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三役       
会 長 髙倉　 明　 （日産労連） 副 会 長 郡司　 典好 （日産労連） 副事務局長 中川　 義明 （全本田労連）
副 会 長 桑原　 敬行 （全本田労連） 八角　 慎一 （三菱自動車ふそう労連） 武市　 浩二 （全国マツダ労連）

久重　 道正 （全国マツダ労連） 事 務 局 長 金子　 晃浩 （全トヨタ労連） 脇坂　 一行 （全トヨタ労連）
鶴岡　 光行 （全トヨタ労連） 並木　 泰宗 （日産労連）

中央執行委員      
（非専従） （専従）
山口　 健 （全トヨタ労連） 内匠　 雅也 （全国マツダ労連） 小池　 俊介 （SUBARU労連） 政策局　局長
西野　 勝義 （全トヨタ労連） 永瀬　 秀樹 （三菱自動車ふそう労連） 鈴木　 慎太郎（三菱自動車ふそう労連） 政治局　局長
小川　 敬太 （全トヨタ労連） 安部　 輝実 （三菱自動車ふそう労連） 森田　 義之 （全トヨタ労連） 組織局　局長
大川　 伸二 （全トヨタ労連） 武藤　 憲司 （スズキ労連） 髙田　 佳宏 （全本田労連） 業種政策局　局長
寺門　 勉 （日産労連） 森　　 茂喜 （ダイハツ労連） 津田　 晃敏 （全本田労連） 国際局　局長
大喜多 宏行 （日産労連） 山岸　 稔 （SUBARU労連） 熊野　 明子 （全トヨタ労連） 労働政策局(働き方担当)局長
水清田 聡 （日産労連） 大澤　 秀康 （全いすゞ労連） 吉清　 一博 （全トヨタ労連） 労働政策局(労働条件担当)局長
梶川　 高則 （日産労連） 相川　 輝彦 （日野労連） 川崎　 俊輔 （日産労連） 企画総務局　局長
横山　 謙一 （全本田労連） 久保　 順裕 （ヤマハ労連）
袴田　 豪 （全本田労連） 洞地　 真治 （部品労連）

第27期新任役員一覧

第27期の役員選挙が行われ、投票の結果、新体制が承認された。その後、「第27期運動方針（案）」が
新役員体制のもと提案され、全会一致で承認された。

自動車総連 Facebook 開設

　９月７日に自動車総連 結成45周年記念レセプション・ＯＢ会
総会を開催し、無事終了いたしました。ご多忙の中、ご参加いた
だきました皆様には深く感謝申し上げますとともに、今後とも一
層のご厚誼とご指導賜りますよう心からお願い申し上げます。

取組み情報を発信します！

　この度、自動車総連は2017年９月１日から
公式Facebookページを開設いたしましたので、
お知らせいたします。Facebookを日頃ご利用い
ただいていない方でも一部閲覧可能ですが、この
機会にぜひFacebookのアカウントをお作りいた
だいて、つながっていただ
けると嬉しいです。
　また、公式Facebook
ページでは、私たちの取
組みをより身近に感じて
いただける情報などを発
信してまいります。
https://www.facebook.com/jaw5811/

今後とも一層のご厚誼とご指導
お願い申し上げます

自動車総連 結成45周年記念レセプションを開催
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会計監査　　　　　　　　　　　　　　職員　    
寺田　 克哉 （ヤマハ労連） 北野　 絹子 政策推進センター 今野　 美香 労働政策局
樋口　 知幸 （部品労連） 川村　 美由樹 政策推進センター 後藤　 久子 企画総務局

川下　 明子 政策推進センター 小泉　 優子 企画総務局
時藤　 紀子 業種政策局 金村　 乃美 企画総務局
前田　 麻依子 国際局 齋藤　 亜沙美 企画総務局

企画総務局主任推進役
磯　　 基之

組織拡大アドバイザー
山田　 幸一

特別中央執行委員　　　　　　　　　　常任執行委員    
相原　 康伸 粕谷　 強 （日産労連） 政策局 部長 藤木　 博敏 （全いすゞ労連） 業種政策局 部長
（全トヨタ労連） 連合派遣 岡田　 美和子（全国マツダ労連） 政治局 部長 岡本　 俊也 （全トヨタ労連） 国際局 部長
山本　 昌弘 永島　 理絵 （全本田労連） 組織局 部長 南条　 泰弘 （全トヨタ労連） 労働政策局 部長
（全トヨタ労連） 連合派遣 宮崎　 健太 （全本田労連） 組織局 部長 江川　 佳子 （スズキ労連） 労働政策局 部長
藤冨　 健一 鈴木　 賢治 （三菱自動車ふそう労連）組織局 部長 乾　　 紘樹 （部品労連） 労働政策局 部長
（全トヨタ労連） 金属労協派遣 近藤　 正芳 （全トヨタ労連） 業種政策局 部長 伊藤　 純一 （ヤマハ労連） 労働政策局 部長
冨田　 珠代 三枚堂 洋子 （日野労連） 業種政策局 部長 南　　 考謙 （ダイハツ労連） 企画総務局 部長
（日産労連） 連合派遣 萩原　 隆裕 （日産労連） 業種政策局 部長
江口　 実
（日産労連） 連合派遣
難波　 望
（三菱自動車ふそう労連） 連合派遣
春田　 雄一
（スズキ労連） 連合派遣


