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地方ブロック一覧表

ブロック名 連 絡 先 住 所産別組名・役職
T E L
F A X

ホームページ

代表
事務局長

北海道
ブロック

菅原　登

岩本尚典

基幹労連北海道本部委員長

トヨタ自動車北海道労組書記次長

〒059-1372   
苫小牧市字勇弘 145-1
トヨタ自動車北海道労組内 

0144-52-3681
0144-52-3682

※ 2009年9月末日現在

東　北
ブロック

〒024-0062   
岩手県北上市鍛冶町1-3-7
電機連合東奥羽地協内 

〒104-0033　東京都千代田区内幸町
2-2-3　日比谷国際ビル23階 
ＪＦＥスチール本社労組内

〒930-0857　富山県富山市奥田新町
8-1　ボルファートとやま7Ｆ
電機連合富山地協内

〒471-0832　
愛知県豊田市丸山町10-5-1
カバハウス　全トヨタ労連内

〒790-0066 　
愛媛県松山市宮田町132
愛媛勤労会館

0197-61-5508
0197-61-5509

関　東
ブロック

基幹労連東京都本部委員長

自動車総連東京地協議長
03-3597-4772
03-3597-4775

北信越
ブロック

松田秀孝

与沢　誠

電機連合富山地協議長

電機連合富山地協事務局長
076-432-1115
076-432-1222

東　海
ブロック

土手新吾

田境　毅

自動車総連愛知地協副議長

自動車総連愛知地協事務局長
0565-24-1200
0565-24-1229

関　西
ブロック

山口芳彦

石橋親典

電機連合大阪地協議長

電機連合大阪地協事務局長

〒571-0050   
大阪府門真市門真1006　
電機連合大阪地協内 

06-6907-0373
06-6907-0309

中   国
ブロック

吉武申二

天野雲外

自動車総連広島地協事務局長

自動車総連広島地協幹事

〒734-0064   
広島県広島市南区小磯町1-1　
ふれあい会館3F　全国マツダ労連内

082-281-6394
082-286-0470

四　国
ブロック

大谷宣彰

江原　尚

電機連合西四国地協議長

電機連合西四国地協事務局長
089-931-0776
089-931-0783

九　州
ブロック

田井孝二

加藤　猛

電機連合福岡地協議長

電機連合福岡地協事務局長

〒806-0005   
福岡県北九州市八幡西区舟町4-20
安川電機労館　電機連合福岡地協内 

093-642-6873
093-622-8201

塚本静男

小松政春

電機連合東奥羽地協議長

電機連合東奥羽地協事務局長

須田　孝

中村哲也
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金 属 労 協      ◎組合員数：2,020,790（2009年8月末現在）
●議長 西原浩一郎／事務局長 若松英幸
●〒103-0027  東京都中央区日本橋 2-15-10  宝明治安田ビル 4F
●TEL：3274-2461  FAX：3274-2476  ホームページ http://www.imf-jc.or.jp

加盟組織一覧表

組 織 名 事 務 局 所 在 地
T E L
F A X

ホームページ
組合員数代 表 者

書記長（事務局長）

自動車総連 西原浩一郎
相原康伸

〒105-8523  東京都港区海岸 1-4-26
  ゆうらいふセンター 

03-3434-7641
03-3434-7428
http://www.jaw.or.jp

757,000

電 機 連 合 中村正武
泉田和洋

〒108-8326  東京都港区三田 1-10-3
  電機連合会館内 

03-3455-6911
03-3452-5406
http://www.jeiu.or.jp 

607,008

 Ｊ Ａ Ｍ 河野和治
斉藤　常

〒108-0014  東京都港区芝 4-8-2
  興和三田ビル 3Ｆ 

03-3451-2141
03-3452-0239
http://www.jam-union.or.jp

378,454

基 幹 労 連 内藤純朗
神津里季生

〒104-0033  東京都中央区新川 1-23-4
  Ｉ・Ｓリバーサイドビル 4F

03-3555-0401
03-3555-0407
http://www.kikan-roren.or.jp

250,123

全 電 線 前田雅昭
海老ヶ瀬 豊 〒142-0064  東京都品川区旗の台 1-11-6

03-3785-2991
03-3785-2995
http://www.densen.or.jp

28,205

※ 2009 年9月末現在

● 金属労協2010年度役員 ●
 2009年9月1日　第48回定期大会で確認

　役　職　　　　 氏　　　名　　　 産   別   名　　   産　別　役　職　　　　金属労協担当

労働政策委員長
組織委員長
国際委員長
政策委員長

国際局長
政策局長
労働政策局長

西 原 浩 一 郎
中　村　正　武
河　野　和　治
内　藤　純　朗 
前　田　雅　昭 
若　松　英　幸
野　木　正　弘　
滑　川　太　一 
米　内　顕　二
相　原　康　伸 
濱　口　　誠 
泉　田　和　洋 
中　島　武　志　
斉　藤　　常 
宮　本　礼　一 
神　津　里季生 
沖　中　　博 
海老ヶ瀬　豊 
中　條　弘　之 
河　野　哲　也 
高　橋　英　人

議　　　長
副　議　長
　　〃　　
　　〃　　
　　〃　　
事務局長
事務局次長
　　〃　　　
　　〃　　　
常任幹事　
　　〃　　　
　　〃　　　
　　〃
　　〃　　　
　　〃　　　
　　〃　
　　〃　　　
　　〃　　　
　　〃　　　
会計監査　   
　　〃　

自動車総連   会　長
電機連合  中央執行委員長　　
ＪＡＭ  会　長
基幹労連  中央執行委員長
全電線  中央執行委員長
電機連合  特別中央執行委員
自動車総連  　　　〃 　
ＪＡＭ  　　　〃 　
基幹労連  　　　〃
自動車総連  事務局長　
自動車総連  事務局次長　
電機連合  書記長
電機連合  書記次長　　　　
ＪＡＭ  書記長　
ＪＡＭ  副書記長　
基幹労連  事務局長　
基幹労連  事務局次長　
全電線  書記長　
全電線  副書記長　
ＪＡＭ  総務グループ長　
全電線  中央執行委員


