
令和元年 子どもの居場所連絡協議会 県南地区ネットワーク会議

『負の連鎖を断ち切るには

子どもたちに夢と希望と明確な

就業意識を』

特定非営利活動法人自動車流通市場研究所
（令和元年11月22日設立）

理事長 中尾 聡

令和元年12月14日(土)
13：30～16：30
小山市保健福祉センター3階 大会議室



特定非営利活動法人 自動車流通市場研究所とは

２

子どもの居場所連絡協議会 県南地区ネットワーク会議

この法人は、貧困や、ネグレクトで居場所のない子供たち
に対して、包括的支援を行っている施設と連携し、この子
供たちの就業意識が高まり、夢と希望が持てるような自動
車関連企業の職場体験学習や、また自動車に関する知
識や技術を学ぶ機会を定期的に（毎月1回）開催しま
す。それを通じて、自動車業界へ興味を持ち、就職を希望
する子供たちには、義務教育以降の就学支援をしていき
ます。そして最終的には自動車業界への就業を支援する
ものです。一方、その受け皿となる自動車業界の成長と発
展のための各種活動も実施します。こうして子供たちと自
動車業界の懸け橋となり、この子供たちが貧困の連鎖を
断ち切り、豊かな社会生活の実現を推進することを目的と
しています。
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設立に至る経緯

理事長の中尾は、これまでロータリークラブの活動を通し
て、また個人としても、地元で活動されている「さくらネット
小山さん」と「ビリーブさん」の応援をさせていただいておりま
した。そのような中、ちょうど、昨年のこの会議にロータリーク
ラブのメンバーとして参加させていただいたのですが、その中
で「これまで応援してきたことが適切であったのか」「もっと自
分にできることがあるのではないか」と考える良い機会になり、
以前から、いつかは子供の貧困対策には本腰を入れて取
り組みたいという気持ちがありましたので、本年9月末日を
もって、39歳で起業して以来、19年間携わっていました
企業経営から退き、思い切って意を同じくするメンバーとと
もに当法人を立ち上げた次第です。
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具体的な活動事業

特
定
非
営
利
活
動
に

係
わ
る
事
業

貧困や、ﾈｸﾞﾚｸﾄで居場所のない子供たちと自動車業界企業との交流事業

職場の見学や体験学習の定期開催事業

高校･専門学校･大学就学の支援事業

自動車業界への就職斡旋事業

貧困や､ﾈｸﾞﾚｸﾄで居場所のない子供たちに関する情報の収集･提供

そ
の
他
の
事
業

自動車関係企業･団体へのｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ事業

自動車関連情報媒体への執筆事業

自動車関係企業･団体への講演事業

自動車関連企業･団体への各種研修事業

中古車輸出WEBの運営ｻﾎﾟｰﾄ事業
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人口減少、少子高齢化の中で、
地域社会が取り組まなければならない喫緊の課題

人口 出生数 死亡数 自然増減

1884年（明治17年） 37,962,000人 975,000人 705,000人 +270,000人

1948年（昭和23年） 80,010,000人 2,711,000人 1,768,000人 +1,490,000人

2018年（平成30年） 126,496,000人 918,397人 1,362,482人 ▲444,085人

49年後（2057年） 81,355,000人 456,600人 1,555,000人 ▲1,099,000人

出生数＆死亡数の推移からみた人口減少
2001年vs2017年免許人口比較からみた少子高齢化

2001年 850万人
2017年 566万人

16歳
｜

24歳

65歳
以上

2001年 765万人
2017年 1,818万人

・2018年、出生率は1.43人とわずかに改善されたものの、生まれた子供の数は91万8397人と過去最低を更新。100万人割れは3年連続
・過去100万人を割ったのは、実に135年前の明治17年まで遡る
・1996年、ほぼ人口が同じであったパキスタンは2017年2億人を突破
・2015年発表の子どもの貧困率は13.9％で、前回（2012年）16.3％と比較すると改善はみられたが、世界的には未だに低レベル注目POINT

ここが課題！ 日本の未来を担う子供たちの数が年々少なくなっているのに対し、貧困に喘ぐ子供たちは、未だに6人に一人といった現状。このような
子ども達を一人でも少なくしていくために、地域の行政や企業が積極的に取り組んでいかなければならないのでは。



11：05～11：25 名刺の授与・名刺交換体験(※1人1体験)
11：25～11：45 オークションブース見学、POS体験
11：45～12：00 ８F受付ブース、役員会議室又は社長室見学
12：00～12：15 当社デフアスリート挨拶(2名)
12：15～13：00 昼食(食事後半にデフアスリートが席を周って交流)
13：00～13：15 終了証書・プチギフト贈呈
13：15～13：25 写真撮影・終わりの挨拶
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今後の具体的な活動予定
2019年12月26日（木）第一回「自動車業界わくわく体験・見学ツアー」

デフアスリート社員とは？

【開催内容】

【株式会社オークネット様で開催】

・社会人の基本となる「名刺交換」を体験⇒将来のイメージを膨らませる。
・中古車オークションブースでのセリ体験(POS)⇒ゲーム感覚でセリ体験をする。
・中古車が情報だけで売買されている歴史についても紹介
・デフアスリート社員紹介
⇒「困難を乗り越えて挑戦する」彼らを通じて夢や希望をもって、努力し諦めない大事さを学
ぶ（好きな事、得意な事を見つけて伸ばしていきたい）

東京に本社を置き、中古車・バイク・花き･中古PC･中古ブランド品
などのインターネットオークションを運営する会社です。
（東証一部上場企業）

体験できることと期待する効果（想い）

オークネットとは？

タ
イ
ム
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル

聴覚障がい者、英訳するとdeaf(デフ)、
聴覚障がい者のスポーツ選手をデフアスリートと言います。
東海林さんは、2019年デフフットサルワールドカップ日本代表キャプテンに選ばれ
る実力者。

東海林 直広さん
生年月日：1992/08/26
所属チーム：AVASOL/さいたま(埼玉県1部)

勤務先：株式会社オークネット



7

子どもの居場所連絡協議会 県南地区ネットワーク会議

今後の具体的な活動予定
2020年1月24日（金）第二回「自動車業界わくわく体験・見学ツアー」

【ペーパークラフトでクルマを作ろう】

【日産プラザソル入札会・栃木会場様で開催】
中古車入札会の作業体験＆見学

2020年3月27日（金）第三回「自動車業界わくわく体験・見学ツアー」

2020年2月21日（金）第一回「クルマを学ぶわくわく教室」

※基本的に学校が休みの3月、8月、12月は「自動車業界わくわく体験・
見学ツアー」を、その他の月は「クルマを学ぶわくわく教室」を開催します。

【義務教育後の就学支援】
この開催を通じて、自動車業界に興味を持ち就職を希望する子供たちが中学を卒業し高校に進学した場合、毎月
就学支援のための費用を援助します。高校以降、専門学校、大学に進学した場合も同様に支援していきます。

【インターシップ制度の実施】
通常は大学生に夏休みの期間などで職場体験させ、卒業するまでに技術を入社時までに必要な水準までに引き
上げるものですが、当法人ではサポート企業様の協力の下、高校生でも有給でアルバイト的感覚で職場体験をし
てもらう独自のインターシップ制度を導入したいと考えております。
ちなみに当法人も自動車業界関連の業務を幅広く受託しており、受け入れ先の一つとなります。

クルマのリサイクル工場での作業体験＆見学

【株式会社エコアール様で開催】
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常勤メンバーの紹介

始めまして、事務全般(雑用込)を担当している増山です。
私は、四人姉妹の双子の末っ子で、可愛がられて育てられ、
という夢を見ながら、現実は女四姉妹の戦いの中でたくましく生
きてきました。
今は男の子を2人育て上げ、孫は小学2年生になります。
子どもの頃は、チェッカーズの大ファンで郁弥と結婚するものだと
思っていました❤その辺で年齢のほうは考慮してください。

頑張りますので、ご指導のほど、よろしくお願い致します。

理事長 中尾 聡

昭和61年 3月 明治大学卒業後、荒井商事株式会社に入社
平成12年 1月 同社オークション部門執行役員 就任
平成13年４月 株式会社アイ・エヌ・ジーコミュニケーション設立

〃 ９月 オークネットグループへの系列化にともない同社代表取締役社長 就任
平成15年10月 株式会社ＩＮＧ－ＰＬＵＳ設立 代表取締役社長 就任
平成20年10月 株式会社相互社と企業統合 『株式会社ソウイング』設立

〃 同社代表取締役社長 就任
令和 1年 9月 同社代表取締役社長 退任
令和 1年11月 特定非営利活動法人 自動車流通市場研究所設立 理事長就任

一般社団法人 自動車情報開示推進機構 理事
キャリアメッセ㈱ 監査役
㈱オークネット アドバイザー
㈱アイオーク アドバイザー
ホームネットカーズ㈱ 顧問
東西海運㈱顧問
行将企業有限公司（台湾）顧問
小山ロータリークラブ 会員
その他、団体・企業法人の顧問、アドバイザー等を兼任

『そこが知りたい中古車輸出』・・・ユーストカーニュース２０１３年６月～連載中
『経営のターニングポイント』・・・中古車ガイド２０１５年１１月～２０１８年2月連載
『最新ロシア中古車流通レポート』・・・日刊自動車新聞、中古車ガイド、

自動車流通新聞等２０１５年２月～３月連載
『中古車の達人』・・・日刊自動車新聞社出版局発行
『進むアジアの中古車流通改革』・・・月間ユーストカー２００２年２月～７月連載
アイオークWEB業界レポート・・・2019年12月から連載

職 歴

現 歴

主な著述

副理事長 峯島 英二

1983年 神奈川県知事賞受賞
1984年 神奈川県知事賞受賞
1985年 技能オリンピック国際大会 自動車工職種 金メダル
1985年 労働大臣賞受賞
1985年 神奈川県特別優秀技能者賞受賞
2007年 ビジネス特許出願 実用新案登録
2007年 ユニバーサル技能オリンピック国際大会

自動車工職種 アンバサダー歴任
2009年 東京都経営革新認証
2011年～ 千葉県教育センター研修講師

昭和58年 日産高等学校補欠入学で首席で卒業(日産自動車が運営する企業内高校)
昭和58年 日産自動車入社本社技能訓練課所属

設計開発部門車両実験部車両実験課に配属
平成 6年 株式会社カースタジアム 車買取アップル入社 テクニカルセンター所長兼部長
平成16年 株式会社プウガス入社 新規事業開発室 部長
平成21年 株式会社ソウイング入社 新規事業開発室 室長兼部長
令和 1年 同社 新規事業開発室 室長兼部長 退任
令和 1年 特定非営利活動法人 自動車流通市場研究所 副理事長就任

職 歴

経 歴

事務局長 増山 礼子

休日は、
海外ドラマを見てます。

世界遺産
めぐりが夢
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非常勤理事とサポート企業様
《非常勤理事&監事》 江﨑 眞一 ホームネットカーズ株式会社 代表取締役社長

蜂須賀元宏 ピッカーズ株式会社 代表取締役社長

櫻井 忠男 株式会社東櫻 代表取締役社長

東場 浩樹 一般社団法人自動車情報開示推進機構(A-DIP)理事長

原 重雄 株式会社JUCI 代表取締役会長

箭内 清貴 株式会社カーデックス 代表取締役社長

小浦 正久 株式会社小山部品 代表取締役社長

坂東 博仁 ECLエージェンシー株式会社 取締役副社長

森谷 一宏 東西海運株式会社 代表取締役社長

ｼﾞｬﾔﾝﾀ･ﾍｯﾃｨｱﾗｯﾁ 株式会社サオリエクスポート 代表取締役社長

桑名 伸 株式会社ユーストカードットコム 取締役

須知 成裕 株式会社トレス 代表取締役社長

宮本 光博 株式会社トレス 代表取締役副社長
《理事以外のサポート企業様》

株式会社オークネット オリックス自動車株式会社 株式会社AIS

株式会社アイオーク 大阪府中古自動車販売商工組合(JU大阪) キャリアメッセ株式会社

株式会社アイ･エヌ・ジーコミュニケーションズ 宮城県中古自動車販売商工組合(JU宮城) イースタンカーライナー株式会社

マーケットネットワーク株式会社 日本自動車査定協会(JAAI) 株式会社JCM


