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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7月の第23回参議院議員選挙は、大逆風の下で
大変厳しい取り組みとなりましたが、自動車総連は、仲
間の力を結集して、組織内候補・いそざき哲史さんの初
当選を果たすことができました。ここに自動車総連に集

う仲間の皆様のご奮闘に心から敬意を表するとともに、ご支援を賜ったすべての
皆様に深く感謝申し上げます。
　さて、自動車産業は、リーマンショック以降、度重なる難題を克服しながら、必死
の事業構造改革を推し進めてきました。そして、自動車総連に集うあらゆる職場の
粘り強い取り組みなど、一人ひとりのひたむきな努力が、産業の将来への展望を
切り拓きつつあります。本年は何としてもデフレ脱却を果たすために、経済再生と
所得向上を同時に推し進めていく大変重要な年であり、自動車総連としてもその
一翼を担いたいと思います。
　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　参議院議員

いそざき 哲史
　謹んで新春をお祝い申しあげます
　これまでの諸活動における甚大なご支援に対し、改
めて感謝申し上げます。
　昨年は、本会議の代表質問、財政金融委員会の質
疑に立ちました。
　自動車関係諸税については、政府の一部から出て

いる不条理な税制案を阻止し、自動車ユーザーが納得できる税制に改善し
ていけるよう、今後も粘り強く主張していきますので、引き続きのご支援をよ
ろしくお願い致します。
　本年が皆様にとってより良い年になりますことを心より祈念申し上げ、年
頭のご挨拶と致します。
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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

並木　泰宗
（日産労連） 連合派遣

江口　実
（日産労連） 連合派遣 

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）
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

後藤　久子 企画総務局
小泉　優子  〃
金村　乃美  〃
齋藤　亜沙美  〃

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）

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)   〃
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）     〃
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）     〃

藤冨　健一 （全トヨタ労連） 国際局 部長
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）     〃
東　英幸 （日野労連） 労働法制局 部長
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
謹んで新年のお歓びを申し上げま
す。昨年一年、夏の参院選を始め大
変お世話になりました。改めて御礼
申し上げます。
高支持率にも支えられて、安倍政
権はいささか暴走気味です。3ヶ月
もの空白の挙句ようやく開いた臨時
国会では、特定秘密保護法案を多く

の国民が反対の声を挙げる中、強行採決を繰り返し強引に成立さ
せました。まさに「数の横暴=強権政治」と言わざるを得ません。
当面、是々非々の姿勢で巨大与党に毅然と対峙し、その横暴を止
めることが民主党の責務と受け止めています。皆様の代表として
しっかり取り組んで参る決意です。
最後に、本年のご多幸・ご発展を祈念申し上げ、新年の挨拶と
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
あけましておめでとうございま
す。
下野して2度目の予算編成、車体
課税のてん末を見ても、与党でなけ
ればと思います。同時に、与党の3
年を再評価しなければ次につながら
ないと感じます。自動車総連のみな
さまも歯がゆいと思います。でも、

厚かましいくらいの政策や政治行動に出て、元気を出すべきで
す。仲間を組織化し、規律し、物語を説明し、一つにまとめる力
があるからです。自民党が下野しても、支援団体は見捨てません
でした。むしろ権力を知る人々は、政権奪還と鉢巻をしめたそう
です。
本年も宜しくお願いします。
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