被爆

周年原水爆禁止世界大会福島～広島～長崎

の「中距離核戦力（ＩＮＦ）

第 回参議院議員通常選挙

比例区で全自交推薦３候補が見事当選

149,287票
社会民主党
１議席中１位

▼今、台湾で

ライドシェア

排除の動きが

進 ん で い る。

運転手、事業

者、 運 輸 当

局 が 連 携 し、

月に条約からの離脱を表明したロシアとの「中距離核戦力（ＩＮＦ）全廃条約」が失効した

離核戦力の全廃を実現したこ 禁止条約の署名・批准に否定 県総合体育館で開かれ、被爆 会総会が開かれ、高校生平和

１９９１年までに米ロの中距

安全と利便性を守ろうとし

ず、規制を強化し、乗客の

ウーバーの違法行為を許さ

ことを受け、抗議の特別決議を採択しました。原水禁運動は命の尊厳が基本であることを再

ているのだ。
▼全自交東京・

ＫＰＵ東京が連合東京の協

の条約を失効させたトランプ 的な安倍政権の姿勢は、唯一 者が「核兵器の犠牲者は私た 大使・高校生１万人署名活動

被爆 周年原水爆禁止世界 かれ、原発事故の悲劇を繰り 積極的に参加しました（２面 政権の姿勢を厳しく批判しな の戦争被爆国とは到底言える ちを最後にしてほしい」と訴 実行委員会の方々が核のない

力のもと６月に台湾視察。

えました。

世界を訴えました（２面に詳
福島大会に続き、８月４日

ければなりません。そしてト ものではありません。

運転手組合、タクシー会

広島大会の開会大会直前の ランプ政権を高く評価し、米

大会・福島大会が７月 日、 返さないことを誓い合いまし に詳細）
。

続く８月７日に長崎市・ブ 細）
。８月９日に閉会総会を

福島市の福島県教育会館で開 た。全自交福島地本の仲間も

社、運輸当局を訪問する中

で、運輸当局のメンバーか

全自交関西地方連合会は８ 者、運営事務局らと意見交換 行委員が参加し、
「やぶくる」 増加が一番の課題。市からの

ウーバーなど必要ない」「彼

的に高い評価を得ており、

ら「日本の交通機関は世界

月５日、埼玉大学の金井郁准 を行い、その後、関宮地区に 側からは、羽渕猛養父市地方 補助でなんとか事業が継続し

らは一度入ると増殖し、駆

人が運営し、２０１８年５月 う」とモチベーションの低下

が利用の窓口となりＮＰＯ法 ないのでやる気を失ってしま

型として実施。タクシー会社 運送件数。登録しても依頼が

区、関宮地区の各エリア完結 ているが、先月は１回だけの

客等運送事業であり、大屋地 齢化で必要性、可能性が増え

した新たな自家用有償観光旅 なってやりがいができた。高

担当者、タクシー・バス事業 坂隆生委員長、板橋一信執 ぶくるは国家戦略特区を活用 森本さんは「 ドライバーに

も起き、車両３千台・８万

が自殺に追いこまれる事態

続けるが、タクシー運転手

カーで「ライドシェア」を

その後ウーバーはレンタ

罰金を科して排除した。▼

営業を継続した者に多額の

の営業形態を違法と判断。

し台湾交通部は２年前にそ

湾に進出したウーバーに対

ルを送られる場面も。▼台

入れてはいけない」とエー

除が大変になるので絶対に

教授と共に、全但バス本社会 移動して登録ドライバー、利 創生課長、村上宣人兵庫県タ ている状況にある」と報告し

関宮地区での懇談会には、

クシー協会但馬支部長、藤本 ました。

全自交からは、関西地連の 修全但タクシー株式会社社

議室で兵庫県養父市の「やぶ 用者と懇談しました。
くる」
（運営＝ＮＰＯ法人養

歳）と利用者の小谷夫妻（

父市マイカー運送ネットワー 加藤直人委員長、成田次雄書 長、中田剛全但バス労組委員 ドライバーの森本勉さん（

ク）の現地を訪ね、ＮＰＯ法 記長の他、全自交労連の森田 長らが出席しました。

意見交換では、
養父市が
「や 歳と 歳）が出席しました。

にスタートした」と説明。運 を訴えました。一方、利用者

人の構成団体である、養父市 貫二書記次長、兵庫地連の北

91 66

人のデモが政府機関を取り

85

営事務局は「 車両、 名の の小谷さんは、
「２週間に１

「やぶくる」を実施している関宮地区での懇談会

５月から今年３月まで１６９ て、養父市中心地に買い物を

１００円。利用件数は、昨年 まではバスとタクシーを使っ

円、加算額は７５０ｍにつき バーばっかりなので安心。今

乗り運賃は２キロまで６００ ている。顔見知りのドライ

登録ドライバーで始まり、初 回、買い物や通院時に利用し

組合の代表が来日すること

議のシンポジウムに運転手

乗り出した。今秋、市民会

は違法として取り締まりに

時間以内のレンタカー使用

囲んで抗議。運輸当局も１

金が約１０００円。今年度も スーパーを利用できるように

利用件数に変化なく利用者の なった」と評価しました。

ドシェアを阻もう。Ｍ・Ｔ

となった。国際連帯でライ

件で、月平均 件。平均の料 していたが、関宮地区内の

16

……購読料 1ヵ月 70円……

命の尊厳が基本 核も戦争もない世界に
７月 日の福島大会から、８月４～６日の広島大会、８月７～９日の長崎大会へとつなぐ

吉田忠智

確認し、核も戦争もない世界にするために決意を新たにしました。

全廃条約」が失効しました。

森屋隆

74

被爆 周年となる原水禁世界大会が開かれました。この期間中の８月２日にはアメリカが２

25

全国の仲間のご支援に感謝申し上げます

157,849票
立憲民主党
８議席中１位

次央

（有料制1013号）

岸真紀子

８月２日にアメリカとロシア 国の核抑止に依存し、核兵器 に広島大会の開会総会が広島 リックホールで長崎大会の開 行い終了しました。

利用者の増加が一番の課題

原則毎月15日発行（月１回）
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2019年/令和元年

104,339票
立憲民主党
８議席中５位
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原水禁・長崎大会で登壇した高校生平和大使ら

全自交関西地連「やぶくる」意見交換会
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２０１９年度の最低賃金は、 １９７８年度に目安制度が始 い環境整備の必要性を強調し、

府県で改定額が答申されまし ともに、
東京都（１０１３円） の改善をはじめとする適正な

た。目安を超えた改定は 県 と神奈川県（１０１１円）で 価格転嫁対策等、思い切った

次発行される予定です。

う、政府に対し強く要望する

日本政府は核兵器禁止条約に反対するな

平和憲法を守り、戦争や核兵器のない世界を

８月 日、長崎市のブリッ び、この一年間の活動報告を て、被爆体験者訴訟原告団の

兵器の無い世界をめざし、長 起しています。今までもこれ

崎だからできることに力を入 からも「核と人類は共存でき

れる」と訴え、最後に「原爆 ない」という事実を世界中が

３日目の９日は早朝から爆

を許すまじ」を大合唱して閉 広く理解することが重要です。

会しました。

２日目の分科会では朝鮮半 心地から近い「一本柱鳥居」

最も低い改定額は７９０円 としています。実際、最低賃 クホールで「被爆 周年原水 行うとともに、署名活動の曲 山内武さんと矢野ユミ子さん 島の非核化、日本の排外主義 の山王神社へ「被爆クスノキ」

月１日から初旬にかけて順 えました。

です。改定された最低賃金は、 初めて時間額１０００円を超 支援策を速やかに実行するよ

19

２０１９年７月 日に開催 （青森・岩手・秋田・山形・ 金の国際比較でもフランスや 爆禁止世界大会・長崎大会」 である「この声を、この心を」 が、政府と長崎市が、被爆地 的な主張の問題や被爆体験の を見上げながら慰霊祭へ出席。

74

10

原水禁・
長崎大会
7

８月９日までにすべての都道 まって以降で最高額となると 生産性向上の支援や取引条件

27円アップし901円に

15

その後行われた長崎市主催

年前の原爆被害の悲惨な実 から 年が経っても世界には いて向き合う事こそが大切で 「平和への誓い」の中で「私

しました。
海外ゲストを代表し、ドイ

に１１１億円に過ぎず、この 平和大使・高校生１万人署名 ツ社会民主党の連邦議会議員

オープニングでは、高校生

低額の比率は ・０％（昨年 施しています。日本の安倍政 参加しました。

労働局長が地域別最低賃金額 た。また、最高額に対する最 減税を８８００億円規模で実 動センターとして総勢９名で 対する日本政府の姿勢を批判

を決定しています。
78

改定額の全国加重平均額は 度は ・３％）で５年連続の 権による中小企業支援は僅か
77

中央最低賃金審議会は中小 点も改善させていかなけばな 活動実行委員会のメンバー であるクラウス・ミンドラッ
１００人以上がステージに並 プさんが「今は、エネルギー
供給方法を模索する時代、日
本は脱原発を実現し、今こそ
エネルギー政策の転換をはか
るべきだ」
と呼びかけました。
長崎からのメッセージとし

原発再稼働許さず被災者の生活再建へ

３１０万人の命を犠牲にした

日本が、戦後に確立した平和

憲法を守り続け、戦争や核兵

器のない世界を実現する指導

的な役割を果たせる国になっ

て欲しいと念願する」と述べ、

その言葉が聴衆の心を揺さぶ

りました。そしてこの訴えは

改憲を狙い、核兵器禁止条約

への署名を拒否する安倍政権

を鋭く批判するものです。

心で、
多くは避難したままだ。

事業所も再開したのは３割程

度で、小売業はゼロ。労働力

子どもや住民の健康対策、原 し、改善を求めました。

その後の全体会議で「被害

さず、被害者の人権と補償を

が、帰還した人は高齢者が中 モ行進しました。

大部分で避難が解除された は「再稼働反対」を訴え、デ

務める佐藤健太さんは「村の ル」を全体で確認し、参加者

受けた飯舘村の村議会議員を める」
などの
「フクシマアピー

れ、原発事故で大きな被害を 動きに反対する取り組みを強

テーマにシンポジウムが行わ 消し去ろうとする国と東電の

建・健康問題と脱原発 」を 発事故による放射能の被害を

続いて「 被災者の生活再 求める取り組みを進める」「原

ことを強調しました。

ギー政策の転換を求めていく 者支援・賠償の切り捨てを許

藤本泰成大会事務局長が基 発の再稼働を許さず、エネル

が福島市の福島県教育会館で も積極的に参加しました。

避難者の支援、 不足も深刻だ」と現状を報告
原水禁世界大会・福島大会 参集し、全自交福島地本から 調提起を行い、

原水禁・
福島大会

「平和への誓い」を述べる山脇佳朗さん

16

９０１円
（昨年度は８７４円） 改善となっています。

で引上げ額の全国加重平均は
26

74

年ぶりに格差が縮小しまし また、アメリカでも中小企業 自交愛媛地本の３名が平和運 情を語り、核兵器禁止条約に まだ多くの核兵器がある。核 あるという事を分科会では提 は第二次世界大戦によって

74

開かれ、全国から６２０人が

福島市内をデモ行進する参加者

意見等も踏まえ、各都道府県

ける賃金実態調査や参考人の との差額は２２３円となり、 を超える支出をしています。 で全面協力するとともに、全

申を参考にしつつ、地域にお 最高額（東京の１０１３円） 業主負担軽減のために２兆円 り長崎県タク労組が運営など 川野浩一大会実行委員長は、 田上富久長崎市長が「被爆 た。日本は歴史的事実に基づ 爆者代表の山脇佳朗さんが

援護問題が取り上げられまし の慰霊平和祈念式典では、被

核被害の犠牲者への黙とう を認めようとしないことを厳 そして被爆二世・三世の国の

上げ目安が答申され、この答 崎・鹿児島・沖縄の 県）
で、 業支援として社会保険料の事 した。全自交関係では例年通 に続き、主催者挨拶に立った しく批判しました。

で、今年度の最低賃金の引き 賀・ 長 崎・ 熊 本・ 大 分・ 宮 より高く、フランスは中小企 人がこの開会総会に集結しま

された中央最低賃金審議会 鳥取・島根・愛媛・高知・佐 アメリカは日本の最低賃金額 が開かれ、全国から１３００ を合唱し、
歌声を響かせました。 域外であるとして被爆者認定 継承といわれなき差別問題、 小学生代表も献花しました。

31

円（昨年度は 円）となり、 企業が継続的に賃上げしやす りません。

27

第１１８９号（ 2 ）
原則毎月15日発行
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２０１９年９月１日

2019年度の最低賃金改定状況
全国加重平均

運転者の労働時間を規制する

改善基準告示違反も32.5％

要請書を手交する北坂部会長（写真右）

件となり、前年度に比べて 送においても、旅客の安全性 なっている。今までそういう からでは遅過ぎる。自治体と た経営アンケート調査（会社

増加しました。タクシーの監 を確保するのは当然であり、 ケースがなかったので監査に 連携して、運行管理面での指 規模・決算状況・労働条件・

健康管理違反６件、適性診断

労働側からの要請項目は、 未受診６件、その他 件で合

支局庁舎内会議室で、神戸運 等５名が出席しました。
輸監理部兵庫陸運部と要請交
渉を行い、健康管理への指導 定期健康診断の完全実施への 計 件でした。

17

タクシーが抱える多くの課題を真剣に討議

続いて、共催団体の全自交

主催者を代表して谷地田恒 て報告しました。

原点忘れず「地域ナンバーワン」をめざす
第５回東日本自主経営学

20

件、呼び出し監査 件で計 陸運部は「自家用有償旅客運 めました。

15

28

合などにも挑戦している」と

地本の森茂書記長を進行役と

して、出席者全員が発言し、

①乗務員への指導・教育、②

売上確保のための取り組み、

③乗務員確保の対策、④労働

条件の整備等について活発に

討論しました。

年間計画をもとに指導・教

その後、全自交労連の高橋 域の共同事業を推進すること

まで以上に強化すること、地

事業規模も縮小しており、 主経営の原点を忘れず奮闘す ことや自治体との連携をこれ
年度のタク に対して認識が甘いのではな 社・ 人が参加し、タクシー く。

30

中滋修・私鉄関西ハイタク労 シーへの監査件数は一般監査 いか」
と指摘したのに対して、 経営の課題について討論を深 共同配車・共同経理・企業統 るよう訴えました。

雄・ハイタク部会事務長、田 いては、平成

は北坂部会長はじめ成田次 目。 陸運部の監査結果につ ているケースが少なく、安全 開き、東北・新潟地域から９ 替わりなどで年々薄れて行 潟地連の海藤正彦書記長が自 ビスを標準のサービスにする

要請交渉には、労働側から 録計設置の義務化等の８項 は、アルコールチエックをし 県酒田市の地区労センターで 経営当初の熱意が社員の入れ 東北地連の江良實委員長と新 育をしっかり行い、
ドア・サー

25

果を報告するとともに、岩手

査での違反件数は、点呼に関 重大な事故や苦情や法違反が 入っていない」と回答。労働 導を強化すべきではないか」 取り組み状況等の設問）の結

件、乗務員記録不備 件、
10

氏、検査・整備部門の森本正 駐停車違反８件、乗務員台帳

会（部会長＝北坂隆生・全自 野住之氏、監査部門の亀岡淳
交兵庫地連委員長）は８月

14

自家用有償旅客運送につい

87

等について意見交換しました。 化と監査要員の増員、運行記 て、労働側から「 事業者側 習・交流会が８月 日、山形 夫実行委員長が挨拶し「自主

や悪質事業者への監査の状況 指導、悪質事業者への監査強

東日本自主経営
学習会・交流会

兵庫県交運労協ハイタク部 陸運部からは、輸送部門の岩 する違反 件、指導教育違反 あったら監査に入る体制に 側から「大きな事故が生じて と要請しました。

陸運部交渉健康診断の実施と悪質事業者への監査を要請

タクシーの労基法違反84.8％

43
13

日、神戸市東灘区の兵庫陸運 司氏ら各首席運輸企画専門官 不備７件、
乗務時間違反６件、

26

連副委員長ら８名が出席し、

北海道厚沢部町

化と最賃引き上げに伴う賃金

体系・勤務シフトの見直しに

ついて議論しました。

続いて、株主総会・取締役

会の意味と役割・決議事項を

学習するとともに、タクシー

事業の協同研究会を設立し、

情報交換や課題の解決に向け

た取り組みを進めていくこと

としました。

参加者は地域ナンバー１の

サービスと労働条件を築くこ

とを共通目標に奮闘していく

ことを確認して学習会を終了

しました。

仮想通貨で輸送実験

北海道の厚沢部町
で地域交通の実証実
験が８月27日から始
まった。実験の名称は
「ＩＳＯＵ（イソウ）プ
ロジェクト」。住民は
電気自動車２台をタ
クシー代わりに利用
する。利用料は地域限
定の仮想通貨である
「ＩＳＯＵコイン」で
支払う仕組み。この仮
想通貨は換金できな
いため「白タクには該
当しない」としている
が・・・。し か し、こ
れは白タク逃れの方
便に過ぎない。地域交
通の真剣な協議もな
く出てくるこうした
白タクの新手法を認
めてはならない。

全員発言で真剣な議論を行う参加者

述べ、会社存続の課題につい 学書記次長が、事前に実施し を確認しました。また、高齢

白タク逃れの新たな動き

兵庫県
交運労協
厚生労働省は８月８日、2018年「自動車
運転者を使用する事業場に対する監督指導、
送検件数の状況」を公表。タクシー事業場の
労働基準法違反は84.8％（前年88.7％）で依
然として高率。運転者の労働時間を規制する
改善基準告示の違反も32.5％（前年45.0％）
であった。重大・悪質な違反で書類送検され
た事業場は５事業場だった。
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全自交関西地方連合会（加
金井郁・埼玉大学准教授が、 ト調査結果から見えてきたも

金井准教授は、全国のデー

藤直人委員長）は８月４日、 昨年９月から 月に、
タクシー のをテーマに講演しました。

30

おける問題や賃金や有休休暇 嘱託・短時間従業員の就業規

の付与において正社員との格 則がない」と２単組が回答す

差が生じている。今から問題 るとともに、
「労働条件で嘱

ある」と回答したのが半数あ

整理して労使交渉を行ってほ 託・短時間従業員との格差が

しい」と訴えました。

アンケート結果の問題点 り、定年後の継続雇用におい

は、嘱託・短時間従業員を組 て「定年後に一時退職して、

合員として組織しているとこ 半年後に改めて有給休暇が発

戦争犠牲者追悼・平和を誓う８・ 集会

９条改憲阻止、非戦の誓い新たに

平和フォーラムは第二次世 団体の代表ら約３００人が参 て、非戦の誓いを新たにしま

の就業形態において、自営業 テーマに問題提起をしました。 界大戦に敗戦した１９４５年 列し、全自交労連から松永書 した。

参加者全員で黙とうをした

満の割合が他地域と比べて高 労働・同一賃金の法律は、中 ８・ 集会」を、東京都千代 骨を納めた納骨場所
（六角堂） 劫共同代表は、９条改悪や沖

参列者は、無名戦役者の遺 後、平和フォーラムの福山真

であった者の比率が高い、⑥ 事前に加盟労組に行ったアン から 年目の８月 日、
「戦 記長が参列しました。
15

「２０１９活動家学習会」を 労働問題研究プロジェクトと
大阪市北区のＰＬＰ会館で開 して全自交労連など労働８団 タから、関西地連の活動基盤
き、京都、大阪、兵庫の各地 体の協力で全国のタクシー乗 である京都府、大阪府、兵庫

加藤委員長の問題提起で学習を深める参加者

務員に対して行ったアンケー 県を抽出してその特徴を挙げ、

クシー業界での転職経験が１ 上げが上昇していると回答し
社目の割合が最も低い）
、③平 た者の割合が低い等、
アンケー

第２部では、加藤委員長が、

均拘束時間は短く、実車割合 ト結果を報告しました。
が高い、④年金受給の有無に

おいては、 ～ 歳の年金受 「働き方関連法に基づく同一
64

給者比率が高い、⑤前の仕事 労働・同一賃金を考える」を

60

また、花巻市では８月 日

シェアの危険性を訴えました。

ら労働組合の必要性やライド

タクシー乗り場で配布しなが

手が作成したビラの２種類を

内容の本部作成ビラと連合岩

民主党代表の談話「 回目の

議院議員が、枝野幸男・立憲

は、立憲民主党の近藤昭一衆

各政党・団体の代表から

える誓いの言葉を述べました。

で開催しました。政党や労働 びととの和解と共生をめざし と格差をなくす取り組みを訴

いので継続雇用の労働条件が 小企業の場合、２０２１年４ 田区の
「千鳥ヶ淵戦没者墓苑」 の前で、アジア・太平洋の人 縄新基地建設を阻止し、貧困

全自交岩手地方本部（執行 手県内４地域です。
盛岡市では市議会選挙が

ら 日までの期間、組織拡大 迫った８月 日に市議会議員 に、花巻駅・花巻空港等、５

加者を激励してくれました。

合を作ったら協力する」と参

組合は必要だ」
「若い人が組

ないと会社に何も言えない。

盛岡市、釜石市、花巻市の岩 成と全自交加盟を呼びかける 交のＯＢの方からは「組合が

た。実施した地域は、
一関市、 も同行し、労働相談・組合結 との対話を行いました。全自

行動を精力的に展開しまし 選挙の予定候補者である２名 カ所でビラを配布し、乗務員

12

戦 年にあたって」の声明を

社会民主党参議院議員は「敗

しました。また、吉田忠智・

終戦の日にあたって」を代読

74

読み上げるとともに、阿部知

子・立憲フォーラム副代表

（衆議院議員）は「慰霊と誓

いのことば」を述べました。

戦争をさせない１０００人委

員会事務局長の内田雅敏弁護

士が「戦後 年８月 日」の

花を行いました。

参加団体の代表、参加者が献

言葉を語られた後、主催者、

15

時短の流れの中で魅力ある賃
金が確保されるためにも組合
は必要であり、若い人から選
ばれるタクシー産業になるた

非戦の誓いを新たに黙とうする参列者

から 名が参加しました。
①企業規模として、東京以外
の地域と比較して比較的規模

の大きい会社が多い。②年齢 課題、⑦配車アプリを使って 月１日施行されるが、
アンケー ろが大半であり、評価でき 生する」と回答したのが４分

講演する金井郁教授

は、 代、 代の比率が高く、 いる割合が ・６％で最も低 ト結果をみれば、就業規則に ますが、
「就業規則において、 の３もありました。
70

勤続年数が相対的に短い（タ く、配車アプリによって売り

60

定年年齢においては、 歳未 ケートの結果を説明し、
「同一 争犠牲者追悼・平和を誓う

74

15

11

委員長・森茂）は８月６日か

東京・千鳥ヶ淵

24

めに全力で行動します。

74

22

15

74

22

アンケート結果分析と同一労働・同一賃金の対策を学習

岩手県内４地域で組合結成を訴える

盛岡駅でビラを配布する仲間

65

花巻駅で対話する仲間

全自交関西地連2019活動家学習会
岩手地本
組織拡大行動
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