２月15日

（有料制1007号）

続いて東京共同法律事務所の

宮里邦雄弁護士が「安倍改憲

の内容と狙いー平和なくして

労働運動なし」と題して講演

ている観光白タクの摘発は急 の田野辺耕一中央執行委員長

訪日客が増加する中で拡大し しました。その後、私鉄総連

２０１９春闘方針確立
……購読料 1ヵ月 70円……

労働条件改善でタクシーを魅力ある産業に

務であるとして「こうした白 と「もりやたかし」氏が挨拶

福岡）を選出しました。江良 だ 」と訴えました。そして 例区の予定候補者である「も

石井裕憲中央委員
（九州地連・ タクの摘発も運動の大きな柱 し、次期参議院選挙・全国比

タクシーを魅力ある産業に」
「ライドシェア導入阻止！違法な白タク摘発」
「生活を支える地

実副執行委員長が資格審査委 「春闘での労働条件の改善は りやたかし」氏への支援を要

間労働是正を目指す方針を示

その後、国交省自動車局旅 すとともに、２月末に要求書 日目を終了しました。

て合法化阻止に向けた決戦の とを要請しました。

傍聴者を含め総勢１１０名が て「今年は東京五輪を前にし の勝利のために全力で戦うこ 金・退職金の大幅改善、長時
参加しました。

本田有副執行委員長の開会 年だ」と述べるとともに、東

第２日目は、水谷達也中央

決意を述べました。

続いて、第１号議案の質疑

日として積極的に団体交渉 委員が自教部会の春闘方針を に入り、２人の中央委員によ

挨拶で始まり、議長団には戸 京都内で「任意の謝礼」を求 客課の金指和彦課長が「タク を提出し、回答指定日を３月
村久中央委員（東北地連・宮 めて白タクを展開するクルー シーを取り巻く情勢につい

に開いた第 回中央委員会で

その後、２０１９春闘ア

ピールの提案を東京地連の溝

本年は統一地方選挙と参議 上泰央中執が行い、満場の拍

を三唱して終了しました。

ライドシェア導入に反対す 改憲と規制緩和の安倍政治を 坂副執行委員長が閉会挨拶を

１６０を超えた。意見書採択 の勝利に向け全力で闘おう。

義会長と一体であり、協力す

クシーと連携して日本に上陸 自分の首を絞める」という結

る地方議会による意見書も 転換させるために推薦候補者 行い、全員で団結ガンバロウ

全国の仲間の協力もあって 院選挙が戦われる年でもある。 手で採択しました。最後に北

強めていきたい。

不十分だ。監視・摘発行動を 地位向上を実現しよう。

台に行われており、取締りも 件を勝ち取り私たちの社会的

した白タク行為が空港等を舞 とを訴える。魅力ある労働条 案を採択しました。

その他、訪日外国人を対象に べての職場から総決起するこ 決を行い満場一致で第２号議

を停止している現状にある。 り組みだ。団結を強化してす の質疑を経て、挙手による採

ところだが、現在、サービス り組みは私たちの最重要の取 除を提案し、３人の中央委員

職場での労働条件改善の取 の５名に対する弾劾処分の解

大させてはならない。実態調 要請していく。

いるＣＲＥＷ（クルー）を拡 り作り出すことを自治体にも るために２０１２年１月 日

める白タクアプリを展開して 交通のネットワークをしっか ＫＰＵとの統合協議を加速す

スと称し「任意の謝礼」を求 らず、安全で便利な地域公共 ア合法化阻止の運動強化、②

また、都内で相乗りサービ に、安易にライドシェアに頼 の審議に入り、①ライドシェ

果になることを危惧している。 運動をさらに強化するととも ました。続いて、第２号議案

方針案を満場の拍手で採択し

海道地連）の両名、書記には 参加者に訴えました。また、 は３人の質問に答えました。 をあげることを提案し、第一 時金１００万円の要求で闘う 等の質疑を経て２０１９春闘

「任意の謝礼」を求めるクルーの拡大許さない

次央
原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永
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全自交労連は１月 ～ 日、静岡県伊東市で第 回中央委員会を開き、
「労働条件改善で

域公共交通として未来を拓こう」のスローガンを掲げ、
「月額１万円」の賃上げと一時金・

員長と議事運営委員長を務 労働組合の最も重要な取り組 請するとともに安倍政権を打

団結を強め、すべての職場か ました。その後、松永次央

主催者を代表して挨拶し ら２０１９春闘に立ち上がろ 書記長が第１号議案である

を確認しました。

退職金の改善、年休の確実な取得、長時間労働是正等の統一要求を決定しました。また、ラ

97

め、出席状況を報告して成立 み。組合員からの信頼関係と 倒するために戦う決意を述べ

23

イドシェアをめぐる決戦の年であることを確認し、全力で闘う決意を固め合いました。
第 回中央委員会には、役

員 名中 名、中央委員 名 た伊藤実中央執行委員長は、 う」と呼びかけました。最後 ２０１９春闘方針案を提案。

中 名が出席（委任状 ）し、「ライドシェア」問題につい に統一地方選挙と参議院選挙 月額１万円の賃金要求と一時

53

12

城）と長谷川明中央委員（北 の動向に対し警戒することを て」と題して講演し、質疑で を行い有額回答の引出に全力 報告し、月額１万円、年間一 る年次有給休暇の年５日義務

28

査を進めながら注視している

25

伊藤実中央執行委員長挨拶（要旨）

京五輪を前にして本年が合法 な国」と発言したＳＢの孫正

た「ライドシェア」問題は東 「ライドシェアを禁止するバカ

私たちが運動の柱としてき している。この外国アプリは

挨拶する伊藤実中央執行委員長
ウーバーと滴滴が日本のタ るタクシー事業者も「自分で

化阻止の決戦の年になる。

88

22

春闘への総決起を誓う参加者

27

「ライドシェア」阻止へ決戦の年
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第一日目

金指課長の講演と質疑

協議会で、
ある事業者から
「初
乗り短縮運賃を導入してはど

富山地連・石橋さん

てしまう。タクシー乗務員の クシー事業者に対しても乗務

労働条件改善が課題になって 員の賃金・労働条件を含めて

シー乗務員にとって、このス しい。

いる中、歩合給で働くタク 国交省としてフォローしてほ

が、タクシーの素晴らしさを 協議会で運賃をどうするかに

ロープを組み立てる作業は労

うか」との発言がなされた。

伝える良い話であり、きちん ついて話し合った場合、独禁

働条件にしわ寄せがくる作業

トヨタとも話しているが、

トヨタにリコールするぐら 今回の改良はこれで終わりで

はなくて継続してやるべきも

スロープ板が簡単に設置でき かるが全国の事例や声を聞い

ＪＲやバスでは車いす用の のだと思っている。時間がか

タクシーを全国に広めること いの問題だと思う。

は良いことだし、必要である

と考えている。

金指課長・答弁

法に触れるのかを聞きたい。

講演で話された通り、ＵＤ

となっている。

見解を聞かせてほしい。

との不安も大きい。国交省の

「また問題が起きるのでは」

新潟地連・海藤さん

勤務していたが信号機も消え と伝えていきたい。

３名の仲間が地域の課題を質問

国交省旅客課

第一日目に国土交通省自動 国の実現、
④地域の足の確保、
車局旅客課の金指和彦旅客課 ⑤働き方改革、⑥ライドシェ
長が「タクシーをとりまく最 アをめぐる動向、⑦災害対応

クシーはまさに最後の公共交

る中で輸送した。災害時にタ

演しました。講演の内容は、 タクシー産業が抱える様々な
通機関であると実感した。安

北海道地連・鈴木さん

①タクシー事業の現状と特措 課題についてわかりやすく解
全を最優先に公共交通を担っ

近の情勢についてと題し、講 の７つ。これらを柱に現在の

法の施行状況、②タクシー 説しました。講演後は３人の

金指課長・答弁

しかし、トヨタの「ジャパ るようになっているが、ジャ て今後もいろいろと配慮して

ことだが、まずは、特定地域 ンタクシー」の導入が進んで パンタクシーの場合は、改良 いきたい。講習だけで良いと

運賃に関して心配だという

日 車 営 収 に つ い て 運行するライドシェアの違い

日車営収は消費税を含んで

解散し、
産業報国会が作られ、 て労働運動なし」である。労

下で窒息させられた。組合は 運動であった。
「平和なくし

戦前の労働運動は戦争体制 和憲法を支えてきたのは労働

労働組合こそ民主主義の担い手

まで、慣れても 分はかかっ 十分だ。トヨタだけでなくタ ければならない。

宮里邦雄弁護士

る権力を目いっぱい使いたが 言論・出版・集会・結社の自 働組合法は現憲法より先に作

る」とモンテスキューは言っ 由が奪われ、労働者の労働時 られたことは忘れてはならな

と思う。

ると自衛隊は憲法上、国会、

力は大きいし、お金があれ

党の広告だ。メディアの影響

電通の一番の収入減は自民

宮里弁護士・答弁

内閣、裁判所と同格の地位を

ば「票を買う」という仕組み

愛知地連・加藤さん

得ることになり、自衛隊の任

ができるという危機感があり

ことは大事。
先日、「メディアと国民投票」 「発議させない」

務・活動に対する立憲的抑止

く恐れも出てくる。

ことが一番大事だと思う。

ば発議しない可能性もある。

変えられる。徴兵制に道歩開 り、改憲の発議をやめさせる 逆に国民投票で負けると思え

が変更され「国のかたち」が 世界を牛耳っている存在であ 決める」この運動が重要だ。

「国民が
衛や非核三原則などの
「国是」 た。メディア・電通は広告の は「我々が決める」

行使の容認へ向かう。専守防 議されたら負け」と言ってい ではない。発議されたら最後

「発議されたら負け」
が取り払われ、集団的自衛権 という講演を聴いたが、
「発 しかし、

要最小限の実力組織」の制約

力が失われる。
これまでの
「必

しようとしているが、こうな

出発するが、改憲を許さず平 発議を許さず闘おう。

に改憲したい野望を持ってい ラミス）という言葉も有名。 史を見れば明らかではないか 憲法の下で戦後労働運動が再 い手である。労組として憲法

（ダグラス・ た。このことは古今東西の歴 間規制も取り払われた。平和 い。労働組合は民主主義の担
安倍総理は２０２０年まで の命令である」

憲法は国家が守るべき権力の制限規範

～平和なくして労働運動なし

安倍改憲の内容と狙い

指定延長で合意したが、この 輸局に確認させてほしい。

会が先日開かれ、特定地域の されているのかを北陸信越運 て車いす利用者を乗車させる し、乗務員の講習だけでは不 フトの両面で対応していかな

新潟交通圏の特定地域協議 協議会でどのような協議がな いるが、スロープを組み立て した程度では解決にならない は考えていない。ハード、ソ

え、規制緩和前の２００１年

の数値に近づいてきた」との

説明があったが、営収は「税

込み営収」であり、２００１ いることについて丁寧に説明

年は消費税５％で２０１７年 していきたい。安全の問題は

は８％だ。このことをしっか 公共交通全体の問題でもあ

り伝えてほしい。また、国交 り、パイロットの飲酒問題が

省がなぜライドシェアを認め あれほどの問題になることで

ないのかについてもその理由 もわかるように、求められる

を発信力を持って伝えてほし 安全のレベルが高いのは事

15

自衛隊の明記は「国のかたち」を変える

「権力者は自ら保持す
中央委員会の第一日目に私 る。改憲発議をして次期参議 また、
鉄総連の田野辺委員長ととも 院選挙に合わせて国民投票を

安倍改憲案では９条１・２
べき権力の制限規範である。 項を維持したうえで、９条の

そもそも憲法は国家が守る

に次期参議院選挙の予定候補 行う案もあるやに聞いている。
者である「もりやたかし」さ
んが挨拶しました。

田野辺委員長は平和の大切 「憲法は、政府に対する国民 ２」を設けて自衛隊を「明記
さを訴え、格差社会と規制緩
和政策を批判。また、
「もり
やたかし」さんは「安倍内閣
こそ
『災』
」
と述べるとともに、
ライドシェア導入の反対を訴
え、
「国の政策に現場の声を
届ける」と決意を明らかにし
ました。最後に伊藤委員長と
がっちり握手し、参議院選挙
の勝利を誓い合いました。

安倍改憲を解説する宮里弁護士

講演する国交省の金指旅客課長

い。北海道胆振地震の当日に 実。地震発生時の話もされた

３人でがっちり握手（左から伊藤氏、森屋氏、田野辺氏）

講演２

金指課長・答弁

「２０１７年に３万円を超 を認識して対応してほしい。

る管理もなく一種免許だけで

ているタクシーと安全に関す

国の政策に現場の声を！

サービスの進化、③観光先進 質問に答えました。

「もりやたかし」氏が決意を語る

第１１８３号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０１９年２月15日

第二日目

２０１９春闘方針
（案）
の提案と質疑・討論

そして、政治課題として改
憲発議阻止、公共インフラ民
営化反対、沖縄新基地建設阻

中央委員会の第１日目の 措法の実効性ある運用で、台 善を要求する。●運転者最 る差別的賃金を許さない労働 勤務時間・休日の設定と所定 止、原発再稼働反対、被災地
最 後 に 松 永 次 央 書 記 長 が 数・運賃の適正化を進めると 低賃金の創設に向け、時間額 協約を締結する。●長時間労 内賃金の時間単価引き上げを 復興加速、消費税増税反対、

り入れさせる好機でもある。 化を促していきたい。

時の賃金に仮想営収方式を取 あり、安全輸送のためにも消

を挙げることとしました。

当な運転者負担の見直し等を 賃金を要求する。●ハイタク 間外労働の削減により給与総 康を害する長時間労働を一掃 春闘を通じて組織拡大に全力

２０１９春闘方針（案）を提 ともに、累進歩合の排除や不 １０００円以上の企業内最低 働を是正させると同時に、時 求める。過労死を撲滅し、健 を掲げるとともに、２０１９
案しました。

大阪地連・橋口さん

スローガンとして「労働条 明記した国会附帯決議の完全 Ａ型賃金と観光バスの年間一 額が低下しないよう効率的な すること等を提案しました。
件改善でタクシーを魅力ある 履行を目指すこととし、具体 時金の獲得目標を１００万円
産業に」
「ライドシェア導入 的要求として、●賃金の統一 以上とする。●退職金は、Ａ
阻止！違法な白タク摘発！」 要求は、賃金体系にかかわら 型賃金においては現行制度を

累進歩合の排除は関係行政

全自交労連として改めて仮想

決議にもなり見直しが進んで

「生活を支える地域公共交通 ず、生活維持分と賃金回復・ 維持し、協定額の上積みを求

強調してほしい。

営収方式の導入を方針として に強く要請してきたし、附帯

り月額１万円の賃上げを要求 金において新たな退職金制度

ある。

第２号議案

弾劾処分の解除を決定
生活は厳しく、まだまだ低い

また、現在の最低賃金では

１００万円以上とする。●年

水準にあると考えている。自

新潟地連・宮沢さん

間５日以上の年次有給休暇を ５日の年次有給休暇を取得さ

主経営を頑張っている仲間も の２０１２年１月 日に開催 ました。

が「双方の力を一つにまとめ

ていく」
との共同宣言を発し、

その後、組織統合に向けた協

議を継続的に行ってきたこ

と、②タクシーの存続を脅か

す「ライドシェア」合法化を

阻止するためにこれまで以上

に運動を強化することが求め

られていることを勘案し、現

在検討されている全自交労連

とＫＰＵの統合協議を加速さ

せるために、５名の役員（当

時）の弾劾決議を解除するこ

とを提案しました。

質疑・討論では、大槻中央

委員（東北地連・福島）
、中

村中央委員
（中部地連・長野）
、

の３人が発言し、その後、挙

執行部は、①２０１７年７ 手による採択の結果、承認さ

意見交換会には、全自交兵 島秀郎部長と北田敬広課長ら

日、神戸市役所で神戸市当 関係者の他、
「こうべ市民連

換をおこないました。

乗り場問題について、意見交

的なプランについて説明があ

えました。

にしてほしい」との要望を伝

シーの営業に支障にないよう

始まることについて、
「タク

三ノ宮駅ビル取り壊し工事が

また、来年３月からのＪＲ

の質問や意見が出ました。

いて配慮しているのか」など

「車いすの利用者の乗降につ

が縮小されたら営業に困る」

ら「タクシー乗り場や待機場

この説明を受け、労働側か

されました。

生整備本部事業推進担当の津 に変更になることが明らかに

神戸市当局からは、都心再 り、タクシー乗り場が６カ所

および再整備によるタクシー 同席しました。

局と三宮駅周辺の再整備計画 合議員団」所属の議員８名が クシーの乗降場に関する具体

神戸市当局から、バス、タ

会（北坂隆生部会長）は 月 庫地連の３名を含む交運労協 ６名が出席しました。

兵庫県交運労協ハイタク部

25

ました。

として未来を拓こう」を掲げ 改善分として組合員１人当た める。また、ＡＢ型、Ｂ型賃

改正労基法の４月施行で年

議長団を務めた戸村久（東北地連・宮城：
左）さんと長谷川明（北海道地連：右）
さん。
書記は石井裕憲（九州地連・福岡）さん

員会において、
５名の役員
（当 月 日に全自交労連とＫＰＵ れました。

88 25

第２号議案として、７年前 時）に対する弾劾決議を上げ 赤池中央委員（関東・山梨）

取得させる義務を使用者に遵 せる義務が使用者に課せられ

いるが、多くの仲間と議論を した全自交労連第 回中央委
深めて対処していきたい。

再開発では車いす利用者に配慮した乗降場を

る。有給休暇手当は、仮想営 われており、月間足切りに実

谷辰也委員長が自教部会を代 と述べ、
「若い指導員が将来 員らと交流を進めることの意 また、組合のない会社では最
賃や有休の法違反が蔓延して
２０１９春闘の自教部会と いるのも事実。悪質な法違反

表して報告に立ち、
「自教職 展望を持って働ける魅力ある 義を述べました。
場でも人手不足が問題となっ 職場にしていきたい」と決意

しての方針は、書面による決 を一掃することが必要だ。

松永書記長・答弁
全自交労連加盟組合の年次

12

収方式を求める。● 歳以上 営収を使った際に、賃率が下 り、Ａ型賃金の基本給を上回

の定年制を要求し、
「同一労 がる不利益が生じる。改正労 る事態となった。これに対処

働・同一賃金」
を基本に嘱託・ 基法施行前の春闘だからこ してきたが年功給が成り立た

定時制・非正規労働者に対す そ、年次有給休暇を取得した なくなっている。賃金表を大
幅に見直す必要がありアドバ

年次有給休暇の取得に関し

また、昨年 月に自治労全 イスをお願いする。
万人にも減少してい 国一般の自教労協と全国交流

中央委員会２日目の最初に で教習所の卒業者もこの 年
自教部会の春闘方針に関する 間で

10

報告する水谷達也さん

12

65

る。労働条件の低さから指導 集会を行ったことを報告し、 ては、全部消化する人と全く

24

ている。少子化が進んだこと を語りました。

議をとったことを説明し、具
体的な賃金要求として、●賃
上げ月額１万円。●年間一時

金１００万円を決定しました。 有給休暇の消化状況は大半が
昨年の春闘における平均賃上 年５日を上回っている状況に

40

げは３０００円台、半期一時 ある。しかし、有休をとらな
い組合員がいることも事実で

兵庫県交運労協ハイタク部会が神戸市と意見交換

最低賃金が年々上がってお

守させる。また、
「年次有給休 る。タクシー運転者の賃金は

10

暇管理簿」を確実に作成させ いまだに累進歩合制が広く使

春闘方針を提案する松永書記長

愛知県自動車学校労組の水 員の中途退職も増えている」 産別の枠を超えて多くの指導 消化しない人の差が大きい。

報告を受けました。

11

金の最高額が 万円台です。

神戸市と意見交換するハイタク部会の仲間

50

また、統一要求および行動 する。他産業との格差是正に の確立に取り組み、要求基準

将来展望を持って働ける職場に

指針として、タクシー改正特 向け一時金・退職金の大幅改 を５年＝ 万円以上、 年＝

自動車教習所の２ ０ １ ９ 春闘方針
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安倍政治の暴走をとめる！
全自交労連の地方組織や加 いて、安倍政治の暴走をとめ

東市で中央執行委員会終了後、

全自交労連は１月 日、伊

盟組合は１月、全国各地で新 よう」と口々に訴えました。
春旗開きを開き２０１９年の
運動を始動させました。
各地の主催者代表は「今年 役員と中央委員会のために前
はライドシェア阻止の決戦の 泊した仲間を交えて旗開きを
年であり、統一地方選挙と参 開き、本年も精いっぱい活動
議院選挙の政治決戦に勝ち抜 する決意を固め合いました。

東京ハイタク労働団体キャンペーン
６万枚配布しライドシェア 阻 止 を 訴 え る

日から

月

日までを

北海道地連・１月９日

札幌市で新年旗開きを開
催し、総勢１００名が参
加。昨年、北海道を襲った
胆振東部地震からの復興と
推薦候補者の必勝を誓い合
い、参議院北海道選挙区予

日

定候補者の「勝部けんじ」
氏
（＝写真）
、
全国比例の
「岸
まきこ」氏が決意表明。国
会議員７名と統一地方選挙
（札幌圏）の全自交推薦予
定候補者９名が決意を述べ
ました。

大阪地連・１月

兵庫地連・１月

日

神戸市で新春旗開きを

開催し、 名が参加。北

坂委員長（＝写真）の挨

拶後、全自交労連の伊藤

委員長をはじめ労働団

体、人権団体、政党関係

者が連帯挨拶をしまし

た。統一地方体選挙の全

自交推薦予定候補者（兵

庫県議会・神戸市議会・

芦 屋 市 議 会・ 宝 塚 市 議

会）の 名が登壇し、決

意を述べました。

東京都内・御茶ノ水で

旗開きを開催し、 名が

参加。溝上委員長（＝写

真）の挨拶後、全自交労

連の伊藤委員長、連合東

京の岡田会長、海江田万

里 衆 議 院 議 員（ 東 京 選

出）
、牧山ひろえ参議院

議員（神奈川件県選出）
、

「もりやたかし」参議院

選挙予定候補者（私鉄総

連組織内）
、戸崎教授ら

名が連帯の挨拶を行い
ました。

日

人が参加しました。

盛岡市で旗開きを開催し、全県から

岩手地本・１月

大阪市で新春旗開きを開催し、 名
が参加。

初めに加藤委員長（＝写真・上）が

主催者代表挨拶。労働団体から全自交

労連の伊藤委員長と森田書記次長をは

じめ 名、大阪タクシー協会６名、近

畿運輸局３名、
政党関係者 名が参加。

参議院大阪選挙区の予定候補者であ

る「かめいし倫子」氏（＝写真・下）

く都道府県議会及び市区町

月

今野副委員長が

代表挨拶を行い、

全自交労連本部の

高橋書記次長、東

北地連の江良委員

長らが連帯の挨拶

を行うとともに、

連合岩手、岩手県

平和センター、岩

手県交運労協の各

代表者が挨拶し、

参加者を激励しま

した。

また、旗開きに

は岩手県議会や盛

岡市議会等でライ

ドシェア導入反対

の意見書採択に尽

力した小西和子県

議、佐藤ケイ子県

議、細川光正盛岡

市議ら社民党岩手

県連の関係者が多

数参加しました。

日までに全国で ＥＷ）の営業等もあり、ラ

イドシェア導入反対と合わ

は となり、市区町村議会 化を求める意見書も増加し

都道府県議会での採択数 せ、白タクに対する対策強

１６３を数えました。

年

の意見書採択が２０１８ 謝礼を求めるクルー（ＣＲ

導入反対
（慎重審議を含む） タク」の拡大や東京都内で

村議会によるライドシェア 国人を対象とした「観光白

近年、観光地での訪日外

地方自治法第 条に基づ ています。

地方議会の意見書、１６０突破

ライドシェア導入反対・白タク対策強化

40

71

と統一地方選挙の高槻市、堺市の予定

27

99

東京ハイタク労働団体は
月

「年末年始、安全・サービス
強化キャンペーン」として設
定し、利用者に「ライドシェ

63

65

15

候補者が決意を述べました。

21

ア」の導入阻止を訴えるマス
クを配布し、キャンペーンを
展開しました。１月９日には
東京駅八重洲口と新宿駅西口
で構成組織の役員らが通行人

15

21

鏡開きをする全自交労連の正副委員長
15

にマスクを配布。総計で６万
枚を超えました。

12

での採択数は１３４となっ ています。

29

12

1

14

15

16

12

旗開き特集 全国各地で２０１９年の運動が始動
ライドシェア阻止・政治決戦勝利へ
ビラ・マスク

通行人にライドシェア反対を訴える仲間
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14
関東地連・東京地連・１月17日

