官庁に対し深甚

の謝意を申しあげる次第でございます。 

 

以下、実施細目は次の通りでございます。 
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二、事業項目 

 

１．業界振興・活性化対策 

一般社会と自動車使用者に整備業界が安全の確保、環境保全に貢献していることを旭整振ホー

ムページにて情報発信した。 

１）「自動車整備業ビジョンⅡ」の普及促進 

日整連が策定した「自動車整備業ビジョンⅡ」についての内容について説明を行い、整備業

の将来像について周知した。 

２）点検整備入庫率向上のための取り組みの推進 

車検整備及び定期点検整備商品「オアシス車検＆オアシス点検」の実施促進を要請した。 

３）整備業界の実態に関する調査・解析 

ア．自動車特定整備事業場実態調査                       抽出事業場 

イ．市町村別、事業場数・整備要員数調査(地域懇談会資料)              １回 

ウ．市町村別、自動車保有台数の調査(地域懇談会資料)                １回 

エ．地区別・月別の検査台数の調査                      指定 １回 

オ．保安基準適合証及び同適合標章交付実績報告書の集計               １回 

カ．整備相談に関する件数の報告                          ３回 

キ．整備保証の開始通知書の報告                          １回 

ク．中小企業等協同・協業組合の役員変更及び決算関係書類の進達          ６組合 

ケ．自動車整備士養成施設(一養)の変更届け及び実績・計画報告書の進達        ２件 

コ．令和２年度「自動車の整備前点検結果」の実態調査結果報告          ４８１枚 

サ．整備需要等の動向調査                                                 ２回 

４）整備士確保対策の推進 

ア. 自動車整備士のイメージ改善のため、運輸支局長、整備担当首席、振興会で高等学校４校を

訪問し、学校長、進路担当へ自動車整備の仕事の社会的重要性、将来性について説明し自動車

整備士のＰＲを図った。   

イ．当会ホームページに会員事業場からの求人案内を掲載し、広く一般からも閲覧できるよう対

応を図った。 

５）サポカー補助金等の情報提供 

 国交省より、６５歳以上の高齢運転者による衝突被害軽減ブレーキ等が搭載された車両購入等

を補助する「サポカー補助金」について、後付け機器にも適用になることから、協同組合でも取

扱いを行うため、機器の販売が出来るよう事業者登録を行った。また、補助金申請の対応を図っ

た。                             登録事業者 １０９事業者 

 

２．業界健全化対策 

１）整備事業の適正化と整備料金適正化の徹底 

ア．「整備保証書」の交付及び「てんけん安心見舞金」の実施により、プロの整備としての差別化

をはかるよう啓蒙した。 

イ．整備事業者が点検・整備料金を算出するための参考資料を作成し、適正な整備料金を収受す

るよう啓蒙した。 

ウ．消費税法により、さまざまな価格表示において消費税を含む｢総額表示｣で表示することとな

り、事業場事務所等に掲げる料金表示板等の価格表示を総額表示となるよう啓蒙した。 
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２）自動車の不正改造防止対策の推進 

ア．不正改造車排除運動ポスター・マニュアル等により排除啓蒙を実施した。 

イ．「不正改造車を排除する運動(６月)」における自主点検の実施を要請した。 

３）車積載車による有償運送許可制度への適切な対応の推進 

ア．事業者が所有する車積載車で、事故車・故障車の移動搬送を最寄りの整備工場まで有償で搬

送できる「有償運送許可」を受けるための講習を実施した。 

受講者数 
実 施 日 

会 員 非会員 

受講者 

計 
会 場 

令和２年８月 ３日 ６８名 １３名 ８１名 旭整協４Ｆ研修室 

令和２年８月 ４日 ２３名  ２３名 稚内福祉センター 

令和２年８月１１日 ５２名 ８名 ６０名 旭整協４Ｆ研修室 

令和２年８月２７日 ４６名 ７名 ５３名 旭整協４Ｆ研修室 

合 計 １８９名 ２８名 ２１７名 許可台数３９８台 

４）労働災害防止への対応 

全国で様々な労災事故が発生している現状を踏まえ、地域懇談会で事故内容を報告し、労災事

故防止の啓蒙を図った。 

５）旭川地方自動車車体整備協同組合組合員への認証取得周知要請 

車体整備の中には特定整備を伴う作業が発生することがあるので、積極的に認証取得されるよ

う、旭車協組合員への周知を要請した。 

６）北海道中古自動車販売協会旭川支部が行う認証取得普及活動への協力 

ＪＵ旭川が整備認証資格を持たない会員に対し、特定整備の定義と認証資格取得のための普

及・啓蒙活動に協力した。 

７）継続検査ワンストップサービス（ＯＳＳ）への対応 

平成２９年４月より開始された継続検査ワンストップサービスへの更なる周知のため、整備業

システム会社、申請代理人と連携し、各事業場のＯＳＳ導入推進を図ってきた。 

保適証サービス(電子適合証)登録事業場数 ２５４事業場中２０５事業場 

８) 自動車特定整備事業制度への対応 

令和２年４月より施行された自動車特定整備事業制度の概要を説明し、周知を図ってきた。 

旭川開催 ２７４名 

 

３．法制・税制等対策 

１）道路運送車両法関係法令に関する要望 

国交省が実施したパブリックコメントの募集について、意見・要望を提出した。 

ア．自動車検査証の電子化に関する検討会報告書（案）に関するパブリックコメントについて 

イ．道路運送車両法関係手数料令の一部改正（案）に関するパブリックコメントについて 

ウ．押印を求める手続の見直し等のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令案に関する

パブリックコメントについて 

２）税制関係法令に関する要望 

ア．複雑・過重な自動車関係諸税の簡素化・負担軽減措置の拡充を実現して頂くよう要望した。 

イ．経年車に自動車関係諸税を重課する制度を廃止して頂くよう要望した。 

ウ．中小企業による経営資源集約化の促進に係る税制措置の創設を要望した。 
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エ．自動車整備技術の高度化、人材不足等の課題克服に向けての支援措置の拡充を要望した。 

オ．災害時における迅速かつ手厚い支援措置の拡充を要望した。 

 

４．行政協力・交通安全対策 

１）自動車検査登録行政業務等に対する協力 

ア．業界として繁忙期対策を技術・教育委員会で検討し、その結果を業界に周知し業務の円滑化

を図った。 

イ．整備のために取外した封印を、指定自動車整備事業者・優良認定事業者が自ら再封印が行え

ることになったことを周知し、希望する事業者の取りまとめを行った。 

甲種受託者と確約書を取り交わした事業者 ２１事業場 

２）整備事業関係行政業務に対する協力 

ア．認証事業関係 

ａ．電子制御装置整備の認証取得申請に関する業務              新規取得          ３件 

                              追加取得     ４７件 

ｂ．設備の改善、位置変更等に関する業務                                      ４９７件 

ｃ．検査・整備に対する保安基準等の相談                       ２７７件 

ｄ．整備技術に対する相談                              ７５４件 

イ．指定事業関係 

ａ．設備の改善・位置変更等に関する業務                       ２７０件 

ｂ．検査・整備に対する保安基準等の相談                    ２,６４５件 

ｃ．監査指摘に対する相談                               １１件 

３）交通安全および交通安全運動に対する協力 

ア．北海道警察旭川方面本部、旭川方面交通安全協会、上川総合振興局等が主催する交通安全に

関する各会議に出席し、交通安全への業界の取り組みと意見を述べた。 

イ．北海道警察旭川中央・旭川東・富良野の各警察署交通課より、ひき逃げ事件についての情報

提供の依頼について周知した。                                  計９件 

 

５．ＩＣＴ化促進対策 
１）ＦＡＩＮＥＳ運用への対応 

ＦＡＩＮＥＳの操作方法・情報検索等についての問い合わせに対応し、円滑な運用を行えるよ

う努めた。 

２）ＦＡＩＮＥＳの情報内容の充実と普及促進 

良質な点検整備の実施に必要不可欠な整備技術情報の提供について、ＦＡＩＮＥＳをその中核

と位置づけ、その充実を図るとともに、加入を呼びかけた。                加入 ３８１業場 

３）放置違反金滞納車に対する車検拒否制度導入への円滑な対応 

日整連が構築した「放置違反金滞納車情報照会システム」の運用について周知した。 

 

６．環境保全・省資源対策 

１）整備事業場における環境対策の推進 

環境保全への社会的貢献及び業界全体の意識向上を図る目的で、自動車関係７団体により設立

された「旭川地方自動車事業環境対策協議会」が、特に積極的に環境保全対策に取り組んでいる

優良事業場を今後も推薦していけるよう指導・啓蒙した。 
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２）リサイクル部品の普及・促進 

一層の自動車リサイクルを促進するため、経済産業省作成の「自動車リサイクル部品活用促進」

パンフレットを配布した。 

３）自動車公害防止対策等の推進 

国土交通省が主体となり実施した、「ディーゼル黒煙クリーンキャンペーン」に参加し、街頭検

査時における自動車使用者への啓蒙と、会員による入庫車の点検・指導を要請した。 

４）自動車リサイクル法に基づく使用済自動車の適正処理の推進 

「引取業者・フロン類回収業者」の登録の有効期限が５年間となっていることから、更新の必

要を周知した。 

 

７．自動車使用者対策 

１）自動車点検・整備促進運動への参画・推進 

ア．国土交通省が主体となって実施した「自動車点検整備推進運動」に協力した。 

イ．日整連主催の「定期点検整備普及全国キャンペーン(９月・１０月)」に参加して点検整備の

普及に努めた。 

ウ．日整連が実施した全国キャンペーンに併せて、「マイカー点検キャンペーンツール」を斡旋し

普及を図った。 

キャンペーンスローガン               『ニッポンの 安心つなぐ マイカー点検』 

キャンペーンツール                            ノボリ他 ５００組 

エ．「定期点検整備済」ステッカーを配布した。                    ３６６,５３０枚 

 

２）自動車点検教室の充実 

自動車使用者に対して、自動車の構造等についての初歩的な知識を教えるとともに自動車を快

適に使用するには点検整備が必要であることを理解させるため、会員の協力により「マイカー点

検教室」を開催し、ユーザーの自己管理責任について指導・啓蒙した。 

実施日 受講人数 会場名 

令和２年 ８月２９日 ７名 旭川市中央公民館 

 

３）点検・整備意識高揚のための広報活動の充実強化 

ア．旭川市内３箇所の歩道橋に横断幕を掲げ、点検整備の励行について啓蒙した。 

イ．一般社団法人旭川地方自家用自動車協会の協賛をいただき、１年定期点検促進キャンペーン

「マイカー点検・ザ・イヤー」を実施し、北海道新聞、ラジオの媒体、旭川・留萌の公用車へ

の広告、自治体ホームページへのバナー広告、各種イベントへの協賛広告で周知を図った。 

実施日 広告媒体 回数等 

令和２年～ 

 ４月、６月、８月、１０月 
北海道新聞朝刊 ６回 

令和２年４月～令和３年３月 自治体ホームページ 
旭川、名寄、稚内、留萌、富良野の 

市役所ホームページへのバナー広告 

令和２年４月～令和３年３月 ＨＢＣラジオ １３時の時報（平日１年間） 

ウ．旭川運転免許試験場のデジタルサイネージを利用し、動画にて定期点検の重要性の啓蒙を図

った。 

４）ユーザー車検等の後整備実施の推進 

行政当局への指導強化要請をするために日整連が実施した、代行業者やユーザー自身により前

検査受検した車両の故障入庫事例の実態調査に協力し、その結果を公表するとともに、更なる実

証データの収集を呼びかけた。 



７ 

５）自動車整備保証の実施促進 

整備事業に対する自動車使用者の理解と信頼を得るためには、自動車整備保証が不可欠である

ことを説明した。 

６）自動車整備及び整備事業に関する相談体制の充実 

振興会が整備相談所として、ユーザーからの自動車整備について苦情等諸相談に応じ、その都

度関係する事業場と連絡を取り、適切な処理を行うよう要請すると共にその解決を図った。 

２件 

７）１年点検実施促進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」の実施 

１年点検の完全実施を目的として、経営委員で構成した「点検整備普及促進プロジェクト委員

会」が企画提案した当会独自の点検促進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」を実施した。 

８９事業場 

８）自動車公正競争規約及び景品表示法等の指導普及 

自動車公正取引協議会会員に対して「公取協ニュース」及び「パンフレット」を配布し、中古

車の走行距離適正表示の促進を啓蒙した。 

 

８．整備技術の向上対策 

１）自動車整備士養成講習の充実 

ア．「二種養成施設としての技術講習」及び「整備主任者技術研修」の実施に伴い、諸相談に応じ

内容の充実強化に努めた。 

イ．自動車整備技術講習を行った。 

第８８期二級自動車整備技術講習(２級ガソリン自動車) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２月４月～令和２年８月 旭川本教室 ３６名 １００％ 

 

第１３１期三級基礎講習 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年４月～令和２年６月 旭川分教室 ２８名 １００％ 

 

第１３１期三級基礎講習 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年６月～令和２年７月 留萌分教室 １３名 １００％ 

 

第１３１期三級基礎講習 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年７月～令和２年７月 稚内分教室 １０名 １００％ 

 

第８６期三級自動車整備技術講習(３級自動車ガソリン) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年６月～令和２年８月 旭川本教室 ２８名 １００％ 

 

 

 



８ 

第１１０期三級自動車整備技術講習(３級シャシ) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年７月～令和２年９月 留萌分教室 １３名 １００％ 

 

第１１０期三級自動車整備技術講習(３級シャシ) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年８月～令和２年９月 稚内分教室 １０名 １００％ 

 

第８９期二級自動車整備技術講習(２級ガソリン自動車) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年１０月～令和３年２月 旭川本教室 １５名 １００％ 

 

第８９期二級自動車整備技術講習(２級ガソリン自動車) 

開催月 会場 受講者数 修了率 

令和２年１０月～令和３年２月 留萌分教室 ８名 １００％ 

 

ウ．各種講習・教習・研修を実施し、その結果を報告した。 

 令和２年度指定自動車整備事業者等講習会 

開催月日 会 場 受講者数 

令和２年１０月７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ９４名 

令和２年１０月８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８９名 

令和２年１０月９日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ７３名 

  ２５６名 

 

令和２年度整備主任者法令等研修 

開催月日 会 場 受講者数 

令和２年１０月１３日 稚内総合福祉センター  ４２名 

令和２年１０月１４日 稚内総合福祉センター  ３７名 

令和２年１０月１５日 稚内総合福祉センター ２１名 

令和２年１０月１９日 留萌地域人材開発センター ２８名 

令和２年１０月２０日 留萌地域人材開発センター ３２名 

令和２年１０月２１日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８８名 

令和２年１０月２３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １００名 

令和２年１０月２８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８７名 

令和２年１１月 ４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８２名 

令和２年１１月  ９日 富良野地域人材開発センター ３３名 

令和２年１１月１１日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８９名 

令和２年１１月１３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ９１名 

令和２年１１月１６日 上川北部地域人材開発センター ４１名 

令和２年１１月１８日 上川北部地域人材開発センター ４０名 

 ８１１名 

（非会員１７名） 



９ 

令和２年度自動車検査員研修 

開催月日 会 場 受講者数 

令和３年 ２月 １日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０６名 

令和３年 ２月 ３日 稚内総合福祉センター ４３名 

令和３年 ２月 ４日 稚内総合福祉センター ３９名 

令和３年 ２月  ５日 稚内総合福祉センター ２８名 

令和３年 ２月１０日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０４名 

令和３年 ２月１２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０７名 

令和３年 ２月１７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０６名 

令和３年 ２月１８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０７名 

令和３年 ２月１９日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０８名 

令和３年 ２月２４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ７８名 

 ８２６名 

令和２年度整備主任者新技術学科研修 

開催月日 会 場 受講者数 

令和２年１０月１３日 稚内総合福祉センター  ４２名 

令和２年１０月１４日 稚内総合福祉センター  ３７名 

令和２年１０月１５日 稚内総合福祉センター ２１名 

令和２年１０月１９日 留萌地域人材開発センター ２８名 

令和２年１０月２０日 留萌地域人材開発センター ３２名 

令和２年１０月２１日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８８名 

令和２年１０月２３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １００名 

令和２年１０月２８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８７名 

令和２年１１月 ４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８２名 

令和２年１１月  ９日 富良野地域人材開発センター ３３名 

令和２年１１月１１日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ８９名 

令和２年１１月１３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ９１名 

令和２年１１月１６日 上川北部地域人材開発センター ４１名 

令和２年１１月１８日 上川北部地域人材開発センター ４０名 

令和３年 ２月 １日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０６名 

令和３年 ２月 ３日 稚内総合福祉センター ４３名 

令和３年 ２月 ４日 稚内総合福祉センター ３９名 

令和３年 ２月  ５日 稚内総合福祉センター ２８名 

令和３年 ２月１０日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０４名 

令和３年 ２月１２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０７名 

令和３年 ２月１７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０６名 

令和３年 ２月１８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０７名 

令和３年 ２月１９日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０８名 

令和３年 ２月２４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ７８名 

１,６３７名 

（非会員１７名） 



１０ 

第１２５回自動車検査員教習・予備講習 

開催月 受講者数 修了率 特別教習 

令和２年１２月～令和３年１月 新規２６名 １００．０％ ７名 

※特別教習：自動車検査員教習修了者で未選任期間が３年を経過した者が選任される場合

に必要な講習 

 

２）自動車整備技術者認定資格制度の普及・促進 

一級自動車整備士等への支援として創設した「自動車整備技術者認定資格制度」の整備技術コ

ンサルタント講習を実施した。 

開催月 会場 受講者数 

令和２年７月 旭川地方自動車整備協同組合 更新８名  

 

３）整備主任者技術研修の充実 

ア．ＡＤＡＳ先進運転支援システム(トヨタ)、大型車…エンジン電子制御システム(ふそう)をテ

ーマに技術研修を実施した。 

開催月日 会 場 受講者数 

令和２年 ６月 ５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０名 

令和２年 ６月 ８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ６名 

令和２年 ６月１２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １５名 

令和２年 ６月１５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １５名 

令和２年 ６月１６日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ２２名 

令和２年 ６月１７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １５名 

令和２年 ６月１９日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０名 

令和２年 ６月２２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １２名 

令和２年 ７月 ６日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ９名 

令和２年 ７月 ８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ２９名 

令和２年 ７月１０日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ２２名 

令和２年 ７月１３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １４名 

令和２年 ７月１５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ２０名 

令和２年 ７月１７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １５名 

令和２年 ７月２０日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １４名 

令和２年 ８月 ５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １７名 

令和２年 ８月１７日 ＪＡ北ひびき メカニックセンター ２５名 

令和２年 ８月１８日 ＪＡ北ひびき メカニックセンター １４名 

令和２年 ８月１９日 ホテルニュー幸林 ２３名 

令和２年 ８月２０日 美瑛町農業協同組合農業機械修理センター ８名 

令和２年 ８月２４日 上川北部地域人材開発センター ３７名 

令和２年 ８月２５日 深川市一己公民館 ３０名 

令和２年 ８月２６日 吉川自動車工業㈱ ２４名 

令和２年 ８月２７日 吉川自動車工業㈱ ４６名 

令和２年 ８月２８日 吉川自動車工業㈱ ２１名 

令和２年 ９月 １日 留萌地域人材開発センター ４３名 



１１ 

開催月日 会 場 受講者数 

令和２年 ９月 ２日 羽幌町老人福祉センター １６名 

令和２年 ９月 ３日 道の駅てしお ２１名 

令和２年 ９月 ４日 豊富町町民センター １７名 

令和２年 ９月 ７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １８名 

令和２年 ９月 ９日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ３８名 

令和２年 ９月１０日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １２名 

令和２年 ９月１４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １４名 

令和２年 ９月１５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ３０名 

令和２年 ９月１６日 富良野地域人材開発センター ４３名 

令和２年 ９月１７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １８名 

令和２年 ９月１８日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １０名 

令和２年 ９月２３日 富良野地域人材開発センター ２６名 

令和２年１０月 １日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ４１名 

令和２年１０月 ２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ３１名 

令和２年１０月２７日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １３名 

令和２年１１月１６日 上川北部地域人材開発センター ８名 

令和２年１２月１１日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ４０名 

令和３年 １月１２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １７名 

令和３年 １月１４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ２３名 

令和３年 ２月 ３日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ５名 

令和３年 ２月１５日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 ３４名 

令和３年 ２月２２日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １４名 

令和３年 ３月 ４日 旭川地方自動車整備協同組合４Ｆ研修室 １５名 

４９日間(７１回) 受講者 合計 １,０１０名 

 （非会員９名） 

イ．ディーラーの機関認定の技術研修についても運輸支局と打ち合わせを行い所定の手続きを行

った。                                                          ２８社 １２９事業場 

４）点検・整備作業方法の合理化の促進 

令和３年１０月の点検基準改正に伴い、適正な定期点検整備が効率よく行えるようにするため、

昨年度改正された「自動車定期点検整備の手引」の普及・促進に努めた。 

５）整備新技術資料の充足と技術相談窓口運用体制の充実 

整備技術に関する資料を取り揃えると共に、ディーラー各社の協力を得て技術相談窓口の充実

を図り、会員からの情報提供要請に応じ、参考資料をＦＡＸで流す等して整備作業の参考とした。 

整備技術相談件数 ４０５件 

６）排気ガステスターの定期校正の実施 

認証事業場に設置している排気ガステスター(ＣＯ・ＨＣ)の校正を対象となる事業場を巡回し

実施した。                              １７０事業場 ３４０台 

 

 

 

 



１２ 

７）整備技能登録試験の実施と業務の合理化研究 

ア．自動車整備士技能検定試験の実施（全部免除申請）とその報告をした。      ２９０名 

イ． 自動車整備技能登録試験実施とその報告をした。 

実施日  受験申請者数 合格者数 

令和２年１０月 ４日 令和２年度第１回(第１０１回)  １１４名 ８６名 

令和３年 ３月２１日 令和２年度第２回(第１０２回) １４５名 
4 月 6 日 

発表 

８）外国人自動車整備技能実習評価試験の実施 

  外国人自動車整備技能実習制度に基づき評価試験を実施した。 

実施日 試験区分 受験申請者数 合格者数 

令和２年 ４月１１日 初級  ３名 ３名 

令和２年 ８月 １日 初級 ５名 ５名 

令和２年１２月 ５日 初級 １名   １名 

９）整備用機械工具及びテスター類の適正な活用促進 

指定事業場に備えられている騒音計が適正に使用できるようにするため、一般財団法人日本品

質保証機構が実施する移動検定の紹介をした。            令和２年６月１１日 ２５台 

10）スキャンツール購入補助制度の活用促進 

国土交通省が実施した令和２年度「貨物輸送事業者と荷主の連携等による運輸部門省エネルギ

ー化推進事業費補助金」（トラック輸送の省エネ化推進事業及び使用過程車の省エネ性能維持推進

事業）で、自動車整備事業者の整備能力向上による使用過程車の省エネ性能維持を目指すため、

ＰＣ等に整備情報を出力可能なスキャンツール導入に必要な経費の一部を補助することが盛り込

まれたため、希望者に対し説明会を開催した。           令和２年７月２８日 １６件 

 

９．広報対策 

１）会報「整備通信」の編集・発行 

毎月１回 計１２回、７１９号から７３０号まで９,２４０部 

２）「技術情報」・「ＪＡＳＰＡニュース」の配布 

毎月１回 計１２回、それぞれ９,２４０部 

３）旭整振ホームページの充実 

自動車整備業界の社会的使命と有用性を広く一般ユーザーに認知してもらうとともに、自動車

ユーザーの保守管理責任意識の高揚や日常点検の必要性等をアピールするための内容を盛り込ん

だ「旭整振ホームページ」に、整備事業者向けのページや環境問題への取り組み、一級整備士に

関することなど、業界のイメージアップのための情報を掲載したのに加え、次回自動車重量税額

照会サービス及び会員事業場の「求人案内」を引き続き掲載したことと、タカタ製エアバッグリ

コールの車両検索サイトを案内し事前に対象車両、実施状況が確認できるよう対応した。また、

電子制御装置整備の対象車両検索等、特定整備関係の情報を掲載し、内容の充実を図った。 

４）マスコミへの整備業界に関する情報の提供 

業界紙誌を中心とした報道機関関係者に当会諸事業についての情報を提供した。 

 

１０．組織運営対策 

１）総会・理事会の開催 

(1) 総 会 

令和２年（第７２回）通常総会    令和２年６月４日（木）旭整協４階研修室 

《決議事項》 

第１号議案  平成３１年度事業報告及び収入支出決算報告について 
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提案通り承認可決々定 

第２号議案  平成３１年度公益目的支出計画実施報告について 

提案通り承認可決々定 

第３号議案  役員の補選について 

「役員選出規定」に基づき承認可決々定 

《報告事項》 

第１号議案  「令和２年度事業計画・収支予算書」について 

詳細を説明し了承 

(2) 理事会 

第１回理事会 令和２年５月８日（金） 書面により開催 

《審議事項》 

第１号議案  本理事会（令和２年度第１回）を書面により開催すること 

提案通り承認 

第２号議案 平成３１年度事業報告並びに収支決算報告について 

提案通り承認され総会に上程することを可決 

第３号議案  平成３１年度公益目的支出計画実施報告について 

提案通り承認され総会に上程することを可決 

第４号議案  総会の招集について 

令和２年６月４日（木）旭整協４階研修室で開催に決定 

第５号議案 役員の補選について 

提案通り承認 

第６号議案  優良従業員被表彰者の選考について 

提案通り承認 

第７号議案 振興会加入・退会の承認について 

提案通り承認 

第８号議案  旭整互助会平成３１年度決算報告書ならびに令和２年度収支予算(案)について 

提案通り承認 

第２回理事会 令和２年６月２３日（火） 書面により開催 

《審議事項》 

第１号議案  本理事会（令和２年度第２回）を書面により開催すること 

提案通り承認 

第２号議案 地域懇談会の開催要領について 

提案通り承認 

第３号議案  振興会加入・退会の承認について 

提案通り承認 

第３回理事会 令和２年１１月２５日（水） 旭整協４階研修室 

《審議事項》 

第１号議案  令和２年度地域懇談会での意見・要望の対応について 

概要を報告し承認 

第２号議案  定期点検推進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」の継続実施について 

詳細に説明し承認 

第３号議案  振興会加入・脱会の承認について 

提案通り承認 

第４号議案  令和３年度新年交礼会並びに政経懇話会理事会・総会開催要領について 

提案通り承認 

《報告事項》 

第１号議案  令和２年度第２回総務委員会経過報告について 

概要を報告し了承 

第２号議案  特定整備の対応状況について 

概要を報告し了承 

第３号議案 「マイカー点検・ザ・イヤー」Ｗチャンスプレゼント第１回抽選会の結果につ

いて 

概要を報告し了承 
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第４号議案 令和３年度税制改正に関する要望について 

日整連専務理事より国土交通省自動車局整備課長に提出した要望書の概要を

報告し了承 

第４回理事会 令和３年３月２６日（金） 

《審議事項》 

第１号議案 定期点検推進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」の継続実施について 

提案通り了承 

第２号議案  令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について 

提案通り承認 

第３号議案 役員の改選について 

提案通り承認 

第４号議案 振興会加入・脱会の承認について 

提案通り承認 

第５号議案 振興会７０周年記念事業について 

提案通り承認 

《報告事項》 

第１号議案  令和２年度第３回総務委員会経過報告について 

概要を報告し了承 

第２号議案  特定整備の対応状況について 

概要を報告し了承 

 

２）各種委員会の開催 

(1) 総務委員会 

第１回総務委員会 令和２年４月３０日（木） 書面により開催 

第１号議案  平成３１年度事業報告並びに収支計算書の承認について 

原案通り理事会に答申を決定 

第２号議案  平成３１年度公益目的支出計画実施報告について 

原案通り理事会に答申を決定 

第３号議案  役員の補選について 

原案通り理事会に答申を決定 

第４号議案 優良従業員被表彰者の選考について 

原案通り理事会に答申を決定 

第５号議案  理事会の開催について 

５月８日（火）に書面開催で案内済みであることを報告し追認 

第６号議案  旭整互助会平成３１年度決算報告並びに令和２年度収支予算（案）について 

原案通り理事会に答申を決定 

第２回総務委員会 令和２年１１月１２日（木） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 令和２年度上期収支計算報告について 

原案通り理事会に答申を決定 

第２号議案 令和２年度地域懇談会での意見・要望について 

原案通り理事会に答申を決定 

第３号議案 理事会の開催日程について 

１１月２５日（水）で開催案内済みであることを報告し追認 

第３回総務委員会 令和３年３月２３日（火） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 令和３年度事業計画(案)並びに収支予算(案)の承認について 

原案通り理事会に答申を決定 

第２号議案 役員の改選について 

原案通り理事会に答申を決定 

第３号議案 理事会の開催日程について 

３月２６日（金）で開催案内済みであることを報告し追認 

 

(2) 経営委員会 

第１回経営委員会 令和２年７月２７日(月） 旭整協５Ｆ会議室 
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第１号議案 定期点検推進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」の実施状況について 

各委員からも実施を促進して頂くことで了承 

第２号議案 自動車整備人材確保・育成のための取り組みについて 

概要を説明し了承 

第３号議案 自動車特定整備について 

概要を説明し了承 

第４号議案  未認証事業者の取締りについて 

概要を説明し了承 

第５号議案 ｢働き方改革｣への対応について 

概要を説明し了承 

第２回経営委員会 令和３年２月２５日(木） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 定期点検推進キャンペーン「マイカー点検・ザ・イヤー」の実施について 

令和３年度も引き続き継続実施することで了承 

第２号議案 特定整備制度の対応状況について 

概要を説明し了承 

第３号議案 料金掲示板・広告チラシ等の総額表示義務について 

概要を説明し了承 

第４号議案 自動車整備人材確保・育成のための取組みについて 

概要を説明し了承 

第５号議案 令和２年度自動車分解整備事業実態調査結果の概要について 

概要を説明し了承 

第６号議案 「自動車点検整備推進運動における取組み」の結果報告及び令和３年度の実施

要領について 

概要を説明し了承 

第７号議案 整備需要動向調査票の集計結果について 

概要を説明し了承 

第８号議案 その他 

・検査手数料値上げについて 

概要を説明し了承 

・押印省略について 

概要を説明し了承 

・点検基準の一部改正について 

概要を説明し了承 

 

(3) 点検整備普及促進プロジェクト委員会 

第１回点検整備普及促進プロジェクト委員会  

令和２年６月１０日(水） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 平成３１年度「マイカー点検・ザ・イヤー」Ｗチャンス第２回抽選会について 

平成３１年度のＷチャンス第 ２回抽選会を実施 

第２号議案 その他 

予備費の活用について、今後検討していくことで了承 

第２回点検整備普及促進プロジェクト委員会 

令和２年１１月２０日(金） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 令和２年度「マイカー点検・ザ・イヤー」Ｗチャンス第１回抽選会について 

令和２年度のＷチャンス第１回抽選会を実施 

第２号議案  その他 

次年度取り組み概要の素案を検討し、次回委員会にて確認することで了承 

第３回点検整備普及促進プロジェクト委員会 

令和３年１月２７日(月） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 点検整備普及・促進の取り組みについて 

（令和３年度「マイカー点検・ザ・イヤー」キャンペーン実施について） 

㈱北日本広告社の企画書について議論し、最終企画案を事務局より各委員に

展開することで了承 
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(4) 技術・教育委員会 

第１回技術・教育委員会 令和２年７月１７日(金） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 自動車点検整備推全国キャンペーンについて 

提案通り了承 

第２号議案 令和２年度前期自動車整備技能登録試験について 

詳細に説明し提案通り了承 

第３号議案 令和２年度「マイカー点検教室」の実績と計画について 

地区整備協会単位での開催を要請し了承 

第４号議案  街頭検査の状況について 

提案通り了承 

第５号議案  令和２年度各種教育の実績と計画について 

詳細に報告し了承 

第６号議案 自動車特定整備について 

概要を説明し了承 

第７号議案  道路運送車両法関係手数料令の一部改正(案)について 

詳細に説明し了承 

第８号議案 法改正に伴う記録簿等の記載について 

詳細に説明し了承 

第９号議案 その他 

・車検証有効期間の伸長について 

概要を説明し了承 

第２回技術・教育委員会 令和３年２月１８日(木） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 検査繁忙期における対策について 

提案通り協力要請することで了承 

第２号議案 特定整備制度および点検基準見直しについて 

概要を説明し了承 

第３号議案 令和２年度後期自動車整備技能登録試験の実施について 

概要を説明し了承 

第４号議案 「マイカー点検教室」の令和２年度実績報告及び令和３年度実施計画について 

実施結果の報告と協力を要請し了承 

第５号議案 「街頭検査」の令和２年度結果及び令和３年度の実施について 

実施結果の報告と協力を要請し了承 

第６号議案 「二種養成講習」「各種技能講習」の令和２年度実施報告及び令和３年度計画及

び参加促進について 

実施結果の報告と協力を要請し了承 

第７号議案 ＨＣ・ＣＯテスターの定期校正について 

計画通りの実施を要請し了承 

第８号議案 その他 

・検査手数料値上げについて 

概要を説明し了承 

・押印省略について 

概要を説明し了承 

 

 (5) 指定連絡委員会 

第１回指定連絡委員会 令和２年７月２２日(金） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 指定整備事業者のコンプライアンスについて 

詳細に説明し了承 

第２号議案 道路運送車両法の一部改正について 

詳細に説明し了承 

第３号議案 継続検査ワンストップサービスについて 

詳細に説明し了承 

第４号議案 自動車特定整備について 

詳細に説明し了承 
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第５号議案 不正改造車に関する情報提供について 

詳細に説明し了承 

第６号議案 電子車検証の仕様の検討状況について 

詳細に説明し了承 

第７号議案 その他 

・車検証有効期間の伸長について 

概要を説明し了承 

第２回指定連絡委員会 令和３年２月１９日(金） 旭整協５Ｆ会議室 

第１号議案 指定自動車整備事業者のコンプライアンスについて 

詳細に説明し了承 

第２号議案 特定整備制度および点検基準見直しについて 

概要を説明し了承 

第３号議案 令和３年度不正改造車排除旭川地区総決起大会の開催について 

詳細に説明し了承 

第４号議案 不正改造車に関する情報提供の要請について 

詳細に説明し了承 

第５号議案 その他 

・検査手数料値上げについて 

概要を説明し了承 

・押印省略について 

概要を説明し了承 

・継続検査ＯＳＳの申請状況について 

詳細に説明し了承 

 

３）地区整備協会組織活動の強化促進 
(1) 地区整備協会への加入促進を図った                      ２事業場 

(2) 地域懇談会へ出席                         １５地区整備協会 

(3) 管内自動車整備事業協同組合連絡協議会の総会、                             １回 

 

４）専務理事研究会への参加 
日整連、北整連、東日本の各専務理事会へ出席し意見の具申を行った。 

 

５）日整連・北整連との連携強化 
総会、理事会、整備政治連盟等の各会議に出席して意見を述べた。 

 

６）関係団体との連携強化 
ア．関係官庁との連携を図った。                                   １０１回 

イ．関係団体との連携を図った。                                             １０４回 

 

７）優良従業員表彰の実施 

(1) 運輸関係功労に対して国土交通大臣より表彰を受賞 

令和２年１０月２９日  松永 孝道    殿(旭神車輌工業㈱) 

(2) 運輸関係功労に対して北海道運輸局長より表彰を受賞 

令和２年 ６月 １日  安藤 和昭  殿(㈲梶沼商会) 

蜂谷 征弘    殿(㈲蜂谷商事 車輌部) 

宮下 泰裕    殿(㈱光和自動車整備工場) 

楽山 洋行  殿(㈲共栄モータース) 

(3) 優良自動車整備士として北海道運輸局長より表彰を受賞 

令和２年 ６月 １日  石塚 誠    殿(㈲羽幌自動車工業) 

遠藤 純夫    殿(㈱住友モータース) 



１８ 

田中 道幸   殿(㈲ホンダ名寄販売) 

村岡 利行   殿(三浦自動車㈲) 

高橋 忠朗    殿(㈲北王自動車整備工業) 

(4) 自動車整備事業功労により優良自動車特定整備事業場として北海道運輸局長より受賞 

令和２年 ６月 １日 ㈲旭モータース 殿 

旭川通運㈱整備工場 殿 

㈲田中モータース 殿 

北海道クミアイ自動車学校整備工場 殿 

(5) 自動車整備事業功労により優良指定自動車整備事業場として北海道運輸局長より受賞 

令和２年 ６月 １日 ㈲東豊自動車工業 殿 

(6) 運輸関係功労により旭川運輸支局長より表彰を受賞 

令和２年  ６月  １日  西野 秀保   殿(㈱東光自動車整備工場) 

山中正志渡  殿(㈲山中車輌工業所) 

菅原 豊  殿(㈲大成車体工業) 

瀧川 修二  殿(㈱十勝自動車修理工場) 

伊藤 博元  殿(㈱伊藤モータース) 

(7) 優良自動車整備士として旭川運輸支局長より表彰を受賞 

令和２年 ６月  １日  本田 修   殿(道北自動車販売㈱) 

阿部 春美   殿(道北自動車販売㈱) 

相澤 和司   殿(㈲立松自動車工業) 

渡辺 陽一   殿(道北自動車工業㈱) 

(8) 自動車特定整備事業者表彰規定に基づき旭川運輸支局長より表彰を受賞 

令和２年 ６月  １日  トヨタエルアンドエフ旭川㈱ サービス工場 殿 

北いぶき農業協同組合 妹背牛農機車輌センター  殿 

久保田興機工業㈱  殿 

道北機器サービス㈱  殿 

北海道川崎建機㈱ 留萌営業所  殿 

藤ボデー工業㈲  殿 

㈱北交産業 自動車整備工場 殿 

(9) 指定自動車整備事業者表彰規定に基づき旭川運輸支局長より表彰を受賞 

令和２年  ６月  １日  ㈲沼田オート 殿 

稚内モーター㈱  殿 

㈲酒向自動車工業  殿 

ネッツトヨタたいせつ㈱ 末広店サービス工場  殿 

㈲士別モータース  殿 

㈱大谷 車輌部  殿 

㈲立松自動車工業 殿 

(10)優良自動車整備士として日整連会長より表彰を受賞 

令和２年 ５月  １日  高橋 進    殿(㈲村上自動車工業) 

林   亨    殿(道北バス㈱整備工場) 

長内 武寿   殿(羽幌自動車整備協業組合) 

(11)優良従業員として旭整振会長より表彰を受賞 

令和２年 ６月  ４日  

２５年以上 小林 仁    殿(藤ボデー工業㈲) 



１９ 

渡辺 陽一   殿(道北自動車工業㈱) 

宮本 学  殿(道北自動車工業㈱) 

柳迫 壮康   殿(道北自動車工業㈱) 

１５年以上 吉田 伸一  殿(日興自動車工業㈱) 

藤井 将   殿(稚内モーター㈱) 

７年以上  黒田 真司   殿(クイックふらの店) 

増田 和枝  殿(道北自動車工業㈱) 

 

１１．その他事項 
１）会員相互の親交と啓発向上についての事項 
福祉関係 

生命共済                                                     ３４工場 １２６名 

 

２）会の目的達成に関する事項 
調査関係(令和３年３月３１日現在) 

ア)自動車特定整備事業場数調査 

Ａ1  357 工場  Ａ2  284 工場  Ｂ 30 工場  Ｃ 2 工場  Ｄ 0 工場   計 673 工場 

イ)事業場の従業員数調査 

総従業員数   3,817 名 

ウ)自動車特定整備事業場の整備士数 

１級整備士 60 名    ２級整備士 1,947 名  ３級整備士 1,046 名   計 3,053 名 

 

１２．総務事項 

１）会員の現況 

令和２年度の会員数及び事業場数の異動状況  

会員数の異動状況 事業場数の異動状況 

2 年度 2 年度  
31年度末 

退会 入会 2 年度末 
31年度末 

減 増 2 年度末 

認証工場 503 11 13 505 644 10 15 649 

認証以外 3 1 0 2 3 1 0 2 

合  計 506 12 13 507 647 11 15 651 

 


