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(1)要領

○日時：2019年8月27日（火）～9月4日（水） （9日間）

○訪問国：デンマーク、ドイツ、イタリア

○訪問先：
・8/28: 1)デンマーク自販連（ABDK）、2)デンマーク産業連盟（DI）、

3)デンマーク財務省、4)千葉忠夫氏

・8/30: 5)大型車ディーラー（MAN）

・9/ 2: 6)大型車メーカー（IVECO）

１．視察概要



(2)行程

１．視察概要

日次 月日 都市名 日程/概要

1 8/27 移動：日本→コペンハーゲン

2 8/28 コペンハーゲン
午前：デンマーク自販連（ABDK）、デンマーク産業連盟（DI）視察
午後：デンマーク財務省視察、千葉忠夫氏セミナー

3 8/29
コペンハーゲン
フランクフルト

移動：コペンハーゲン→フランクフルト
午後：市内業務視察

4 8/30 フランクフルト 大型車ディーラー（MAN）視察

5 8/31
フランクフルト
ミラノ

移動：フランクフルト→ミラノ
午後：市内業務視察

6 9/1 ミラノ 自由視察

7 9/2 ミラノ/トリノ 大型車メーカー（IVECO）視察

8 9/3 ミラノ 移動：ミラノ→日本

9 9/4 帰国



(3)参加者

１．視察概要

会社名 氏名 会社名 氏名

ＵＤトラックス北海道株式会社 大内 茂夫 三重いすゞ自動車株式会社 野島 明彦

ＵＤトラックス北海道株式会社 大内 靖子 和歌山三菱ふそう自動車販売株式会社 鈴木 淳子

秋田いすゞ自動車株式会社 辻 良之 岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 石田 尚行

茨城いすゞ自動車株式会社 豊﨑 繁 岡山三菱ふそう自動車販売株式会社 石田 明子

栃木いすゞ自動車株式会社 小平 武史 広島日野自動車株式会社 黒川 慎司

関東いすゞ自動車株式会社 田中 隆夫 広島日野自動車株式会社 中岡 篤司

いすゞ自動車首都圏株式会社 小河原 靖夫 沖縄日野自動車株式会社 福里 浩介

新潟いすゞ自動車株式会社 上原 恒 沖縄ふそう自動車株式会社 與那覇 明

ＵＤトラックス新潟株式会社 清水 文桜 沖縄ふそう自動車株式会社 與那覇 邦子

富山いすゞ自動車株式会社 池田 治郎 いすゞ自動車販売店協会 山本 龍治

豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社 鈴木 伊能勢 一般社団法人日本自動車販売協会連合会 荒居 正明

豊橋三菱ふそう自動車販売株式会社 鈴木 きよ子 株式会社現代文化研究所 岡田 彰



2-1．デンマーク自販連（ABDK）

○日時：2019年8月28日（水）8：15～9：45

○ご対応者：Ms．Gitte Seeberg
（事務局長）

○訪問先：デンマーク：コペンハーゲン
（市内ホテル会議室）

○スケジュール：
・8：15～ 8：30 朝食（会食）
・8：30～ 9：45 討議・意見交換

(1)視察概要



・幸福度が高い理由として、雇用の流動性（雇用者が解雇をしやすく、失業者を受け
入れるしくみが構築されている）が確保されていること、それを担保する高い税制が
認められていることがあげられる。
・クルマに関するデータについて、（ドイツを中心とする）メーカーに行ってしまいがちな
現状を変えるルールづくりを行うよう働きかけている。
インポーターに顧客情報の提示を求められたディーラーもいるが、それを断る法的
根拠がなく、従うしかない現状を改善したい。
・若年層、特に教育された人材の就業者が少ない状況にある。
加えて、女性の就業者も少なく、自動車業界の女性比率は事務職を含めても
10％程度にとどまる。
・デンマークのディーラーの収益構造も、販売部門の利益は少なく、サービスで
カバーする構造となっている。

(2)視察要旨

〇高幸福度を支えるのは雇用の流動性
〇データ管理等ディーラーの立場の支援を推進

2-1．デンマーク自販連（ABDK）



2-2．デンマーク産業連盟（DI)

○日時：2019年8月28日（水）10：00～11：30

○ご対応者：Mr．Thomas Moller Sorensen
（Director）

Mr.Michael Nielsen
（Senior Adviser）

○訪問先：デンマーク：コペンハーゲン
（デンマーク産業連盟）

○スケジュール：
・10：00～ 11：30 討議・意見交換

(1)視察概要



・ディーラーの方が自動車産業に投資しているにもかかわらずインポーターの方が
儲けている状況を是正するため、税制の見直し等を政府に働きかけているほか、
インポーターとも協業関係を呼びかけている。
・生産性向上に必要な仕事・プロセスの分業実現には、雇用者と労働者との良好な
関係づくりが重要。そのためにも両者の距離を縮めるほか、特に労働側の参画
促進が必要。
・ほとんどの企業はデンマークモデルを問題視していない。現状の社会システムに
満足しており、このままで良いと考えている。
・雇用の流動性は、雇用者にとって労働者の解雇が比較的自由であるだけでなく、
絶えず良い人材を受け入れる機会も良い点であるといえる。
・メカニックの平均的な残業代は、8千ユーロ/年程度である。また退職金はなく、
公的及び私的な年金が支払われる。

(2)視察要旨

〇ディーラー利益確保に向けた活動を展開
〇雇用者と労働者との関係づくりが重要

2-2．デンマーク産業連盟（DI)



2-3．デンマーク財務省

○日時：2019年8月28日（水）13：00～14：15

○ご対応者：（後日確認）

○訪問先：デンマーク：コペンハーゲン
（デンマーク財務省）

○スケジュール：
・13：00～ 14：15 討議・意見交換

(1)視察概要



・民間部門の生産性向上を図るため、消費者への分かりやすい情報公開の推進
（例：歯科医の価格情報提供）や、企業の参入障壁を下げるといった活動を
展開している。

・GDP向上に必要な労働力提供強化は既に限界であり、生産性向上にフォーカス
せざるを得ない。細かなデータ分析と対策立案により、例えばクルマの登録料
低減やトラック高さ制限緩和、官民のデジタル化等を推進してきた。

・2代前の政権は女性管理職増加に力を入れており、その結果も良かった。先日、
史上二人目の女性首相が誕生したが、国内の女性管理職は少ない。

・外国人労働者の受け入れについて、以前は開放的であったが、現在は高いスキル
を求めるなど高いハードルを課しており、入りにくい状況にある。

(2)視察要旨

〇生産性向上に向けた情報公開や、
データ分析に基づく各種の効率化施策を推進

2-3．デンマーク財務省



2-4．千葉忠夫氏

○日時：2019年8月28日（水）16：00～18：00

○ご対応者：千葉忠夫様
（N.E.バンクミケルセン記念財団理事長）

○訪問先：デンマーク：コペンハーゲン
（市内ホテル会議室）

○スケジュール：
・16：00～18：00 討議・意見交換

(1)視察概要



・デンマークでは、戦後の労働力不足を補うために女性の力が必要となり、それを
実現するために福祉を向上させてきた。いわば、幸せな国＝生活しやすい国＝
社会福祉国家を実現した。日本は経済大国だが、デンマークは生活しやすさを
実現した生活大国といえる。

・平等とは均等配分ではなく、必要な人に必要な財が配分されることであり、デン
マーク人はそれを理解している。

・年金支給開始年齢は、昨年から67歳に引き上げられた。

(2)視察要旨

〇デンマークの高幸福度を実現するのは生活大国の考え方
加えて国民の理解も重要

2-4．千葉忠夫氏



2-5．大型車ディーラー（MAN）

○日時：2019年8月30日（金）9：00～11：30

○ご対応者：Mr.Milli Karrer
（トラック部門セールスマネージャー）
Mr.Kai Weisgerber
（サービスマネジメント管理）

○訪問先：ドイツ：フランクフルト
（市内MANディーラー）

○スケジュール：
・9：00～11：30 討議・意見交換

(1)視察概要



・2019年上半期に、メルセデスを抜いて国内No.1となった。その要因にディーラー
及びMANセールスチームの効果的なアピールがあげられる。
・メルセデスを上回った要因として、来訪客への手厚いサービスによる人間関係の
強化、入庫時にメカニックが依頼事項以外もチェックし、他の故障が生じない
よう対策している点があげられる。
・メーカー直営ディーラーとして、販売に関しては、一体感を活かすことでスムーズに
解決できる点、販売価格を直接、迅速に決められるといったメリットがある。
・新車部門も利益がある。販売価格の設定について顧客の状況をみながら決めて
いる。
・メカニックの平均的な収入は3,000ユーロ/月程度である。他業種の技能職と大差
ないが、旧東ドイツ地域とは賃金差も大きく、一概に比較できない。
・ドイツもメカニックの減少や高齢化が課題となっている。

(2)視察要旨

〇直営ディーラーの立場を活かし、メーカーと連携した迅速な
意思決定等を実現

2-5．大型車ディーラー（MAN）



2-6．大型車メーカー（IVECO）

○日時：2019年9月2日（月）10：00～14：00

○ご対応者：（後日確認）

○訪問先：イタリア：トリノ
（市内IVECOメーカー）

○スケジュール：
・10：00～11：00 工場見学
・11：00～12：30 討議・質疑応答
・12：30～13：00 テレマティクスシステム見学
・13：00～14：00 昼食（会食）

(1)視察概要



・天然ガス車の開発・製造に力を入れているが、それだけに傾斜するつもりはない。
将来的にもディーゼル車が全廃することはないとみている。

・直営ディーラーを増やす意図はない。独立系の方が仕事が早く、フレキシブルな
対応が可能である。ディーラーは顧客や市場との直接の接点を持つ重要な
存在である。

・現在のディーラー経営者は、創業者から数えて3代目の孫に当たる方が多い。
そのような方々に、如何にノウハウを伝えていくかが課題となっている。

・ディーラーが負うべき販売台数等は、ディーラー経営に留意しながら検討、設定
している。

(2)視察要旨

〇天然ガス車開発を中心に環境対策を推進。顧客接点となる
ディーラーの存在は重要

2-6．大型車メーカー（IVECO）


