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２０１７年度 役員一覧 

 

 

会  長   ：  小 林 喜 夫 巳 

（株式会社オートバックスセブン代表取締役社長執行役員） 

 

副会長   ： 新 井 範 彦 

         （株式会社タクティー代表取締役社長） 

 

副会長   ： 苅 宿 邦 俊 

         （ブリヂストンリテールジャパン株式会社代表取締役社長） 

 

理 事    ：  堀 江 康 生 

         （株式会社イエローハット代表取締役社長） 

 

理 事   ： 田 中 愼 二 

         （住友ゴム工業株式会社ﾀﾞﾝﾛｯﾌﾟﾀｲﾔ営業本部消費財部長 

タイヤ国内リプレイス営業本部） 

 

理 事   ： 宮 本 知 昭 

         （横浜ゴム株式会社タイヤ国内 REP営業企画部部長） 

 

理 事   ： 辻 大 介 

            （株式会社ﾄｰﾖｰﾀｲﾔｼﾞｬﾊﾟﾝ 執行役員  

営業本部消費財販売統括部長） 

 

監 事   ：  遠 藤 文 樹 

 （株式会社フジ・コーポレーション代表取締役社長） 
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【２０１７年度 ＡＰＡＲＡ活動報告総括】 

 

２０１７年度の主な活動を「タイヤの安全点検」「洗車の日」「オートパーツの日」の啓

発活動を中心に行い、従来から行っている官庁主催の委員会や各関連団体への協力を実

施いたしました。 

 

１、タイヤ安全点検（交通安全）啓発イベントについて  

１）春の全国交通安全運動の取り組み 

春の全国交通安全運動期間中、ＡＰＡＲＡ加盟店舗では、「タイヤ

の安全点検運動」を実施、協会活動として京葉道路・幕張ＰＡ

（下り線）と東北自動車道・佐野ＳＡ（下り線）にて、タイヤ

点検（空気圧・残溝）促進の啓発チラシ及びＡＰＡＲＡオリジ

ナル「タイヤ残溝チェッカー」を来場者への配布いたしました。 

 

２）夏の交通安全運動の取り組み 

ＮＥＸＣＯ東日本が開催する夏の交通安全運動が７月８日

(土)から２８日（金）まで開催され、７月１２日（水）東金道

路野呂ＰＡ（下り）で、チラシの配布や発煙筒の実演、高速道

路に落ちていた落下物の展示などを行い、8月 3日(木)海ほた

るでは、啓発イベントに協力いたしました。 

 

３）秋の全国交通安全運動について 

秋の全国交通安全運動の期間中（９月２１日～３０日）、春の

交通安全運動と同様に、加盟店舗では、「タイヤの安全点検運

動」を実施、協会活動として、９月２１日（木）佐野ＳＡ下り、

２２日（金）海ほたる、２３日（土）守谷ＳＡ下り、赤城高原

ＳＡ下り、２５日（月）長野ＩＮ、壬生ＰＡ西行き、三芳ＰＡ

下り、２８日（木）佐野ＳＡ下りにて「スタッドレスタイヤの

早期装着」や「タイヤの点検の重要性」を訴えるチラシやタイヤの溝チェッカーを配布い

たしました。 

 

４）冬の交通安全運動について 

１２月１５日(金)市原ＳＡ、２２日（金）高坂ＳＡで「冬の交通安全

運動」が開催され、ＡＰＡＲＡでは、タイヤの空気圧の重要性と

スタッドレスタイヤの早期交換を訴えました。 
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５）自動車会議所主催 交通安全アクション２０１７新宿に参加 

４月８日（土）、９日（日）「新宿駅西口広場イベント広場」

にて、自動車会議所様主催の体験型交通安全啓発イベント「交

通安全。アクション２０１７新宿」が開催され、団体として協

力参加いたしました。 

 

 

６）自動車会議所主催 交通安全アクション２０１７お台場に参加 

１１月１８日（土）・１９日（日）に「交通安全アクション２０

１７」が、お台場で開催され、団体として協力参加いたしまし

た。 

 

７）各加盟店での取り組み 

ＡＰＡＲＡ加盟店では春と秋の全国交通安全運動期間中に、事故

防止に努めるとともに、タイヤの安全点検の意識向上を図る為に、

ＰＩＴを常設しているという利点を生かし、２９００店舗でタイ

ヤの空気圧点検を行いました。 

実施店舗はイエローハット、オートバックス、スーパーオートバ

ックス、オートアールズ、クラフト、グランドスラム、ケンズガ

レージ、コクピット、小林ドライブショプ、ジェームス、タイヤ

館、タイヤガーデン、タイヤセレクト、タイヤランド、タイヤワ

ールド館ＢＥＳＴ、ファミリーユサ、ＦＵＪＩ。 

 

２、洗車の日 啓発イベントについて 

１）パサール三芳にて洗車の日イベント 

４月１９日(水)「洗車の日」啓発イベントを関越自動車道パサー

ル三芳（上り線）にて行いました。今年のテーマを「手洗い洗

車の推奨」とし、「洗車の手順」を伝えるイベントとし、洗車の

手順を紹介した小冊子や洗車グッズのサンプルなどを配布しま

した。 

 

２）洗車の日２０１７売場コンテスト実施 

ＡＰＡＲＡ加盟店による売場コンテストを実施し、選考会を７

月２７日（木）に行い２０１７年度の入賞店を決定し、翌２８

日（金）ＡＡＡＬ代表者会議にて総合ベスト３を決定。 

・総合１位 ＰＯＰ賞 1 位    ジェームス西風新都店 

・総合２位 ボリュウム賞 1 位  イエローハット下松店 

・総合３位 装飾賞１位     オートバックス上越店 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWi-a0z6nbAhUJvrwKHdh0CIAQjRx6BAgBEAU&url=http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/kotsu/campain/anzenundo/anzen-undo-h29haru/&psig=AOvVaw1cvTf67DpWjCuZyN3Pe0S5&ust=1527638547511242
https://response.jp/article/img/2017/04/20/293752/1177012.html
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３）JAPAN DIY HOMECENTER SHOW にて告知 

8 月 24 日（木）～26 日（土）の 3 日間、千葉県・幕張メッセ

で開催された「JAPAN DIY HOMECENTER SHOW」にて、１０周年

を迎える「洗車の日」を告知しました。 

 

４）洗車の日２０１８記者発表会開催 

1月 12日（金）から始まった「東京オートサロン２０１８」初

日に、展示会場と隣接する国際会議場にて、「洗車の日２０１８」

の記者会見を開催しました。 

 

 

５）東京オートサロン２０１８で「洗車の日」ブースに協力 

日本オートケミカル工業会が、「洗車の日イベント」として、

１月１２日（金）～１３日（日）の３日間、千葉県・幕張メッ

セで開催された「東京オートサロン 2018」に出展し、ＡＰＡ

ＲＡは協力した。 

 

６）大阪オートメッセにて、「洗車の日を告知 

２月１０日（土）～１２日（月）の３日間、大阪府・インテッ

ク大阪で開催された「大阪オートメッセ 2018」の開会式後、洗

車の手順書やサンプル品を配布した。 

 

 

 

３、オートパーツの日 啓発イベントについて 

「８月２日はオートパーツの日」の認知度を上げるために、ＡＰＡＲＡ会員店舗にて、イ

ベント時に「のぼり」を揚げるなどそれぞれＰＲ活動を行った。また７月２９日（土）に

神奈川県・トレッサ横浜イベント広場にて、啓発イベント＆記者会見を実施。７月 1 日か

ら８月３１日まで、インターネット上でプレゼントキャンペーンを実施した。 

１０月４日開催の第２５回ＮＡＰＡＣ走行会 in富士の会場にて、スポーティングパーツ委

員会を開催し、２０１７年度の活動報告、プレゼントキャンペーンの結果など２０１８年

に向けて、意見交換をおこなった。 
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４、ＡＡＡＬ主催 海外視察について 

 ・９月１４日（木）～９月２１日（木）  フランクフルトモーターショー視察 

・１０月２８日（土）～１１月４日（土） デトロイト・ラスベガスＳＥＭＡツアー 

 

５、業者視察および官公庁との委員会活動について 

１）業者視察 

・８月２５日(金)、１月３１日（水）の２回、埼玉県にある本田技研工業狭山工場

の工場見学を実施。自動車メーカーの組み立て工場の見学はニーズも高く、年２

回実施した。 

 

 

２）官公庁主催の委員会および会議  

  ・自動車部品・用品連絡会（経産省） 

   経済産業省及び国土交通省を交えて自動車関連団体 19 団体が隔月で意見交換・情報

交換を実施。 

 

・不正改造防止推進協議会（国交省） 

違法マフラーの使用や、保安基準に不適合状態となる部品の取   

付けや取外し等の不正改造を行う自動車ユーザー・事業者の排 

除に向け、６月を強化月間として取組みを強化しました。 

 

 

 

・自動車点検整備推進協議会（国交省） 

９月・１０月を自動車点検整備推進運動の強化月間として、ポス 

ターの掲示やホームページ上で告知するなどして啓発活動に取 

り組みました。 

http://www.tenken-seibi.com/
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・不法微弱電波取り締まりの協力（総務省） 

   ６月１日(水)から６月１０日(金)まで電波利用環境保護周知啓  

発強化期間中、電波利用環境保護に関する周知・啓発活動とし  

て、会員企業への告知や、ホームページでの告知を行いました。 

 

 

 

 

・自動車整備人材確保育成推進協議会（国交省） 

自動車整備士のＰＲ活動の協力を致しました。 

 

 

 

・働く人に安全で安心な店舗・施設づくりの協力（厚生労働省） 

 厚生労働省と中央労働災害防止協会が推進している、「働く人に  

安全で安心な店舗・施設づくり推進運動」の啓発に協力を致し 

ました。  

 

 

 

・東京都万引防止官民合同会議（警視庁） 

万引きに関する対策を推進するため、警察、自治体、各業 

界団体、関係機関で構成されている、「東京万引き防止官 

民合同会議」に参加いたしました。 

 

 

 

６、関連団体との連携および協力 

１）自動車会議所 

・自動車税制フォーラム・交通安全アクション２０１７等 

 

２）中央労働災害防止協会 

・熱中症対策・メンタルヘルスチェツク・事故防止の店舗づくり（事例紹介）等 

 

３）全国万引犯罪防止機構 

・警察庁・警視庁と共に、万引犯罪防止の顔認証システム・情報共有化への取り組み等 

 

４）自動車技術総合機構 

・不正改造防止のため店舗調査（アドバイス）や勉強会への協力・参加 

https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiL7JWZ26nbAhULVbwKHfPvBTsQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.ngp.gr.jp/news/news_pdf/279.pdf&psig=AOvVaw1qyAjS-VC_DDrJEZC9fPGs&ust=1527641759472320
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjRx8G-3KnbAhVDy7wKHc5xBhQQjRx6BAgBEAU&url=http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/cat_10016971.html&psig=AOvVaw26tPRMLm_4cYaG7hITpqSk&ust=1527642107920377
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjTrN_t3KnbAhUDvrwKHfMaAyEQjRx6BAgBEAU&url=http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/manbiki/manbiki_torikumi.html&psig=AOvVaw3_DlqXF69A0RD_j1B36o4k&ust=1527642205662867
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５）タイヤ公正取引協議会 

・タイヤ販売における情報提供等 

 

６）日本自動車タイヤ協会（JATMA） 

・タイヤ全般におけるラベリング制度・一般向けツールとしてタイヤの豆知識製作 

・「タイヤの日」（４月８日）の啓発活動、販売店向けポスター、チラシ等の提供 

 

７）日本ドゥ・イット・ユアセルフ協会 

・ホームセンターでの「洗車の日」の告知・万引情報の意見交換等 

 

８）製品安全協会 

・SGマーク等の規格作成への協力 

 

９）ドライブレコーダー協議会 

・販売商品における情報の共有化（使用方法・取り付け方法など） 

 

１０）全国自動車部品販売店連合会・全国自動車部品卸商組合・日本自動車

部品協会・日本自動車部品工業会 

・全国の部品商からの部品・パーツ等の販売動向等の情報提供 

 

１１）日本自動車販売協会連合会 

・登録車情報等の提供 

 

１２）日本自動車リサイクル部品協議会・リビルド工業会全国連合会 

・中古およびリビルド商品、再販についての品質情報等の意見交換 

 

１３）日本自動車工業会（流通部会のみ） 

・アフター商品の法令順守や規制前の対応等における意見交換 

 

１４）日本自動車整備振興会連合会 

・不正改造防止や自動車点検整備、人材育成（雇用等を含む）および、整備に関する情

報提供、FAINES(ファイネス)の割引提供等 

 

１５）日本自動車輸入組合 

・輸入車における情報や税率変更時など販売店での情報交換等 

 

 

１６）日本自動車機械器具工業会 

・PIT機器の情報や機器の使用にあたり事故防止対策の情報交換 
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１７）日本自動車部品用品・部品アフターマーケット振興会（NAPAC） 

・AAALメンバーでコンプライアンス委員会、スポーティングパーツ委員会にて協力 

・ASEA基準、推奨に協力 

 

１８）全国自働車用品工業会（JAAMA） 

・AAALメンバーでコンプライアンス委員会、洗車の日委員会、海外視察委員会にて協力。 

・盗難発生警報装置自主基準登録制度、微弱無線設備登録制度、奨励に協力。 

 

１９）日本オートケミカル工業会（JACA） 

・AAALメンバーでコンプライアンス委員会、洗車の日委員会にて協力。 

・JIS規格等をはじめとする化学製品の規格順守とうの情報共有および意見交換 

 

２０）日本マフラー協会（JASMA） 

・AAALメンバーでコンプライアンス委員会、スポーティングパーツ委員会にて協力 

・「８月２日はオートパーツの日」に協力 

 

２１）日本フィルタ―エレメント工業会（JFA） 

・現在 AAAL休会メンバーで、フィルタ―交換促進運動等に協力 

 

２２）全国二輪車用品連合会（JMCA） 

・現在 AAAL休会メンバーで、４輪、2輪共通の法令について情報交換 
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【主な活動スケジュール】 

４月 

４月５日（水）     会員企業 訪問(関東) 

            ＡＡＡＬ海外視察打ち合わせ 

４月６日（木）～    春の全国交通安全運動 

４月１５日（土） 

４月７日（金）     春の全国交通安全運動(幕張ＰＡ) ※雨天の為中止 

４月８日（土）～    交通安全。アクション２０１７新宿 

４月９日（日） 

４月１１日（火）    ＡＰＡＲＡ役員会 

            第８６回自動車部品・用品連絡会 

４月１２日（水）    微弱電波法打ち合わせ(総務省) 

４月１３日（木）    会員企業 訪問(関東) 

４月１４日（金）    ＡＡＡＬ第１回スポーティングパーツ委員会 

春の全国交通安全運動イベント(佐野ＳＡ) 

４月１９日（水）    洗車の日２０１７イベント(パサール三芳) 

自動車会議所 第２３５回会員研修会 

４月２７日（木）    交通安全。アクション２０１７新宿 反省会 

５月 

５月１０日（水）    会計監査 

５月１５日（月）    日刊自動車新聞社打ち合わせ 

５月１６日（火）    日本自動車部品協会 法人設立総会講演会・懇親会 

５月１８日（木）    (一社)日本オートケミカル工業会 平成２９年度通常総会 

５月２４日（水）    ＮＡＰＡＣ走行会ｉｎ富士 

５月２５日（木）    自動車会議所 第２３６回会員研修会 

            日本自動車部品工業会 通常総会・懇親会 

５月２６日（金）    ＡＰＡＲＡ定時理事会・定時総会・懇親会 

５月２９日（月）    税務申告書作成(羽鳥会計) 

５月３０日（火）    ＡＡＡＬ第１回洗車の日委員会 

            ＡＡＡＬ海外視察打ち合わせ 

            中央労働災害防止協会 平成２９年度通常総会及び会員懇談会 

タイヤ公正取引協議会 第３７回通常総会・懇親会 

６月 

６月２日（金）     第３５回オートサービスショー２０１７ 

６月６日（火）     ＪＩＳ Ｋ２２３４不凍液の改正原案作成委員会 

６月７日（水）     日本自動車会議所 平成２９年度定時総会懇親会  

           (一社)日本ＤＩＹ協会 平成２９年度定時総会・記念講演会 

６月９日（金）     自動車技術総合機構 ファーストミーティング 

６月１３日（火）    第８７回自動車部品・用品連絡会 
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６月１６日（金）    日刊自動車新聞社 打ち合わせ 

６月１９日（月）    自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット 伊予店 

オートバックス とべ店 

６月２２日（木）    平成２９年度第１回「自動車整備人材確保・育成推進協議会」 

            全日本自動車部品卸商協同組合 第４回通常総代会講演会 

６月２６日（月）    平成２９年度第１回「自動車点検整備推進協議会」 

自動車会議所 第２３７回会員研修会 

自動車技術総合機構による店舗調査 

オートバックス 花咲店 

ジェームス 神楽岡店 

７月 

７月４日（火）     自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット 佐野富岡店 

オートアールズ 佐野店 

オートバックス ＳＡ：ＮＡＧＡＯＫＡ 

オートバックス ＳＡ岐阜 

７月６日（木）     日刊自動車新聞社 用品大賞２０１７ 

７月７日（金）     自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット いわき大原店 

             オートバックス いわき鹿島店 

７月１２日（水）    夏の交通安全運動イベント(野呂ＳＡ) 

７月１４日（金）    コカ・コーラ事業打ち合わせ 

７月１８日（火）    京都府警 打ち合わせ 

７月１９日（水）    自動車会議所 第２３８回会員研修会 

自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット 鳥取店 

７月２７日（木）    ＡＡＡＬ第２回洗車の日委員会 

７月２８日（金）    ＡＡＡＬ第２９回代表者会議 

自動車技術総合機構による店舗調査 

ジェームス 福井大和田店 

７月２９日（土）    ８月２日はオートパーツの日記者会見・イベント・記者会見 

８月 

８月２日（水）     第８回万引き追放ＳＵＭＭＥＲキャンペーン 

自動車技術総合機構による店舗調査 

オートバックス バイクワールド伊丹店 

オートバックス 伊丹店 

８月７日（月）     中日本高速道路(株) 打ち合わせ 

自動車技術総合機構による店舗調査 

ジェームス 下郡店 
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８月８日（火）     自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット 長野東和田店 

８月１６日（水）    東洋大学小嶌教授 訪問 

８月２４日（木）～   JAPAN DIY HOMECENTER ショー2017 

８月２６日（土）     

８月２５日（金）    本田技研工業(株)埼玉製作所狭山工場見学 

８月３０日（水）    平成２９年度自動車点検整備推進運動における記者発表会 

            自動車会議所 第２３９回会員研修会 

９月 

９月５日（火）     自動車技術総合機構による店舗調査 

オートバックス 阿知須店 

９月７日（木）     ＡＡＡＬ洗車の日メーカー打ち合わせ 

９月１４日（木）～   ＡＡＡＬ海外視察 2017(フランクフルト・カサブランカ) 

９月２１日（木） 

９月１９日（火）    第４回「万引き防止シンポジウム」開催 

９月２１日（木）    秋の全国交通安全運動イベント(佐野ＳＡ下り) 

９月２１日（木）～   秋の全国交通安全運動 

９月３０日（土）     

９月２２日（金）    秋の全国交通安全運動イベント(海ほたる) 

自動車会議所 第２４０回会員研修会 

９月２５日（月）    秋の全国交通安全運動イベント(長野ＩＮ) 

            秋の全国交通安全運動イベント(壬生ＰＡ) 

９月２６日（火）    交通安全。アクション２０１７お台場 担当者会議 

９月２８日（木）    秋の全国交通安全運動イベント(佐野ＩＮ) 

１０月 

１０月４日（水）    ＡＡＡＬ第２回スポーティングパーツ委員会 

第２５回ＮＡＰＡＣ走行会ｉｎ富士 

１０月５日（木）    平成２９年度第１回税制委員会 

１０月６日（金）    ＣＥＡＴＥＣ ＪＡＰＡＮ２０１７ 

１０月１０日（火）   第８８回自動車部品・用品連絡会 

１０月１１日（水）   自動車会議所 第２４１回会員研修会 

１０月１２日（木）   国際 道工具・作業用品ＥＸＰＯ ２０１７ 

１０月１６日（月）   自動車技術総合機構による店舗調査 

イエローハット イエローハット北谷桑江店 

１０月１７日（火）   自動車技術総合機構による店舗調査 

オートバックス オートバックスニュー具志川店 

１０月２６日（木）   ＮＡＰＡＣ第１４期・一般社団法人設立総会懇親会 

            ＣＳＲセミナー/「企業価値を高める防犯ＣＳＲ」 

１０月２７日（金）   ＡＰＡＲＡ定時理事会・活動報告会・懇親会 
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１０月２８日（土）～  ＡＡＡＬ・ＪＡＰＡデトロイト＆ラスベガス 

１１月４日（土）                    ＳＥＭＡツアー2017 

１１月 

１１月９日（木）    (株)ケーブレイン 洗車の日打ち合わせ 

１１月１３日（月）   自動車会議所 第２４２回会員研修会 

１１月１５日（水）   第２２回「新時代のエネルギーを考えるシンポジウム」 

１１月１７日（金）   洗車の日メーカー様打合せ 

            ＧｆＫ 商品企画における効率的なアイディア創出セミナー 

１１月１８日（土）～  交通安全。アクション２０１７inお台場 

１１月１９日（日） 

１１月２２日（水）   洗車の日リーダーミーティング 

１１月２８日（火）～  平成２９年度国内施設視察会 

１１月２９日（水） 

１２月 

１２月５日（火）    会計士打合せ 

            中央労働災害防止協会打合せ 

１２月７日（木）    ＡＡＡＬ第４回洗車の日委員会 

１２月８日（金）    ＡＡＡＬ第３０回代表者会議 

１２月１２日（火）   第８９回自動車部品・用品連絡会 

１２月１３日（水）   自動車会議所 第２４３回会員研修会 

            会員企業 訪問（関東） 

１２月１５日（金）   交通安全アクション２０１７in お台場 反省会 

ＮＥＸＣＯ東日本交通安全イベント(市原ＳＡ) 

１２月１８日（月）   会員企業 訪問（関東） 

            自動車技術総合機構打ち合わせ 

１２月２０日（水）   ナンバープレートカバー廃棄立ち合い 

１２月２１日（木）   洗車の日 東京オートサロン打ち合わせ 

会員企業 訪問（関東） 

１２月２２日（金）   ＮＥＸＣＯ交通安全イベント(高坂ＳＡ) 

１２月２６日（火）   会員企業 訪問（関東） 

１２月２９日（金）   会員企業 訪問（関東） 

１月 

１月１２日（金）    東京オートサロン２０１８「洗車の日」出展 

            「２０１８年洗車の日」記者発表会 

ＮＡＰＡＣ「新年の集い」 

平成３０年電池工業会 年賀会 

平成３０年自動車機械工具二団体新年賀詞交歓会 

１月１３日（土）～   東京オートサロン２０１８ 

１月１４日（日）     

１月１７日（水）    自動車会議所 第２４４回会員研修会 
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ＪＡＣＡ・ＪＡＡＭＡ平成３０年合同新年賀詞交歓会 

１月１９日（金）    第１１回オートモーティブワールド 

１月２４日（水）    日本自動車リサイクル部品団体賀詞交歓会 

１月２５日（木）    (一社)日本自動車部品工業会新年懇親会 

１月３１日（水）    第２回本田技研工業㈱埼玉製作所工場見学 

２月 

２月１日（木）     自動車税制改革フォーラム全体会議(担当者会議) 

中央労働災害防止協会懇談会 

２月２日（金）     日本 DIY 協会 平成３０年新春特別セミナー＆新年賀詞交歓会 

２月２日（金）～    ジャパンキャンピングカーショー２０１８ 

２月４日（日） 

２月５日（月）     ２０１８年 AAAL 海外視察 NAPAC 合同打ち合わせ 

２月６日（火）     ＡＡＡＬ第３回スポーティングパーツ委員会 

２月９日（金）     第２２回大阪オートメッセ２０１８ 前夜祭 

２月１０日（土）～   第２２回大阪オートメッセ２０１８ 

２月１２日（月） 

２月１３日（火）    第８９回自動車部品・用品連絡会 

２月１５日（木）    平成２９年度第２回税制委員会(朝食会) 

            全国自動車用品工業会 平成２９年度通常総会 

２月２１日（水）    自動車会議所 第２４５回会員研修会 

            全国二輪車用品連合会 第９回通常総会講演会懇親会 

２月２２日（木）    中央労働災害防止協会 安全衛生トップセミナー 

２月２３日（金）    ＡＡＡＬ第５回洗車の日委員会 

 「交通安全。アクション２０１８新宿」担当者会議 

２月２６日（月）    日本自動車販売協会連合会 平成３０年度賀詞交歓会 

２月２８日（水）    自動車技術総合機構 店舗調査ミーティング 

３月 

３月１日（木）     ＢＴＴＥＲＹ ＪＡＰＡＮ 第９回二次電池展 

３月２日（金）     平成２９年度第２回自動車点検整備推進協議会 

     平成２９年度第１回不正改造防止推進協議会 

３月７日（水）     ＳＥＣＵＲＩＴＹ ＳＨＯＷ ２０１８ 

３月８日（木）     国土交通省打合せ 

            ＡＡＡＬ海外視察打ち合わせ 

３月１３日（火）～   第１６回国際オートアフターマーケット EXPO２０１８ 

３月１６日（金）     

３月１９日（月）    大型車の車輪脱落防止対策に係る連絡会 緊急会議 

３月２３日（金）    ＡＡＡＬ第３１回代表者会議 

３月２７日（火）    自動車会議所 第２４６回会員研修会 
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【自動車会議所 会員研修会】 

日 時：平成２９年４月１９日（木）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「クルマと自転車の絶妙な調和を」～自転車活用推進法の施行を目前に控えて～ 

講 師：ＮＰＯ法人自転車活用推進研究会 理事長 小林 成基 氏 

 

日 時：平成２９年５月２５日（木）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「ものづくり現場力の国際比較試論」 

～自動車産業の国際比較、日本工場と海外工場の今後～ 

講 師：東京大学大学院 経済学研究科 副研究科長 

ものづくり経営研究センター 教授 新宅 純二郎 氏 

 

日 時：平成２９年６月２６日（木）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「米トランプ政権と今後の日米関係 ～自動車社会の未来に寄せて～」 

講 師：一般社団法人日本総合研究所 会長 多摩大学 学長 寺島 実郎 氏 

 

日 時：平成２９年７月１９日（水）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「これからどうなる自動車運転シリーズ第 2 弾」 

～自動運転実現に向けた課題と展望～ 

講 師：国土交通省 道路局 高度道路交通システム(ITS)推進室長  西尾 祟 氏 

    警察庁 官房長官 参事官(自動運転担当)  佐野 裕子 氏 

 

日 時：平成２９年８月３０日（水）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「日本経済のこれから」 

講 師：経済産業省 製造産業局 自動車課 課長  河野 太志 氏 

 

日 時：平成２９年９月２２日（金）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「世界経済、日本経済、そして自動車革命」 

講 師：モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券株式会社 

シニアアドバイザー ロバート・アラン・フェルドマン,Ph.D. 氏 

 

日 時：平成２９年１０月１１日（水）１３：２０～１５：００ 

テーマ：「眼から考える交通安全～高齢者事故の健康起因～」 

講 師：北里大学 医療衛生学部リハビリテーション学科 視覚機能療法学専攻 

准教授 川守田 拓志 氏 

 

日 時：平成２９年１１月１３日（月）１５：００～１６：３０ 

テーマ：「これからどうなる自動車運転シリーズ第 3 弾」 

～自動運転実現に向けた課題と展望～ 
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講 師：内閣官房 情報通信技術(IT)総合戦略室 参事官 八山 幸司 氏 

        総務省 総合通信基盤局 電波部 移動通信課 新世代移動通信システム 

推進室長 中里 学 氏 

 

日 時：平成２９年１２月１３日（水）１０：００～１２：００ 

テーマ：「激動の自動車業界の今後を展望する」 

～氾濫する情報の正しい見分け方と自動車戦略への応用例～ 

講 師：三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券㈱ 

    エクイティリサーチ部 エクイティリサーチ課 

チーフアドバイザー 松島 憲之 氏 

 

日 時：平成３０年１月１７日（水）１０：００～１１：３０ 

テーマ：「活力ある職場づくり」に向けて 

講 師：立命館大学 客員教授 人事・雇用ジャーナリスト 海老原 嗣生 様 

 

日 時：平成３０年２月２１日（水）１０：００～１１：３０ 

テーマ：自動運転実現に向けた課題と展望 

    ～これからどうなる自動運転シリーズ(第 1 期)最終回～ 

講 師：基調講演 国土交通省 自動車局整備課 課長補佐 村井 章展 氏 

    パネルディスカッション 東京大学 教授     鎌田 実  氏 

                国土交通省 課長補佐  村井 章展 氏 

                                交文社 社長      小林 英世 氏 

 

日 時：平成３０年３月２７日（火）１０：００～１１：３０ 

テーマ：モノづくりからモビリティサービス事業への転換 

    ～AI から IoT によってもたらされる変革～ 

講 師：インテル㈱事業開発・政策推進ダイレクター 兼 チーフ・アドバンスドサービス・

アーキテクト 名古屋大学客員准教授 野辺 嗣男 氏 
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