
全 日 本 自 動 車 産 業 労 働 組 合 総 連 合 会（509）2013年10月1日

東京都港区高輪4‐18‐21　View-well Square
電話／03（5447）5811（代表）定価1部5円 

（組合員の購読料は組合費に含む）
発行人 ： 相原 康伸

岩本 議長（全国マツダ労連）、山田 議長（ヤマハ労連）司会　清野 中央執行委員

決意を新たに熱く語る　いそざき哲史参議院議員

いそざき哲史事務所にて

ホームページアドレス：http://www.jaw.or.jp2013年10月1日発行　自動車総連　第509号（通刊679号）
昭和43年5月2日第三種郵便物認可

自動車総連、第24期
後半期の活動をスタート！！

特集 第42回大会

自動車総連は9月5日～6日の両日、
東北大学百周年記念会館川内萩ホール(仙台)において
第42回大会を開催した。

●相原会長あいさつ（要旨）
●来賓紹介
●報告承認事項
●特別報告：財政検討委員会答申
◆第1号議案：自動車総連規約改定の件
◆第2号議案：役員選挙の件
◆第3号議案：顧問・政治顧問委嘱の件
◆第4号議案：第24期後半期予算（案）
◆第5号議案：退任役員表彰

第42回大会第1日目は清野中央執行委員(全本
田労連)の司会で開幕し、相原会長の挨拶に続い
て来賓挨拶。その後、いそざき哲史参議院議員か
ら議員として初めて自動車総連大会での挨拶。
支えてくれた仲間への挨拶と、自動車総連の政
策推進について改めて力強い決意表明をいただ
いた。
その後、報告承認事項の審議へと移り、一般経過
報告、前半期決算報告が承認された。続いて特別
報告「財政検討委員会答申」が行われ、第1号議案
「自動車総連規約改定の件」で自動車総連の会費
改定の採択。顧問議員の国政報告が行われ、第1
日目を終了した。
第2日目は、議事として「役員選挙の件」、「顧問・
政治顧問委嘱の件」、「第24期後半期予算(案)」、
をそれぞれ採択。最後に「退任役員表彰」が行わ
れ、第42回大会は終了した。

いけぐち修次（
前）参議院議

員からバトン
を引き継ぎ、

いそざき哲史
参議院議員が

政策実現のた
めに活動をス

タート！！

挨　拶　要　旨

いそざき哲史参議院議員事務所開設のお知らせ

7月21日(日)に施行された
第23回参議院議員選挙において、

見事初当選（得票数271,553票、民主党比例代表内1位）を果たし、
いけぐち修次（前）参議院議員よりバトンを引き継いだいそざき哲史参議院議員が、
自動車総連第42回大会において、直近の活動報告、そして力強い決意を語った。
尚、いそざき哲史参議院議員は本大会の中で自動車総連の顧問を委嘱された。

皆さんの日頃からのご支援に対し、心より感謝申し上げます。
　参議院議員選挙では、皆さんに最後の最後まで粘り強く支えていただき、初当選を果たすことができました。結果は自動
車総連として過去最高の271,553票という数字であり、これを達成するためにどれだけの苦労があったのかを感じざるを得
ません。この活動は笑顔でできる活動ではなかったはずですが、皆さんは私が行けば必ず笑顔で迎えてくれました。そこに
は並々ならぬ努力があり、皆さんの苦悩、苦労の積み重ねが27万という数字につながったと認識しています。この結果を重
く受け止め、数字に込められた期待をしっかり自覚しながら国会での活動を通してお返ししていきます。
　今は秋の臨時国会ですぐにスタートダッシュができるよう、様々な資料や議事録に目を通して、自分自身の知識を増やす
ことに努力しています。
　国会では、自動車関係諸税をはじめ、ホワイトカラーエグゼンプション、金銭解雇、地域限定社員などの労働に関する案
件や、社会保障制度の改革など、待ったなしの課題が山積しています。
　但し、政策を進めるにも厳しい状況であることも現実で、8月初めに参議院の人事を決める国会が開かれましたが、この
あと3年間の論議する場が決まる国会であり、自分たちが進めやすい体制を作るべく各党が全力を注いだ国会でした。そこ
で国会の約3分の2を占める巨大与党の大きさを改めて実感しました。
　しかし、たとえどんなに状況が厳しくても、信念を貫いて活動していくことが何よりも重要だとこれまで１年半お伝えし
てきた通り、今こそ自分の思いを実践する時です。我々が掲げている政策、進むべき方向ははっきりしています。あきらめ
ずに活動し続ける決意をお伝えし、職場での皆さんの頑張り、国会での私の頑張りがしっかりスクラム組んだ時に、職場の
皆さんの明るい未来が見えてくるという信念で、取り組んでいきます。

議員会館でいそざき哲史参議院議員の事務所及び、秘書が決まり、活動が本格
的にスタートしておりますので、お伝えいたします。加盟組合の皆さんにおい
ては、それぞれの政策研修会や国会見学など、積極的な訪問やPRをお願いし
ます。

〒100-8962東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館1210号室
TEL：03-6550-1210　FAX：03-6551-1210



相原会長挨拶（要旨）

1. 第42回大会の開催に寄せて
今年の夏は、記録的な猛暑、局地的豪雨、深
刻な渇水や竜巻など、各地で様々な被害が
相次いだ。被災された多くの皆さんにお見
舞申し上げる。
東日本大震災がもたらした余りにも過酷な
現実、今なお進行形である毎日、そこから目
を逸らさず、寄り添う心を忘れない、仙台大
会の意義を自らに問いかけたい。

2. 第5回組織強化活動を振り返って
自動車総連は、昨年9月に結成40周年を迎え、新たな歩みを始めた。
次なる50年に向けたその第一歩を「いそざき哲史」の初陣勝利で刻
むと共に、2期12年の長きにわたりご活躍いただいた「いけぐち修
次前参議院議員」のバトンをしっかりと受け継ぐことが出来た。長期
にわたる諸活動を責任もって推進・徹底した、12労連・1,087労組
と、全国で信頼の横糸を紡がれた全国47の地方協議会の皆さんに
対し、深甚なる敬意を表する。
さて、第23回参議院議員選挙では、民主党は選挙区10、比例代表
7、合計17議席の獲得にとどまるなど、大幅に議席を減らす結果と
なった。
こうした中、「いそざき哲史」は、271,553票を獲得し、民主党候補
の中でトップ当選を果たすと共に過去最高の得票となった。
一方、厳しい結果となった連合候補、他産別の仲間の無念を思うと言
葉を失うと同時に、貴重な議席を預かった自動車産別としての責任
の重さを痛感している。
民主党への職場の期待が凋んでいく中、長丁場を何とか凌ぐことが
出来たのは、推進者が置かれた現実を直視し、必死の思いを節目節
目で共有することができたからと考える。
職場との信頼関係は、自分の言葉を尽くし、向き合う姿にこそ宿るも
のであり、271,553票は職場の隅々での一歩ずつ、半歩ずつの前
進が支えたものである。同時に、戦況の厳しさから見て、職場と相当
の摩擦を伴いながら、また、摩擦を覚悟で取り組む姿があったことは
紛れもない。
今回浮き彫りとなった課題は、今後に向けた貴重な糧と捉えたい。そ
の一つ目は、最終的な獲得目標に届かなかったこと、二つ目は、投票
行動の確認結果と現実の得票結果とに開きがある点、三つ目は、全
国の単組に重要情報が行き届くまで、想定以上の日数を要したこと
である。
日常活動の良い点検機会で終わらせず、日常活動の確かな前進につ
なげてこそ、今回の勝利の価値がある。
評価・総括にあたっては、中央推進委員会など主要会議体を年内は
継続設置し、10月開催の全国地協議長会議も踏まえつつ、2014年
１月の中央委員会で最終報告の予定である。
今回の衆議院議員選挙を通じ、「私たち自身の雇用と生活を守る闘
い」と訴えてきた。こうした点こそ、いそざき哲史参議院議員に集ま
る職場の期待であると同時に、私たちには、より日常活動を充実さ
せ、広く政治・政策活動の重要性を職場に説く力が求められている。
組合員の政治への意識を高め、自動車総連の政策実現力を充実さ
せる総合的な基盤整備が今一度必要な局面である。

私たちが求める社会像と実現に向けた政
治・政策理念、取り組むべき政策課題の領域
と深さ、政策推進体制などを掘り下げ、12
労連、各地協の参画のもと、2014年6月に
取りまとめる。
民主党には、巨大与党に対するチェック機能
の発揮は勿論、政権担当経験ある建設的な野
党として、政治に向かい合う姿を求めていく。

3. 政策課題への対応
政府がデフレ脱却を唱えながら、他方でデフレ要素を含む政策が顕
在化している状況は、自動車総連として違和感と共に問題意識を持
たざるを得ない。
その代表例は、労働政策分野の動きであり、政府の競争力会議や、
規制改革会議など労働側が参加しない場での論議を経て、「行き過
ぎた雇用維持型から労働移動支援型へ」などを柱に、急ハンドルで政
策転換が進みつつある。例えば、解雇ルールの枠組みの中で「ジョブ
型正社員」が論議されてきたが、むしろ今は、人材という「社会資本」
の厚みを増す政策が中心に据えられるべきであり、働く場への不安
に繋がりかねない雇用政策からは、一人ひとりの生産性向上や成長
はおろか、デフレ脱却の糸口さえ見いだせない。
自動車総連としても、労働政策審議会での対応はもとより、連合台の
取り組みにしっかりと参画していく。
自動車関係諸税については、本年に先送りされた車体課税の抜本改
革が行われなければ、駆け込みと反落といった消費税引き上げ前後
の影響にとどまらず、住宅と並び、経済への影響が甚大な自動車の
国内市場そのものが瓦解しかねず、デフレ脱却どころではない。
自動車ユーザーの負担軽減は勿論、私たちの雇用にも直結する重要
課題であり、自動車総連としては、産業労使の共通課題として、組織
内議員とも十分連携のもと、危機感をもって、与野党に対し、我々の
考え方をしっかりと訴求していく。

4. 2014年春の取り組みについて
2014年に向けた自動車総連としての検討にあたっては、検討の基
礎となる各種指標や中長期的な経営基盤の強化に資する労働の質
の向上、培ってきた底上げ機能の重要性を踏まえ、デフレ脱却と付加
価値の再配分に向けた労働運動の視点などを加味し、12労連、各業
種別部会と十分連携を図りながら、全体として整合ある自動車総連
の賃金引上げの方針検討を進めたい。
私たちの要求方針は、論議に論議を重ね、つくり込まれるものであ
り、またその解決も、労使自治の原則のもと、ぎりぎりの協議・交渉か
ら導かれるべきものである。

5. 終わりに
この先は、参議院議員選勝利の達成感は胸に秘めつつ、一致結束し
て次なる課題に果敢に挑戦する、その転換点とすべき本大会であり、
健やかな職場、健全な産業、安心できる社会、これらを育む労働運動
の先頭に立つ、そうした認識を深めあう大会にしたい。頑張りましょ
う。

相原 会長

来 賓

連合　古賀 会長 JCM　西原 議長 連合宮城　山崎 会長

来賓として、連合　古賀会長、JCM　西原議長、連合宮城　山崎会長にご出席いただき、それぞれ挨拶をいただいた。

なおしま正行 参議院議員

ふるもと伸一郎 衆議院議員

巨大与党が誕生した今、これからの民主党には大きな政治的役割があり、それを遂行
するためには党の政策、組織両面において根本的な立て直しが求められている。党役
員の一人として全力を傾注し、秋の臨時国会に向けて準備して参ります。
消費税増税、年金、医療、介護、子育て支援策などの社会保障、TPPをはじめとした貿
易交渉や、憲法にかかわる集団的自衛権の取り扱いなど、わが国には多くの政治課題
が山積しています。とりわけ、社会保障分野においては、将来、国民の皆さんが安心し
て生活いただけるような制度改革もしていかなければなりませんが、まだその姿は見
えていません。私どもは野党となってもしっかり政策を鍛えて生活者、働くものの政
治の実現に取り組んでいかなければなりません。
自動車関係諸税をはじめとした税金の問題では、民主党と自民党では考え方が根本
的に異なっています。これからも我々民主党は自動車ユーザー、生活者の立場に立っ
て取り組んでいきます。
取り組むべき課題はたくさんありますが、自動車総連の皆さんとしっかり連携しなが
ら、組合員の皆さんに理解してもらえるような活動を進めて参ります。

2009年の夏、皆さんは一回変えてみようと政権交代に期待しましたが、民主党
に対し深い信頼関係で結ばれていたとは思えません。なぜなら、民主党に期待し
て膨らんだものが失望に変わった瞬間にしぼんでしまったからです。
一方、自動車総連の仲間の皆様と私たち議員団は深い信頼関係で結ばれていま
す。だからこそ大逆風の中、いそざき哲史さんに27万を上回る票を与えていただ
きました。
「政権交代」を課題にしていた私たちは、今必死で次の政策課題を見つけ出そうと
しています。今、立ち止まりそのことを考える機会を与えて頂いたのだと思いま
す。これから向こう10年、20年掲げられる骨太な政策課題をお互いに築き上げ
たいと思います。共に頑張りましょう。

国 政 報 告

ふるもと伸一郎 衆議院議員

なおしま正行 参議院議員
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の発揮は勿論、政権担当経験ある建設的な野
党として、政治に向かい合う姿を求めていく。

3. 政策課題への対応
政府がデフレ脱却を唱えながら、他方でデフレ要素を含む政策が顕
在化している状況は、自動車総連として違和感と共に問題意識を持
たざるを得ない。
その代表例は、労働政策分野の動きであり、政府の競争力会議や、
規制改革会議など労働側が参加しない場での論議を経て、「行き過
ぎた雇用維持型から労働移動支援型へ」などを柱に、急ハンドルで政
策転換が進みつつある。例えば、解雇ルールの枠組みの中で「ジョブ
型正社員」が論議されてきたが、むしろ今は、人材という「社会資本」
の厚みを増す政策が中心に据えられるべきであり、働く場への不安
に繋がりかねない雇用政策からは、一人ひとりの生産性向上や成長
はおろか、デフレ脱却の糸口さえ見いだせない。
自動車総連としても、労働政策審議会での対応はもとより、連合台の
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自動車関係諸税については、本年に先送りされた車体課税の抜本改
革が行われなければ、駆け込みと反落といった消費税引き上げ前後
の影響にとどまらず、住宅と並び、経済への影響が甚大な自動車の
国内市場そのものが瓦解しかねず、デフレ脱却どころではない。
自動車ユーザーの負担軽減は勿論、私たちの雇用にも直結する重要
課題であり、自動車総連としては、産業労使の共通課題として、組織
内議員とも十分連携のもと、危機感をもって、与野党に対し、我々の
考え方をしっかりと訴求していく。

4. 2014年春の取り組みについて
2014年に向けた自動車総連としての検討にあたっては、検討の基
礎となる各種指標や中長期的な経営基盤の強化に資する労働の質
の向上、培ってきた底上げ機能の重要性を踏まえ、デフレ脱却と付加
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健やかな職場、健全な産業、安心できる社会、これらを育む労働運動
の先頭に立つ、そうした認識を深めあう大会にしたい。頑張りましょ
う。

相原 会長

来 賓

連合　古賀 会長 JCM　西原 議長 連合宮城　山崎 会長

来賓として、連合　古賀会長、JCM　西原議長、連合宮城　山崎会長にご出席いただき、それぞれ挨拶をいただいた。

なおしま正行 参議院議員

ふるもと伸一郎 衆議院議員

巨大与党が誕生した今、これからの民主党には大きな政治的役割があり、それを遂行
するためには党の政策、組織両面において根本的な立て直しが求められている。党役
員の一人として全力を傾注し、秋の臨時国会に向けて準備して参ります。
消費税増税、年金、医療、介護、子育て支援策などの社会保障、TPPをはじめとした貿
易交渉や、憲法にかかわる集団的自衛権の取り扱いなど、わが国には多くの政治課題
が山積しています。とりわけ、社会保障分野においては、将来、国民の皆さんが安心し
て生活いただけるような制度改革もしていかなければなりませんが、まだその姿は見
えていません。私どもは野党となってもしっかり政策を鍛えて生活者、働くものの政
治の実現に取り組んでいかなければなりません。
自動車関係諸税をはじめとした税金の問題では、民主党と自民党では考え方が根本
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て取り組んでいきます。
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ら、組合員の皆さんに理解してもらえるような活動を進めて参ります。

2009年の夏、皆さんは一回変えてみようと政権交代に期待しましたが、民主党
に対し深い信頼関係で結ばれていたとは思えません。なぜなら、民主党に期待し
て膨らんだものが失望に変わった瞬間にしぼんでしまったからです。
一方、自動車総連の仲間の皆様と私たち議員団は深い信頼関係で結ばれていま
す。だからこそ大逆風の中、いそざき哲史さんに27万を上回る票を与えていただ
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「政権交代」を課題にしていた私たちは、今必死で次の政策課題を見つけ出そうと
しています。今、立ち止まりそのことを考える機会を与えて頂いたのだと思いま
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たいと思います。共に頑張りましょう。

国 政 報 告

ふるもと伸一郎 衆議院議員

なおしま正行 参議院議員



0120-399-005

一般経過報告 一般経過報告質疑

一般経過報告として、「第24期前半期の活動全般について」と、「2013年総合生活改善の取り組み総括」を報告した。

■第24期前半期の活動全般について

■2013年総合生活改善の取り組み総括
堀副事務局長より「賃金の取り組み」「年間一時金」「総実労働時間短縮」「非正規労働者に関する取り組み」
などについて報告を行った。

活 動 内 容

・自動車関係諸税に対する取り組み
・国内雇用の維持に向けた政策の推進
・人に焦点を当てた課題解決に向けた取り組み
・産業全体での課題解決に向けた取り組み
・自動車総連モデルカレンダーの設定
・正月三が日の休業に向けた取り組み
・路上積み降ろし問題
・安全衛生の取り組み
・産業労使会議
・多国籍企業労働組合ネットワークの構築
・海外事業体における健全な労使関係構築への働きかけ

・政策推進を担える地協活動の推進
・組織拡大に向けた取り組み

・60歳以降の働き方に関する取り組み
・絶対額を重視した取り組みの推進

・財政基盤の安定とより効率的・効果的な活動の推進

・第23回参議院議員選挙への取り組み

活 動 の 柱

Ⅰ．日本の自動車産業基盤の維持・強化

Ⅱ．社会的、地域的な役割発揮と
地協活動の強化・充実

Ⅲ．労働政策に関する取り組みの実践

Ⅳ．自動車総連運動を支える人材基盤の確立と
総合力の発揮

組織強化活動への取り組み

●郡司事務局長より、第24期前半期の活動全般について報告を行った。

堀 副事務局長郡司 事務局長

吉武副事務局長組織強化活動について質問する荒蔭代議員（全いすゞ 労連）

第5回組織強化活動に関して、掲
げた目標には届かなかったもの
の過去最高得票を獲得し、自動

車産業に働く者の代表を国政に送り出すこと
ができた。12労連、47地協が面着活動や地
域集会、オルグ活動の実践など、精一杯の活
動を進め、それぞれの持ち場・立場で大変な
苦労をしながら活動を進めてきたと思う。そ
こで、今回の活動を今後の活動につなげるた
めの取り組みを、自動車総連としてどのよう
に考えているのかお聞かせいただきたい。

今後の取り組みについて
は、次の3点で進めていく
予定である。

1点目は、いそざき哲史参議院議員が
皆さんと築いてきた信頼関係をさら
に強固なものにするべく、広報物によ
る情報発信、労連・地協で開催される
研修会への出席、議会報告会など、本
人の行動予定を含めて自動車総連と
しても連携して進めていきたい。
2点目は、活動の総括についてであ

る。今回、組織としての総点検が図られたものと確信しているが、しっかり振り返
り次に繋げていくためには、労連、地協からの意見集約や政治に関するアンケー
トの集約、最先端役員へのヒアリングを行い、1月の中央委員会で最終総括を
行っていく。
3点目は、日常活動についてである。総括を元に3年後に予定される次期参議院
議員選挙に向けて、組織にふさわしい結果に結び付けられるように総括を実践
し、日常活動の定着を図っていく。
なお、今後の自動車総連の政策をどのように進めていくのか、「政策推進活動の
あり方について」の論議をスタートさせた。多岐わたる項目について「専門委員
会」や「地協幹事会」などを通じて6月までに論議検討をしていくので、協力をお
願いしたい。

特 別 報 告

舟橋 局長

特別報告として、自動車総連「財政検討委
員会」答申について舟橋局長が報告し、承
認された。

質疑

答弁

自動車総連・医療共済自動車総連・医療共済NEW

２０１３年８月１日より制度が新しく生まれ変わりました。この機会に是非お申込みください。

基本保障（生命保険） オプション（損害保険）

制度内容についてのお問合せは 0120-399-005（明治安田生命 自動車総連担当まで）

基本保障にご加入いただくと上記のオプションをセットできます。

①1日目からの入院保障
②災害や病気の手術にも対応
③最長79歳まで継続可能

①三大疾病
②女性疾病
③七大疾病・介護

・年齢は保険年齢です。保険年齢とは、満年齢と異なり、例えば契約応当日時点の40歳の保険年齢は39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月までとなります。
（例）保険年齢40歳＝2013年8月1日現在39歳6ヵ月を超え40歳6ヵ月まで
・無配当団体医療保険（生命保険）と医療保険（損害保険）ではお支払いの対象となる支払事由や支払保険金の算出方法、給付割合等が異なります。・それぞれ
の保障内容、掛金等の詳細はパンフレットをご参照ください。・オプションのみの加入はできません。オプションへのご加入は基本保障へのご加入が条件で
す。・制度内容等詳細についてはパンフレットをご一読ください。 

一般経過報告(第24期前半期の活動について、2013年総合生活改善の取り組み総括)

MY-A-13-他-005897、MYG-A-13-LF-580
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相原会長、なおしま正行議員、ふるもと伸一郎議員と一緒に

いけぐち修次
（前）参議院議員

いけぐち修次（前）参議院議員
　挨拶要旨

また、大会第2日目には、いけぐち修次（前）参議院議
員のこれまでの活動と功績に対し、花束贈呈が行わ
れ、ご自身よりこれまでの活動に対する、感謝の気持
ちと、私達への激励の言葉が述べられた。

12年間皆さんにご支援いただき、
本年7月28日をもって無事引退す
ることができました。
12年間を振り返りますと、良い政
権交代と残念な政権交代があり、政
治的に非常に変化の激しい時代で
あっという間に過ぎました。
12年間どうもありがとうございました。

議　事 議　事

2名の特別中央執行委員について提案され、信任された。
両名は連合本部へ派遣予定。

第2号議案第2号議案

役員選挙の件

第1号議案第1号議案

自動車総連規約改定の件

第3号議案第3号議案

顧問・政治顧問委嘱の件

第4号議案第4号議案

第24期後半期予算（案）

顧問・政治顧問の委嘱について提案され、
全会一致で採択された。

●顧問
　国際労働財団　相談役　高橋　由夫
　参議院議員　　　　　　直嶋　正行
　衆議院議員　　　　　　古本　伸一郎
　参議院議員　　　　　　礒﨑　哲史

●政治顧問
　衆議院議員　　　　　　髙木　義明

第24期後半期予算が提案され、全会一致で採択された。

第5号議案第5号議案

退任役員表彰
加藤慎哉前特別中央執行委員（日産労連）と礒﨑哲史前特別中央執行
委員（現参議院議員）の退任役員表彰が採択され、代表して加藤前特
別中央執行委員に表彰楯の贈呈を行い、挨拶をいただいた。

並木 特別中央執行委員、江口 特別中央執行委員

加藤 前特別中央執行委員

自動車総連会費の変更について規約改定が提案され、賛成多数で採択された。

１．改定の理由

・連合会費値上げへの対応のため、自動車総連会費の変更を行う。

２．改定箇所

第11章 会計

特別中央執行委員

な み き　やすとし

並木　泰宗　（日産労連）

え ぐ ち　みのる

江口　実　（日産労連）

現      行

（会費）
第57条

会費は下記の通りとし、各加盟労連は毎月末までに本部
に納入する｡
(1)1997年10月から組合員１人につき１ヵ月310円

とする。
２．パート等組合員会費については下記の通りとし、各加盟

労連は毎月末までに本部に納入する。尚パート等組合員
とは、パートタイム労働者、再雇用者等、一定期間の雇
用契約を有するもの等の組合員を指し、具体的には別
に定める基準による。
(1) 2006年10月からパート等組合員１人につき１ヵ月

200円とする。
３．前項の規定にかかわらず、規約第７条第１項但し書きに

より単位労働組合を単位として自動車総連に加盟した
組合については、前項の会費に加え組織強化金を毎月
末までに本部に納入する。組織強化金は、別に定める直
加盟組合規程による。

改      定

（会費）
第57条
会費は下記の通りとし、各加盟労連は毎月末までに本部に
納入する｡

(1) 2013年10月から組合員１人につき１ヵ月320円
とする。

２．パート等組合員会費については下記の通りとし、各加盟
労連は毎月末までに本部に納入する。尚パート等組合員
とは、パートタイム労働者、再雇用者等、一定期間の雇
用契約を有するもの等の組合員を指し、具体的には別
に定める基準による。
(1) 2013年10月からパート等組合員１人につき１ヵ月

205円とする。
３．前項の規定にかかわらず、規約第７条第１項但し書きに

より単位労働組合を単位として自動車総連に加盟した
組合については、前項の会費に加え組織強化金を毎月
末までに本部に納入する。組織強化金は、別に定める直
加盟組合規程による。

現      行

（実施期日）
第69条

この規約は1972年10月3日から実施する。
(２) この規約は1974年9月7日一部改訂。

～中略～
(14) この規約は2012年9月6日一部改訂。

改      定

（実施期日）
第69条

この規約は1972年10月3日から実施する。
(２) この規約は1974年9月7日一部改訂。

～中略～
(14) この規約は2012年9月6日一部改訂。
(15) この規約は2013年9月5日一部改訂。

第13章　付則

以　　上



相原会長、なおしま正行議員、ふるもと伸一郎議員と一緒に

いけぐち修次
（前）参議院議員

いけぐち修次（前）参議院議員
　挨拶要旨

また、大会第2日目には、いけぐち修次（前）参議院議
員のこれまでの活動と功績に対し、花束贈呈が行わ
れ、ご自身よりこれまでの活動に対する、感謝の気持
ちと、私達への激励の言葉が述べられた。

12年間皆さんにご支援いただき、
本年7月28日をもって無事引退す
ることができました。
12年間を振り返りますと、良い政
権交代と残念な政権交代があり、政
治的に非常に変化の激しい時代で
あっという間に過ぎました。
12年間どうもありがとうございました。

議　事 議　事

2名の特別中央執行委員について提案され、信任された。
両名は連合本部へ派遣予定。

第2号議案第2号議案

役員選挙の件

第1号議案第1号議案

自動車総連規約改定の件

第3号議案第3号議案

顧問・政治顧問委嘱の件

第4号議案第4号議案

第24期後半期予算（案）

顧問・政治顧問の委嘱について提案され、
全会一致で採択された。

●顧問
　国際労働財団　相談役　高橋　由夫
　参議院議員　　　　　　直嶋　正行
　衆議院議員　　　　　　古本　伸一郎
　参議院議員　　　　　　礒﨑　哲史

●政治顧問
　衆議院議員　　　　　　髙木　義明

第24期後半期予算が提案され、全会一致で採択された。

第5号議案第5号議案

退任役員表彰
加藤慎哉前特別中央執行委員（日産労連）と礒﨑哲史前特別中央執行
委員（現参議院議員）の退任役員表彰が採択され、代表して加藤前特
別中央執行委員に表彰楯の贈呈を行い、挨拶をいただいた。

並木 特別中央執行委員、江口 特別中央執行委員

加藤 前特別中央執行委員

自動車総連会費の変更について規約改定が提案され、賛成多数で採択された。

１．改定の理由

・連合会費値上げへの対応のため、自動車総連会費の変更を行う。

２．改定箇所

第11章 会計

特別中央執行委員

な み き　やすとし

並木　泰宗　（日産労連）

え ぐ ち　みのる

江口　実　（日産労連）

現      行

（会費）
第57条

会費は下記の通りとし、各加盟労連は毎月末までに本部
に納入する｡
(1)1997年10月から組合員１人につき１ヵ月310円

とする。
２．パート等組合員会費については下記の通りとし、各加盟

労連は毎月末までに本部に納入する。尚パート等組合員
とは、パートタイム労働者、再雇用者等、一定期間の雇
用契約を有するもの等の組合員を指し、具体的には別
に定める基準による。
(1) 2006年10月からパート等組合員１人につき１ヵ月

200円とする。
３．前項の規定にかかわらず、規約第７条第１項但し書きに

より単位労働組合を単位として自動車総連に加盟した
組合については、前項の会費に加え組織強化金を毎月
末までに本部に納入する。組織強化金は、別に定める直
加盟組合規程による。

改      定

（会費）
第57条
会費は下記の通りとし、各加盟労連は毎月末までに本部に
納入する｡

(1) 2013年10月から組合員１人につき１ヵ月320円
とする。

２．パート等組合員会費については下記の通りとし、各加盟
労連は毎月末までに本部に納入する。尚パート等組合員
とは、パートタイム労働者、再雇用者等、一定期間の雇
用契約を有するもの等の組合員を指し、具体的には別
に定める基準による。
(1) 2013年10月からパート等組合員１人につき１ヵ月

205円とする。
３．前項の規定にかかわらず、規約第７条第１項但し書きに

より単位労働組合を単位として自動車総連に加盟した
組合については、前項の会費に加え組織強化金を毎月
末までに本部に納入する。組織強化金は、別に定める直
加盟組合規程による。

現      行

（実施期日）
第69条

この規約は1972年10月3日から実施する。
(２) この規約は1974年9月7日一部改訂。

～中略～
(14) この規約は2012年9月6日一部改訂。

改      定

（実施期日）
第69条

この規約は1972年10月3日から実施する。
(２) この規約は1974年9月7日一部改訂。

～中略～
(14) この規約は2012年9月6日一部改訂。
(15) この規約は2013年9月5日一部改訂。

第13章　付則

以　　上
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いそざき哲史事務所にて
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自動車総連、第24期
後半期の活動をスタート！！

特集 第42回大会

自動車総連は9月5日～6日の両日、
東北大学百周年記念会館川内萩ホール(仙台)において
第42回大会を開催した。

●相原会長あいさつ（要旨）
●来賓紹介
●報告承認事項
●特別報告：財政検討委員会答申
◆第1号議案：自動車総連規約改定の件
◆第2号議案：役員選挙の件
◆第3号議案：顧問・政治顧問委嘱の件
◆第4号議案：第24期後半期予算（案）
◆第5号議案：退任役員表彰

第42回大会第1日目は清野中央執行委員(全本
田労連)の司会で開幕し、相原会長の挨拶に続い
て来賓挨拶。その後、いそざき哲史参議院議員か
ら議員として初めて自動車総連大会での挨拶。
支えてくれた仲間への挨拶と、自動車総連の政
策推進について改めて力強い決意表明をいただ
いた。
その後、報告承認事項の審議へと移り、一般経過
報告、前半期決算報告が承認された。続いて特別
報告「財政検討委員会答申」が行われ、第1号議案
「自動車総連規約改定の件」で自動車総連の会費
改定の採択。顧問議員の国政報告が行われ、第1
日目を終了した。
第2日目は、議事として「役員選挙の件」、「顧問・
政治顧問委嘱の件」、「第24期後半期予算(案)」、
をそれぞれ採択。最後に「退任役員表彰」が行わ
れ、第42回大会は終了した。

いけぐち修次（
前）参議院議

員からバトン
を引き継ぎ、

いそざき哲史
参議院議員が

政策実現のた
めに活動をス

タート！！

挨　拶　要　旨

いそざき哲史参議院議員事務所開設のお知らせ

7月21日(日)に施行された
第23回参議院議員選挙において、

見事初当選（得票数271,553票、民主党比例代表内1位）を果たし、
いけぐち修次（前）参議院議員よりバトンを引き継いだいそざき哲史参議院議員が、
自動車総連第42回大会において、直近の活動報告、そして力強い決意を語った。
尚、いそざき哲史参議院議員は本大会の中で自動車総連の顧問を委嘱された。

皆さんの日頃からのご支援に対し、心より感謝申し上げます。
　参議院議員選挙では、皆さんに最後の最後まで粘り強く支えていただき、初当選を果たすことができました。結果は自動
車総連として過去最高の271,553票という数字であり、これを達成するためにどれだけの苦労があったのかを感じざるを得
ません。この活動は笑顔でできる活動ではなかったはずですが、皆さんは私が行けば必ず笑顔で迎えてくれました。そこに
は並々ならぬ努力があり、皆さんの苦悩、苦労の積み重ねが27万という数字につながったと認識しています。この結果を重
く受け止め、数字に込められた期待をしっかり自覚しながら国会での活動を通してお返ししていきます。
　今は秋の臨時国会ですぐにスタートダッシュができるよう、様々な資料や議事録に目を通して、自分自身の知識を増やす
ことに努力しています。
　国会では、自動車関係諸税をはじめ、ホワイトカラーエグゼンプション、金銭解雇、地域限定社員などの労働に関する案
件や、社会保障制度の改革など、待ったなしの課題が山積しています。
　但し、政策を進めるにも厳しい状況であることも現実で、8月初めに参議院の人事を決める国会が開かれましたが、この
あと3年間の論議する場が決まる国会であり、自分たちが進めやすい体制を作るべく各党が全力を注いだ国会でした。そこ
で国会の約3分の2を占める巨大与党の大きさを改めて実感しました。
　しかし、たとえどんなに状況が厳しくても、信念を貫いて活動していくことが何よりも重要だとこれまで１年半お伝えし
てきた通り、今こそ自分の思いを実践する時です。我々が掲げている政策、進むべき方向ははっきりしています。あきらめ
ずに活動し続ける決意をお伝えし、職場での皆さんの頑張り、国会での私の頑張りがしっかりスクラム組んだ時に、職場の
皆さんの明るい未来が見えてくるという信念で、取り組んでいきます。

議員会館でいそざき哲史参議院議員の事務所及び、秘書が決まり、活動が本格
的にスタートしておりますので、お伝えいたします。加盟組合の皆さんにおい
ては、それぞれの政策研修会や国会見学など、積極的な訪問やPRをお願いし
ます。

〒100-8962東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館1210号室
TEL：03-6550-1210　FAX：03-6551-1210


