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自動車総連会長　相原 康伸

　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。
　昨年12月の第46回衆議院議員選挙は、大変厳しい結果
となりましたが、自動車総連組織内候補・ふるもと伸一郎さ
ん、ならびに準組織内候補・高木義明さんの当選を果たすこ
とができました。各労連・労組・地協役員の皆様の懸命な取り

組みに、心から敬意を表すると共に、これまで活動を支えていただいた多くの皆様のご支
援に心から感謝申し上げます。なお、今年7月施行予定の参議院議員選挙での組織内・い
そざき哲史さんについては、大変厳しい取り組みが想定されますが、「仲間の思い、かた
ちにしたい。」を合言葉に、何としても国政へ送り出せるよう、自動車総連として万全の取
り組みをしていきます。引き続き皆様のご支援をお願いいたします。
　さて、自動車産業は、円高の継続や経済連携協定の遅れなどを背景とした国内産業空
洞化の危機を「新たな飛躍への試練」と捉え、安定した雇用の確保を念頭に、産業の事業
基盤を強化し、全ての業種が持続的かつ健全に発展できる環境を整え、乗り越えていかな
くてはならない課題に直面しています。自動車総連は、この課題克服に向け、先人たちの
努力を基としながら、運動の一層の充実・強化を図り、産業の健全な発展と日本社会の改
革を推し進め、「安心、安定、安全な社会」の実現に取り組んでまいります。
　本年も全組合員の力を結集して頑張ってまいりたいと考えております。皆様の一層の
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　衆議院議員　

ふるもと 伸一郎
　新年あけましておめでとうございます。
　５０年前、道路が日本を豊かにすると信じ、モータリ
ゼーションの到来、夢のマイカーが暮らしと産業を豊
かにしました。超少子高齢社会の今、雇用と老後が不
安です。５０年先につながる最大の公共は社会保障で
あり、財源の確保です。選挙だけの政治屋ではなく政

治家として、与党初体験の３年間でこの問題から逃げませんでした。車が暮
らしに夢を与える商品であり続けるために力をあわせましょう。
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今年もよろしくお願い致します

根木　一暢 （スズキ労連）

松本　伸 （富士労連）

《三役》

西原　浩一郎
（日産労連） 金属労協 議長

加藤　慎哉
（日産労連） 連合派遣

礒﨑　哲史
（日産労連） 

平川　秀行
（三菱自動車ふそう労連） 金属労協派遣

春田　雄一
（スズキ労連） 連合派遣

《特別中央執行委員》

（専従）
並木　泰宗 （日産労連） 総合局長

角谷　聡 （全トヨタ労連） 政策局 局長

田中　三晴 （日産労連） 組織・政治局 局長

川野　喜史 （全国マツダ労連） 業種政策局 局長
佐藤　崇生 （全本田労連） 国際局 局長

冨田　珠代 （日産労連） 労働条件局 局長

吉田　真之 （全トヨタ労連） 労働法制局 局長

舟橋　史洋 （全トヨタ労連） 企画総務局 局長

《中央執行委員》

《常任執行委員〉

《会計監査》
岩屋　義和

《企画総務局主任推進役》

山田　幸一
《組織拡大アドバイザー》

《職員》
北野　絹子 政策局
川村　美由樹 組織･政治局
今野　美香 業種政策局
川下　明子 国際局
時藤　紀子 労働条件局・労働法制局

緒方　恵利子 企画総務局
後藤　久子  〃
小泉　優子  〃
金村　乃美  〃

会　　　長 相原　康伸 （全トヨタ労連）
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 郡司　典好 （日産労連）

副事務局長 堀　秀成 （全トヨタ労連）

 市ノ渡　雅彦 （全本田労連）
 吉武　申二 （全国マツダ労連）
 八角　慎一 （三菱自動車ふそう労連）

（非専従）
金子　晃浩 （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）

寺門　勉 （日産労連）

大喜多　宏行 （日産労連）
岩附　宏幸 （日産労連）

水清田　聡 （日産労連）

仁藤　康雄 （全本田労連）

清野　政彦 （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）

相川　輝彦 （日野労連）

羽木　俊明 （ヤマハ労連）

荒澤　久昇 （部品労連）

（政策局）
川下　真由美 （全トヨタ労連） 政策局 部長
岡田　隆義 （全本田労連)   〃

（組織・政治局）
加藤　久豊 （全トヨタ労連） 組織・政治局 部長
池上　茂光 （日産労連）     〃
須崎　計 （全本田労連)     〃
石川　雅仁 （ダイハツ労連）     〃
鳥居　敏彦 （全いすゞ 労連）     〃

（業種政策局）
安藤　慎悟 （全トヨタ労連） 業種政策局 部長
矢澤　猛俊 （日産労連）     〃
真田　邦智 （三菱自動車ふそう労連）     〃
樋口　知幸 （部品労連）     〃

（国際局）
藤冨　健一 （全トヨタ労連） 国際局 部長
（労働条件局）
中野　雄一 （スズキ労連） 労働条件局 部長
横田　芳治 （ヤマハ労連）     〃

（労働法制局）
東　英幸 （日野労連） 労働法制局 部長

（企画総務局）
後藤　大輔 （富士労連） 企画総務局 部長

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。

昨年末の第46回衆議院選挙では、
自動車総連の皆様に全国各地で熱心
なご支援をいただきましたことに深く
感謝申上げますと共に、結果を出すこ
とが出来なかったことに対し、心からお
詫び申し上げます。
率直に申し上げて民主党は崩壊の危

機に直面していると思います。しかし、民主党が掲げた　今後の社会の
あり方は正しいと思います。党の再生に全力投球して参る所存です。
引き続き国政の場で尽力して参りますので、変わらぬご支援を賜り

たく、よろしくお願い申し上げます。

自動車総連組織内議員　参議院議員
いけぐち 修次
謹んで年頭のご挨拶を申し上げます。

旧年中の温かいご支援、ご協力に
対し、厚く御礼申し上げます。
自動車関係諸税の簡素・軽減化に
ついては、今後も引き続き、消費税を
8％に増税するまでに取得税と重量税
の廃止を力強く主張してまいります。
本年7月の参議院選挙では、私の

後任として「いそざき哲史」さんが立候補します。皆さんの絶大
なるご支援をいただきますよう、お願い致します。
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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