
 
 

 

令和４年度事業報告 

（自 令和４年１月１日 至 令和４年１２月３１日） 

１、総務事項  

     

（１）協会組織・事務局（８ページ 組織図のとおり） 

 

（２）会員 

令和４年度末正会員数 ２７５名  

       法人会員 ２７５名  

トラック協会関係      １３６名 ハイヤー協会関係    １７名 

バス協会関係          ６名 レンタカー関係      ４名 

整備管理者関係事業所（自家用）４６名 一般企業（自家用）   ６６名 

 合 計        ２７５名 

  

（３）役員（９ページ 役員一覧のとおり） 

 

２、庶務事項  

  

（１）届出等に関する事項  

  令和４年 ３月１６日 公益目的支出計画実施報告書等の提出（北海道） 

  令和３年１２月３１日 公益目的支出計画の実施完了日（北海道） 

  

（２）会議について 

１）定時総会 

開催日時 令和４年３月１４日 午後１時３０分 

場  所 釧路地方自動車整備事業協同組合 教育センター 

議事事項 

議題１：令和３年度事業報告書並びに収支決算書について 

議題２：令和３年度貸借対照表並びに正味財産増減計算書及び 

これらの付属明細書について 

議題３：令和３年度公益目的支出計画実施報告書等について 

議題４：令和４年度入会金及び会費について 

議題５：令和４年度役員報酬限度額について 

議題６：新自動車会館の建設について 

議題７：令和４年度事業計画書及び収支予算書について 

 



 
 

２）監事会  

開催日時 令和４年２月１６日 午前１１時００分 

場  所 一般社団法人釧根自動車協会 法人事務所 

議事事項  

議題１：令和３年度協会事業、運営状況及び収支決算監査 

議題２：令和３年度公益目的支出計画実施報告書に関する監査                  

  

３）理事会  

第１回理事会 

開催日時 令和４年２月２２日 午前１１時００分 

場  所 自動車会館 ３階 大会議室 

議事事項 

議題１：令和３年度事業報告書並びに収支決算書の承認について 

議題２：令和３年度貸借対照表並びに正味財産増減計算書及び 

  これらの付属明細書の承認について 

議題３：令和３年度公益目的支出計画実施報告書等の承認について 

議題４：令和４年度各種表彰候補者の審査について 

議題５：令和４年度定時総会の開催日時、場所及び提出議題等について 

議題６：会長、専務理事の職務の執行状況の報告について 

   

第２回理事会 

開催日時 令和４年１２月１４日 午後４時００分 

場  所 釧路プリンスホテル ３階 北斗の間 

議事事項 

議題１：令和４年度収支決算見込について 

議題２：令和５年度事業計画（案）及び収支予算（案）について 

議題３：会員の入会申込の承認について 

議題４：会長及び専務理事の職務の執行状況の報告 

報告事項：職員の採用について  

 

３、協会が出資している株式会社の概要について  

  

（１）名 称 株式会社  釧根自動車会議所  

（２）事務所の所在地  釧路市鳥取大通６丁目１番１号  

（３）資本金等 資本金 9,800 万円 

（４）事業内容  

１、自動車会館の事務所、会議室等の賃貸及び管理運営 

２、自動車団体の共同施設の設置及び管理運営  

３、その他  

 



 
 

（５）役員の数及び代表者の氏名  

役員の数   取締役 １２名 監査役 ２名  

代表者の氏名 近藤伸也 

（６）協会が保有する株式の数及び全株式に占める割合  

     協会が保有する株式  60,640 株（30,320 千円）                 

      全株式に占める割合  31％              

 

４、事業概況 

 

 公益目的支出計画実施事業  

 

継続１ 交通安全及び日常・定期点検整備の推進を図る事業 

 

１、交通安全事業の推進 

・交通安全旗を 1,000 枚（エゾシカデザイン 1,000 枚）作成し、釧路市をはじ

め管内の自治体等に配布し、交通安全意識の啓蒙を図った。 

・高齢者交通安全用夜光反射材 3,000 個を釧路警察署に寄付した。 

・交通安全教育用ＤＶＤを３本釧路市に寄贈した。 

・シートベルト着用促進のためのマクドナルド商品券を作成し配布した。 

・サイクルセーフティラリーの実施に協力し、自転車利用者の交通安全意識の

高揚を図った。 

・交通事故無料相談を実施した。 

 

２、日常点検及び定期点検整備等の推進を図る事業 

・街頭車両検査の実施に協力 

日付 検査台数  内整備不良車  内整備命令  

５月２３日 中止      

６月 ８日 １３ 台 ０ 台 ０ 台 

６月２１日 ５１ 台 ３ 台 ０ 台 

８月２５日 ５１ 台 １ 台 １ 台 

９月１２日 ５７ 台 ２ 台 １ 台 

  ※うち、１回は天候不良により中止 

・整備管理者に関する事業の推進 

選任前研修（新規教習）の実施に協力 

６月 １日 （釧路市トラック研修センター）     受講者  ４５名 

１１月２４日 （コーチャンフォー釧路文化ホール）   受講者  ２９名  



 
 

選任後研修（定期研修）の実施に協力 

２月１６日 （釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞）受講者  ９５名 

２月２２日 （釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞）受講者  ５８名 

２月２４日 （釧路市生涯学習センターまなぼっと幣舞）受講者  ８５名 

選任届、変更届及び辞任届の受付 

  選任届 ２件  変更届 １件  辞任届 ０件 

選任事業所の指導 

  事業所指導 １件 管理者指導 ２件 

（関連）啓発ポスターを事務所内に掲示 

・不正改造車排除運動 

・自動車点検整備推進運動 

・無保険・無共済車監視活動 

 

３、機関紙、ＦＭ放送及び日刊新聞等を通じての交通安全啓発活動 

・機関紙である北海道自家用新聞釧路版をホームページ内で作成し、会員及び

会員の傘下事業所が常時ＷＥＢ閲覧出来るよう発行方式を変更（年６回） 

・ＦＭくしろ放送の利用 

・各期交通安全運動期間中に、新聞を利用し、広告を掲載して交通安全を啓蒙 

  ①新入学おめでとう企画広告（北海道新聞社）  

    ②黄色いハンカチ交通広告（釧路新聞社） 

    ③夏の交通安全運動企画広告（北海道新聞社） 

    ④いきいきフェスタ交通安全敬老の日企画広告（北海道新聞社）  

    ⑤交通安全広告（釧路新聞社） ３回 

    ⑥犯罪撲滅キャンペーン企画広告（釧路新聞社）  

    ⑦飲酒運転撲滅企画広告（釧路新聞社） 

・朝日写真ニュースを鳥取西中学校に掲示し、交通安全を啓蒙 

 

継続２ 封印取付事業 

 

１、封印の取りつけ 

・甲種封印取付受託者として、釧路運輸支局から交付された全ての自動車登録

番号標への封印の取りつけ 

 

 当年度 前年度 増減 前年対比 

封印取付 11,128 個 12,056 個 ▲928 個 92.3％ 

 



 
 

・委託契約を締結した道内６ケ所の封印主管分室より依頼を受けた封印取付 

・道外 46 ケ所の整備に係る自動車の封印取付 

・封印取付台帳及び封印受払台帳の作成及び管理 

 

２、封印冠の管理 

・釧路運輸支局及び道内６ケ所の封印冠の管理 

・道外４６運輸支局の封印冠の管理 

・封印冠の受払表及び管理台帳の作成及び管理 

 

３、封印分室の管理運営 

・釧路運輸支局管内の封印分室（中標津及び根室）の管理運営 

 

特定寄附 公益財団法人釧根地区交通育英会に対する寄附 

※５０万円を寄附した。 

 

 その他会計関連事業  

 

その他１ 自動車登録番号標の交付、車両番号標の頒布、 

希望番号の予約受付及びこれらに附帯した業務 

 

１、自動車登録番号標の交付代行業務 

・自動車登録番号標（普通自動車のナンバープレート）の交付代行 

・自動車登録番号標の交付台帳及び発注受払表の作成管理 

 

２、車両番号標の頒布業務 

・車両番号標（軽自動車のナンバープレート）の頒布 

・車両番号標の交付台帳及び発注受払表の作成管理 

 

種      別 当年度 前年度 増減 前年対比 

登録番号標合計 36,843 枚 40,643 枚 ▲3,800 枚 90.7％ 

車両番号標合計 25,134 枚 27,571 枚 ▲2,437 枚 91.2％ 

合  計 61,977 枚 68,214 枚 ▲6,237 枚 90.9％ 

 

 

３、希望番号予約センター業務 

・普通自動車及び軽自動車の希望番号の予約受付 

・希望番号の自動車登録番号標及び車両番号標の交付、頒布 

・希望番号システムの管理 



 
 

希望番号予約受付総件数 当年度 前年度 増減 前年対比 

登録車 7,892 件 8,662 件 ▲770 件 91.1％ 

軽自動車 3,966 件 4,581 件 ▲615 件 86.6％ 

 

４、標板の保管管理 

・自動車登録番号標（希望番号、再交付を含む）及び車両番号標（希望番号、

再交付を含む）の保管管理 

 

５、廃棄標板の管理業務 

・廃棄標板の返納受付及び管理台帳の作成 

・廃棄標板の切断   

令和 4年 12 月末（切断件数 19,490 件・切断枚数 36,319 枚） 

・切断された廃棄標板の売却 

 

６、字光式照明器及び標板金具類の販売業務 

・字光式照明器及び標板金具類の販売及び発注受払 

・字光式照明器及び標板金具類の保管管理 

種    別 当年度 前年度 増減 前年対比 

照明器 合計 667 個 618 個 49 個 107.9％ 

金具類 合計 1,092 個 1,304 個 ▲212 個 83.7％ 

 

その他２ 自動車重量税印紙及び郵便切手類の売りさばき及び（一財）北海道陸

運協会の業務受託に関する業務 

 

１、自動車重量税印紙、収入印紙及び郵便切手類の売りさばき 

・自動車重量税印紙、収入印紙及び郵便切手類の売りさばき 

 

種     別 当年度 前年度 増減 前年対比 

自動車重量税印紙 1,682,635,000 円 1,816,965,000 円 ▲134,330,000 円 92.6% 

収入印紙、切手、葉書 2,335,896 円 3,092,572 円 ▲756,676 円 75.5% 

合     計 1,684,970,896 円 1,820,057,572 円 ▲135,086,676 円 92.6% 

 

２、（一財）北海道陸運協会の業務受託 

・自動車検査登録印紙及び審査証紙の売りさばき 

・自動車検査登録に関するＯＣＲシートの販売 

・一般ユーザーの登録に対する助言 

 

 



 
 

その他３ 自動車共済代理所事業 

１、自賠責共済の取扱い 

 

種      別 当年度 前年度 増減 前年対比 

契 約 件 数 175 件 862 件 ▲687 件 20.3% 

※令和 4 年 4 月より北海道自動車共済自賠責担当職員来所（常駐） 

  以後、当協会で行っていた自賠責共済代理所業務を委託 

 

 法人会計事業  

 

法人会計に属する事業 

 

１、各種表彰事業 

・会員及び会員事業所の従業員に対する優良運転者表彰 

   １０年以上の部 ２４名 ２０年以上の部 ７名 ３０年以上の部 １０名 

・優良整備管理推進事業所表彰 

 トラック関係  有限会社丸高産業 本社営業所 

 ハイヤー関係  まりも交通株式会社 

・優良整備管理者の表彰 

 島  公之 （有限会社丸高産業 本社営業所） 

 小国 久夫（まりも交通株式会社） 

 

２、信販会社の書類交付に関する業務 

・信販会社が所有権を持つ自動車の登録に関する委任状及び印鑑証明書等の書

類を交付した。 

 
 当年度 前年度 増減 前年対比 

件  数 1,459 件 1,555 件 ▲96 件 93.8% 

 

・書類の保管、管理及び受払台帳の作成 

 

３、登録書類の送付に関する業務 

・ＦＡＸ等で送付された登録書類、希望ナンバーの書類の受付保管業務 

 

４、公益財団法人釧根地区交通育英会の事務受託に関する業務 

公益財団法人釧根地区交通育英会の事務を受託し、奨学生の募集、奨学金の

給与、寄附募金の収受、会議の開催、官公署への届出等全ての事務を行った。  


