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……購読料 1ヵ月 70円……

アンビアタクシーも定昇を確

○解決促進ゾーン
4月23日（月）~27日（金）
タクシー支部で夏季冬季一時

金のプラスアルファーを確保

岩手県内や神戸市等で前進

地方議会のライドシェア導入反対

しました。その他、
一関支部、

北都支部が一時金・決算賞与

地方議会法第 条に基づく 採択した他、神戸市議会、群

99

を新設しました。

解決一時金・期末手当・協

18 58

書は、
全国で取り組みが進み、 山県議会、岡山市議会でも３

日 ３月議会終了時点で全国 に 月中に採択しております。ま

23

全自交労連
春闘統一行動

力金等を獲得した組合は、７ ライドシェア導入反対の意見 馬県議会、神奈川県議会、岡

全自交労連は、４月

臨時給・一時金について 組合になっています。

は、名鉄交通が昨年実績を超

万円、日交 （月）から 日（金）までを 増えました。岩手県内の 市 た、６月議会に向けた準備も

27

保しました。

また、山梨貸切自動車は累 える年間平均
78

28

組合が妥結、
組合員数で７４００人突破

13

13

地連・地本等で

15

全自交の２０１８春闘は、４月中旬の第３次統一行動ゾーンに入り全国各地で賃金改善を

目指した団交が精力的に行われています。４月 日までに妥結した組合は、 地連・地本等

55

進歩合制を廃止し、定率歩合 労・都内ハイヤーも昨年を上 最後の統一交渉ゾーン（解決 町村議会が３月中に意見書を 進んでいます。

制に改善しました。岩手地本 回る年間平均 万円、三重近 促進ゾーン）に指定し、中央

日ま 兵庫地連（２組合）
、広島地 が基本給５００円と業績協力 の北都交通では企業内最低賃 鉄が夏季 万と加給１万円を メーデー前の解決に向けて妥

33

の 組合。組合員数で７４４８人に達しました。昨年同時期と比較しては妥結組合数、組合

員数ともに上回っており、現在も各地で交渉を追い上げています。

全自交労連が４月

でに集約した全国の妥結状 本（１支部）
、愛媛地本（２ 金５００アップ、新潟地連の 金保障を実現しています。新 獲得しました。また、千歳交 結を促進することとしていま

が夏季一時金を確保し、広島 上げましょう。

況は、北海道地連（３組合）
、 分会）の 地連・地本、 組 柏崎タクシーが定昇５００ 潟地連の柏崎タクシーでは嘱 通札幌新労組、
安全永楽交通、 す。賃金の改善・回復に向け

28
円、愛知地連の名鉄交通が定 託者にも通勤手当の支給を獲 遠鉄タクシー、静鉄タクシー 粘り強く最後まで交渉を追い

月 例 賃 金 の 妥 結 水 準 は、 昇４００円、静岡ハイタクの 得しました。

青森地連（１組合）
、岩手地 合が妥結しました。

本（２支部・２分会）
、東京

地連（１組合）
、
山梨地連（１ 東 京 地 連 の 日 交 労 が 定 昇

組合）
、静岡ハイタク（５組 ２０００円、愛知地連の愛電

合）
、愛知地連（３組合）
、三 交通と名鉄知多タクシーが

重地連
（１組合）
、
新潟地連
（１ １０００円を獲得した他、兵

組合）
、
石川ハイタク
（３組合） 庫地連の加古川タクシー労組

連合主催の要求実現中央集会（東京）

妥 結 状 況 一 覧（ 4 月 1 5 日 現 在 ）

【北海道地連】
3．27 千歳交通札幌新労 現状維持 夏季一時金：半期営収の5.5％ 燃料手当3％最低保障
3．26 安全永楽交通 公出歩率
（祝日）57％に改善 決算手当：10,000円 制服支給
3．30 ダイコク交通 現状維持 職場改善要求実現
【青森地連】
3．7
松竹タクシー 現状維持
【岩手地本】
3．23 岩手分会
現状維持
3．25 一関分会
現状維持 一時金新設
3．29 玉川支部
現状維持
3．30 北都支部
時給740円保障 決算賞与新設
【東京地連】
3．30 日交労 ＜賃金＞
［都内ハイヤー乗務員］ 定昇：2,000円（勤続20年以下）60歳以上は1,200円
［タクシーＮＡ、ＣＡ乗務員］ 定昇：2,000円（勤続15年以下）60歳以上は1,200円
［職員・整備士］定昇増額支給
＜一時金＞
［都内ハイヤー乗務員］ 年間平均520,000円 一時金効果ランク平均30,000円
［タクシーＮ乗務員］
営収ランク評価で5,000 ～ 30,000円（横浜・小田原・立川・埼玉も同じ）
［職員・整備士］
基準内賃金の4.2 ヶ月
【山梨地連】
4．4
山梨貸切自動車 累進歩合制を廃止し、
支給率一律50％の定率歩合制に改善
【静岡ハイタク】
3．20 遠鉄タクシー 現状維持 期末一時金：15,000円（有責事故・営収指導者は50％支給）、インフル予防接種費用
3．22 静鉄タクシー 現状維持 期末一時金：5,000円（アルコール検知違反者除く） 事故防止奨励金：1,000円
3．26 伊豆箱根タクシー 現状維持
（一般職は定昇。運行管理手当と衛生管理者手当を新設）
3．29 アンビアタクシー 定昇
3．30 伊豆急東海タクシー 現状維持
【愛知地連】
3．20 愛電交通
賃上げ：1,000円 年間臨時給：年間率協定 特別一時金：一律12,000円
3．22 名鉄知多
賃上げ：1,000円 年間臨時給：年間率協定 特別一時金：平均20,000円    
3．23 名鉄交通     定昇400円 年間臨時給：タクシー 780,000円、ハイヤー 775,000円
【三重地連】
3．12 三重近鉄
現状維持 夏季一時金＝330,000円＋1万円 期末手当平均12,000円 春闘解決金：平均21,000円
【新潟地連】
4．3
柏崎タクシー 定昇：500円 通勤手当を嘱託者にも支給（上限2,000円）
【石川ハイタク】
3．6
石川近鉄
現状維持 春闘解決一時金：一律4,000円、大雪協力感謝金1,000円、繁忙時間帯協力金1,000円
3．12 石川交通
現状維持 解決金：通常勤務者6,000円、時短勤務者3,000円 決算利益配分金：最高7,500円
3．16 大和タクシー 無事故表彰
（商品券3,000円）
【兵庫地連】
3．25 加古川タクシー
基
 本給：500円アップ
（営収45万円超）
業績協力金：500円アップ
（営収45万円未満と定時制は350円アップ）
4．11 ポートグループ
現状維持
【広島地本】
3．27   広島タクシー ＜賃金＞乗務員：現状維持
整備・無線・職員：賃上げ500円
＜一時金＞乗務員：夏季・冬季一時金＋α（総運収により1 ～ 30,000円）
整備・無線室・職員：夏季・冬季一時金2万円）
【愛媛地本】
3．23 近鉄分会・近鉄東予分会
現
 状維持 春闘解決金5,000 ～ 15,000円
特別精励金10,000円 無事故手当（年間無事故）10,000円 国体輸送協力金5,000円
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２０１８春闘 積極的交渉で妥結進む

2面
：
北海道地連春闘決起集
会・立憲民主党国土交
通 部 会ヒヤリング・
タク
シー運転者年収が333
万円に
（2017年）
３面
：
道下大樹議員が衆議院
国 土 交 通 委 員 会で質
問・第33回
「4・9反核燃
の日」
全国集会・九州電
力玄海原発の再稼働許
すな
！
緊急抗議集会
（長
崎市）
「 交通の安全と労働を考
４面
：
える市民会議」
シンポジウ
ム
・北海道交運労協ハイ
タク部会が運輸局に政策
要請・連合
「2019年度重
点政策討論集会」

2018春闘

公式ツイッター＠zenjiko_roren

第１１７２号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん

会」を開き、全道から 人が 立った長谷川委員長は「３月

労働条件改善で若年者に選ばれる産業に

全自交北海道地連は 月
段階で３単組が妥結したが本

主催者を代表して挨拶に 格的交渉はこれから。若年者

通部会は３月 日、衆議院第

日車営収は仙台・奈良を除

賃金（年収を年間労働時間

況、②適正車両数との乖離状 に０～３％まで低下します。 なっています。

況、③日車営収の変化、④賃

金の推移を示し、取り組みの き の特定地域で２０１６年 で除した時間額）は２０１６

との比較で上回っています 年との比較でマイナス３％の

25

行い、改正タクシー特措法の
施行により特定地域に指定さ
れた地域が指定から３年が経
過したことを受け、取り組み

％低下したままと されました。

労働団体からのヒヤリン 出席し、労働現場の厳しい実 働現場には賃金・労働条件が

改善した実感がなく、改善し

聴取を行いました。

シーの現状把握のための意見

の各衆議院議員が出席しタク

大樹、森山浩行、早稲田夕季

員をはじめ、初鹿明博、道下

通部会長の矢上雅義衆議院議

立憲民主党からは、国土交

しました（上記表参照）
。

の同意が必要）の方針を提示

定地域の延長（但し、協議会

定・認可済）
、②その他の特

記表中の新潟は現時点で策

の奈良、倉敷の指定解除（上

（案）を示し、①計画未策定

国交省は特定地域の取扱い

「延長には同意が必要」

特定地域の取扱い

であることを訴えました。

引や低運賃競争の是正が必要

下につながる過度な遠距離割

今も続けられており、賃金低

中心に「５千円超５割引」が

務、③規制緩和以来、大阪を

が流入する労働条件確立は急

で脳疾患も増えており、若者

響が大きい、②高齢化が深刻

足や最低賃金の引き上げの影

労働団体からは主に、①労 ているとされるのは乗務員不

グ・意見交換には交運労協か 態を伝えました。

国交省は、①特定地域の状 ら６名（うち全自交３名）が

の効果を検証しました。

労働条件改善の実感なし

省と交運労協にヒヤリングを 留米を除く地域で計画完了後 て３～

１議員会館第４会議室で国交 奈良、倉敷、富山、東葛、久 埼玉県の県南中央地域を除い ～ ％増加していることが示

乖離率は地域計画未策定の が、２００１年との比較では 仙台を除くすべての地域で０

立憲民主党の衆議院国土交 効果を報告しました。

特定指定３年間の効果を報告

立憲民主党国土交通部会のヒヤリング風景

１万２８００円改善しました。 の格差は２１８万に拡大して 円となっています。平均年齢

16

日、札幌市内で「全自交北海 結集しました。
道２０１８春闘全道総決起集
から選ばれる産業になるため
には労働条件改善が絶対に不
可欠だ。粘り強く闘おう」と
述べるとともに「ライドシェ
アを阻止し、生活交通の確保
に向けて前進しよう」と参加
者に訴えました。
連合北海道、
北海道交運労協が激励に駆け
つけ、来年７月に予定されて
いる参議院選挙の
「岸まきこ」
予定候補者が参加者に闘う決
意を述べました。

国交省

国平均 ）となり、昨年より ています。しかし、全産業と 円に対し、秋田は２２６・８万

立憲民主党国土交通部会ヒヤリング

全産業との格差は拡大し、高齢化も過去最高

30

2

厚生労働省の賃金構造基本 シー運転者（男性）の推定年 これでタクシー特措法の施行 います。地域間格差も大きく は ・４歳となり高齢化も過
59

27

4

統計調査で２０１７年のタク 収が３３３万３０００円（全 以来、８年連続の改善を示し 最も高い東京の４１８・５万 去最高を記録しました。

タクシー運転者年収が333万円に（2017年）

交運労協

78

春闘での奮闘と白タク合法化阻止を訴える長谷川委員長

北海道地連
春闘決起集会

ん

ぶ
し
交
自
全
２０１８年４月15日

立憲民主党の道下大樹衆議 立ち、タクシーの適正化・活 ました。そして最後に、世界

院議員（国土交通委員・北海 性化の推進と訪日旅行客相手

転、接遇、責任において世界
一と言われており、その要因
は法人タクシー制度によるも

報告。そして、各地の闘いが

委員会の斎藤事務局長が基調

た。その後、青森県反核実行

戻そう」と参加者に訴えまし

きだ。安心できる社会を取り

本社会を脱原発社会にすると

場は不要となった。今こそ日

次に道下議員は「タクシー 為が増えている現状にある」

だ」と主張しました。

して答弁した国土交通省の奥

また、
「タクシー特措法の 田自動車局長は、
「特定地域

施行状況・効果の報告書では の人口 万人基準は流し営業

運転者の時給も示されている が成立し得る規模として定め

が、最低賃金に満たない給与 られた。引き続き、この基準

のところもある。運転者の労 で運用する」と答弁。また、

おり、今後もしっかり検証す

質問に対して政府参考人と る」と応じました。

を強化するとともに、啓発活

動を強化しており、中国政府

石井国交大臣が答弁に立 にも指導の協力要請を行っ

総務庁等とも連携し、取締り ました。

らに４号機の再稼働を狙って

再稼働するこの日の午前 います。抗議集会では、周辺

会」が３月 日、長崎市・鉄 中、玄海原発のゲート前で抗 住民の圧倒的な反対の声を無

発再稼働を許さない！緊急集

崎の会」が主催する「玄海原 参加しました。

「原発なしで暮らしたい・長 長崎地区労とともに積極的に した。九州電力は５月にはさ

発ゼロをめざす長崎連絡会」 組合（鶴田委員長）の仲間が の声がゲート前に響き渡りま

人アクション・ナガサキ」「原 全自交は長崎県タクシー労働 踏み切った暴挙に対する怒り

「さよなら原発１０００万 働に抗議の声を上げました。 く７年３カ月ぶりに再稼働に

在住の同国人による白タク行 ねました。

ところだが、特定地域に指定 人旅行者を対象とした、日本 と取り締まり状況について尋 ることから問題だ」
「警察庁、 ス向上を支援したい」と答え

法で適正化が進められている と述べるとともに「訪日外国 府の白タク行為に対する認識 時の責任も運転者のみにあ クシーの観光分野でのサービ

批判し、
「改正タクシー特措 壊するのがライドシェアだ」 いくべきである」と述べ、政 免許も運行管理もなく、事故 で逮捕された」と述べ、
「タ

者の雇用は壊されてきた」と か実行されているがそれを破 やはり厳しく取締りを行って 道路運送法違反であり、二種 は６件８名が道路運送法違反

によってタクシー事業と労働 事業の適正化・活性化が何と 「この白タク行為に対しては ち、
「ご指摘の白タク行為は、 た」
「昨年は３件７名、本年

の」とした上で、
「規制緩和

訪日客を対象とした白タクの取締り強化せよ

問し、
「日本のタクシーは運 外される。人口減少が進む中 関しては柔軟な基準とすべき

化・活性化の施策について質 常に厳しく、一人少なくても きない。人口に関する基準に 迫りました。

道下議員はタクシー適正 されるための人口の基準が非 では一旦外されれば後戻りで 働実態調査を行うべきだ」と 「日車営収も賃金も増加して

ドライバーの労働実態調査を行え

一と言われる日本のタクシー
人口要件は柔軟な基準にすべき

道１区選出）は４月４日、衆 の白タク行為の取り締まり強 の事業経営と労働を守ること

議院国土交通委員会で質問に 化について政府の見解を質し を強く求めました。

第 回「４ ・９ 反核燃の日」全国集会

脱原発で安心 で き る 社 会 を 取 り 戻 そ う ！
第 回４・９反核燃の日全 国から労働組合や市民団体ら 手地本と本部から積極的に参

30

橋で開かれ、多くの市民が九 議行動が行われ、東京電力福 視し、放射能リスクを押し付

23

国集会が４月７日、青森市の 約８００人が集まり、地元の 加しました（写真・右下）
。

命より利益優先の原発再稼働に怒り

日後の３月 日夜に蒸気漏れ

実際、再稼働からわずか７

み出す危険に満ちています。

ない原発は新たな被爆者を生

く、避難訓練なしに稼働でき

を保障するものでは全くな

委員会の「適合」判断は安全

を厳しく批判しました。規制

盾に再稼働を進める安倍政権

新基準による「適合」判断を

せる九州電力や規制委員会の

州電力による玄海原発の再稼 島第一原発の事故の反省もな け、命より企業利益を優先さ

被爆地から原発再稼働に抗議する長崎市民

青森県反核実行委員会の三 原水禁の藤本事務局長が「も 報告されました。集会後、デ

森友問題
官邸前抗議

上委員長が開会挨拶した後、 んじゅ廃炉の決定で再処理工 モ行進を行いました。

日 夜、
「森友公文

九州電力玄海原発の再稼働許すな！緊急抗議集会（長崎市）

特定・準特定、指定基準の見直しを

「青い海公園」で開かれ、全 全自交青森地連をはじめ、岩
青森県・六ケ所村の核燃料サイクル基地に反対する参加

指定基準見直しと白タク行為で質問する道下議員

公文書改ざんに憤激「安部は辞めろ！総辞職！」
３月

書改ざん問題に対して真相
を究明する官邸前大抗議行
動 」が行われ、安倍首相の
退陣と内閣総辞職を求める
１万３０００人の市民らが首
相官邸前に押し寄せ、怒りの
声を上げました。
「佐川じゃ
なくて安倍が辞めろ」
「麻生
も辞めろ」
「総辞職！」のコー
ルが深夜まで響きました。

さらに高まっています。

が発生し、周辺住民の不安は

30

30

道下大樹議員が衆議院国土交通委員会で質問
33

33
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ました。

ライドシェアには公共的な輸送は担えない

さんは「こんなサービスは社

ングウッド（ 写真 ）を会場 が提案され活発に討論しまし

に「 ２０１９年度重点政策 た。交通政策に関しては「交

討論集会 」開き、全国から 通政策基本計画」の実行によ

多数の仲間が参加しました。 り環境にやさしく災害に強い

交通・運輸体系の構築ととも

に、市民生活に必要不可欠な

地域公共交通に対する助成が

盛り込まれました。また、
「利

用者の安全・安心が確保され

ないライドシェアは導入しな

い」とされました。

また、
「人口減少・超少子

高齢化社会ビジョン」の中間

報告が示され、
「高齢化が進

む日本社会で
『移動する権利』

の確立こそ急務である」との

き：５月１８日（金）１８：００～

ました。

さらに、生活交通を確保す 会的に必要不可欠とは言えな

また、ウーバーのＣＥＯが

るため、交通基本法に基づき い」と結論付けました。

かる都市部で展開するように 地域に合った公共交通の計画

としつつ、運賃弾力化を要請

行わず、タクシーと連携する

とき、日本でライドシェアは

また、地方からライドシェ なり、結果的に地方には何も を積極的につくっていく事が 来日して安倍首相と面会した

主催者を代表してあいさつ ました。
した嶋﨑量弁護士（日本労働

「庇を貸して母屋を取られる」危険

したことに対し「日本のタク

者と連携したら『庇（ひさし）

また、アメリカで客を奪わ を貸して母屋を取られる』危

ビス・ツーリズム産業労働組 講演し、「世界的にはウーバー 報告しました。

続いて、
サービス連合
（サー ライドシェアの現状について はウーバーに禁止措置等々を シーが海外のマッチング事業

タクシー配車

ウーバー

弁護団）は、デタラメな資料 アが入って来たとしても、儲 残らなくなる危険性を指摘し 重要だと訴えました。
を基に国会で審議された裁量
労働制を厳しく批判し、
「ラ
イドシェアの危険性も市民に
伝わるように運動しよう」と
呼びかけました。

続いて、首都大学東京の戸 合連合会）の石川総一郎政策 の一人勝ちは終わり、ライド

崎肇特任教授が講演し、高齢 局長が施行が迫った民泊新法 シェア戦国時代に入った」と れたタクシー労働者だけでな 険がある」と警鐘を鳴らしま

その後、ウーバー・イーツ

化社会では 時間安定して移 について報告し、
「治安面や の認識を示しました。 その く、台数が増え過ぎたため した。

動サービスを提供する公共交 安全面で課題が多く、違法民 中で「欧州では反対運動が拡 ウーバードライバーも困窮に

通の存在は今よりまして重要 泊の取締りをしっかりやれる 大してウーバーを締め出して していることを報告するとと 配達員の鈴木堅登さんが、「事

その後、ＩＴＦ（国際運輸 通局が昨年９月にウーバーの ンケート調査（全米７都市・ もされず全額自己負担だっ

になることを強調するととも か疑問である」
と訴えました。 いる」として、①ロンドン交 もに、ウーバーに関するア 故を起こしたとき、何の保証
に、
「ライドシェアには公共

的な輸送は担えない」と訴え 労連）の浦田誠さんが海外の 営業免許の更新を却下、②欧 ４２００人を対象）
を紹介し、 た」等の経験を報告し参加者

州司法裁判所がウーバーは運 ウーバー利用者の主力は、高 は改めて、雇用保険や労災保

車交通部長、梁井自動車交通 に指定されていた釧路と帯広 輸業との判決、
③ドイツで
「ラ 学歴・高収入の ～ 代で利 険に加入できないウーバー等

見があることを上申する」と

連合は４月３日、東京・ラ ２０１９年度重点政策の素案

の比較でわずかに改善したた か ％、④東欧の４カ国以外 ることを説明しました。浦田 ました。

部次長、樋口旅客二課長他２ が、日車営収が２００１年と イドシェアを使いたい」は僅 用目的も外食・飲酒が主であ の無権利労働の怖さを実感し

代行対策の５本柱。

交運労協側は、準特定地域 回答しました。

大津市
「国家戦略特区における規制改革事項の提案」

自家用有償運送の導入阻止に向けて労組が対策会議
全自交関西地連、私鉄関西 国人観光客を対象とした自家 月 日に開かれた地域公共交
ハイタク労連、私鉄関西ハイ 用有償運送の導入」を提示し 通活性化協議会で「自家用有
タク協議会、近江ハイヤー労 たことに対する対策会議を開 償運送は絶対に認められな
組の４団体は３月 日、大阪 きました。全自交関西地連か い」との発言が相次いだこと
ＰＬＰ会館で大津市の「国家 ら加藤委員長ら４人が出席し を報告しました。出席者は今
戦略特区における規制改革事 ました。会議では近江ハイ 後協力して、自家用有償運送

意見も出されました。

交通の安全と労働を考える市民会議 公開シンポジウム（共催：日本労働弁護団）

「交通の安全と労働を考え 室でシンポジウムを開きまし
る市民会議」は３月１日、衆 た。全自交の仲間も積極的に

議院第２議員会館・第１会議 参加しました。

北海道交運労協ハイタク部会が運輸局に政策要請

名が出席しました。

要請内容は①適正需給・適 め指定解除となったことを問
正運賃の確立、②労働条件の 題視。比較には消費税の増税

北海道交運労協ハイタク部 事他３名とオブとして全自交 確保・改善、③タクシー事業 が加味されておらず不合理で

準特定地域の指 定 解 除 は 消 費 増 税 が 加 味 さ れ ず 不 合 理

戸崎教授

会は３月 日、北海道運輸局 会から昆部会長、山崎副部会 北海道地連の荻野副委員長、 の活性化、④ライドシェア・ あると指摘しました。局側は

北海道交運労協ハイタク部

講演に真剣に聞き入るシンポジウムの参加者

北海道運輸局から畑中自動

40

◆ところ：フリースクエアノヅキ（野月会館）（八戸市小中野 2-2-11）

◆ところ：都久志会館（福岡市中央区天神 4-8-10）

24

講師／戸崎肇氏（首都大学東京）
講師／木下徹郎弁護士
講師／川上資人弁護士

講師／浦田誠氏（ＩＴＦ）

20

in 八戸

講師／戸崎肇氏（首都大学東京）

in 福岡

浦田さん
20

◆と

き：５月９日（水）１８：００～

◆と

29

項に係る提案」において「外 ヤー労組の山下委員長が、３ 導入に反対していきます。

地域交通への助成とライドシェア導入反対を盛込む

ウーバーと日本のタクシーの連携は危険

への要請行動を行いました。 長、鈴木事務局長、長谷川幹 小川執行委員他４名が参加し 白タクの阻止・摘発、⑤運転 「指定基準の指標見直しの意
畑中部長に要請書を手交する昆部会長（写真右）

14

連合「２０１９年度重点政策討論集会」

「交通の安全と労働を考える市民会議」シンポジウム
19
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