
１．2019年度 事業計画 

 

１）2019 年度事業計画概要 

（１）商用車市場動向 

2018年度は米国と北朝鮮との緊張が高まるなか、初となる米国、北朝鮮による首脳会談が行わ

れ、両国首脳間で朝鮮半島の完全な非核化に向けた取組みを行うことが確認された。しかし、2019

年 2 月の第 2 回会談では共同宣言に至らず物別れに終わり、朝鮮半島の非核化は見通せない状況

となっている。また、中国の 2017年対米貿易黒字額が過去最高を更新するなか、米国が緊急輸入

制限の発動、その後の追加関税措置の発動によりいわゆる米中貿易戦争にまで発展した。このこ

とは 2 国間に留まらず我が国も含めグローバルでの経済情勢に悪い影響を及ぼした。欧州では英

国のＥＵ離脱交渉が難航し、フランスではマクロン大統領の政策への抗議行動により、政策の見

直しを余儀なくされるなど不安定な状況が続いている。こうした状況で 2018 年度の世界経済は、

当初予測を若干下回るものの 2017年度レベルを確保した。 

2018年度の日本経済は米国を中心に世界経済の回復が続いたことから底堅く推移し、特に雇用

環境の改善に伴う個人消費の安定的な推移が奏功した。また、原油安による実質購買力の向上、

そして省力化設備や東京オリンピック・パラリンピック関連を中心に設備投資が底堅く推移して

いる状況である。ただし、本格的なデフレ脱却には今暫く時間を要するものと考えられる。 

2019年度は引き続き米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱に伴う影響が懸念される。英国のＥＵ離脱

では「合意なき離脱」となった場合、通関手続き等の変更により物流の停滞が予測され英国経済

のみならずグローバルでの経済混乱に繋がる可能性もある。また、中国経済の減速は鮮明となり

世界経済への影響は大きいと予測される。 

2019年度の日本経済はグローバルな環境が不確定のため外需が多少弱まるのではないか。また、

日米物品貿易交渉(ＴＡＧ)で米国が、自動車、農産物、金融・通信などサービス貿易、為替等、

で強硬な要求を出してくる可能性も考えられる。さらに米中摩擦の激化は先が見通せず、日本経

済への影響が大きくなることが懸念される。こうしたことから日本経済は、堅調な消費・投資需

要を受けて底堅く推移すると見込まれているものの、外需の減速から景気の状況が厳しくなるこ

とが想定される。また、10月の消費税率の引き上げに伴う影響は政府による諸施策の実施で前回

の引き上げ時のような状況は回避されるものと思われるが、直近の景気動向を勘案すると消費税

率の引き上げ実施について不透明感がでてきている状況である。 

2018年度の国内商用車登録台数は、輸送系車両が前年から引き続き安定的に推移し 450千台（前

年度比 103.8％）となった。そのうち当会に関係の深い大中型車は、91 千台（同 100.4％）と 2

年ぶりの増加となった。 

2019年度の商用車需要は、緩やかな景気回復基調のもと代替需要が見込まれるものの、長期的

には社会環境変化に伴う国内輸送量の減少が想定され、国内商用車需要は横ばい、もしくは漸減

するものと考えている。 



＜取り巻く市場環境＞ 

① 2019年度の日本経済は緩やかに回復 

・10月に消費税率の引上げが予定されている中、経済の回復基調が持続するよう各種措置に

よる政策効果により我が国経済は雇用・所得環境の改善が続き、経済の好循環の進展で、

内需を中心に景気回復の見込み 

・一方、先行きのリスクとして、通商問題が世界経済に与える影響や海外経済の不確実性、

金融資本市場の変動の影響等に留意する必要あり 

② 2019年度の国内貨物輸送量は 2年ぶりのプラス（日通総研データ） 

・自動車輸送 2019 年度予測＝4,334.9 百万トン（前年度比 0.3％減、内営業用 0.5％増、自

家用 1.9％減） 

・営業用自動車輸送は、消費関連貨物が上期増加の後、下期減少となり、トータルではほぼ

横ばいで推移する一方、生産関連貨物および建設関連貨物の増加に支えられ、0.5％増と底

堅く推移し、４年連続プラスの見通し 

・自家用自動車輸送は、建設関連貨物が微増ながら、自営転換の動きに伴う消費関連貨物及

び生産関連貨物の不振などから 1.9％減とマイナスの見通し 

・物流短観で 1-3 月実績の国内向け出荷量「荷動き指数」は-6 と前期（10-12 月）実績から

15ポイント低下した。4-6月見通しでは-4と前期比 2ポイント上昇の見込み 

・景気動向指数（ＣＩ）と国内向け出荷量の推移は同傾向を示し、「荷動き指数」はマイナス

で推移してきたが、2017年 7～9月実績では 14期ぶりにプラスへ浮上し、その後プラスで

推移してきたものの 1-3月以降の荷動きはマイナスで推移の見込み 

③ 運送事業者の景況感は改善傾向(全日本トラック協会調査) 

・直近（1-3月）の景況感は▲18.1と前回から 13.3ポイントの悪化 

・「4-6月」の景況感は▲32.8と 14.5ポイント悪化する見込み 

・実働率は▲9.5（今回▲4.9）と 4.6ポイント悪化、実車率は▲9.0（今回 4.7）と 4.3ポイ

ント悪化するなど輸送効率は悪化する見込み 

・採用状況は▲9.9（今回▲4.3）と 5.6ポイント悪化することから、雇用状況（労働力の不 

足感）は 100.2（今回 90.8）と 9.4ポイント上昇し、不足感が強まる見込み 

・経常損益は、燃料コスト高、人件費上昇等の影響を受け、▲20.3（今回▲9.0）と 11.3 ポ

イント悪化し、経常損益の水準は一段と落込む見込み 

④ バス輸送業界も依然として厳しい状況 

・輸送人員は三大都市圏で 2011年度を底に増加に転じ推移しているものの、その他の地域で

は減少傾向に歯止めはかかったものの横ばいの状況 

・輸送人員が減少を続ける中で、地域の生活の足としての路線バスは、国や自治体の支援な

くして維持していくことが困難な状況が継続 

・インバウンドの増加は貸切りバス需要増につながっているものの、輸送人員増には必ずし

も結びついていない 



・バスに対する安全、信頼を回復するため、安全輸送体制の確立に向けソフト、ハード両面 

からの取組みを継続推進 

・東京オリンピック・パラリンピックに向け、競技会場輸送、外国人観光客対応、バリアフ 

リー化等への対応 

⑤ 貨物車保有台数の減少、平均使用年数の伸びは代替母数の減少に影響 

・貨物車（小型+普通）保有台数（2018 年 10 月末）は約 11 千台増（対前年比 0.19％増）の

5,883千台と 1991年度以降減少し続けていたが、2013年度からは横ばいとなり、直近では

微増で推移 

・普通貨物車の平均使用年数は 2017年から 0.44年伸び 17.15年と過去最長を 6年連続で更 

 新 

⑥ 2003～6年のＮＯｘ・ＰＭ法適用に伴う特需の代替需要継続 

・普通貨物車の平均使用年数は約 17年であり、営業車に加え自家用車の代替も進展する見込

み  

⑦ 物流総合効率化法に対応した輸送網の集約、更なる共同配送等の推進及び汎用車化の進展 

・営業車比率は生産関連貨物、消費関連貨物で増加、さらにレンタカー増加、実車率向上の

ため、汎用車化が進展 

・省エネ、積載効率向上のため更なる軽量化の進展と労働力確保に向けた省力化の推進 

⑧ シャシメーカーの海外進出は進展（新興国中心） 

・シャシメーカーはアセアン、中国を中心に海外現地生産を着実に推進し、さらに中近東、 

アフリカ、北米での事業展開を計画 

・輸出地域毎の仕様最適化（新興国のローコスト仕様車等）の強化 

・海外での架装は現地架装メーカーが大半を担当 

 

（２）車体業界の動向 

2018年度の架装メーカー生産台数（非量産車）は 187,469台（対前年度比 99.0％）と 3年ぶ

りに前年度を下回った。これは特装車が 4 年ぶりの前年度超え、平ボデートラックが 2 年連続

の前年度超え、トレーラが 6 年連続の前年度超えとなったものの、これまで好調が継続してい

た台数規模が大きいバンが 7 年ぶりの前年度割れとなったことによるものである。世界経済が

保護主義的政策に影響される可能性が懸念される中、輸出産業の減速も考えられるものの、国

内経済は個人消費や民需に支えられ引き続き緩やかな成長が見込まれる。一方、貨物輸送量の

漸減、保有台数の減少、使用年数の長期化、さらにメーカー標準車の増加等は、車体業界に中

長期的な影響を及ぼすことが懸念される。 

＜考慮すべき経営環境＞ 

① 需要増減への対応を考慮した企業体質強化 

・東京オリンピック・パラリンピックの準備等への適切な対応とこれら時限的な需要に対す

る反動減への対応 



・リーマンショック後の経験を踏まえ、中長期視点での企業体質改善と強化の継続 

② お客様要求の高度化、多様化、及び先進技術（ＩｏＴ（Internet of Things）、ＡＩ等） 

への対応 

・低価格要求：コスト低減策の推進（部品の共通化、流用技術の推進） 

・省燃費＆高積載量：軽量化及び走行性能向上を図る最適設計技術の推進と新材料の採用 

・環境対応：ハイブリッド化、電動化、３Ｒ等の推進 

・商品力競争：輸送の高品質化、汎用積載化、積載効率アップ、荷役省人化 

③ 安全に関する市場要求レベルの高まり 

・使用期間の長期化に適切に対応したお客様への安全・安心確保策の推進 

・会員のリコール、ＰＬ情報の展開と自社製品への反映 

④ グローバル化進展への対応 

・海外メーカーの日本進出：一部特装車や大型バス 

・現地生産化：シャシメーカーの進出に合わせ架装メーカーの新興国進出（技術提携や合弁） 

⑤ シャシメーカーの完成車ビジネス強化への対応 

・付加価値確保、量産での納期短縮、生産負荷が高い場合の負荷低減等を目的としたシャシ 

メーカーでの完成車ビジネスは今後も進展 

・シャシメーカーがお客様の要望に対応出来ない特徴的な商品の開発・提供とシャシメー 

カーに劣らぬ品質確保 

⑥ 中小企業経営におけるＣＳＲ対応、リスクマネジメント体制整備 

・社会環境の変化に応じた適切な対応を図るための、更なる仕組みの充実と確実な推進 

  

（３）当会会員状況 

① 会員数 

・正会員は 2018年度に 4社入会、3社退会し、194社 

・準会員は 5社入会、2社退会し、100社、  合計 294社 

・入会目的は法規情報、業界情報入手への期待が大きく、期待に応える必要あり 

 ② 生産台数 

2018年度…委託含む全会員＝2,334千台（前年度比 102.9％） 

 うち非量産車＝187千台（同 99.0％）とほぼ前年水準を維持 

③ 売上高（2018年度調査は 2017年度売上） 

 生産委託会社を含む全会員の車体部門売上＝5兆 7,927億円（前年度比 101％） 

 うち非量産車製造会社＝7,579億円（同 102％） 

 景況指数（増収会社率－減収会社率）は 12.4（同-8.8）となったものの経営状況は安定的 

に推移 

④ 従業員数（正社員） 

生産委託会社を含む全会員の車体部門従事正社員＝43,800人（同 100.2％） 



うち非量産車製造会社＝14,129人（同 101.2％） 

 

（４）車体工業会 2018 年度活動実績と課題 

会員企業の技術レベルアップ支援活動として技術的困りごとへの法規対応、中小会員支援活

動、中長期課題への対応は計画どおり進めることができた。 

 

4-1. うまくいったこと 

(1)法規関係への対応 

   技術的規制項目で業界や社会的メリットにつながる適用基準の適正化要望、及び協定規則

改正提案への対応など着実に推進した。 

① ＵＮ―Ｒ３４適用後の燃料タンクの取扱いについて関係機関と調整し、内容を会員及び

ユーザーへ周知（第 1弾:継続生産車､ 第 2弾:新型車） 

② 法定点検項目の追加に関する国土交通省令の施行に合わせ、「ツールボックス」の具体的事

例を関係機関と調整し、内容を会員及びユーザーへ周知 

③ ＵＮ―Ｒ５１（騒音規制）適用後の排気管の交換等の取扱いを明確にし、当会要望を消音

器の基準適合性に関する通達の改正に反映 

④ 国交省主催のスワップボディコンテナ車両利活用促進に向けた検討会に参画しガイドライ

ン作成に協力 

(2)環境意識の醸成 

① 産業廃棄物削減に向け会員様の困りごとに対して、会員と環境委員会委員が一体となった

改善活動の推進 

② ＣＯ２排出量削減に向け省エネ法に基づく第二種指定事業者への支援活動をスタート 

(3)中長期的課題への取組み 

① 架装物の安全点検制度の運用拡大 

② 中小会員の課題解決に向け、中小会員ネットワーク強化ＷＧでの調査及び方策論議 

(4)当会活性化 

① 会員数は正会員、準会員ともに増加 

② イベント参加者数の増加（通常総会、秋季会員大会、技術発表会、賀詞交歓会等）及び参

加者の満足度向上 

 

4-2. うまくいかなかったこと、課題 

以下については推進したものの目論みどおり進められたとは言えず、課題が確認でき、進め方、

方策を見直していく。 

(1)中央業務委員会（中小企業経営支援） 

・中小会員支援策の充実に向け、部会活動と連携した要望事項の収集と横展開 

・コンプライアンス意識醸成活動の更なる充実に向けた支援活動の推進 



(2)中央技術委員会 

・架装物の安全点検制度の運用拡大と関係者への理解、周知活動の継続推進 

・法規制等への適用基準の適正化検討、推進における関係官公庁との相互理解活動強化 

・部会活動活性化による調査研究テーマの更なる質の向上と成果の充実 

(3)環境委員会 

・環境・新環境基準適合ラベル取得促進支援と適切かつ有効なＰＲ活動の推進 

・産業廃棄物減量化及びＣＯ２削減に向け、会員、環境委員会委員が一体となった活動の 

推進 

(4)事務局強化活動（会員満足度向上） 

・業務の効率化と質向上に資する項目の継続した洗出しと基準書、業務マニュアルの新規作 

成と継続的改訂 

・講演会・見学会の更なる充実に向けた情報収集活動の強化と企画立案 

(5)会員数の増加 

・本部と支部、及び部会と連携した地域会員、非会員への勧誘活動の継続 

・非会員情報（リスト）の継続的見直しとフォロー 

 

4-3. 主要活動項目の進捗結果 

 2018年度の活動を通じ成果が得られたものの、課題も確認できた。 

(1)安全対応活動：○ 

・法規改正への当会意見反映については、適用基準の適正化等、関係団体と連携し着実に 

取り組んだものの、更なる充実に向けた取組みの検討、推進 

・調査研究に関わる基準化・標準化の推進では 14項目に取り組み、ＪＡＢＩＡ規格制定 4件、

改正 7件と計画どおり進捗 

・調査研究に関しては、進捗確認と情報の共有化のため計画時点での内容、及び中央技術委 

員会で議論しているものの、更なる論議の充実が必要 

(2)環境対応自主取組みの推進：○ 

・産業廃棄物減量化への取組み、環境・新環境基準適合ラベルの取得推進、ＣＯ2削減等で個

社の課題を確認し、部会と連携のうえ、個社と環境委員会委員が一体となり活動を推進 

(3)中小企業支援活動の推進：△～〇 

・中小企業でのコンプライアンス経営の実態把握は回答率 100％を達成したが、意識醸成、

各種規定制定に向け実効に繋がる支援活動の検討、推進 

・中小企業支援策に繋がる要望事項の収集、論議の充実と支援活動の推進 

・安全衛生活動では自社の安全衛生活動における「気づき」に主眼をおいた事例の会員展開

を推進してきたが、会員における活用状況等の実態把握が必要 

(4)活性化活動の継続推進：○～△ 

・支部連絡会での共通テーマでの議論の活発化、支部毎の良いとこ取り活動の範囲拡大が 



図られてきているが、更に地域の特性を生かしながら各支部への横展開の推進が必要 

 

 

（５）2019 年度重点活動項目 

＜これまでの活動総括＞ 

① 一般社団法人への移行を機会に「会員メリットに直結する事業最優先」の考えで、更に技術

的活動の充実を図り、法規対応等で成果に繋げられた。 

② 会員数や当会行事への会員参加数の増加は、活性化のひとつの指標。 

  → 特に非会員の入会目的では当会からの情報提供や会員相互のコミュニケーションへの期

待が大きく、入会後の当会活動への参画も積極的であり、これらに応えるため更なる満足

度向上のため内容の充実を図る。 

③ リーマンショック後の景気回復局面では、東日本大震災の復興需要や東京オリンピック・パ

ラリンピックの開催準備の等、時限的な需要に支えられた。2025年には大阪・関西万博が開

催されるものの、景気動向は中長期的には不透明である。短期的には国内景気は穏やかな回

復基調との見通しであるが、環境変化を的確にとらえ、車体業界の成長を確かなものにして

いくことが必要であり、自社の成長戦略に基づく取組みの推進が重要。 

 

＜2019 年度主要活動項目（案）＞ 

これまでの重点活動項目（４項目）による取組みが成果に繋がっており、それらを踏襲したうえ

で会員要望や取り巻く環境を考慮した活動とする。 

(1)安全対応活動の推進  

① 架装車に最適な車両法規改正提案と決定事項の円滑な対応 

② 車体に関する規格化、基準化推進 

③ 使用過程車の安全確保策と保守点検の啓発活動 

④ 技術的調査研究の共同実施、共同開発、部品共通化の推進 

⑤ 会員企業の技術レベルアップ支援活動 

⑥ 架装物の安全点検整備制度の運用（点検整備推進分科会活動） 

 

(2)環境対応自主取組みの推進  

① 架装物リサイクルに関する自主取組みの推進 

・商用車架装物リサイクル自主取組みの継続的推進 

・環境負荷物質フリー宣言１００％の継続及びフォローアップと支援活動の推進 

・環境・新環境基準適合ラベルの取得と普及促進活動の推進 

② 生産活動に伴う環境対応の継続的推進（ＣＯ２，ＶＯＣ，産業廃棄物） 

③ 環境対応技術等の会員支援の更なる充実 

④ 環境保全への意識啓発や当会環境活動ＰＲの充実 

中央技術委員会／各部会 

環境委員会／各部会 

中央技術委員会／分科会 



 

(3)中小企業支援活動の推進 

① 部会活動と連携した要望事項、困りごとの収集及び 

対策状況の共有と今後の景気後退に備えた支援策の推進 

② 中小企業経営に関する有用な情報の調査と展開 

③ リスクマネジメント体制整備とコンプライアンス経営支援策の推進  

④ 中小会員ネットワーク強化ＷＧ活動の推進と情報展開 

⑤ 安全衛生活動に寄与する情報収集・発信と支援 

 

(4)活性化活動の継続推進   

① 車体業界の社会での認知度向上 

  ・東京モーターショーを含め、認知度向上のためのイベント参加等の検討 

  ・広報活動の充実 

② 部会活動充実  

  ・部会単位での業界連携の仕組み検討 

③ 支部活動の充実  

  ・支部活動のあり方検討、支部毎の良いとこ取り活動の推進 

④ 事務局体質強化活動 

  ・会員満足度向上活動を通じた事務局強化 

中央業務委員会/事務局 

事務局/委員会/部会/支部 

事務局/ＷＧ 


