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第46回大会を開催！
自動車総連は９月７日～８日の両日、メルパルク東京（東京）
において第46回大会を開催した。
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自動車総連、第27期が
新役員体制でスタート!!

特集 第46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26期決算報告

●特別報告
◆付加価値の『WIN-WIN最適循環運動』について
◆第６次組織拡大中期計画について

●議事
◆第１号議案：役員選挙の件
◆第２号議案：顧問・政治顧問・法律顧問委嘱の件
◆第３号議案：第27期運動方針（案）
◆第４号議案：第27期前半期予算（案）
◆第５号議案：退任役員表彰の件

　第46回大会第１日目は久保中央執行委員
（ヤマハ労連）の司会で開幕し、相原会長の
挨拶、来賓挨拶に続いて顧問議員の国政報
告が行われた。その後、報告承認事項の審議
へと移り、「一般経過報告」、「第26期決算報
告」が承認され第１日目を終了した。
　第２日目は、海外来賓代表挨拶から始ま
り、議事として「役員選挙の件」、特別報告
として「付加価値の『WIN-WIN最適循環運
動』について」、「第６次組織拡大中期計画
について」が行われた。続いて、「顧問・政治
顧問・法律顧問委嘱の件」が採択され、「役
員選挙の件結果報告」を行い、役員選挙の結
果報告と新役員の紹介が行われた。その後、
「第27期運動方針（案）」、「第27期前半期予
算（案）」、「退任役員表彰の件」がそれぞれ
採択され、第46回大会は終了した。

島岡 議長（部品労連）、葛山 議長（全本田労連）

第27期　新役員

相原 会長

司会
久保中央執行委員（ヤマハ労連）
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将来不安の払拭に向けた、自動車総連の役割

　日本の経済成長率が先進国中、一国だけ取り残され
る現状を心配する声は少なくありません。しかし、今は
むしろ、国民に拡がる将来不安が、経済や社会の活力
を削ぐ現状を憂慮すべきです。様々な「構造変化」に
適合できずに日本の財政構造や社会保障制度など、国
民生活を支える基本的枠組みにさえ信頼を損なう現状
は、予見された人口動態や時代に不適合な制度を放置
し、傷口を広げてきた未来に対する「負の遺産」です。
自動車総連も裾野の広い産業の代表として、産業基盤
の強化はもとより、働き方の改善、ワークライフバランス
の徹底、誰もが安心して労働市場に参加できる環境づ
くりなど、働く者の立場から将来への確信を高めるべく
その一翼を担って参ります。

日本の政治の再生に向けて

　自動車総連は、この度の民進党代表選には、国民の
将来不安の払拭が急務との問題意識を共有し、解決に
向けた具体的政策と実行力、リーダーシップを備えた代
表が必要との認識に基づき対応してきました。それら
を共有できる民進党前原新代表には、政治的資源であ
る人材と政策を余すことなく活かし切り、将来の日本に
とって必要な選択肢を堂々と提起され、国民的合意を
拡げ、思い切って日本の政治の再生へ道を切り拓いて
いただきたいと考えます。

長時間労働を前提とした働き方の転換に向けて

　今期、自動車総連は、長時間労働を前提とした働き
方からの転換に向けて運動を進めます。それは、私た
ちの全ての職場で安全で健康かつ持続性ある働き方を
実現することです。具体的には、罰則付時間外労働の
上限規制の法制化審議に先行し、職場の実態を改善す
べく、2018年１月以降の36協定からの適用を目指し、今
回、新たに策定した「自動車総連36協定締結方針」に
基づき、運動を強力に展開します。なお、本年春の取り
組みでは、36協定の改善に取り組み、結果、720時間越

えの協定単組数は、自動車総連1,100組合の１割弱にま
で抑えることができました。引き続き、12労連と一体的
な運動を展開し、個別労使の協定時間の短縮に向け、
成果をあげたいと思います。

付加価値の『WIN‐WIN最適循環運動』の
着実な前進に向けて

　付加価値の『WIN‐WIN最適循環運動』は、２期目の
取り組みも半ばを過ぎました。この間、バリューチェー
ン、付加価値の連鎖という運動概念と重要性を産業労
使に定着できたこと、関係省庁はじめ、広く社会へ運動
への理解、浸透が図れたこと、さらに、自動車工業会、
部品工業会が策定した自主行動計画と最適循環運動を
車の両輪として位置づけられたことなど、12労連の協力
のもと、運動の前進を果たすことができました。今期は、
自動車産業適正取引ガイドラインの周知徹底を継続し
つつ、個別テーマに沿って具体的な活動に落とし込み、
各経営者団体との共同推進体制の強化なども含め、根
深い産業横断的課題の改善に弾みをつけて参ります。

2018年総合生活改善の取り組みに向けて

　2017年総合生活改善の総括議論において、連合は、
「大手追従・大手準拠などの構造転換」の運動継続の重
要性を、金属労協は、賃上げ獲得組合の拡大と底上げ・
格差是正に向けた前進の必要性をそれぞれ取りまとめ
たところです。来春闘にむけては、自動車総連としても、
2017年で踏み出した賃上げの「継続」と総合生活改善の
構造「転換」に向けた歩みをより力強いものとするための
取り組みについて検討を深めていきたいと思います。

連動性を高めた運動の前進に向けて

　「働き方の改善」は、一人ひとりや各職場の労働時間
短縮が進展すれば良いだけではなく、取り組みを通じ、
仕事上の相手や相手の職場の働き方をより良いものと
していくとの発想が重要です。その意味では、付加価
値の『ＷＩＮ－ＷＩＮ最適循環運動』は、その発想を形
にするベースであり、また、職場が生み出した付加価値
は、「賃金引上げ」をはじめとする労働諸条件の向上に
しっかりつなげることが重要です。今期は、働き方、付
加価値の最適循環、賃上げの３つの運動をより連動さ
せる形で検討、実践に移していく必要があります。

相原会長挨拶（要旨）

働き方、付加価値の最適循環、賃上げを連動させ働き方、付加価値の最適循環、賃上げを連動させ
運動の前進を図る運動の前進を図る

働き方、付加価値の最適循環、賃上げを連動させ
運動の前進を図る

相原 会長
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　来賓として連合 神津会長、金属労協（JCM） 野中副議長、民進党 前原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 サンチェス書記長、UNI ジェニングス
書記長、ITUC-AP 吉田書記長にご挨拶をいただいた。

連合 神津会長 民進党 前原代表金属労協（JCM） 野中副議長

インダストリオール サンチェス書記長 UNI ジェニングス書記長 ITUC-AP 吉田書記長

来賓挨拶

海外来賓挨拶

報告承認事項

一般経過報告

特別報告

　「第26期の活動全般について」、
「2017年総合生活改善の取り組み
総括」、「第26期決算報告」を報
告した。

「付加価値の『WIN-WIN最適循環
運動』について」、「第６次組織拡
大中期計画について」を報告した。
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議　事

退任役員
今大会をもって15名の方が退任されました。これまでの自動車総連活動へのご尽力に感謝するとともに、
今後の活躍をご祈念いたします。

三　役
佐々木 龍也 　前副会長／全トヨタ労連

石田　 孝　 　前副会長／三菱自動車ふそう労連

中央執行委員（非専従）
岩附　 宏幸 　前中央執行委員／日産労連

市ノ渡 雅彦　 前中央執行委員／全本田労連

坂口　 雅保　 前中央執行委員／三菱自動車ふそう労連

中央執行委員（専従）
山田　 俊次 　前国際局 局長／日産労連

近藤　 純一 　前労働法制局 局長／日産労連

舟橋　 史洋 　前企画総務局 局長／全トヨタ労連

特別中央執行委員
平川　 秀行　 前特別中央執行委員／三菱自動車ふそう労連

常任執行委員
中野　 雄一　 前政策局 部長／スズキ労連

三浦　 聡　 　前組織局 部長／全本田労連

大串　 一紀 　前組織局 部長／三菱自動車ふそう労連

熊坂　 竜也 　前業種政策局 部長／日産労連

丸山　 敦郎 　前業種政策局 部長／全いすゞ労連

会計監査
本田　 洋　　　前会計監査／日野労連

第１号議案　役員選挙の件
第27期役員が提案され、全員が信任された（新役
員一覧は、P８に記載）。

第２号議案　顧問・政治顧問・法律顧問委嘱の件
第27期顧問・政治顧問・法律顧問の委嘱について
提案され、全会一致で採択された。
政治顧問：髙木 義明
法律顧問：奥川法律事務所　弁護士　奥川 貴弥

第３号議案　第27期運動方針（案）
第27期運動方針について提案され、全会一致で採
択された。

政治顧問委嘱を受け挨拶する
髙木 義明 衆議院議員

第４号議案　第27期前半期予算（案）
第27期前半期予算について提案され、全会一致で採
択された。

第５号議案　退任役員表彰の件
退任役員表彰について提案され、
全会一致で採択された。

退任された役員の皆さん 表彰を受ける佐々木前副会長
（全トヨタ労連）

表彰を受ける石田前副会長
（三菱自動車ふそう労連）

議　事
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国政報告

　自動車総連の大会に寄せまし
て、一言ご祝辞を申し上げます。
　なぜ政治に参加するのか、なぜ
民進党を応援するのかという問題

提起をいたします。
　自動車関係諸税に絞って言えば、この取り組みに労
使の隔たりや何々党がいいという壁や隔たりはありませ
ん。減税をしてくれる政党が一番いい政党となります。
　二大政党を目指すのであれば、自由民主党にかわる
公党で連合の皆様の応援があり、地方議員の数等から
もその条件を満たす政党は民進党しかありません。
　「選挙は組織力を試すチャンスである」という運動

論と、職場の皆様からは「具体的な政策実現をして
ほしい」という政策論を並べた時に、労働組合が、ど
のように政治に参加し、なぜ民進党を応援するのか
を、みんなで考える良いタイミングに来ていると思い
ます。
　私たち議員団は、グローバル競争で闘っている自動車
産業が、今後ともJAPANでものづくりが続けられるよ
うに政策を打つ、そしてそこに働く皆様の年金や介護、
子育ての不安を取り除き、暮らしを守ることが一番の目
的です。
　最後にこの苦しいときに、民進党を支えていただいて
いる多くの同志の皆様に心から感謝を申し上げます。

古本 伸一郎 衆議院議員
労働組合がどのように政治参加するのかを考える良いタイミング

　自動車総連第46回大会ご盛会
おめでとうございます。自動車総
連に集う12労連、47地協、各加盟
組合の皆さんには、全国各地で

大変お世話になっております。改めて、感謝申し上げ
ます。
　昨年の参議院議員選挙の初当選から、１年余りが
過ぎました。まさに無我夢中の１年間でした。国会で
の活動と併せて、この１年間で45都道府県を訪問しま
した。今後も、全国各地をまわって組合の皆さんと直接
対話する取り組みは継続し、組合員の皆さんの思いや

声を国政に届けていきたい。また、多くの国民が感じ
ている将来不安を取り除き、お互いに頼り合える社会
を実現していく。こうした目指すべき社会像を、財源
論からも逃げずに、自分の言葉で皆さんに説明してい
きたいと思います。また、皆さんからも様々なご意見
を聞かせて欲しいです。
　９月末から臨時国会が始まる予定ですが、自動車産
業の代表、働く者の代表として、古本さん・礒﨑さん
とも連携して、審議される法案等に全力で対応して参
ります。

浜口　誠 参議院議員
直接対話を継続し組合員の思いや声を国政に届けていく

　第46回定期大会のご盛会、誠におめでとうござい
ます。
　「自動車産業を始めとする、日本のものづくり産業
の基盤をより強固なものとし、今後世界で互角以上
に闘える基盤づくり」。もう１つは「社会保障制度の
立て直し」。５年前に２つの方針を立て、選挙・政治
活動をスタートしました。
　「社会保障制度の立て直し」では「年金、医療、介
護に加え“子育て”が必要だ」と、組合役員生活から
学んだことを政策の柱にしました。そして現在はこの

４つに“教育”を加えた、５つ
が社会保障の課題としてしっか
り確立していくことが大切であ
ります。さらに将来の安心を勝
ち取るために、目の前の不安を取り除き、それによっ
て起きる消費行動を高めることが大切です。経済が
上向かない限り、日本の再生にはつながらないので
す。このことを皆様にも一緒に考えていただき、皆様
の力強い活動による、より良い職場作りが一歩一歩
前進していくことを期待しております。

礒﨑 哲史 参議院議員
社会保障制度の立て直し、日本経済再生について共に考え活動を
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労連意見表明

　中小企業の事業所数従業者数ともに減少傾
向にあり、月例賃金は年々格差が拡大してい
る。自動車関係諸税をはじめとする各政策を推
進するためにも次期衆議院選、参議院選で勝

利するためにも民進党の再生は急務となって
いる。中小企業政策や民進党の再生に向けて
自動車総連の決意を改めて求めておきたい。

　安心・安定感の確保を実現するためには、
上部団体から加盟組合までがぶれずに同じ方
向を向いて一枚岩で取り組んでいく事が重要
である。情報や考察の共有を踏まえ、将来像

を描く事も検討いただきながら、適切な舵とり
をお願いしたい。

　産業労使会議での課題提起や、行政官庁と
の動向の共有など、産業別組合としての役割
を一層発揮していただきたい。また、『WIN
‐WIN最適循環運動』の推進により、加盟組

合が自動車産業構造の変化をプラスのエネル
ギーに変えられるような好事例の収集と展開
をお願いしたい。

　様々な活動を確実に成果に結びつけるため
に、加盟組織が抱えている課題や状況を把握
し、的確な旗振りをお願いする。また、活動

の質を上げて取り組めるように活動の棚卸を
行っていただき、選択と集中をお願いしたい。

　27期方針は、中長期的かつ自動車総連台・
労連台・各単組を横断する大きなテーマが多
く掲げられている。自動車総連には、自動車

総連にしか解決できない課題、或いは、自動
車総連だからこそ取り組むべき課題に対して
真正面から取り組んでいただきたい。

　政策実現活動の理解醸成の為に、全本田労
連では、職場の役員が「ここがポイント！」
を組合員に簡潔に説明できるよう独自に「さ

らにポイント！！」を作成し、理解活動を展開
している。組合役員に対しても日常的に政治
に触れる機会を増やし、政策実現には政治と
の係わりが不可欠なことを理解させていく。

　付加価値の『WIN‐WIN最適循環運動』の
取り組みについては、自分たちだけでは知識
が不足する課題や解決に至らない内容などに
ついては、他労連とも連携を図りながら進め

てきた。最適循環運動に対する業種横断的な
対応を促進するとともに、関係団体や他産別
への理解や各労連の好事例を共有しさらに意
味ある活動となるようお願いしたい。

　グループ内での連携強化・職場の課題・
問題を的確に把握し、経営の意思決定に対
するチェック機能を果たしていかなければな
らない。労連がそうした責任を果たしていく

ためには、労連加盟各単組が、人材育成、経
営対策活動、広報活動などの取り組みを通
じて組織力を強化し、強い意思とこだわりを
持って、粘り強く進めていかなければならな
いと考える。

全トヨタ労連　染谷 代議員

日産労連　高木 代議員

めめ

全本田労連　松島 代議員

全国マツダ労連　手島 代議員

三菱自動車ふそう労連　粂 代議員

スズキ労連　西條 代議員

ダイハツ労連　上辻 代議員

富士労連（現・SUBARU労連）　後藤 代議員
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　総合生活改善の取り組みでは、経営側から
「親会社や取引先を超える回答は難しい」と
いった声が聞かれる。自動車総連には、各経
営者団体との協議を通じて、交渉環境の拡大
を強力に推し進めていただきたい。また、時間

外労働の上限規制の動向について、全ての組
合員に適用されるよう上外部団体との連携強
化をお願いする。

　『WIN‐WIN最適循環運動』の取り組み
について、バリューチェーンの一角を守る為
に、「物流・輸送」については、業種横断的
に取り組む。また、今期から部品労連として

女性だけでなく男性も育児や介護へ取り組
む「両立支援」を労連の重点取り組みとして
いく。

　「組織拡大に向けた取り組み」について
は、全いすゞ労連としても新たに策定した
「第６次組織拡大中期計画」の着実な推進に

向けたサポートをお願いしたい。また、「男
女共同参画の実践」についても新たに策定
した「男女共同参画推進計画書」の推進を
図っていきたい。

　産業内に山積する様々な課題を踏まえ、こ
れまで以上に重点取り組み項目を推進して
いかなければならない。運動をスムーズに推

進していくための、経営者団体などを含めた
内外への発信や、労連・単組が効率的かつ
効果的に運動推進できる方策の検討など、
さらなるサポートの充実を期待する。

　「第27期運動方針（案）」について
は、全ての労連が「賛成の立場」での決
意表明であったと認識する。
　付加価値の『WIN‐WIN最適循環運
動』について、自動車総連のこれまで
培ってきたネットワークを駆使して、利害
の絡む関係省庁や連合他産別への理解活
動や要請を実施していくことにより、様々
な業種横断的な課題に対して進展を図っ
ていきたい。また、収集した情報をもと
に、好事例展開なども実行していく。
　「働き方の改善」については、法改正
に先駆けて、より抑制的な36協定締結や
非正規労働者に係る諸手当・福利厚生
の棚卸しを、2017年労働諸条件の取り組
みの中で先んじて進める。今後も12労連
と強力に連携していきたい。

　「総合生活改善の取り組み」について
は、「働き方改善」を、賃上げをはじめ
とした「労働諸条件の改善」と並ぶ一つ
の柱とした上で、通年で取り組む付加価
値の『WIN‐WIN最適循環運動』の３
つが連動した取り組みとなることが肝要
だと考える。
　「政策実現・推進活動」については、
今一度、自動車総連、労連、単組、47地
協がそれぞれの立場での役割を果たす
ことで推進活動への理解者を広げてい
く必要がある。
　産業を取り巻く環境の変化が大きく
なっている中、全員がベクトルを合わせ、
それぞれの役割をきっちり果たしていくこ
とが肝要である。そして、常に職場の目線
を忘れずに取り組みを推進していきたい。

本部コメント

金子
事務局長

日野労連　梅林 代議員

全いすゞ労連　仲田 代議員

部品労連　尾釜 代議員

ヤマハ労連　山内 代議員



ー8ー

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

髙
倉
新
会
長

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


