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自動車総連会長　西原 浩一郎

年頭にあたり謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

本年が、組合員ならびにご家族の皆様にとって実り多き
一年となりますようお祈り申し上げます。

さて昨年３月の東日本大震災により歴史的な国難に見
舞われた我が国にとって、本年は被災地のすみやかな復
興に全力を傾注するとともに、活力ある経済・社会への
再生を図る正念場の年となります。

一方で自動車産業は、世界経済の不確実性と不透明性が高まる中での超円高の
継続や自由貿易協定締結の遅れ、さらには電力供給不安等にとり国内生産空洞化
の危機に直面しています。

自動車総連は、このような現状の厳しさを直視しつつも、日本の就業者の約一割
を占める自動車および関連産業の日本経済、とりわけ地域の雇用と地方経済に与
える影響の大きさを踏まえれば、何としても人材力を高めつつ雇用の維持・確保と
産業・企業の事業基盤の強化に向け、直面する産業内外の諸課題に果敢に挑戦し
ていく必要があると考えます。

本年も、公正な処遇のもとで、働く者一人ひとりの多様な価値観と生きがい・働き
甲斐が高められる産業・企業、ひいては社会の創造への道を切り拓くための取り組
みにまい進してまいります。

皆様の一層のご支援とご協力をお願いし、新年のご挨拶といたします。

自動車総連組織内議員　参議院議員　

なおしま 正行
謹んで新年のお慶びを申し上げます。

東日本大震災からの復旧・復興が2012年において
も我が国の最大課題です。福島原発事故の対応も続
きます。これらを実行するためにも成長戦略などあら
ゆる政策を総動員し、国民の皆様が明るい未来を見
出せるよう尽力して参る所存です。

皆様に支えられ政治の世界に飛び込んでから早いもので本年7月に議員生
活20年を迎えます。改めて、「初心忘るべからず」の精神で生活者・勤労者の
代表として全力で邁進して参ります。
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今年もよろしくお願い致します

山田　俊弥 （ダイハツ労連）

根木　一暢 （スズキ労連）

《三役》

野木　正弘
（全トヨタ労連） 金属労協（IMF‐JC）派遣

藤冨　健一
（全トヨタ労連） 連合派遣

加藤　慎哉
（日産労連） 連合派遣

《特別中央執行委員》

（専従）
仙洞田雅彦 （全トヨタ労連） 総合局長

並木　泰宗 （日産労連） 政策局 局長

川口　浩功 （全本田労連） 政治局 局長

吉田　真之 （全トヨタ労連） 組織活動局 局長

磯村貴代静 （全トヨタ労連） 業種政策局 局長

市ノ渡雅彦 （全本田労連） 国際局 局長

梅﨑　道彦 （日産労連） 労働法制局 局長

鈴木　彰徳 （富士労連） 労働条件局 局長

春田　雄一 （スズキ労連） 企画総務局 局長

《中央執行委員》

《常任執行委員〉

《会計監査》
山田　幸一

《組織拡大アドバイザー》《職員》
緒方　恵利子 企画総務局
北野　絹子  〃

今野　美香 業種政策局

後藤　久子 政策･政治･組織活動局

小泉　優子 企画総務局

川下　明子 国際局

時藤　紀子 労働条件局

金村　乃美 企画総務局

会　　　長 西原浩一郎 （日産労連）
副　会　長 東　　正元 （全トヨタ労連）
 桑原　敬行 （全本田労連）
 高倉　明 （日産労連）

副　会　長 足立　壮平 （全国マツダ労連）
 市瀬　義信 （三菱自動車ふそう労連）
事 務 局 長 相原　康伸 （全トヨタ労連）

副事務局長 神戸　克之 （全本田労連）
 久光　博智 （全国マツダ労連）
 金子　晃浩 （全トヨタ労連）

（非専従）
岡　　正規 （全トヨタ労連）
鶴岡　光行 （全トヨタ労連）
鎌仲　一樹 （全トヨタ労連）
今泉　直仁 （全トヨタ労連）
郡司　典好 （日産労連）
重原　隆 （日産労連）
高木　章 （日産労連）
寺門　勉 （日産労連）
山口　秀貴 （全本田労連）
仁藤　泰雄 （全本田労連）

高松　俊二 （全国マツダ労連）
坂口　雅保 （三菱自動車ふそう労連）
石田　孝 （三菱自動車ふそう労連）
古川　正明 （スズキ労連）
松原　弘久 （ダイハツ労連）
北川　秀一 （富士労連）
松村　寿 （全いすゞ 労連）

信太　広志 （日野労連）
大桑　貴博 （ヤマハ労連）
荒澤　久昇 （部品労連）

（政策局）
中島　裕子 （全トヨタ労連） 政策局 部長
渡部　豪 （スズキ労連）  〃

（政治局）
池上　茂光 （日産労連） 政治局部長（兼）政策局部長

（組織活動局）
落合　啓友 （日産労連） 組織活動局部長（兼）政治局部長

鳥居　敏彦 （全いすゞ 労連） 組織活動局 部長

佐藤　和弘 （部品労連）   〃

（業種政策局）
山口　幸夫 （全本田労連） 業種政策局 部長

真田　邦智 （三菱自動車ふそう労連）   〃

石川　雅仁 （ダイハツ労連）   〃

（国際局）
平川　秀行 （三菱自動車ふそう労連） 国際局部長（兼）業種政策局部長
（労働法制局）
大嶋　信央 （ヤマハ労連） 労働法制局 部長

（労働条件局）
丸石　雄一 （全国マツダ労連） 労働条件局 部長
安藤　慎悟 （全トヨタ労連）   〃

（企画総務局）
本田　洋 （日野労連） 企画総務局 部長

岩城　圭祐 （全トヨタ労連）   〃

自動車総連組織内議員　衆議院議員
ふるもと 伸一郎
新しい年が始まりました。
為替介入、空洞化対策としてのエコカ
ー補助金、自動車重量税の暫定税率の
廃止、円高を利用した海外資源の確
保、国内での設備投資補助金等、どん
どん進めます。
消費増税をはじめ民主党政権への逆
風が強まりますが真実は一つ。少子高
齢社会に見合う社会保障と財源の確
保は避けられません。
支持率７割だった小泉氏でさえ任期中

は消費税を上げないと逃げた前政権のツケを、支持率がじり貧の野田
総理が背負います。
課税の根拠を失った自動車重量税の暫定税率も鳩山政権で▲１８００
億円、野田政権で▲１５００億円、３分の２を廃止し、あと一歩です。１０
年で３兆円を自動車ユーザーに還元します。
国民は逃げない政治を選ぶと信じて頑張ります。

自動車総連組織内議員　参議院議員
いけぐち 修次
旧年中の温かいご支援、ご協力に対
し、心より御礼申し上げます。
年が明けた本年も、何より東日本大震
災からの復興が最重要課題であり、全
力で取り組んでまいります。
私の初当選以来の公約である自動車
関係諸税の簡素・軽減化については、
自動車総連を始めとして、力強い要望

と活動をいただき、自動車重量税・自動車取得税を廃止する取り組み
が続いていますので、本年も引き続き、その実現に向け最大限の努力
をしてまいります。
最後に、本年が皆様にとって良い年になりますことを心より祈念申し
上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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