
１．2022年度 事業計画 

 

１）2022年度事業計画概要 

（１）商用車市場動向 

2021年度は前年からの世界的な新型コロナウイルス感染症が、更に拡大し、引き続き国際社会、

世界経済に影響を及ぼした。感染状況の回復がみられる地域では経済活動が回復に向かうものの、

物流状況の回復遅れ、そして世界的に半導体の供給が滞るなど、一部地域での感染拡大が部品生

産に影響し、サプライチェーンの混乱につながった。これにより、各種電子、電気部品をはじめ、

様々な分野で生産活動の見直しを強いられることとなった。また、行動制限措置の長期化により、

Ｋ字回復の様相も長期化し、原油等の資源価格の高騰を背景に、先進国ではインフレ上昇テンポ

が加速した。製造業以外でも、コロナ禍が長期化する中、宿泊・外食・交通・エンターテインメン

トといった産業では、厳しい経営環境が継続している。このように、コロナ禍は国内外の経済・

社会に多大な影響をもたらし、ワクチン接種が進んだものの、新種の株の発生が引き続き影響し

社会経済活動の本格的な正常化は見通せない状況である。 

2021年度の日本経済は、新型コロナウイルスの影響で当初の想定に対し、個人消費を中心に一

時的に停滞する懸念が高まった。7～9月期については、感染第 5波の拡大と緊急事態宣言の発出

により引き続き個人消費の減少が見込まれたものの、企業の設備投資意欲が強いことから、景気

の緩やかな持ち直しが期待された。ただし、業種間で景況感は大きく異なり、原材料価格、燃料

費の高騰が継続し、年度後半にかけては顕著な回復はみられず、横ばいもしくは悪化の状況で 

あった。 

2022年度は、グローバルでの新型コロナウイルス感染症への対応で経済活動とのバランスを考

慮した取組みが想定されるものの、ロシアのウクライナへの侵攻の行方については予断を許さな

い状況であり、国際社会への影響を考慮するとグローバル経済を見通すことは難しい。 

2022年度の日本経済は、引き続きの新型コロナウイルス影響に加え、ロシアのウクライナへの

侵攻の今後の状況次第では更なる影響も考えられる。早期の解決を期待するものの、状況によっ

てはグローバル経済、安全保障上の問題が大きくなり、日本経済への影響が更に拡大し、回復に

は、時間を要するものと考えられる。 

2021年度の国内商用車販売台数は、輸送系車両（普通貨物＋小型貨物）が 3年連続で前年を下

回る 368 千台（前年比 93.1％）となった。そのうち当会に関係の深い大中型車は、77 千台（同

90.0％）と 2年連続で前年を下回った。 

2022年度の商用車需要は、一定の代替需要に対し、新型コロナウイルスの状況、国際情勢、そ

して社会環境変化に伴う国内輸送量の減少も考えられ、漸減が見込まれる。 

    



＜取り巻く市場環境＞ 

① 2022年度の日本経済は不透明さが増大 

 ・ロシアのウクライナへの侵攻に関連し国際情勢の好転は見通せず 

・今後も新型コロナの感染再拡大の程度によっては、経済活動の抑制などを通じて景気が下 

押しされる可能性があるものの、コロナワクチン接種の普及や新生活様式の定着などを受

け、日本においては、新型コロナによる景気に対する悪影響は徐々に低下 

 ・経済活動の正常化が期待される中で、実質経済成長率は約 3％増と前年度より若干加速する 

と予測されているものの、政府の消費喚起策の有効性や感染再拡大により、再び下押しさ

れるリスクが懸念 

② 2022年度の国内貨物輸送量は２年連続のプラスも、コロナ前の水準までは戻せず 

（日通総研データ） 

・自動車輸送 2022年度予測＝3,884.0百万トン（前年度比 1.3％増、内営業用 2.2％増、自家 

用 0.6％減） 

・営業用自動車の 2022年度は２年連続のプラス 

・自家用自動車の 2022 年度は全品類のマイナスが見込まれ、２年ぶりにマイナスに反転し、

全輸送機関の中で唯一のマイナス 

③ 運送事業者の景況感(全日本トラック協会調査 2022年 2月 14日公表) 

 ・2021年 10-12月期は改善傾向となったものの、燃料価格が 2021年 1月初めを底に値上が 

りに転じ、2022年 3月以降高止まりの状況で景況感は悪化の見込み 

 今回（2021年 10-12月） 今後の見通し（2022年 1-3月） 

景況感 ▲21.0（前回比 7.7 ポイント改善） ▲36.1（今回比 15.1 ポイント悪化見込み） 

輸送

効率 

実働率 ▲ 7.9（前回比 2.1 ポイント改善） ▲19.3（今回比 11.4 ポイント悪化見込み） 

実車率 ▲ 7.7（前回比 4.0 ポイント悪化） ▲19.3（今回比 11.6 ポイント悪化見込み） 

採用状況（労働力）  0.7（前回比 1.6 ポイント上昇） ▲ 8.8（今回比 9.5ポイント低下見込み） 

経常損益 ▲47.9（前回比 15.2 ポイント悪化） ▲58.9（今回比 11.0 ポイント悪化見込み） 

④ バス輸送業界も依然として厳しい状況 

・乗合バスの輸送人員は、2020年 4月以降の新型コロナウイルス感染症拡大による影響で 

2019年比は大幅に減少し、2021年は 4月から 9月に回復基調となったものの、年末にかけ

再び減少 

・これまで輸送人員が横ばいで推移する中で、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更に拡大 

・2021 年は新型コロナウイルス感染症が収束せず訪日外国人が 4 月から 12 月合計で前年比

約 39％と大幅の減少 

・バスにおける感染症拡大防止策の徹底やバスの安全輸送体制の確立に向けソフト、ハード

両面からの取組みは継続推進 

 



⑤ 貨物車保有台数は 2016年以降の横ばいから微増 

・貨物車（小型+普通）保有台数（2021年 10月末）は約 22千台増（対前年比 0.38％増）の 

  5,946,816台と 2016年以降の横ばい傾向が 2013年度からは漸増となり、直近では微増で 

 推移 

・普通貨物車の平均使用年数は 2020年から 0.28年伸び 17.99年と過去最長を 9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概ね一巡 

・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概ね一巡し落 

ち着く見込み  

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 

・営業車比率はドライバー不足の影響もあり、生産関連貨物、消費関連貨物で増加、更にレ 

ンタカー増加を踏まえ、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） 

・新型コロナウイルスの世界的な感染の収束が見通せない中、積極的な海外進出の進展はみ 

られないものの、今後も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、更に中近東、アフリカ、北米での事業展開計画を推進の見込み 

・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 

2021年度の架装メーカー生産台数（非量産車）は 147,065台（対前年比 90.7％）と 4年連続

の前年割れとなった。これは新型コロナウイルスの感染拡大が社会システムや人々の生活に大

きな影響を及ぼし、新生活様式が定着し、物流が変化したことに加え、グローバルなサプライ 

チェーンの混乱が半導体の供給不足、その他関連部品の納入遅れにつながり、原材料価格、 

燃料費の高騰が更に拍車を掛けることとなった。年初には経済がリーマンショック後と比較し

急回復するとの見方もあったが、コロナ禍の影響は経済活動を停滞させ、真の回復までは時間

を要するものと思われる。また、これまでの貨物輸送量の漸減、使用年数の長期化、さらに 

メーカー標準車の増加等は、今後も懸念され、車体業界に中長期的な影響を及ぼすものと考え

られる。 

＜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 

・「2025大阪・関西万博」の準備、公共投資等への対応とこれら時限的な需要に対する反動減

への適切な対応 

・リーマンショック後の経験を踏まえ、新型コロナウイルス感染状況を見据えた中長期視点

での更なる企業体質改善と強化の継続 



・ＣＮ実現に向けた取組み 

 ・ビジネスモデル、業務プロセス、企業文化・風土等を変革し、更なる競争力強化を図るた 

めＤＸ（Digital Transformation）の推進 

② お客様要求の高度化、多様化、及び先進技術（ＣＡＳＥ、ＭａａＳ、ＩｏＴ（Internet of  

Things）、ＡＩ等）への対応 

・低価格要求：取り巻く環境を踏まえたコスト低減策の推進（部品の共通化、流用技術等に 

おける協業活動の推進） 

・省燃費＆高積載量：軽量化およ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 

・新技術、環境対応：ハイブリッド化、電動化、３Ｒ、ＣＮ等への対応 

・商品力強化：輸送の高品質化、汎用積載化、積載効率アップ、更なる安全・安心な荷役省人

化の推進 

③ 安全に関して市場要求レベル高まり 

・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 

・自動運転技術の進展等への適切な対応 

・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：一部特装車や大中型バス 

・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 

・量産での納期短縮、更なる生産性向上のための架装メーカーとの連携強化、およびシャシ 

メーカーによる付加価値確保等を目的とした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 

カーに勝るとも劣らぬ品質の確保 

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、ＳＤＧｓへの取組み 

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

  

（３）当会会員状況 

① 会員数 

・正会員は 2021年度に 8社入会し、3社退会し、 205社 

・準会員は 4社入会、1社退会し、        104社    合計 309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 

2021年度…委託含む全会員＝1,897千台（前年比 89.3％） 

  うち非量産車＝147千台（同 90.7％）と約 15.1千台の大幅な減少、2017年をピークに漸減 

③ 売上高（2021年度調査は 2020年度売上） 

  生産委託会社を含む全会員の車体部門売上＝6兆 3,136億円（前年度比 98.0％） 



  うち非量産車製造会社＝6,772億円（同 89.7％） 

  景況指数（増収会社率－減収会社率）は-23.2ポイント（同-33.3）と大幅な低下 

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＝46,765人（同 96.8％） 

うち非量産車製造会社＝15,940人（同 101.8％） 

 

 

（４）車体工業会 2021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。また、ＣＮへの対応では、専門委

員会を設置し、会員の現状把握に基づき、勉強会開催、各種情報発信を行うとともに、委員会、

部会横断的活動に取り組み、ＣＮへの理解度向上等を図ることができた。。 

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 「Ｒ１５８後退時車両直後確認装置」について自動車技術総合機構、自工会、当会と協議を 

行い、カメラ/モニターエントリーリストをベースに審査検査を行うことを合意、及び検査提

出書面（後退時車両直後確認装置の技術基準等適合確認書）に当会意見を反映 

② 多仕様自動車全幅諸元値超え時の「Ｒ４６後写鏡（間接視界）に関する基準」の新規検査対

応について、自動車技術総合機構、自工会と協議を行い合意、会員展開実施 

③ 新規検査等届出書第 1号様式(その 1)別紙について、改善対応及び検査効率化を図った改訂

内容を自動車技術総合機構と合意、会員展開実施 

(2)環境意識の醸成 

① 環境基準適合ラベル取得促進では、新たなワーキング活動で会員支援の強化等を図り、環境

基準、新環境基準適合ラベルの取得を拡大 

② 会員へのアンケート結果に基づき、取得にあたり車工会への支援を希望される会員を対象と

した取得講習会では、最近取得された会員に協力頂き、取得時の困りごとへのアドバイスや

取得後の状況について双方向コミュニケーションで理解を深め、取得準備の促進に寄与 

③ 2020 年は新型コロナウイルス感染拡大で中止した「ＣＯ2･産業廃棄物低減一元支援活動」

を 4 社対象に実施 

(3)中長期的課題への取組み 

① ＣＮ実現に向けた活動の推進 

② 架装物の安全点検制度の登録普及活動の着実な推進 

③ 自動車業界 5 団体による会員支援活動の推進 

 



(4)当会活性化 

① 会員数は正会員、準会員ともに増加 

② 新型コロナウイルス感染防止の観点から Web 併用で開催したイベントへの参加者数の増加

（通常総会、秋季会員大会、技術発表会、講演会等）、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コロナ禍の影響もあり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） 

・新型コロナウイルス感染拡大等、取り巻く環境変化についての情報収集とそれらに伴う会 

員の困りごと把握、そして迅速な対策につなげるため、更なる部会との連携強化 

・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とフォロー 

(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と点検実施率の 

向上 

・ウイズコロナを前提に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

相互理解活動の推進 

・更なる部会活動活性化、中央技術委員会論議による調査研究テーマの質向上と成果の充実 

(3)環境委員会 

・既取得会員の協力も得て、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 

・ＣＯ２削減、産業廃棄物減量化取組みにおける 2025･2030年当会目標達成に向けた活動の推

進とＣＮ活動と連携した新たな 2030年目標の検討、設定 

・関連団体と連携したＣＮへの取組み推進 

(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、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、及びウイズコロナ

における運営の検討と推進 

(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 

 

4-3. 主要活動項目の進捗結果 

 2021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、更なる充実に向け検討、推進 

・調査研究に関わる基準化・標準化の推進では、11 項目に取り組み、ＪＡＢＩＡ規格制定 

1 件、改正 4 件と計画どおり進捗。なお、共通化 1 件は新型コロナウイルス感染拡大で 2020

年度に合同試験を開催できず 2021 年度へ繰越し、計画通り完了 

・調査研究に関しては、進捗確認と情報の共有化のため中央技術委員会で論議しているもの

の、更なる充実が必要 

(2)環境対応自主取組みの推進：○ 

・環境・新環境基準適合ラベルの取得促進では、講習会で既取得の会員の協力を頂き、実体 

験として取得時の取組み、取得後の自社の状況を共有させていただき、取得にあたり支援

を希望される会員の理解を現地現物の感覚で深められ、受講後の個社取組みに寄与 

(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意識の醸成、各種規定制定に向けた支援活動については企 

業行動憲章作成マニュアルによる未制定会社のサポートとして「経営トップのための『行

動憲章』策定のポイント」を展開。引き続きフォローが必要 

・新型コロナウイルス感染症に関連する困りごとに対する中小企業支援策の推進 

・現地現物による技能系社員研修の実施方法等の検討 

・安全衛生活動では会員へ情報展開後の活用状況等の確認 

(4)活性化活動の継続推進：△～〇 

・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

られてきているものの、新型コロナウイルス感染症の状況で各支部とも活動が制約されて

おり、ウイズコロナ前提での地域の特性を生かした取組みの各支部への横展開が必要 

 

 

（５）2022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（2011年 4月）を機会に「会員メリットに直結する事業最優先」の考 

えで活動を推進し、更に技術的活動の充実を図り、法規対応等で成果につなげられた。 

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、新型コロナウイルス感染拡大時

及び今後想定されるウイズコロナ等を踏まえ、これらに応えるため更なる満足度向上のた

め内容の充実とともに運営の見直し、改善を図る。 

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、新型コロナウイルス感染の収束や対策の効果等の確認、検証には未だ

時間を要する。また、国際情勢を見通すことは難しく予断を許さず、景気動向は短期及び中

長期的にも不透明である。こうした状況だからこそ、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、ウイズコロナを踏まえ、自社の成長戦略に

基づく取組みが重要。 

 

＜2022年度主要活動項目（案）＞ 

これまでの重点活動項目（４項目）は車工会活動の柱であり、それぞれの取組みが成果につな

がっている。したがって、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。さらに、2021 年度から活動を開始したＣＮに関する取組みは、本部委員会、部会、支部活動

を横断的にとらえたものであり、これまでの重点活動 4 項目に加え、独立し設定する。 

 

(1)ＣＮ対応 

① 本部委員会と連携した、業務軸・技術軸の課題、 

会員の困りごと把握・対応検討・推進 

② 関連委員会と連携し、個社のＣＮ取組みにつなげるためのＣＮ取組み事例の収集・展開と 

会員ニーズを踏まえた勉強会の推進 

③ 自動車 5 団体ＣＮ活動の情報展開 

④ 関連委員会と連携した会員の各種ＣＮ取組み支援の推進 

 

(2)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 ＣＡＳＥ等新技術、ＣＮに対応すべく必要に応じ外部とも連携し、会員企業の技術レベル 

アップ支援活動の推進 

 ・ＣＳ／ＳＵ＆コネクテッド対応検討の推進 

 ・架装物動力源対応検討の推進 

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） 

 

(3)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における他委員会と連携した易解体性の追及／循環 

素材の調査と推進 

・環境負荷物質フリー宣言１００％再達成に向けフォローアップと支援活動の推進 

中央技術委員会／各部会 

環境委員会/各部会 

ＣＮ専門委員会/各委員会・部会・支部 

中央技術委員会/分科会/ＷＧ 



・環境・新環境基準適合ラベルの取得と普及促進活動の継続推進 

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） 

 ・産業廃棄物減量化の 2025 年、2030 年当会目標達成に向けた対策検討と推進 

 ・ＣＯ２削減については、ＣＮへの対応を踏まえ、ＣＮ専門委員会と連携し 2020 年設定の 

当会 2025 年、2030 年当会目標の見直しと推進 

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 

 

(4)中小企業支援活動の推進 

① ＣＮ推進上の課題集約と対応 

② 自動車業界５団体による会員支援活動の推進と情報展開 

③ 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景気状況の変化に対応

した支援策の推進 

④ ＳＤＧｓ実施方針に基づく「働き方改革」の実践状況の調査と困りごと解決に向けた支援の

継続 

⑤ 中小企業経営に関する有用な情報の調査と展開 

⑥ リスクマネジメント体制整備におけるコンプライアンス経営支援として「経営トップのため

の『行動憲章』策定のポイント」等による規定制定支援の継続  

⑦ 中小会員ネットワーク強化ＷＧ活動の推進と情報展開 

⑧ 安全衛生活動に寄与する情報収集・発信と支援 

⑨ 中小会員を対象とした「現地現物による技能系社員研修」の開催 

 

(5)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 

② 広報活動の充実 

 ・ホームページ全面リニューアル後 2 年間の状況を踏まえた改善推進 

 ・会員がＣＮ対応の際に支援につながるＣＮ専用ホームページの開設 

 ・自動車業界５団体活動の積極的展開 

③ 部会活動充実  

 ・部会単位での業界連携の仕組み検討 

④ 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 

⑤ 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 


