
第47回大会を開催
自動車総連は９月６日～７日の両日、けんしん郡山文化
センター（福島）において第47回大会を開催した。

自動車総連、第27期
後半期の活動をスタート!!

特集 第47回大会
●髙倉会長挨拶（要旨）
●来賓挨拶
●国政報告
●報告承認事項
◆一般経過報告
◆第27期前半期決算報告

●特別報告
◆付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」について
◆「平成30年７月豪雨」災害に伴う自動車総連の
　対応について

●議事
◆第１号議案：自動車総連規約改定の件
◆第２号議案：顧問・法律顧問委嘱の件
◆第３号議案：第27期後半期予算（案）
◆第４号議案：組織強化活動基本方針(案)
◆第５号議案：第19回統一地方議会議員選挙組織内候補者推薦の件
◆特別決議　：「第25回参議院議員選挙」および「第19回統一地方議会議

員選挙」必勝決議（案）

　第47回大会第１日目は西野中央執行委員
（全トヨタ労連）の司会で開幕し、髙倉会長の
挨拶、来賓挨拶に続き顧問議員の国政報告が
行われた。議事「自動車総連規約改定の件」
提案および投票の後、報告承認事項の審議へ
と移り、「一般経過報告」が承認された。続い
て特別報告「付加価値の『WIN-WIN最適循
環運動』について」、「『平成30年７月豪雨』災
害に伴う自動車総連の対応について」が行わ
れた。再び報告承認事項の審議に移り、「第27
期前半期決算報告」が承認された。その後、開
票結果報告が行われ「規約改定の件」が採択
され第１日目を終了した。
　第２日目は、来賓挨拶の後「顧問・法律顧問
委嘱の件」、「第27期後半期予算（案）」、「組
織強化活動基本方針（案）」、「第19回統一地
方議会議員選挙組織内候補者推薦の件」が
それぞれ採択された。最後に特別決議として
「第25回参議院議員選挙」および「第19回統一
地方議会議員選挙」必勝決議（案）が採択さ
れ第47回大会は終了した。

右：小田 議長
（全国マツダ労連）
左：渡邊 議長
（日野労連）

福島・郡山で開催全ての議案が承認

髙倉 会長

司会 西野 中央執行委員
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　大会冒頭にあたり、７月の西日本豪雨により被災さ
れた方々に心からお見舞い申し上げます。また、皆さ
んのボランティア派遣やカンパ活動へのご協力に感
謝申し上げます。

環境変化への対応
　本年は明治維新から150年、来年は新元号に移行、
連合結成30年、全労生結成60年、ＩＬＯ結成100年と
大きな節目を迎えます。時代が移り変わる中、新たな
環境変化への的確な対応が必要です。自動車産業界
も大変革期にある中、自動車総連は産業別組織とし
ての役割と責任を明確にし、今後の活動を展開しな
ければなりません。

自動車産業を取り巻く環境
　日本の自動車産業のグローバル化の形態も大き
く変化しています。日系自動車メーカーの４輪車で
は、生産、販売ともに海外依存度が進み、国内生産
台数は2009年以降９年連続１千万台を下回ります。
日本の自動車産業が雇用の確保と創出を担い、世界
で戦う競争力を持つためにも、国内生産１千万台の
旗印は何としても降ろす訳にはいきません。日本に
おける事業基盤の確立に向け、国内市場の活性化、
通商問題の解決、勝負の年となる自動車関係諸税
の軽減・簡素化などの活動に総力を挙げて取り組み
ます。

通商問題への対応
　世界では、米国の自国第一主義、英国のEU離脱な
ど自由貿易体制を揺さぶる事態が起きています。健
全な自由貿易体制とグローバル経済化により、国際
的に健全な市場経済体制を築くための公正・安定と
効率を調和させるバランス感覚を世界が取り戻すた
め、力と英知の結集が今こそ必要です。自動車総連
も各国際組織などとの連携を強化し、日本の自動車
産業に働く者の権利・雇用・生活を守る活動を強力に
推進して参ります。

第４次産業革命
　自動車産業では“ＣＡＳＥ”と言われるイノベー
ションが起こり、ＡＩやＩｏＴに代表される第4次産
業革命が産業・企業の枠組みを超え多くの変化をも
たらすことが予想されます。こうした変化をチャンス
と捉え、働き方改革や生産性向上につなげるため、改
めて労使で生産性運動・生産性三原則の意義を再認
識し、実践することが重要です。自動車産業で働く者
が、働き甲斐と希望を実感できる環境を創出する努
力をしなければならないと考えます。

2018総合生活改善
　2018年の取り組み結果はいずれも昨年を上回り、
特に中小労組の頑張りが顕著に表れました。これ

髙倉 会長

髙倉会長挨拶（要旨）

自動車産業の大変革期の中自動車産業の大変革期の中
仲間の知恵と英知を結集し仲間の知恵と英知を結集し
多くの課題に果敢に多くの課題に果敢に
挑戦していきます挑戦していきます

自動車産業の大変革期の中
仲間の知恵と英知を結集し
多くの課題に果敢に
挑戦していきます
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来賓挨拶

は、底上げと格差是正に向けた自動車総連全体の強
い意志が形となったものと評価します。また、付加価
値の適正循環への取り組みも全体の底上げに寄与し
たと思います。本年の総合生活改善の取り組みに奮
闘頂いた皆さんに心より敬意を表します。2019年の
取り組みでは、格差是正・底上げをさらに前進させる
べく、課題を整理してこれからの論議に臨みたいと
思います。

次期参議院議員選挙に向けて
　次期参議院議員選挙まであと10か月、「いそざき
哲史」２期目の挑戦となります。自動車産業が大変革
期を迎えている中、我々の雇用と生活を守るためにも
働く者の代表を必ず国政の場に送り出さなければな
りません。「いそざき哲史」の絶対的勝利を掴み取る
ため、自動車総連一丸となって戦い抜きます。

コンプライアンスの徹底
　残念なことに、自動車産業への社会全体からの不
信感を高める事例が発生し、関連企業の組合員・従
業員にも多大な影響を及ぼしています。企業行動を
監視する立場にある労働組合としても状況を真摯に
受け止め、コンプライアンスに対する意識、企業風土
などの改善に積極的に関与し、経営に対するチェック
機能を最大限発揮すべく努力します。

　来賓として連合 逢見会長代行、金属労協（JCM） 
野中副議長、国民民主党 玉木代表にご臨席賜り、そ
れぞれご挨拶をいただいた。
　また、連合福島 今野会長からいただいた連帯のメッ
セージが披露された。

連合 逢見 会長代行

金属労協（JCM） 野中 副議長

国民民主党 玉木 代表
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報告承認事項・議事

一般経過報告

　「第27期前半期の活動全般について」、「2018年総合生活改善の取り組み総括」、「第27
期前半期決算報告」を報告した。

金子 事務局長

中川 副事務局長

川崎 企画総務局 局長

久保 愛媛地協 議長 石田 広島地協 議長 宮原 岡山地協 議長

　「付加価値の『WIN-WIN最適循環運動』について」、「『平成30年７月豪雨』災害に伴う自動車総連の対応に
ついて」を報告した。

特別報告

　第27期運動方針の重点項目を中心に、前半期の活動進捗を報告するとともに、後半期によ
り注力する活動項目とその内容についても報告した。

第27期前半期の活動全般について

脇坂 副事務局長

　2016年の開始以降、３年間の集中活動の最終年を迎えた本活動について、初期の取り組み
テーマの設定から直近の具体的活動への落とし込みに至るまで、経営者や省庁などと意見
交換や協力をしながら進めてきた歩みと成果を振り返り、３年経過後も推進体制を変更しつ
つ運動は継続していくことを報告した。

付加価値の「WIN-WIN最適循環運動」について

森田 組織局 局長

　自動車総連「甚大災害アクションプラン」に基づき「中央対策本部」を立ち上げ、被
災三県（愛媛・広島・岡山）に対し、①現地調査隊の派遣、②被災者救援カンパの実
施、③ボランティア派遣、支援物資の送付、といった対応を加盟労連の協力を得ながら

「平成30年７月豪雨」災害に伴う自動車総連の対応について

　働き方を含めた全体の底上げ・格差是正を果たすという狙いが一定程度果たされ、総合
生活改善の構造転換が進んだ一方で、業種や規模によっては取り組み余地が残ることや、
経営側の姿勢が変化したことなどの課題を踏まえ、引き続きさらなる前進に向け、取り組ん
でいくことを報告した。

2018年総合生活改善の取り組み総括

　第27期前半期決算について報告され、全会一致で承認された。
第27期前半期決算報告

行ったことを報告した。
　併せて、被災三県の地協議長から、
それぞれ被災状況や対応についての
報告と、支援への感謝が示され、会場
全体で一日も早い復興への思いを共有
した。
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第１号議案
自動車総連規約改定の件

　自動車総連規約に基づき顧問を委嘱している弁護
士の呼称を「法律顧問」とするための規約改定につ
いて提案され、全会一致で採択された。

第２号議案
顧問・法律顧問委嘱の件

　第27期後半期顧問・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。
・顧問
直嶋正行 政治政策研究会 代表 直嶋 正行
中部産業・労働政策研究会 顧問 加藤 裕治
地域経済活性化支援機構 監査役 西原 浩一郎
衆議院議員　古本 伸一郎
参議院議員　礒﨑 哲史
参議院議員　浜口 誠
・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期後半期予算（案）

　第27期後半期予算について提案され、全会一致で
採択された。

第４号議案
組織強化活動基本方針（案）

　組織強化活動基本方針について提案され、全会一
致で採択された。

第５号議案
第19回統一地方議会議員選挙組織内候補者
推薦の件

　第19回統一地方議会議員選挙組織内候補者推薦に
ついて提案され、全会一致で採択された。

特別決議
「第25回参議院議員選挙」および「第19回
統一地方議会議員選挙」必勝決議（案）

　「第25回参議院議員選挙」、「第19回統一地方議
会議員選挙」必勝決議について提案され、全会一致
で採択された。

並木 副事務局長 鈴木 政治局 局長

議　事

東日本大震災の復興支援を目的に
　東日本大震災から７年余りが経過した
現在も、未だ復興は道半ばであり、自動
車総連では復興支援の一環として、福島
県郡山市を大会会場とした。
　（公財）郡山コンベンションビュー
ローの協力により、会場ロビーでは震災
写真のパネル展示、地元銘菓の物販ブー
スが設置され、多くの参加者で賑わっ
た。また開会前には、東北五大祭りの郡
山「うねめ祭り」のシンボルである太鼓
の演奏が「うねめ太鼓保存会」によって
行われ、復興への思いにも通じる力強い
演奏が会場を大いに盛り上げた。

復興への思いに通じる
力強い演奏

うねめ太鼓保存会が
会場を盛り上げた

震災に関連する活動の
写真を展示したブース
などが設置された

福島県郡山市での開催
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国政報告

　自動車総連組織内議員のふるもと 伸一郎 衆議院議員、いそざき 哲史 参議院議員、
はまぐち 誠 参議院議員より国政報告をいただいた。

　自動車総連の皆様の日頃からのご支援
に感謝申し上げます。今朝発生した北海道
地震を始め、多くの災害が起きています。
７月豪雨災害の広島に入り、現地を回り
ました。災害に対しては与野党の区別な
く、政治がしっかりと対処することが必
要です。
　この春、「自動車産業の未来を考える
会」議員連盟を立ち上げました。政治や
社会の変化のスピードに対応し、我々３
顧問議員が迅速に行動できる組織形態を
造りたいという思いからです。自動車産
業の未来を真剣に考える仲間が集まり、

高齢者の免許制度や安全技術の普及、
自動車総連が40年以上に渡り取り組む自
動車関係諸税のユーザー負担軽減などの
諸問題について研究を始めています。自
動車産業に携わる皆さんの豊かな生活、
ユーザー負担軽減のため、我々のスタン
スを国会で発信し、仲間の議員と共に活
動を進めて参ります。昨今は若者の政治
離れが話題に上りますが、彼らの政治へ
の関心を高め、また、国民民主党の認知
度向上のためにも、生活に身近で具体的
な政策を議論し、きちんと説明していく
ことが重要であると思います。

いそざき 哲史
参議院議員

生活に身近で具体的な政策を発信していく

　自動車総連の皆さんには、日頃から全国
各地で応援いただき、お礼申し上げます。今
朝、発生した北海道地震に対しては、朝一
番で国民民主党も被害状況を関係省庁から
確認しました。今後の支援に向けて、北海
道の国・地方議員とも連携して参ります。
　国政においては、年後半に向けた自動車
関係諸税の取り組み、米国トランプ政権の
自動車等に対する追加関税への対応、整備
士やドライバー不足等、自動車産業の課題
に対してしっかり仲間の議員とも連携して
取り組んで参ります。合わせて、国民の将

来不安を取り除いていくことも大変重要で
す。医療、介護、年金、子育て、教育等の
社会保障をはじめ、誰もが必要とするベー
シックサービスの自己負担を軽減する。さ
らに、事情があり働けない人には生活扶助
や住宅手当を支給しみんなで支え合う等、
安心して暮らせる社会を目指します。必要
となる財源については、消費税の引き上げ
水準等を具体的に検討し、党内での議論を
深め、政策の発信も強化して参ります。将
来の日本のあるべき姿を、今後も国民の皆
さんと議論していきたいと思います。

はまぐち 誠
参議院議員

みんなで支え合い安心して暮らせる社会を目指す

　この度の北海道の地震をはじめ、昨今続
いている自然災害で被災された皆様に心よ
りお見舞い申し上げます。
　７月豪雨災害では三菱・マツダの仲間の
皆さんが被災されました。急ぎ現地でボラ
ンティアも行いました。川の氾濫の原因が
浚渫不足なら、国と自治体の連携や予算の
優先順位づけが十分だったか検証し、政
治が責任を果たす必要があります。
　今夏、愛知県で小学一年生が酷暑の授
業中に亡くなる痛ましい事故がありました。
この度林文科大臣にエアコン設置率の都道

府県ごとのばらつきを指摘し、施設整備に
おけるエアコン設置の予算の優先順位を上
げるよう直談判しました。職場やご家族が
安心し喜んで頂ける政策を打つ事こそ政治
の役割です。
　来年は自治体議会議員選挙、礒﨑さんの
選挙が控えています。政治は参加する目的
がなければ、組合員やご家族も参加できま
せん。私たち政治の場に送り込んでいただ
いている一人一人が政策設定を行い努力し
ていくことをお誓いします。ふるもと 伸一郎

衆議院議員

職場やご家族のために政治の役割を果たす
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「第25回参議院議員選挙」および「第19回統一地方議会議員選挙」
必勝決議（案）を採択

　今大会で、特別決議「第25回参議院議員選挙および
第19回統一地方議会議員選挙必勝決議（案）」が鈴木
政治局長より提案され、満場一致で採決された。決議
では、自動車総連の掲げる政策実現のため、統一地方

選挙推薦候補者全員の必勝と、「いそざき 哲
て つ じ

史」の
意義ある勝利に向けて組織の総力をあげて全力で闘
い抜くことを確認した。

　自動車総連は、2018年１月に開催した第85回中央委員会にて、来年施行予定の第25回参議院議員
選挙において「いそざき 哲

て つ じ

史」を自動車総連組織内候補予定者として擁立することを決定し、今次
第47回大会においては、第19回統一地方議会議員選挙の組織内候補予定者を確認した。
　現在の地方や地域行政は、不安のない明るい将来に向けた新たな産業や雇用の創出、医療、介護、
子育て、多発する自然災害に対する防災対策など、山積した「待ったなし」の課題に直面しており、
これまで以上に地域住民の意思が反映できる、行政運営が求められている。行政不信が取りざたされ
る中、行政に対するチェック機能としての地方議会の重要性も高まっており、「働く者・生活者」の
視点に立った政策・制度の実現が必要との観点からも、われわれの組織内候補予定者はもとより、推
薦候補予定者全員を地方議会へ送り出すことが不可欠である。
　また、日本の自動車産業においては現在、「働く者」の視点から、自動車関係諸税の抜本改革や、
公正な交易環境の維持・拡大、そして100年に一度と言われる産業の大転換期への対応が求められて
いる。この課題解決に向けても全力で取り組み、国内の産業基盤を強化し、雇用の安定、確保をめざ
し、日本の基幹産業として将来に向けても確立させていかなければならない。
　加えて「生活者」の視点から、国民生活の安心、安定した社会の構築も望まれる。とりわけ、将来
にわたり誰もが希望がもてるよう、全ての世代が安心して暮らしていける社会保障制度の確立は急務
である。
　これらを実現にさせるためには、自動車総連に集う全ての組合員が自らの代表である「いそざき 
哲
て つ じ

史」を必ず国政の場に送り出すべく、不退転の決意で臨み、活動に邁進していかなければならない。
　今、われわれを取り巻く政治情勢は、国政・地方議会を問わず、「働く者・生活者」の立場に立っ
て政策・制度の実現をめざす勢力が、与党と対峙していくことが極めて厳しい状況にあることを、自
動車総連に集う77万９千人全ての組合員は認識しなければならない。
　だからこそ、われわれの掲げる政策・制度を実現していくため、一人ひとりが自ら行動し、この仲
間の総力を結集して、なんとしても第19回統一地方議会議員選挙の組織内候補予定者をはじめとす
る推薦候補者全員の必勝と、第25回参議院議員選挙における「いそざき 哲

て つ じ

史」の意義ある勝利のた
め、全力で闘い抜くことをここに決議する。

以上

２０１８年９月７日
全日本自動車産業労働組合総連合会
第47回　大会

「第25回参議院議員選挙」および「第19回統一地方議会議員選挙」
必勝決議（案）

特別決議

特別決議
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　第47回大会終了後、自動車総連　総決起集会を開催し、「いそざき哲
て つ じ

史」の必勝を会場全員で確認しました。

　冒頭、髙倉会長、古本伸一郎衆議院議員、浜口誠参議院議員が挨拶し、
「いそざき哲

て つ じ

史」の意義ある勝利をつかみ取るため、自動車総連一丸となっ
て闘い抜くことを確認しました。全国47地協を代表して地協議長３名から決
意の一言、鶴岡推進本部長の挨拶に続き、最後は「哲史いそざき三唱」で全
員の思いをひとつにし、「いそざき哲

て つ じ

史」必勝に向け、自動車総連の総力を
結集して全力で取り組むことを誓い合いました。

自動車総連に集う一人ひとりの力を合わせて

必勝を誓う！

兵庫地協 宮内議長

鶴岡 推進本部長 群馬地協 川又議長

大分地協 町田議長

　　　　　　　　総決起集会 職場討議資料

の
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