原則毎月15日発行（月１回）

次央

発行責任者＝松永

……購読料 1ヵ月 70円……

地域交通を担う安全・信頼のタクシーを実現しよう！
2020年/令和 2 年

（有料制1019号）

伊藤 実

中央執行委員長

新年のごあいさつ

イドシェア導入を検討テーマにすると

言われ、合法化に向けた動きが強まっ

ていますが、運送や雇用に対する責任

もかかわらず先送りされた 地区の運

報われる職場環境・労働条件

全自交労連はそうした努力が

モチベーションとなりますが、

働き甲斐の持てる労働条件が

頼され発展していくためには、

タクシー産業が利用者に信

しょう。

の解決に力を合わせていきま

乗務員不足等、山積する課題

その他にも乗務員の高齢化・

ていかなければなりません。

れた指定基準の見直しを求め

規制改革会議の意向で変えら

定が解除され始めています。

で特定地域や準特定地域の指

件の改善が実感出来ないなか

も法律の目的であった労働条

また、改正タクシー特措法

に行うよう全力を尽くします。

ら、春闘で労働条件改善を確実

件の改善原資でもあることか
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を負わないライドシェアは、日本社会

や公共交通の秩序を破壊するもので、

絶対阻止しなければなりません。

また、昨年 月実施予定であったに

組合員とご家族の皆様方におかれま

賃改定は、２月１日の実施までずれ込

明けましておめでとうございます

しては、健やかな初春をお迎えのこと

みましたが、私たちにとっては労働条

10

共に頑張りましょう。

させていただきます。

りご祈念申し上げ、年頭のあいさつと

健勝とご多幸、無事故、無違反を心よ

くようお願いし、結びに、皆さんのご

いりますので、引き続きご協力いただ

の確立に向けて今年も運動を進めてま

社会を破壊するライドシェア阻止！

全自交しんぶん

主な記事

とお慶び申し上げるとともに、旧年中

の諸活動に対するご協力に、

昨年は、大型の台風が日本

心よりお礼を申し上げます。

を襲い、河川の氾濫等により

各地で甚大な被害が出まし

た。亡くなられた方のご冥福

と被災された皆さんの一刻も

早い生活再建を心よりご祈念

申し上げます。

平成から令和と新しい時代

を迎えましたが格差と貧困の

拡大、人口減少にともなう労

働力不足等、多くの課題が積

み残され、日本社会の深刻な

問題となっています。ところ

が安倍政権は国民生活に向き

合おうとせず憲法改悪、・沖

縄辺野古新基地建設・原発再

稼働等に血道をあげていま

す。
平和で安心して暮らせる、

働く者・生活者目線の政治を

が一新された規制改革推進会議ではラ

議論が始まりました。また、メンバー

家用有償旅客運送の運用拡大に向けた

イドシェアの突破口と発言している自

ハイタクについては、竹中平蔵がラ

力をよろしくお願いいたします。

取り戻すためにも次期衆院選でのご協

働く者目線の政治を取り戻そう
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ライドシェア導入阻止！ 違法な白タク摘発！

タクシーを守り育てることは国民生活を守り育てること

今年は東京オリンピックが開催される年。それを前に「ライドシェア」の合法化の動きも

続いています。また、昨年 月に消費税が ％に増税された際に、 地域で消費税引き上げ
13

これは、タクシー業界だけ

言えるくらい公共性が高いと

長い時間をかけて運輸局と

方自治体にも丁寧に説明しな

がら手続きを進めてきた、と

した上で、運賃改定はあくま

で働き方改革や最低賃金アッ

プへの対応であるとともに、

初乗り短縮運賃の導入やスマ

ホ配車、キャッシュレス化、

ＵＤタクシー導入、インバウ

ンド等の対応のためであり、

労働環境と利用者利便の向上

にとって必要不可欠であるこ

とを強調しています。そして、

①地方運輸局長の判断により

可及的速やかに実施すること、

②メーターの改定コストや働

き方改革、インバウンド対応

等のタクシー事業の進化のた

めの支援を拡充すること、③

「ライドシェア」は利用者の

安全や利用者保護の観点から

導入を認めないことを求めて

タクシー議連の決議文では、 に貢献している。こうした中 います。
私たちはこの線に沿っ

辻元清美衆議院議員（ 立憲民主党）

伊藤実中央執行委員長

に向けた原資も含まれてお

伊藤実中央執行委員長

して十分に機能していくよう なり、歩くことが少ししんど ればならないと思います。そ クシーの車載カメラも治安の

タクシーが「生活の足」と ます。実は、私の母も 歳に 金が低い今の現状は変えなけ だと思っています。また、タ

境問題にとっても重要なこと

になることは地球温暖化や環

交通を利用して移動する社会

台風の災害時も住民の避難等 と調整の上、消費者団体や地 ていきたいと思います。

高齢化社会を迎える中、タクシーは地域生活に欠かせない

運賃改定には労働条件改善 グを行い、決議文をきちんと 実施を要請しました。

譲渡譲受も頻発しています。 の皆さんも同席の上ヒヤリン 申し入れ時に運賃改定の早期 民の生活を支えている。また、 定を実施すべく、地方運輸局 かけ、労働条件改善につなげ

の課題についてお聞きしたい。 るとともに、タクシー事業の ました。国交省などにも労使 通大臣にも台風被害に関する 機関・社会インフラとして住 費税引き上げと同時に運賃改 官邸にも運賃改定実施を働き

取り上げていただき感謝して
います。

今回、見送られた全国 地 り、増収分を確実に労働条件

運賃改定の継続審査について 域の全てで、長い期間にわ 改善に回すよう求めます。

衆参の国土交通委員会でも

48

などもその使命を果たしてい
かなければならない。また、

考えています。

クシーを呼べば家の前まで来 乗務員になることに魅力を感 シー産業の目標は、女性ドラ

イバーが増えるようにするこ

私は公共交通について力を とです。この前乗ったタク

てくれるし、出かけることで じなくなってしまいます。

徐々に良くなってきました。

確かに、今回の台風被害の お出かけもせず、家に引きこ 入れて活動してきました。そ シーは女性乗務員でした。誇

また、高齢化社会を迎える

るように感じます。

支える産業だからです。移動 若い乗務員の方のタクシーに

多くのタクシー乗務員の方 手段を守ることは人の人生を も乗りましたが、生活ができ

欠かせない移動手段でもあり シー労働者が他の仕事より賃 タクシーをミックスして公共 いと願っています。

クシーの役割は重要であると 中で、タクシーは地域生活に も研修を受けています。タク 守ることです。鉄道・バス・ て、楽しい職場であってほし

動を表す用語）の問題でもタ

最終目的地までの人や物の移 の助けになりました。

画において、交通結節点から 対応でもタクシーが災害対応 もったりするともっと悪化す れはなぜかと言えば、社会を りをもって働いていました。

ラスト・ワンマイル（交通計

辻元清美衆議院議員

感じている。災害が起きた時 いると感じます。

公共交通の役割は大きいと な施策が本当に必要になって くなってきました。でも、タ うしないと若い人がタクシー 面でも貢献しています。タク

伊藤実中央執行委員長

81

48

表します。

とめてこられたことに敬意を た。この問題をはじめタクシー ころで現実のものとなってい を聞き及んで私はびっくりし れをしました。また、国土交 タクシー事業が地域公共交通 で の運賃ブロックでは、消 て、国土交通省だけではなく

策委員長として野党を取りま 認可が見送られてしまいまし ます。労務倒産もいろんなと にストップがかけられたこと 作って菅官房長官にも申し入

辻元議員には今年、国会対 改定が予定されていましたが、 員不足も深刻になってきてい 協議してきた今回の運賃改定

せて 地域でタクシー運賃の の高齢化も進んでおり、乗務

タクシーの現状は、乗務員 考えているからです。

持っています。

あったのではないかと疑いを 民生活を守り育てること」と

いました。官邸からの圧力も シーを守り育てることは、国

「タク
をはずされる形になってしま 会的役割を重視して、

たはずなのに土壇場でハシゴ でなく、タクシーの果たす社

方運輸局との協議を重ねてき

たって各地の地域協議会や地 り組んできました。

て長年、タクシーの問題に取

野党では最大の議連として

48

と同時に運賃改定を実施する予定でしたが、突如、継続審査とされました（ 月 日に公示

て、辻元清美衆議院議員を迎え新春対談を行いました。

松永次央書記長

タクシー政策議員連盟を作っ

10

が出され２月１日実施が決定）
。
「ライドシェア」の問題やタクシーの社会的役割などについ

10

月 日の消費税増税に合わ
48 1

12

辻元清美衆議院議員

運賃改定は労働条件と利用者利便の向上が目的

女性や若者が働きやすいタクシー産業に！
司会・松永次央書記長
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利用者の安全・安心が担保できない「ライドシェア」の導入は絶対反対

施行から５年が経過、
特定・準特定の指定基準見直し必要

この法律を議員立法で作っ ら５年が経過していますの
たときには、タクシーの現場 で、現場の声をもう一度聞き

シー規制緩和の弊害を取り除

くために「タクシー事業法」

の成立に向けて頑張り、手の

届く状況まで行きました。し

かし、東日本大震災が起きて

しまってその対応に追われる

党政権下で、私が国土交通副

こととなってしまいました。

ては議員立法で作りました。 くかで苦慮した訳ですけれど を行うべきであると考えてい 潟のカルテル問題もあり、実 ず、実効性が上がらないもの

大臣をやっている間に是非成

このことで我々がこの法律

これは党派を超えて賛成を得 も、問題なのは供給過剰や運 ます。どのように見直せばい 効性が上がらなくなり、これ になってしまっている。こう

立させたかった法律でした。

また、国民の移動の権利を

た法律であり、規制緩和論者 賃の適正化の対策が必要な特 いかについては、タクシー議 はもう限界だということに した中で準特定地域の指定も

その後、自・公政権に代わっ

の目的である労働条件の改善

の人たちからいちいち口を出 定地域・準特定地域の指定基 員連盟の方でしっかり勉強し なって、改正タクシー特措法 解除され始めている。準特定

てから「交通政策基本法」の

定めた「交通基本法」も民主

て、提案をしていければいい の成立につながっていった訳 地域の指定から解除されれば

される話でもないと思うんで 準の問題です。
タクシー特措法の施行か と思います。

ていると言わざるを得ませ を担保できない等、利用者保 の何周も遅れてライドシェア んだかと言ったら、それは命

崩し的にライドシェアを行っ 利用者の安心や安全性の確保 います。なぜ日本では諸外国 取り組みました。なぜ取り組

ならないと思い、私もそれに

きちんと規制をかけなければ

てしまいました。もう一度、

大きなツアーバス事故も起き

てどんどん緩和したために、

バスなんかも規制をはずし

民主党政権時代には、タク きたいと思います。

準の見直しもぜひ実現してい

問題となっているこの指定基

名前で成立していますが。今

当初のタクシー特措法は新 を期待していたにもかかわら

辻元清美衆議院議員

ですが、特定地域の指定基準 公定幅運賃も適用されなくな

改正タクシー特措法につい の声をいかにして活かしてい 取りながら指定基準の見直し

伊藤実中央執行委員長

準特解除で公定幅運賃が適用除外、参入・増車も自由に

タクシー特措法

辻元清美衆議院議員

2020 新春対談
すよね。

が規制改革会議の横ヤリで彼 りますし、新規参入や増車も ですから、指定基準の見直し

制緩和状態に戻ってしまう。 だと思います。

らの意向に沿ったものになっ 自由にできるようになり、規 はものすごく重要なポイント
てしまった。

拡大してきましたが、これは
事実上、ライドシェアの白タ

他の産業のように自由競争に

私は、はずしていい規制と さらせばいいというのとは違

運転手がアルコールチェック 治であるわけですが、その政 いる問題の方をしっかり把握

小泉政権の時にはタクシー

もなく運行管理もない。外国 治がこれを放棄してしまって してほしい。

「な
では犯罪につながる事件も起 市場の原理であるとか、

「任意の謝礼」っていった きている。ニューヨークでは んでもやりたいように」とか が規制緩和の象徴にされてし

しなければなりません。

運転手が運転可能で自家用車 ている。また、多くの国で問 シェアの問題も懸念を表明し が口出ししてくることに警戒

こうした実態を見ればなし を用いる「ライドシェア」は、 題が起こってこれを禁止して ているわけです。

いき配車されなくしている。

わない利用者の評価を下げて 決議でも二種免許を持たない いる。交通渋滞も問題になっ と思います。ですからライド 弄されたんです。今度も政治

礼」と言いながら、謝礼を払 い何なんですかね。私たちの 最低賃金を定め規制を強めて 言っていれば社会は守れない まった。タクシーが政治に翻

クに他なりません。
「任意の謝

辻元清美衆議院議員

きっかけに、クルーの営業も もらいたい。

謝礼」が明記されたことを いし、クルーの運行を止めて 私たちは認めません。素人の す。それを唯一作れるのは政 できません。各国で起こって

速代の実費の収受と「任意の の見直しもをやってもらいた ことであり、ライドシェアを 安全・安心だと思っていま なにこだわっているのか理解

輸送として、ガソリン代や高 にも任意の謝礼を認めた通達 の安全・安心が担保できない と思っています。その基準は の政権がライドシェアにこん

通達で許可・登録のいらない 行しているだけです。国交省 ています。大事なのは利用者 はずしてはダメな規制がある うと思うんですよ。なぜ、今

昨年３月に出された国交省の でもないし、謝礼を目的に運 め、その導入を認めないとし

ルーが営業を行っています。 てみましたが、相乗りでも何 確保の観点から問題が多いた か理解できません。

東京都内でアジット社のク ん。私も実際、クルーに乗っ 護の観点や、適正な競争環境 を素晴らしいと言っているの をのせているからなんです。

伊藤実中央執行委員長

安全・安心を担保できないライドシェアは認められない

「任意の謝礼」を求めるクルーは明らかな白タクだ

新年の抱負を語り合いがっちり握手する伊藤実委員長と辻元清美衆議院議員
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年

東北地方運輸行政懇談会
改定率 ・ ％を評価、
労働条件改善に期待

青森県全域

２月１日から実施すること
を決定。各運輸局が 月

賃金の低下問題、タクシー運 示した運賃改定が報告され、 と」と発言。また、宮城地本 りまとめ、必要であれば指導 ど、労働条件を改善しよう。 い」とし、固定給中心の賃金

賃改定実施の見通しは？」と た。また、宮城Ｂ地区、福島 クに向けて、ライドシェアを もに「次期衆議院選挙で安倍

県全域の運賃改定について 合法化しようとする動きがあ 政権を倒し、働く者が主役の

大会は、一年間の活動を総

括するとともに、各県から報

貫二書記次長が挨拶し、
「交 が新年度の運動方針と予算を

その後、全自交労連の森田 告を受けた後、宮岡主書記長

ました。

させてはならない」と、訴え

％は評価できる。是非労働 件改善の通達も出されてい 示する」との回答にとどまり を脅かすライドシェアを導入 者に訴えました。

東北運輸局からは「労働条 は、
「今後、順次処理して公 る。雇用を破壊し輸送の安全 政治を実現させよう」と参加

意見交換で全自交東北地連 質問しました。

が示されました。

賃改定の先送り問題について 実施日を２月１日とすること の戸村氏は「宮城Ｂ地区の運 もする」と答弁がなされまし また、来年の東京オリンピッ にしなければと、訴えるとと
述べました。
東北運輸局の吉田局長が挨
拶したのに続き、運輸局が東 の江良委員長は「改定率 ・
東北交運労協は 月 日、 北における運輸と観光の取り

回定期大会

通機関の発達などでタクシー 提案し、満場一致で承認され

その後、傍士執行委員長を

の需要は減ってきている。営 ました。

収が下がれば歩合給中心の賃

自交四国地連）は、 月１日 人員不足により、依然として 層は入ってこない。この状況 がってくる。労働に見合う賃 れ、向こう２年間の執行体制

四国地方ハイタク労連（全 イタク産業は、需要の減退や 長時間労働・低賃金では若年 金体系では当然、賃金は下 はじめとする新役員が承認さ

長時間労働・低賃金を打破し労働条件改善へ

四タク労連第

ハーネル仙台で第 回運輸行 組み状況を報告し、要請事項 条件改善につなげてほしい る。来年中には改善状況を取 ました。

タクシー関係ではこの日公

政懇談会を開き、交運労協か に回答しました。
らは加盟産別・地方組織から
名が出席し、全自交東北地

連から５名が出席しました。
また、東北運輸局からは吉田
局長以下 名が出席し、東北
地方の交通や運輸の課題につ
いて意見交換しました。
東北交運労協の小池議長は
挨拶で自然災害からの早期復
旧、人口減少による需要減と

乗り場 ヶ所で、１１００枚 副委員長、成田次雄書記長と 阪地連から延べ 名が参加し

川県に移動し、ＪＲ主要駅や

午前中は、徳島県のＪＲ主 タクシーベイでビラとティッ

感じました。

を協議しなければならないと

剣に顧客の掘り起こし策など

や国、自治体などを交えて真

にとどまっています。事業者

車は進んだものの営収は微増

人が多数いました。一定の減

に直結した問題にも無関心な

薄く、最低賃金といった収入

イドシェア問題にも危機感は

あまんじている状況です。ラ

的な姿勢が多くみられ現状に

労働組合への加入に対し消極

が進み、労働組合の組織化や

他県同様に乗務員の高齢化

う実情があります。

ちなどをせざるを得ないとい

時間待機を覚悟しながら駅待

がほとんどないことから、長

た。流し営業で成り立つ地域

自交へ結集を呼びかけまし

の必要性などを訴えながら全

県・香川県で広範囲に組織拡 要駅を中心に、午後からは香 シュを配布しながら労働組合

部を中心に延べ７名が徳島

四タク労連は 月２日執行 大行動を展開しました。

に高知市・桂浜荘で第 回定 きびしい状況が続いている。 を打破し、生活できる賃金な 金でなければ人は集まらな が確立されました。
期大会を開催しました。傍士
帯夫執行委員長は、
挨拶で
「ハ

配布するとともに、全自交関 ら３名が、南海堺駅東口で、

延べ 名で組織拡大の街頭宣伝活動を実施

全自交関西地連は、 月

10

日に新運賃を公示しまし

日、 日、 日の三日間、延 西地連の街宣車で、白タク合 組織拡大のチラシとティッ
べ 名が参加して、組織拡大 法化阻止の闘いと全自交への シュ、マスクを乗務員に配布
した。その後、私鉄・ＪＲの
月 日午前 時に、関西 主要駅で宣伝行動を展開。

のための街宣行動を行いまし 結集を呼びかけました。
た。大阪府内と兵庫県内のＪ

25

た。大阪などは実に 年ぶ

13

25

Ｒや私鉄の主要駅のタクシー 地連の加藤委員長、櫻井邦広 日は、関西地連から３名、大

11

りの運賃改定となります。

月

国交省が通達で労働
条件改善措置求める
また、国交省は
日、運輸局や事業者団体に

15

のチラシをタクシー乗務員に 大阪地連の山里広明副委員長 てＪＲ高槻駅を起点に主要駅
で宣伝行動を行い、 日もＪ
30

Ｒ兵庫駅を起点に、宣伝行動

数えました。この取り組み

は、ライドシェア合法化を

阻止する世論形成の闘いと

して全国で進められていま

月議会で岩手県遠野市、長 す。また、地方進出を狙う

第 条に基づくライドシェア 崎市、水戸市、羽村市等で クルーですが、意見書採択

反対（慎重審議含む）の地方 次々と採択され、全国でつい 自治体にクルーが進出した

議会による意見書採択数は、 に２００を突破し、２０ を 例はありません。

徳島駅でチラシを配付する仲間

宮城地本・戸村氏 青森地連・江良氏
宣伝カーで全自交加盟を訴える仲間

「公示にあたっての留意事
項」の通達を発し、労働条

11

ライドシェア反対
意見書採択数

件改善の措置を講じ、障害

66
を行いました。

地方議会

者割引など事業経費を運転
者に負担させる慣習の見直

労働組合の必要性訴える
月 日現在、地方自治法

12

しを求めるとともに、実施

12

27

全国で２００突破

四タク労連が組織拡大行動を実施
17

後のしかるべき時期に労働

国土交通省は 月 日、 条件の改善状況等を自主的
消費税引き上げと同時の運 に公表し、その結果が運賃
賃改定を予定していたにも 改定の趣旨を逸脱する場合
かかわらず、継続審査と は事実を公表し、必要な指
なっていた札幌・京浜・大 導等を行うことを明記しま

12

49

32
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挨拶する東北運輸局の吉田局長
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阪など 地区の運賃改定を した。
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2月1日に運賃改定実施
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