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はまぐち 誠
自動車総連 総決起集会を開催

（詳細は裏表紙を参照下さい）

第44回大会を開催！
自動車総連は９月３日、４日の両日、
千葉県文化会館（千葉）において大会を開催した。

（518）2015年９月28日

2015年９月28日発行　自動車総連　第518号（通刊688号）

全日本自動車産業労働組合総連合会

ホームページアドレス：http://www.jaw.or.jp
東京都港区高輪4-18-21　View-well Square
電話／東京03（5447）5811（代表）
発行人 ： 相原 康伸

自動車総連、第25期
後半期の活動をスタート!!

　第44回大会第1日目は松原中央執行委員(ダイ
ハツ労連)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、報告承認事項の審議へと
移り、「一般経過報告」、「第25期前半期決算報
告」が承認された。続いて、議事として「自動車
総連規約改定の件」、「情報システム整備基金規
程新設の件」、「顧問・政治顧問委嘱の件」、「役
員選挙の件」がそれぞれ採決された。続いて顧問
議員の国政報告、役員選挙の結果を受けて、新役
員の紹介が行われ、第1日目を終了した。
　第２日目は、議事として「第25期後半期予算
(案)」、「組織強化活動基本方針(案)」がそれぞれ
採決された。最後に特別決議として『「はまぐち 
誠」必勝決議(案)』が採決され、第44回大会は終
了した。

特集 第44回大会
●相原会長挨拶（要旨）
●来賓挨拶
●国政報告
●報告承認事項
◆一般経過報告
◆第25期前半期決算報告
●議事
◆第１号議案：自動車総連規約改定の件
◆第２号議案：情報システム整備基金規程新設の件
◆第３号議案：顧問・政治顧問委嘱の件
◆第４号議案：役員選挙の件
◆第５号議案：第25期後半期予算(案)
◆第６号議案：組織強化活動基本方針(案)
◆特別決議：「はまぐち 誠」必勝決議(案)相原 会長

司会　松原 中央執行委員

左：佐野 議長(ダイハツ労連)、右：民長 議長(三菱自動車ふそう労連)
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１．戦後70年の節目を迎えて

　終戦から70年となる夏を迎えた｡この間日本は､戦争を二度と
起こさないとの不戦の誓いのもと､国際社会からの信頼を着実に
高めてきた｡一方､世界は､国家間対立や緊張の高まり､国の概念に
依らない勢力の台頭など､21世紀においてなお､暴力の連鎖を封
じ込めていない｡日本の役割は明確であり､永久に平和の歴史を刻
むべく､国際社会をリードしていく必要がある｡

２．日本の成長を支えた自動車産業労使と今後の役割

　資源に乏しい日本が、戦後の焼け野原から世界第2位の経済大
国へと駆け上がった姿は、世界から驚きをもってアジアの奇跡と
称賛された。日本のモータリゼーションは、確かな技術・卓越し
た技能とチームワーク、強固なサプライチェーン、そして、販売
第一線でのお客様との信頼構築など、今につながる産業基盤を全
員の努力で確立し、高品質、魅力ある価格を通じ、新たなカーラ
イフを次々に提案することで、日本の成長の一翼を担ってきた。
また、雇用の安定と拡大に向けては、職場の隅々での生産性運動
の推進とその裏付けとなる健全な集団的労使関係が、代表的な日
本の産業・雇用モデルの一つとして、高く評価されてきた。
　末永くものづくり基盤を日本に残すためにも、中小零細企業が
産業の根底を支えている現実を直視し、より付加価値を産業内に
適正循環させることが重要である。
　すそ野の広い自動車産業であればこそ､私たちの働き方を高め､
より多くの働く仲間一人ひとりの幸せに結実できるよう､なお一層
高い問題意識をもって対応していく必要がある｡

３．戦後政治の基本課題と現状

　戦後、日本の政治は､55年体制のもと､公共事業による均衡あ
る国土発展､人口増を前提とする社会保障制度の普及､そして､家
計の向上と1億総中流意識の醸成などを背景に､自民党による富の
分配政治が続いてきた｡しかし､自民党の長期政権を許す結果とも
なった、人口増、公共事業費増、社会保障充実というカードはも
う手元に無く、経済成長さえすれば諸課題を覆い隠せる時代は過
去のものである。

　本来政治が進めるべきは､この間先送りされてきた､社会保障制
度改革､超少子高齢化･人口減少問題への対応､危機的財政状況の
改革､地方経済の活性化と格差問題への対応など､国民の将来不
安を和らげる政策であるはずである｡
　今後国会は､一層緊張の度を高めるが､民主党には､引き続き､野
党第一党として､多数の国民世論を受け止め得る､積極的な行動を
期待したい｡

４. 課題提起

　１点目は､｢より健全な産業､社会づくり｣の観点である｡あらゆる
産業は内外の苛烈な競争環境に置かれている｡競争は､経済成長､
社会発展､個人の成長の源であり､何ら否定されるものではない｡
しかし､自由な競争に全てを任せ､競争の結果ならいかなるもので
も私たちは甘受すべきか｡組合員一人ひとりの働き方を含む、企
業行動、企業統治が決定的に重要性を増す中、労働組合のカウン
ターパート機能の重要性を再確認したい。
　２点目は､低くなったとされる｢成長の天井｣についてである｡日
本の潜在成長率は､80年代､4.4％で推移していたが､足元､0.6％
と､米国､英国､ドイツの概ね２％程度と比べ大きく見劣りしてい
る。そうした中、人口減少のスピードを一定程度に収めつつ、日
本経済・社会の持続可能性を高める方策を出来る限り早期に実行
していく必要がある。その意味で今後のキーは、女性・高齢者の
労働参加、若年層の就労環境の改善や生産性向上などだが、単に
人手不足を解消する供給制約上の対策として、労働市場への参加
を促すだけでは本来の対策にならない。労働を基盤に置いた、ボ
トムアップ型の成長シナリオへの転換と加速が必要である。
　一方、アジア諸国は経済成長しながら人口がピークアウトする
など、人口減少に転ずるまでの時間的猶予の無さが指摘されてい
ることが、国を挙げて、最低賃金や社会保障などの基盤整備を急
ぐ理由の一つとなっている。その意味でも、成熟型の社会の諸問
題の波をいち早くかぶる日本こそが、先頭にたって持続可能性あ
る経済・社会づくりに何としても光を見出す必要があり、アジア
にビジネスを展開し、多くの仲間がいる、日本の自動車産業労使
の役目の一つでもある。
　３点目は､2020年を目線に置いた課題意識である｡1964年の
東京オリンピック・パラリンピックでは、東京タワー、東海道新幹
線の開通、高速道路網の整備など、ハード面の充実が進んだ｡2度
目となる東京オリンピック・パラリンピックでは、全国から2020
年夏を起点とする新たなレガシーの誕生が望まれる。その意味で
は､日本の労使から世界に発信できる絶好の機会と捉え､例えば､
諸外国からは縁遠い過重な働き方を一掃し､2020年を境に働き
方や生活スタイルが変わったというレガシーを後世に残せたら素
晴らしいと考える。
　５年後から何か事を起こすのでは無く､それまでの間に何が出
来るのか､自動車総連として､社会的な機運づくりと実践に向け､
積極的に関与していきたい｡
　４点目は､｢労働の未来｣に関係する課題である｡現在、ドイツで
は、破壊的イノベーションとの冠がつく､第4次産業革命､すなわ
ち、インダストリー4.0の動きが活発である。開発、製造、流通

相原会長挨拶（要旨）

相原 康伸 会長　
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プロセスをIoT（Internet of Things）により飛躍的に高効率
化し､全体最適を図る産業社会づくりが国を挙げて推し進められ
ている｡米国では､GEが製造業回帰の潮流の中、産業機器をイン
ターネットでつなぎ、設備自らが保全や修理を行う高度な制御を
可能とする一方、グーグルが、車の自動走行をはじめ、サイバー
分野からリアル分野へと事業領域を拡大させている。
　現段階、日本は世界の潮流をリードする状況には無いと産業構
造審議会では報告がある。一方、個別企業では研究・調査が進み
つつある。自動車総連としては、極端な悲観論や楽観論は排し、
人の知恵と努力の再認識、人の成長と質の高い雇用の重要性、企
業規模による新たな格差の排除などを念頭に今後、審議会でのビ
ジョン策定などに対応していきたい。

５．当面する政策課題への対応

　初めに､国内市場の活性化については、消費税率８％への引き
上げから間もなく一年半が経過するが､国内販売は､今後の見通し
も含め､極めて厳しい状況にある｡
　平成28年度税制改正に向けては､2017年4月の消費税の再引
き上げも念頭に､危機的な販売状況の打開に向け、「簡素化・負
担の軽減」を念頭に、環境性能課税など、税制論議のポイントに
フォーカスし活動を進めていく。なお、本格的な税制論議に先駆
け、先月、民主党オートバイ議連に自動車総連として二輪車に課
す軽自動車税の増税撤回などを求める要望書を提出したところで
ある。
　次は､ 2016年総合生活改善の取り組みについてである｡ 本
年2015年の取り組みでは､ 全ての単組は､ 様々な視点を総合
勘案し､ 6,000円以上の賃金改善分を設定､ 直接雇用の非正規
労働者についても､ 原則､ 賃金改善を設定するとの要求基準と
した。ひとかたまりとなった金額を掲げ、意義ある起点から確
固たる２歩目を踏み出すことが出来た｡ 中堅･中小労組の取り
組みでは､ 懸命な交渉の結果､ 着実な積上げを獲得したが､ 産
業内の格差は拡大傾向にある現実を真摯に受け止めなければな
らない｡ 2016年総合生活改善の検討にあたっては､ 不確実性
の高まる世界経済､ 物価動向など日本経済の状況､ 人手不足感
の強まる労働需給､ 業種実態を含む産業情勢など､ 諸情勢に対
する共通認識づくりが重要である｡ 自動車総連全体の底上げを
通じ、デフレ脱却と持続的成長への道筋につながり得る要求基
準と取り組み方について、連合・金属労協の論議と並行し、様々
な角度から検討を深めていきたい。
　最後に、来年７月施行予定の第24回参議院議員選挙「はまぐ
ち 誠」の取り組みについて申し上げる。日本は、経済や社会、そ
して、産業と働く人の活力を維持しながら、持続的な成長へと確
実に歩みを進めていく重要局面にあり、政治の役割は決定的に
重要である。自動車産業の隅々を知り、働く人の気持ちを知る、
「はまぐち 誠」の勝利は、日本の舵取りを担う政治にとって、極
めて重要である。来年7月まで闘いは1年を切った｡自分の言葉
で、「はまぐち 誠」を職場や家族につないでいきたい。そして、
全員でこの大山を乗り越えていきたい。

　来賓として連合 古賀会長、金属労協(JCM) 有野副議長、連合
千葉 鈴木会長にご出席いただき、それぞれ挨拶をいただいた。

連合 古賀 会長

金属労協(JCM) 有野 副議長

連合千葉 鈴木 会長

来賓挨拶
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報告承認事項として「第25期前半期の活動全般について」、「2015年総合生活改善の取り組み総括」、「第25期前半期決算報
告」を行い、承認された。

一般経過報告

報告承認事項

■第25期前半期の活動全般について
　郡司事務局長より、第25期前半期の活動全般について報告を行った。

活動の柱 活動内容

Ⅰ．日本の自動車産業基盤の維持・強化

・自動車関係諸税に対する取り組み
・確固たる産業基盤構築のための公平・公正で安心な社会
に向けた政策の推進
・産業の底上げ・底支えを図る取り組み
・安全衛生の取り組みの強化
・グローバルでの建設的な労使関係の構築に向けて
・海外事業体における建設的な労使関係構築への働きかけ

Ⅱ．仲間づくりを通じた社会的、地域的な役割発揮と
　  政策活動の充実・定着

・政策推進力の強化
・全国的な政策実現活動の推進
・「車と社会を考える政策フォーラム」との連携強化
・国政選挙への取り組み
・地方選挙への取り組み
・組織拡大に向けた取り組み
   （1000万連合実現プランとの連動）
・男女共同参画の企画・推進

Ⅲ．豊かで健全な労働環境の実現と生活の
     安心・安定感の確保　

・雇用・労働に関する政策への対応

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

・上部団体の運動との連動に向けた取り組み

第25期特別取り組み項目
　組織強化活動への取り組み

・次期参議院議員選挙への取り組み

■2015年総合生活改善の取り組み総括
冨田副事務局長より「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。

冨田 副事務局長

『
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０
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郡司 事務局長

第25期前半期決算報告
舟橋企画総務局長より、第25期前半期決算報告を行った。
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議事

■ 第１号議案
自動車総連規約改定の件

　自動車総連運動の一層の充実・強化を目指し活動を推進して
いくうえで、連合との一層の連携を図る必要があり、2017年9
月に連合本部と期を合わせるため変更を行う規約改定が提案さ
れ、賛成多数で承認された。

■ 第５号議案
第25期後半期予算(案)

　第25期後半期予算が提案され、全会一致で採決された。

■ 第２号議案
自動車総連情報システム整備基金規程新設の件

　自動車総連情報システム整備基金
規定新設について提案され、全会一
致で採決された。

舟橋 企画総務局長

■ 第６号議案
組織強化活動基本方針(案)

　組織強化活動基本方針が提案さ
れ、全会一致で採決された。

吉武 副事務局長

■ 第４号議案
役員選挙の件

　１名の特別中央執行委員について
提案され、信任された。

特別中央執行委員
　濱口 誠　(全トヨタ労連)

濱口 特別中央執行委員

■ 第3号議案
顧問・政治顧問委嘱の件

　第25期顧問・政治顧問の委嘱について提案され、全会一致
で採決された。
　・顧問
　　中部産業・労働政策研究会　顧問　　加藤 裕治
　　連帯社会研究交流センター　運営委員長　　西原 浩一郎
　　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
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国政報告

なおしま正行 参議院議員

いそざき哲史 参議院議員

ふるもと伸一郎 衆議院議員

自動車総連組織内議員の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より国政報告をいただいた。

　日頃の皆様のご支援に御礼申し上げます。
　今は変化の激しい時代です。最も気になることは少子高齢化を始めとした人口構造の変
化です。人口構造の変化は、国・社会・経済を考える上で最大のポイントです。数年前まで
は失業率が高かったのが、最近では人手不足と言われます。これはアベノミクス効果では
なく、人口の変化で日本の潜在成長力が0.5～0.6%と下がっていることが原因です。経済
成長が1%伸びるとたちまち人手不足に、１%下がると人員過剰感が出ます。
　物価上昇に賃金が追い付かない等で消費が伸びない現状から日本経済を成長させるため
には、産業構造と同時に就業構造を変え、より安定し、かつ良い処遇の人を増やさなけれ
ばなりません。
　政治の場で決めることは後々の皆さんの生活に影響します。組合員やその家族の将来と
いう観点から政治の重要性は高まっています。来年の参議院議員選挙でしっかり勝ち、皆
さんと同じ立場・考えの議員を送り出せるよう、国政の場で尽力して参ります。

　第44回大会のご盛会を御慶び申し上げます。
　来年の参議院議員選挙では、選挙制度が変わり、18歳になった方が投票出来るようにな
ります。国会でも学校教育を含め、さまざまな論議が進んでいます。18歳は高校３年生に
あたります。高校生は好奇心もあり、間違いなく興味を持つと思います。その時に政治とは
何かについて学校教育をしっかりするべきだと思います。
　投票率が低いのは、若者だけの責任ではなく、政治に触れさせない教育をしてきた大人
の責任もあると思います。政治に対して正しい認識を持ってもらう。そのために親として
も子どもにどう伝えていくかを考え、来年の参議院議員選挙を大きな転換期にするという
思いで迎えて欲しいと思います。
　自動車総連においても大切な参議院議員選挙です。全力で最後まで応援していきま
しょう。

　日頃のご支援に感謝申し上げます。
　安保法案について、民主党はただ反対しているだけとの声がありますが、憲法違反の法
案への対案は必要ないと考えます。むしろ、国際社会における役割というならば「近くは
現実的に、遠くは抑制的に、人道支援は積極的に」と提案します。
　今、世論は政治に参加することに「一休みさせてくれ」という空気感ではないでしょう
か。2009年に「一度、政権交代を」が目的化して、民主党政権が実現しましたが、期待
に応えられなかったためです。ところが、国会前の大学生の訴えを聞いても、むしろ今こ
そ政治に参加したいと気運が高まっていると痛感します。
　今後は、「○○して差し上げます」から、少子高齢化社会、自動車税制など様々な課題
がありますが、産業、働く皆さん、家族のために「今これをやらなければ取り返しがつか
なくなる」という危機感の醸成が出来たならば、政治への参加が、皆さんの強い力になる
と信じてやみません。
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特別決議 職場討議資料

「はまぐち 誠」必勝決議（案）

　自動車総連は、2015年１月に開催した第82回中央委員会において、来年７月施行予定
の第２４回参議院議員選挙 自動車総連組織内候補予定者として「はまぐち 誠」の擁立
を決定した。

　緩やかな回復基調にあった日本経済は、個人消費と輸出の落ち込みで足元は再びマ
イナス成長となるなど、景気は踊り場を迎えている。
　同時に、自動車産業においても、長引く国内市場の低迷や原材料費の高騰など、不透
明感が増している。
　また、大幅に会期が延長された通常国会では、労働法制の改悪や安全保障関連法案
の成立に向け、巨大与党が数を頼りに強行に審議を推し進める一方で、将来不安の解
消につながり得る少子高齢化対策や、税と社会保障の抜本改革は、遅 と々して進んで
いない。

　こうした中で、将来にわたり希望・期待がもてる社会、そして、働く者の雇用と生活の
安定を実現するためには、「暮らし」の安心、「働く」ことの安定、「産業」の活性化に
全力で取り組む必要がある。

　第２４回参議院議員選挙は、極めて厳しい闘いとなるが、われわれが互いに不退転の
決意を確認し合い、自らの代表「はまぐち 誠」を何としても国政の場に送り出さなけれ
ばならない。
 
　よって、「みんなで つなげる 明るい未来」のメインメッセージのもと、自動車総連に
集う一人ひとりの行動で、「はまぐち 誠」の意義ある勝利をつかみとるために、総力を
挙げて闘い抜くことをここに決議する。

以上

２０１５年　９月　４日
全日本自動車産業労働組合総連合会

第４４回　大　会

　今大会の中で、特
別決議「はまぐち 
誠必勝決議(案)」が
安部政治局長より提
案され、満場一致で
採決された。決議で
は、『働く者の雇用
と生活の安定を実現
するために「暮らし」の安心、「働く」
ことの安定、「産業」の活性化に全力で
取り組む必要がある。』とし、その実現
に向けて、自動車総連は組織の総力をあ
げて「はまぐち 誠」を国政の場に送り出
すために全力で闘い抜くことを全員で確
認した。

組織内候補予定者
はまぐち 誠

安部 政治局長
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自動車総連　総決起集会を開催 職場討議資料

12労連全員で 次期参議院議員選挙での
「はまぐち 誠」 必勝を誓う！

全トヨタ労連　林テレンプ労働組合
浜田 執行委員長

全本田労連　モビリティランド労働組合
上河内 中央執行委員

三菱自動車ふそう労連
ＭＭＣダイヤモンドファイナンス労働組合

中村 執行委員

ダイハツ労連　明石機械労働組合
宮内 執行委員長

全いすゞ 労連　いすゞ 自動車東海北陸労働組合
菊池 執行委員長

ヤマハ労連　東洋ベスク労働組合
鈴木 執行委員長

日産労連　神奈中ハイヤー労働組合
安下 書記長

全国マツダ労連　マツダロジスティクス労働組合
下西 執行委員長

スズキ労連　スズキ販売労働組合
昇 中央書記長

富士労連　全国スバル販売労働組合
人見 執行委員

日野労連　福島製鋼労働組合
高橋 執行委員

部品労連　ＴＢＫ労働組合
秋田 中央執行委員長

みんなで 
　つなげる
　　明るい未来

組織内候補予定者
はまぐち 誠

　第44回大会の後、自動車総連　総決起集会を開催し、次期参
議院議員選挙での「はまぐち 誠」必勝を12労連全員で確認しま
した。

　冒頭、相原会長、ふるもと伸一
郎衆議院議員より自動車総連が一
丸となって活動に取り組むことが
確認され、その後、12労連の仲
間から決意表明がありました。
　「はまぐち 誠」必勝に向け、組
織を上げて全力で取り組むことが
確認されました。


