
第43回大会を開催！
自動車総連は9月4日～5日の両日、東京都港区・メルパ
ルク東京において第43回大会を開催した。今号ではそ
の模様を掲載する。
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自動車総連、第25期が
　新役員体制でスタート！！

特集	 第43回大会
●相原会長あいさつ（要旨）
●報告承認事項
●国政報告
●第1号議案：役員選挙の件
●第2号議案：第25期運動方針（案）
●第3号議案：第25期前半期予算（案）
●第4号議案：

自動車総連医療共済規約改定の件
●第5号議案：

第18回統一地方議会議員選挙
組織内候補者推薦の件
●第6号議案：顧問・政治顧問委嘱の件
●第7号議案：退任役員表彰の件

第25期役員承認後、新役員を代表して
決意を述べる相原会長

第43回大会は坂口中央執行委員（三
菱自動車ふそう労連）の司会で開幕し、
相原会長が挨拶に立ち、続いて来賓挨
拶、海外来賓代表挨拶が行われた。その
後、報告承認事項の審議へと移り、「一般
経過報告」、「第24期後半期決算報告」、

「特別報告　日本の自動車産業基盤の
維持・強化に向けて」が承認され、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」
について投票を行った後、顧問議員の国
政報告を行った。その後は、第25期新
役員体制にて、「第25期運動方針（案）」、

「第25期前半期予算（案）」、「自動車総
連医療共済規約改定の件」、「第18回統
一地方議会議員選挙組織内候補者推薦
の件」、「顧問・政治顧問委嘱の件」の提案
がされ、それぞれ承認された。最後に「退
任役員表彰の件」が提案、承認され、第
43回大会は終了した。
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相原会長挨拶（要旨）
Ⅰ.はじめに
本年は、全国各地で自然災害
が発生した。心より哀悼の意
を表すと共に、一日も早い復
旧・復興を祈念申し上げる。
労働災害も極めて憂慮すべ
き状況にある。期初にあた
り、安全の徹底と確保を全員
で誓い合いたい。

Ⅱ.	課題提起
一つ目は、「21世紀は、新たな国際秩序構築の100年」との
認識である。労働法や労働慣行、社会対話の仕組みや労使関
係は国毎に異なるが、「働く人の尊厳」が公平・公正に保たれた
社会が、人類の進歩の礎であり、健全で持続性ある経済・社会
の前提との価値観を全世界で共有する必要がある。
二つ目は、「日本の自動車産業は、国内外に雇用を生み続ける
プラットホームとして、なお一層社会に貢献していく」との認
識である。熾烈な国内外の競争は、経営判断のスピードとシビ
アな合理性を企業に求めている。健全な職場づくりを徹底的
に追求することで、クルマを通じた新たな価値創造と安定した
雇用を社会にもたらす責務がある。
三つ目は、「日本の労使関係の基盤強化は急務」との認識であ
る。「健全な働き方と日々の努力が、全ての働く場の安定と社
会の前進に貢献する」という価値観を社会全体で共有し、生
産性運動を育む集団的労使関係を価値ある社会インフラとし
てより拡げていく必要がある。

Ⅲ.日本の経済の現状と自動車総連の受け止め方	
1つ目は、日本経済にとり2014年は持続的成長への正念
場との認識である。日銀は、2015年度中の2％の物価上昇
の達成は道半ばとする一方、2015年10月からの消費税率
10％への政府の引き上げ判断を控える現在、足元の消費回
復と安定的な内需の重要性は言うまでもない。
2つ目は、日本経済の構造変化である。25か月連続赤字の貿
易収支を巡っては、リーマンショック以降の海外生産拡大、製
造業の輸出競争力低下などの分析と共に、超円高水準の是正
による輸出拡大がGDPへ寄与するとした政府の経済好循環
シナリオへの疑問符との受け止めがある。自動車総連として
は、競争力ある輸出量の確保と健全性ある国内販売それぞれ
のバランスを見極めた政策対応を求めていく。
3つ目は、先進諸国の中でも最速の少子高齢化である。男女
を問わず、職業や結婚・出産など、その選択の自由は個々人に
あるが、すそ野が広く雇用吸収力ある自動車産業は、雇用の
砦として、地元の学校を卒業し、近隣に働く場を得ることを選
択しうる極自然な雇用社会、豊かな地域社会づくりに貢献、努
力し、質の高い労働市場づくりに自動車産業労使が先導的な
役割を果たす必要がある。
4つ目は、顕在化する雇用のミスマッチである。非正規労働
契約の時間あたり賃金を高めても採用難にある現状は、この
間、依存度を高めてきた外部労働市場の質的変化と受け止め

るべきで、正規雇用への登用拡大はじめ、安定雇用に向けた
拡充策の積極推進など、企業行動に変更を求める。
5つ目は、私たちの働き方である。少子高齢化のマイナスイ
ンパクトを和らげ成長軌道を維持することは重要である。ワー
ク・ライフ・バランスの観点からあらゆる職場の長時間労働の
改善を大前提に、多様な人材が自らの持ち場、立場で如何な
く力を発揮できる環境づくりを通じ、一人ひとりのやりがいを
尊重した労働市場全体の質的向上に努力する必要がある。男
女や年齢を問わず、働きやすい環境整備が必要との認識を実
践につなげることが何より大切である。6月に政府が閣議決
定した「日本再興戦略 2014」には、「労働時間の長さと賃金
のリンクを切り離した新たな労働時間制度の創設」などが盛
り込まれた。労働時間制約を外す働き方は、決して魔法の杖
ではない。政府が「日本の再興」を唱えながら、片方で、非正規
労働者の拡大と健全な働き方の根底を覆しかねない労働時
間制度を加速する現状は、明らかに政策上の不整合である。
従って、2014年秋の労働諸条件改善の取り組みは大変重要
である。自動車総連全体で、働き方の劣化を防ぐ労使の話し
合いにしたい。

Ⅳ自動車総連の取り組み
1点目に、「1000万連合」は、自動車総連の位置づけに相応
しい取組結果で責任を果たす必要がある。企業と働く者が互
いを理解し、緊張感ある集団的労使関係を育みながら、広く
社会に貢献する、その共感を得る運動の結果が組織拡大と考
える。12労連のより踏み込んだ取り組み、47地協と自動車
総連本部との緊密な連携が重要である。
2点目に、雇用安定に資する高い次元での自由貿易体制の
構築や安価で安定したエネルギー供給体制の確立、ITSを軸
とする新たなクルマ社会づくりなど、雇用の安定と創出に向
けた政策活動を展開する。自動車関係税制の抜本改革は、本
年、剣ヶ峰である。自工会、自販連などと連携し、自動車ユー
ザーを代表し精一杯の活動を展開する。
3点目に、自動車産業が地域の雇用の受け皿として、その役割
を果たし得る事業環境の整備を進める。部工会加盟企業の約
半数は、地元に根付き、国内事業に専念している。自動車総連
も海外展開の有無にかかわらず、中小企業の活力を活かす政
策活動に腐心する。一方、慢性的なサービス・エンジニアの不
足問題は、今後は、「自動車整備人材確保・育成推進協議会」の
動向を注視しつつ、魅力ある職場づくりに向けた努力を形に
する段階にある。また、輸送部門のドライバーの社会的な地位
向上も重要である。適正運賃の収受と公正競争の担保、望ま
しい賃金体系のあり方を含め、魅力ある産業・企業づくりが不
可欠である。
4点目は、働く者、生活者の視点からの政策アプローチを充実
することである。「社会保障と税の一体改革」に対する緩慢す
ぎる政府の取り組み姿勢を厳しく監視し職場と情報の共有を
図る。
5点目に、政治に対しては、国民本位の国会運営を強く求め
る。政治の役割が、富の配分から負担の分かち合いへと変化

相原 会長
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来賓
するなか、開かれた国会でなければ、国民の政治への信頼は
遠のくばかりである。その意味では、野党第一党として、与党
経験ある民主党には極めて大きな役割がある。2012年12
月の政権交代、その後の政府の労働政策の大転換、自動車関
係諸税の抜本改革の大幅な後退や国民軽視の国会運営など
は、既に報告の通りである。一方で、自動車総連は、これを重
要な契機と捉え、組合員一人ひとりに「成熟した政治への参
加意識」を醸成し、厳しい敗戦を意義あるものしたいと考え
る。私たちは、1年前のいそざき哲史参議院議員の活動を通
じ、職場での1対1の信頼関係強化の重要性という将来への
糧を得て、一歩を踏み出した。そして、明年春の統一地方選挙
での推薦候補者全員の勝利により、二歩目を進めたい。なお、
2016年7月施行の次期参議院議員選挙に向けては、自動車
総連中央執行委員会にて検討を進めていく。

Ⅴ.2015年総合生活改善の取り組みについて
一つ目は、2014年総合生活改善の取り組み結果とその意
義について、個々には厳しい結果も散見されるが、全体として
は、日本経済の再生と所得環境の改善を進めるうえでの「意
義ある基点」とすることが出来た。また、自動車総連として一
定の役割を果たし得たと考える。粘り強い取り組みに敬意を
表したい。
二つ目は、大切にすべき自動車総連の協議・交渉のあり方であ
る。協議・交渉の背景となる経済実態は、企業や消費者の日々
様々の経済行動、その連続性から浮かび上がるものである。
一方で、私たち労使の協議・交渉結果は、あくまでも単年単年
のぎりぎりの取り組みの中からしか見出すことが出来ないも
のである。また、そこに自動車総連らしい真摯な取り組み姿勢
と職場との信頼の基礎がある。
三つ目は、2015の取り組みは、企業、消費者などの行動に着
実に変化をもたらし、日本経済への信頼を高め得る次なる一
歩でなければならず、春の取り組みという大きなエネルギー
の使い道を改めて考える必要がある。2014の基点を活か
し、安定した物価上昇と賃金トレンドを日本の経済基盤に確実
に根付かせる必要がある。なぜならば、景気拡大の潮目を本
格的な流れに向かわせなければならず、日本は分水嶺にある
との自覚を社会全体に促す後のない重要局面にあるからで
ある。こうした取り組みの意義を踏まえつつ、今後は、日本経
済の全体の底上げを基調とする健全な持続的成長に資する
自動車総連としての要求基準を総合的に判断していく。自動
車総連全体が力を合わせて前進させる2015の取り組みとし
たい。

Ⅵ.むすび
本大会をもって役員を退任される仲間の皆さんがおられる。
多くの課題に対し、組合のリーダー、地協のまとめ役など、持
ち場立場で、獅子奮迅の活躍をされた、自動車総連にとり欠く
べからざる仲間ばかりである。心より感謝するとともに、新た
な立場での今後なお一層のご活躍を祈念申し上げる。私たち
も第25期の自動車総連運動を力強く進めていく。引き続き
のご支援とご協力をお願いする。共に、頑張りましょう。

来賓として、連合 神津事務局長、JCM 有野副議長、民主党 海江田
万里代表にご出席いただき、それぞれご挨拶をいただいた。

海外来賓として多くのご出席をいただき、代表としてインダストリオー
ル フーバー会長、UNI ジェニングス書記長にご挨拶をいただいた。

インダストリオール フーバー会長 UNI ジェニングス書記長

来賓

海外来賓

連合 神津事務局長

JCM 有野副議長

民主党 海江田万里代表
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報告承認事項、議事

一般経過報告

特別報告

議事

郡司 事務局長

市ノ渡 副事務局長

吉武 副事務局長

「第24期後半期の活動全般について」「2014年総合生活改善の取
り組み総括」を報告した。

「日本の自動車産業基盤の維持・強化に向けて」を報告した。

●第1号議案：役員選挙の件
第25期役員が提案され、全員が信任された。※表紙写真参照

●第2号議案：第25期運動方針（案）
●第3号議案：第25期前半期予算（案）

第25期運動方針、第25期前半期予算について提案され、いずれ
も全会一致で採択された。

●第4号議案：自動車総連医療共済規約改定の件
自動車総連医療共済制度加入コース改定に伴い、必要となる医療
共済規約の改定について提案され、全会一致で採択された。

●第5号議案：
　第18回統一地方議会議員選挙組織内候補者推薦の件
●第6号議案：顧問・政治顧問委嘱の件
●第7号議案：退任役員表彰の件

第18回統一地方議会議員選挙組織内候補者推薦の件、第25期
顧問・政治顧問の委嘱、退任役員表彰について提案され、いずれも
全会一致で採択された。

堀 副事務局長

舟橋 中央執行委員

髙木義明 衆議院議員
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労連意見表明

（全トヨタ労連）	梶原	代議員
今期の全トヨタ労連のスローガンは「原点に立ち、今を見つめ、次の一歩を踏み出そう」とし
た。労働組合の役割や何をしなければならないかを改めて認識した上で、現状を冷静に見極
め、やるべきことをやっていこうということである。人材育成や教育、組合の組織力強化といっ
た地道だがしっかり基礎を固めることを強く意識した取り組みを着実に行い、地協活動なども
しっかり行っていくことで、来年の統一地方選挙、再来年の参議院議員選挙など、全組合員が
一体となって取り組んでいけると認識している。全トヨタ労連として、自動車総連方針の一翼
を担うために頑張っていく。

（日産労連）	高木	代議員
海外事業を展開しながら国内事業基盤を維持・強化するためには、産業政策や中小企業政策
を推進し国内で事業をしやすい環境整備に取り組み、公正・公平な税制の確立・財政再建、社会
保障制度などの抜本改革を推進し、安心・安定・安全な社会づくりを実現することにより、ゆき
過ぎた格差を是正することが肝要である。そのためにも明年の統一地方選・中間地方選挙、そ
して次期参議院・衆議院の国政選挙についてもきちんと結果を出していく。とりわけ参議院選
挙においては、自動車総連型で全員一丸となって取り組む事が基本であり、重要である。日産
労連は自動車総連の仲間とともに、政策実現に向けて全力で取り組んでいきたい。

（全本田労連）	山本	代議員
国際連帯活動については、グローバルオペレーションの変化にともない、海外事業が国内事
業の運営に大きく影響することから、さらに前進させていく必要があるものと認識している。
全本田労連としては、「地域の問題は、その地域で解決する」ことを基本とするものの、ＪＣＭ
や自動車総連と連携しながら、国際的な「相互理解」に向けた取り組みを進めていきたいと考
えている。また、加盟組合に対し、母国企業労使の役割として海外事業体における建設的な労
使関係の構築に向けて適切に関与するための知識習得や情報網の整備へとつなげていきた
い。

（全国マツダ労連）久重	代議員
2014年生活闘争の取り組みは、とりわけ、賃金引上げにおいて、多くの単組で、物価上昇な
どを意識した賃金の社会性に対応した要求構築のもとで賃金の引上げを求めたが、経営側と
の交渉においては、上昇局面にある物価動向については認識しているものの、多くの単組で
交渉における争点とはならなかった。
2015年取り組みでは、物価上昇がより鮮明に表れてくることを踏まえると、組合員の実質的
な賃金水準を維持する観点で、個別労使の交渉には限界があり、社会・経済界を巻き込んだ大
きなうねりを作り出していかなければならないと考える。
マツダ労連としても、総連と共に社会に大きなうねりを作っていくために、方針策定論議から
推進に至るまでしっかりと役割を果たしていきたい。
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労連意見表明

（三菱自動車ふそう労連）	赤池	代議員
輸送部門の積年の課題である「路上積み降ろし問題」については、三菱自動車ふそう労連とし
ても、その作業に携わる組合員の安全を守るため取り組みを強化している。しかしながら、都
市部を中心に夜間作業に頼らざるを得ない場所が多い実態があり、めざましく進展していると
は言えないことに加え、長時間労働や歩合部分が多くを占める賃金制度、高校卒業と輸送業
界への就職がリンクしない中型免許問題等、輸送部門には多くの課題が山積している状況に
ある。
三菱自動車ふそう労連としてはドライバー職の魅力を少しでも高めるべく、取り組みを一層強
化していく所存であるが、自動車総連には、これまで以上に産業レベルの取り組みを一層強化
いただくとともに、各労連における課題解決に向けた具体的な好事例の共有化などをお願い
したい。

（スズキ労連）	小杉	代議員
自動車総連という組織の大きさ、スケールを生かし、個別企業労使や労連・労組単独では取り
組めない事、特に、世論喚起を必要とする取り組みについては、しっかりとした考え・主張のも
とに、世論に訴え、世論形成を作っていただきたい。
自動車総連に加盟する労組の多くは中小労組であり、中小労組に視点を向けた取り組を自動
車総連も取り組んで頂きたい。労連としても、フォローアップを行っていく。
職場との一体感を醸成する取り組みについて、総連、労連、単組共にその活動の原点となるの
は、働く者一人ひとりであり、自動車総連の活動を職場によりわかりやすく伝える方法を検討
頂きたい。我々、労連、単組も働く仲間一人ひとりとコミュニケーションを高めるとともに、運
動や活動をよりわかりやすく伝えていく。

（ダイハツ労連）	溝口	代議員
「日本国内における自動車産業基盤の維持・強化」についての重要性を認識し、取り組みを進
めていく。「自動車関係諸税に対する取り組み」に関しては、来年の軽自動車税の増税の実施
への改めての反対と自動車関係諸税の軽減を求めていく。労働政策においては、START12
の3次計画にもとづき、単組における個人別管理を徹底する取り組みを推進する。また、少子
高齢化についての対策はもちろん同じ職場で働く仲間の健康維持に向けた労連発信と職場
環境の整備を行っていく。
コンパクトな労連体制での多岐に渡る活動への取り組みではあるが、しっかり取り組んでい
く。

（富士労連）	川又	代議員
グローバルでの競争激化により海外に進出せざるを得ない状況は理解するものの、裾野の広
い日本の基幹産業である自動車を何としても国内に残していかなければならない。そのため
には、国内市場を活性化させること、ものづくりに関する日本の強みを維持することなど、国
内における事業基盤強化は不可欠である。そして、実現のためには自動車総連に集う仲間全
体で取り組む必要があると考える。そのためにも、自動車総連本部ならびに各労連が、それぞ
れ心を通わせ温度を感じながら活動していくことが大切であり、総連には引き続き一体感を
重視した丁寧な活動の推進を是非お願いしたい。富士労連としても、微力ながら総連活動を
全力で支える。
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労連意見表明

	（全いすゞ 労連）	松村	代議員
全いすゞ 労連が軸足を置く商用車市場は、お客様の経営環境に大きく左右されることから、今
年の税制改正で剣ヶ峰を迎える車体課税は勿論のこと、燃料代が高騰しているなか、燃料課
税の簡素化、負担の軽減も大変重要な取り組みだと認識している。
自動車総連第25期運動方針では、産業内・外を取り巻く諸課題に的確に対応し、産業全体の
健全な発展、そして、組合員の「安心・安定・安全」に向けた具体的な方針が確立された。
全いすゞ 労連は、自動車総連に集う仲間の一員として、職場活動で吸い上げた組合員の意見
や要望を整理し、自動車総連としての政策論議の場に積極的に参画するとともに、全ての職
場、地域から、政策実現に向けた体制づくり、活動の実践に力強く参画していく。

（日野労連）	会田	代議員
この数年、政権が目まぐるしく変わり、私たちの政策推進活動を取り巻く環境が変わり、その中
で組合員の政治に対する接し方が問題点として浮き彫りにされた。日野労連としても、第5回
組織強化活動で痛感しており、組合活動の原点に戻り、職場での日常の活動の重要性を認識
している。組合員一人ひとりが政策により、自分自身の生活、働き方、職場が変わっていくこと
に気づき、その検討や議論プロセスの中に、働く者の考え方や意見が反映されない場合の危
険性について認識することが必要である。またそのことが、私たちが今後進めていく「政策推
進活動」の原動力になると考える。来る統一地方選や第25期組織強化活動における労連活
動の大きな柱の一つとして、私たちの政策推進や政治活動に対し、組合員の理解と信頼を得
るために、この活動に注力していく。

（ヤマハ労連）	山田	代議員
ヤマハ発動機グループの主要事業である二輪車の軽自動車税において、大幅な増税が決定
しており、また、軽四輪車と取り扱いが異なり、新車・既販車を含む全ての車種が増税対象と
なった。この不合理で安易な増税は容認できるものではない。昨年の参議院議員選挙におい
ては、ヤマハ労連の総力を結集し、過去の取り組みを上回る最大限の取り組みを推進してき
た。しかしながら、労連として当初設定した目標には及ばず、組合員に対する日常の理解活動
が不足していること、組合員の政治活動への参画意識が低いこと等、課題が浮き彫りになっ
た。産業政策課題の改善には、どうしても政治の力が必要であるということは言うまでも無く、
労連として、この反省を今後の活動に活かしていくためにも、職場の隅々にまで政治活動の重
要性を理解・浸透させ、組合員自らが政治活動に主体的に参加できる風土を醸成していきた
い。

（部品労連）	谷	代議員
日本の自動車産業の維持・強化に向けて、日本の働き方の強みの整理として、部品労連として
も議論してきた。結果的には、部品産業の「ものづくり」を支える「人」が強みであり、その強み
を発揮し続けて行くための活動が重要であるとの認識となった。
自動車産業は超円高を発端にグローバル化が急速に進み、そのサプライチェーンも急激な対
応を迫られた。中には体力差などが理由でこの変化に追従できず、強みを活かし切れていな
い部品企業があることも事実である。このグローバル化に対しても、企業の生き残りを掛け、
競争力発揮に向けた職場の課題解決について各単組・企業労使で議論を深め、それぞれの強
みを整理していきたい。
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7月の滋賀県知事選挙では、特に自動車総連滋賀地協の皆様が意気に感じて立ち上がっていただいたことで、連
合滋賀が動き、当初より世論調査でも厳しかった中、山が動きました。皆様が本気になって政治に取り組めば、こう
した成果を生み出す力を持っています。ところが、民主党は信頼を失い、職場の皆様は政治はもういいと思ってい
ます。皆様との距離を縮めなければ、このままでは距離は広がる一方です。鎧を脱ぎ、気持ちを裸にして、本音で語
り合い、近づくことで連携を深めるしかありません。
組合が政治に参加する目的を、皆様もどうやって職場に展開しようかと思い、悩んでおられると思います。私たち
政治も、『任せてほしい！』と言えたらよいのですが、私たちももがいています。お互いに新しい『旗印』をつくり、そ
のためなら再び政治に参加してみようと、自動車総連の皆様が思ってもらえるかどうかの、組合と政治の正念場だ
と思います。

現政権発足以来、いわゆるアベノミクスという形で様々な経済対策が打たれ、確かに金融緩和等で株価が上がる
などしましたが、鳴り物入りで実行された成長戦略はほぼ見るべきものはなく、4－6月の経済状況を見ても年率
マイナス7.1％と想定以上の大幅な不足です。現政権の政策が本当に日本経済を良い循環にしてきたかどうか、
労働組合としても是非検証していただきたいと思います。
私どもの一番の立ち位置は、真面目にコツコツ働いて税金を納めておられる皆さん方の生活を守る、あるいは将
来の人生設計がしっかり出来る、そういう政策を実行していくことです。秋から暮れにかけて自動車関係諸税も一
つの山場を迎えます。朝三暮四のような、目先を変えて実質はどこかで取り返すという政策は、私どもは到底納得
できません。「自動車ユーザーの負担を軽減する」その大きな目的のために、この秋以降更に皆さんと力を合わせ
て取り組んで参る所存です。

昨年の初当選から1年が過ぎました。これまで、温かく見守り、ご支援いただいた皆様に改めて御礼を申し上げま
す。今後、色々な機会を捉えて私の成長した姿をお見せするとともに、活動の内容をしっかりお伝えしていくこと
が、皆様への恩返しになると思っています。
臨時国会、通常国会と2回の国会を通して特に印象に残ったことは、現政府与党は強行採決を繰り返し、あらゆる
局面において野党議員の声を無視して進めていくということです。わずか1年ではありますが、こうした議会運営
に対し腹が立ち、「悔しい」という思いがつのりました。そうした思いを忘れずに、2年目の活動にしっかり取り組ん
でいきます。
取り組まなくてはならない課題はたくさんあります。自動車産業、私たちの暮らしを取り巻く環境、政治情勢が大
きな転換期にある中で、私たちが本当に安心して暮らしていける世の中を作るためにはどうすれば良いのか、共に
考え、行動していきましょう。

なおしま正行 参議院議員

ふるもと伸一郎 衆議院議員

いそざき哲史 参議院議員

国政報告
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