３月15日

労働、運転者不足と高齢化が

進行する実態を伝えるととも る対策以外では、厚労省に累

に、
「労働条件の改善が実現 進歩合の完全排除や運転者負

されてこそ、乗務員不足の解 担の解消等７項目。国交省に

項目を要請し、両省から回答

れた厚生労働省との交 答を受けました。

め、運転日報等の改ざんがあ 金の拡充の検討を国会で進め

ている最中である。休業手当

と私傷病手当をダブって受け

型コロナウイルスによって深 シーの適正化・活性化の推進、 タク・ライドシェア反対総決 後、厚生労働省の松本貴久大 歩合を禁止したが、累進歩合 て６か月以内に１回の健康診 ているが、持ち帰って担当か

深夜業の特定業務従者とし 取ることはできないと承知し

「改善基準告示」の実効性 ●健康チェック

れば司法処分を求める。
フォーラムの伊藤実代

渉は、最初にハイタク ●累進歩合の完全排除

この日 時から行わ 目に対し、以下の通り順次回 ている。労働時間の把握に努 【回答】現在、雇用調整助成

減額されるため対策が必要。

決めても私傷病手当がその分

労使で協議して休業の保証を

新型コロナウイルスに関す を得ました。

スの拡大を鑑み、中止するこ 違反の状況や慢性的な長時間 訴えました（２面に詳細）
。

対し、ハイタク職場の労基法 の社会的使命も果たせる」と シェアを認めないことなど

実代表は、厚労省と国交省に スを提供するというタクシー 要件見直しや白タク・ライド

ハイタクフォーラムの伊藤 消と安全輸送で良質なサービ は、特定・準特定地域の指定

法令無視の悪質事業者許さず公正競争確保せよ

全自交労連・交通労連ハイタク部会・私鉄総連ハイタク協議会で組織するハイタク

ととなりました。

違反事業者が生き残るのは不条理

23

ある事業者の監督・指導を行 指導していく。

て適切な措置を求めている。

運転者の健康と利用者の安

●長時間労働の是正

歩合給であっても６割以上

制限等に違反する場合の是 取り組みと行政の支援が必要

【質疑】新潟地連・海藤さん

最低賃金を守らないと公正

討していく。改善基準告示の が生き残っていくのは不条理

だ。各労働局に指導強化をお

４６２件を監督し、 件の最

年休を確実に取得できるよ

率は ・３％である。法令違

低賃金違反を確認した。違反

66

うにする。通常賃金、平均賃

●年次有給休暇の取得

願いしたい。
に負担させる慣行の見直しを
【質疑】愛知地連・本田さん
【回答】昨年はタクシー職場
図るため、
通達を発している。

事業に要する経費を運転者 見直しにも適切に対応する。

●運転者負担の見直し

細）した後、要請事項の各項 働条件の確保に努めていく。 んでいく。一般測の適用も検 かかる。法律を守らない業者

子輝彦会長が挨拶（２面に詳 転者の適正な賃金支払いと労 て長時間労働の是正に取り組 や最低賃金の補償には原資が

タクシー政策議員連盟の増 正・指導を行い、タクシー運 であり、政府行動計画に沿っ な競争ができない。有給手当

ている」と挨拶しました。

取り組み、実態調査も予定し 賃金の控除の禁止、制裁額の 制が実効性あるよう、業界の

域交通の維持・発展の観点で 反の是正や賠償予定の禁止、 月からの上限９６０時間の規

労働の是正、生産性向上、地 の保証給の定め、最低賃金違 全の両立が重要。令和６年４

めている。健康確保・長時間

い、法定労働条件の確保に努 ●給与体系・運転者負担等

令の周知と法令違反の疑いが ており、
今後も粘り強く監督・ 等が必要な場合は指針に沿っ

刻な影響を受け始めているハ ライドシェア導入阻止、運賃 起集会」は新型コロナウイル 臣官房審議官が「労働関係法 の類型を示し事業者を指導し 断を義務付けている。精密検査 ら回答させたい。

タクシーの全国的課題を訴えた国土交通省交渉の会場

次央

（有料制1021号）

フォーラム（代表・伊藤実）は３月３日、千代田区永田町の衆議院第二議員会館内で厚
生労働省・国土交通省に対し要請書を提出し、新型コロナウイルス対策やタクシー事業
の適正化、ライドシェアの導入阻止等を求め、要請行動を行いました。全国各地から労
組役員が参集し、地域の深刻な課題を関係行政に訴えて考えを質すとともに、生活に欠
かせない重要な地域公共交通としてタクシー産業の健全化・活性化を求めました。

この日、全国各地から結集 イタク産業の実態を訴え、有 改定を確実に労働条件改善に

したハイタクフォーラムの仲 効な対策を求めるとともに、 つなげる施策等を求めました。
また、翌日の３月４日に予

14

対し、感染が拡大している新 イタク産業の環境改善、タク 定されていた「安全破壊の白 表が挨拶（２面に詳細）した を確保するために通達で累進

64

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永

……購読料 1ヵ月 70円……

2020年/令和２年

輸送の安全と秩序を破壊するライドシェア認めるな

新型コロナ対策やタクシー事業の適正化を要請
間 名は、厚労省と国交省に 法令違反が常態化しているハ

厚生労働省交渉

要請書を手交する様子

金、健康保険日額のいづれか

まじめにやってる業者を駆逐

反業者が競争上有利になり、

新型コロナウイルス関係で することがあってはならない

雇用調整助成金の特例にタク と考えており、具体的違反事

違反があれば改善・指導し シーを含めてほしい。また、 例を寄せてもらいたい。

●最低賃金違反

扱いの法違反は指導する。

の支払いが必要。不利益取り

14

厚生労働省・国土交通省に要請行動
ハイタクフォーラム
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特定・準特定＝指定基準の見直しを強く要望
「安全なくして輸送事業なし」ライドシェアへの考えは不変
（国交省）

【厚生労働省交渉】
タクシー職場は長年に

【国土交通省交渉】
改正特措法も６年が経過し、

わたって法令違反が常態 特定・準特定地域の解除も進

化している。累進歩合は んでいるが、賃金改善の実感

いまだに残り、最賃違反 のないまま解除されているこ

地域で運賃改定が実施され

も改善されていない。人 とは問題だ。また、２月から

命を預かる私たちにとっ

加している全国の仲間の 増収分が改善原資に使われる

力いただきたい。今日参 達を発していただき感謝する。

て長時間労働の是正に尽 た。労働条件改善するよう通

48

遠距離割引の是正にも尽力し

現場の生の声にもこたえ よう点検してほしい、過度な

てほしい。

てほしい。経済同友会の
ライドシェア提案につい
ては安全確保の上で問題
があり、絶対に認めない
ようにしてほしい。

はない」と挨拶しました。

があれば知らせてほしい。

脳・心臓疾患に関し、ガイ り、輸送の安全と利用者保護 「謝礼」の支払いを促す事例

公定幅運賃制度が導入さ ドラインを作成して事業者を の観点から問題である。

ているので指標に入れてい ●適正運賃の確立
る。指定地域の調査結果も公

地域の移動手段でバス・タ ●高齢者の免許返納等の支援

少している。裁判結果を受け グ検査も増えており分析のた クシーによりがたい場合に自

表できるよう、準備していき れ、下限割れ運賃は徐々に減 啓発している。スクリーニン
たい。

下限運賃の見直しも行ってお めのモデル事業を取り組んで 家用有償運送の制度を設けて 許返納後の足の確保はタク

高齢者の事故が目立つ。免

●運転者負担の見直し

附帯決議にある労働条件改 り、すべての事業者に公定幅 事業者負担等を見ながら助成 いる。タクシーが実施主体に シーの出番だと考えている。

協力する場合は手続きを簡素 免許返納割引の支援を自治

拡大するよう法律で位置付け シー・ＵＤタクシーの購入費

税制特例も実施している。観

登録を要しない運送は通達 光振興で多言語タブレットや

大規模災害発生時の営業区 も出てくる。車両メーカーと

〇新潟地連・海藤さん

新潟交通圏の特定地域協議

〇東京地連・直井さん

絡を取りながら検討中である。

かどうか、近畿運輸局とも連 〇富山地連・石橋さん

令という伝家の宝刀を抜くの に対応してきた。

下限割れ事業者に勧告・命 断でできる。これまでも柔軟 に運行できるように取り組む。

かどうか検討していきたい。 域の特例は地方運輸局長の判 も連携し、乗務員がスムーズ

全国的に義務化するのが適当

く運転者に責任を負わせてお 為には厳正に対処するので る。

いて運行の主体を置くことな に沿って運用する。白タク行 決済機導入の補助も行ってい

おり、検討していきたい。指 る。フォローアップ調査も行 め、そのように制度を運用し アは運行管理・車両整備にお

その後、タクシー政策議員 定要件の一つに日車営収があ い、趣旨を逸脱する場合は指 ていく。
●運転者の健康確保

要請事項に対する回答を受 が、一度解除されたら再指定 〇大阪地連・権藤さん

５名の全自交参加者が地方の課題で発言

連盟の増子輝彦会長が挨拶し るが、歩合給が多く採用され 導する。
た後、交運労協政策推進議員
懇談会の近藤昭一衆議院議員
と社民党幹事長の吉田忠智参
議院議員が安全な地域交通の
維持を訴える挨拶をしました。

そして、担当官より要請事 けた後、質疑に入り、５名の がない制度。指定基準の見直
項の各項目に対し、順次回答 全自交参加者が地方の課題に しは必要だ。
視覚障がい者のＮＰＯ団体
から赤色の空車ランプが見え
運行記録計の設置義務がな

事務・権限が都道府県に移 会で供給力削減の計画を立て

づらいとの指摘を受けている。

対応は難しいが、せめて夜間 い地域がある。安全確保の観

譲されてから国交省で運転代 ても従わない事業者が５社あ

クルーの営業は謝礼を受け 行に対する行政処分件数を把 る。タクシー特措法は運賃や

時の行燈を実車時には消す措 点からすべてのタクシーに設
置が必要だと思う。北海道は 置を義務付けてほしい。

公定幅運賃の下限割れ事業 取った段階で違法だと思う。 握しているのか。運転代行に 台数に関しても強制力を持つ

が拡大し、緊急事態宣言が出 いるが、他の地域ではほとん 者が大阪で２社あるが、公定 グレーではなくブラックの認 よる白タク行為は後を絶たな と言われてきたが、協力しな

北海道は新型コロナの感染 夜間の実車時も行燈をつけて

〇北海道地連・鈴木さん

を受けました。その一部を以 ついて発言しました。
下、抜粋します。

【厚生労働省交渉】

い状況にあり、運転代行適正 い事業者に勧告・命令はでき

ＵＤタクシーと介護限定車 でも附帯決議にある強力な監

また、災害発生時の営業エ 化法の改正も必要ではないか。 ないのか。それが難しい場合

また、札幌交通圏は３月末 に夜間実車時の行燈を全国一 ているのに運輸局は運賃変更 リアの見直しについて柔軟に

来た人にもわかりやすいよう ずっと下限割れ運賃で営業し

実のある交渉となるこ された。感染防止の指針を教 ど消している。他の地域から 幅運賃制度が導入されて以来、 定をしてほしい。

しっかり作り上げたい。

月から道内 運賃ブロックで 【回答】今現在、省を挙げて の指導を行った後に変更命令 断をどこがするのか、また、 者は同一視している。ＵＤ車 すべきだ。

ハイタク事業の政策を で特定地域が解除される。２ 律に消すよう指示してほしい。 命令を下していない。複数回 行ってほしい。その場合、判 両は料金も別であるが、利用 査を実施し、経営内容を把握

て欠かすことのできない

とを祈る。国民の足とし えてもらいたい。

タクシー政策議員連盟 増子輝彦代表 挨拶（要旨）

になるよう支えていく。

する補助も検討してほしい。 題が出てきている。附帯決議

運賃改定がなされその効果に 新型コロナ対策を検討してお は可能だと思う。同じ土俵で 乗務員はどのようにして知り 両の導入補助プラス乗務に対 【回答】各地でいろいろな課

ために特定地域を解除される に検討していきたい。

が、それとの関係も考慮し、 処する。
情報を寄せてほしい。

ＵＤタクシーの課題は今後 えていきたい。

健全経営と労働条件改善 字事業者が５割未満となった 実態に即した指定基準を早急 る地域で義務化されている ような事例があれば厳正に対 基準を作成し、示している。 も含めて何ができるのかを考

認できない。地域の足が 後の金・土は、３割減だ。赤 から一定期間が経過しており 最高乗務距離が設定されてい に判断する。謝礼を強要する も立ち入り検査や行政処分の 告・命令までもっていくのか

ライドシェアは断じて容 り、緊急事態宣言が出された 問題意識は持っている。施行 【回答】運行記録計は現在、 は通達により事例に即し個別 察庁が集計している。移譲後 義務が課せられているが、勧

について連携してきた。 で２月の営収は２割減ってお 特定地域の指定基準見直しの ずっと引きずることになる。 【回答】登録を有するか否か 【回答】行政処分の件数は警 には定期的に国会に報告する

タクシーの様々な課題 期待していたが、新型コロナ り、
指針を示せる段階にない。 やっていかないとこの問題は えるのか教えてほしい。

【国土交通省交渉】

11

要請書を手交する伊藤実代表（右）

の対応でタクシー業界がマス この点では皆さんとも歩調を 法によるライドシェアの心配 要件の見直しの要望も受けて 負担させないよう求めてい 請した運賃は継続できるた 自家用車を用いるライドシェ の確保も図っていきたい。

大臣官房審議官は新型コロナ までと全く変わっていない。 るが、この点で、今回の改正 みの成果と考えている。指定 改善や身障者割引を運転者に 定解除後も公定幅の範囲で申 までの考えに変わりはない。 自治体の負担軽減や観光の足 がいきわたることが大事だ。

ライドシェアに関しては今 る。
安全な地域の足を確保し、 の一部も支援している。台数

もって事業者に対応が求めら 有償運送

減少し、現在 業者に周知しているところ ていく。遠距離割引は、まず ●ライドシェア問題・自家用 化する。運送対象も来訪者に 体に働きかける。福祉タク

特定・準特定指定地域は 善や運転者負担の見直しは事 内に入ってもらうよう指導し も考えていきたい。

この日、
厚労省交渉終了後、 ク着用・手洗い励行等の対応 合わせており『安全なくして ●改正タクシー特措法
時 分から行われた国交省 をしていることに感謝を述べ 輸送事業なし』
と考えている。

との交渉は、最初にハイタク るとともに、
「ライドシェア また、今国会で自家用有償運 １５５から
フォーラムの伊藤実代表が挨 に関する要望もあるが、国交 送をもっと使いやすくするた １３０地域となっており、こ だ。２月から運賃改定した

35

15

拶した後、国交省の福田守雄 省の立場は一貫しておりこれ めに現実的な対応を進めてい れは適正化・活性化の取り組 地域に対し、通達で労働条件 れていると認識している。指

48

国交省交渉
15

挨拶（要旨）
伊藤実代表
ハイタクフォーラム

第１１９７号（ 2 ）
原則毎月15日発行
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ハイタクフォーラム（全自 集会が新型コロナウイルスの 取り組み期間を４月 日まで
交労連・交通労連ハイタク部 拡大状況を考慮して中止と 延長し、５月に衆議院・参議院

学習会で会社の歴史と労組の意義を学ぶ

宮古島で初の労組立ち上げ相談会

が組合員となり労使一体で自

周知するために開かれました。 周知する学習会で、全従業員

共同交通の立ち上げから

年が経過。全保有車両の両ド 主管理として立ち上げた共同

アには全自交のロゴマークを 交通を今後も発展させていく

冠し、社屋看板にも全自交ロ 良い機会となりました。

２月 日、沖縄県那覇市の た後、喜屋武貞二氏（現共同 な妨害、脅迫を受けながらも、 ゴを描くなど、言い換えれば ●宮古島・琉球ハイヤー組合

２月 日に連合沖縄を通じ

浅野哲、池田真紀、逢坂誠 共同交通（有）会議室で全従 交通社長）からは、自社のド 悲惨な労働条件と業界のモラ 過去からの全自交運動をその 立ち上げ相談

行政交渉に国会議員 人が参加

45

筆）と岩手地本（１万２２３６ 議員ら 名が出席するととも 松田いさお、道下大樹、森山 始まり、続けて全自交本部の

今回の学習会は、共同交通 会社に働く者は全て組合員で 現在増えつつある非組合員も 転者代表と連合沖縄宮古地域

解を深め、組合が立ち上げた や労働環境も、
他社より良く、 琉球ハイヤー宮古営業所の運

渉と国土交通省交渉に、タク 谷裕、小宮山泰子、近藤昭一、 行われました。冒頭、同分会 た事故回避に向けての注意点 屋武会長が、労働組合への理 例となっています。労働条件 て組合立ち上げ相談のあった

第一次集約として７万筆を集 クフォーラムの厚生労働省交 二、尾辻かな子、小沼巧、神 業員を対象に会社の学習会が ライブレコーダー映像を使っ ルを改善するため奔走した喜 まま会社自体が進めてきた事

３月３日に行われたハイタ

沖縄
共同交通
19

17

会・私鉄総連ハイタク協議 なったために、国会請願署名の に提出することとなりました。
会）は３月の中央行動に向け
ライドシェア合法化反対を訴
える国会請願署名を取り組
み、２月 日に全自交労連の

24

北海道地連（１万２２７７ シー政策議連に加盟する国会 末松義規、広田一、本田平直、 の比嘉委員長の挨拶と司会で 喚起が示されました。

約しました。

20

29

こ

役割・重要性」
、
「現在のタク
シーを取り巻く状況」
「ユニ

その後、喜屋武貞夫氏（現

での会社の歴史を全員に話し

とが報告されました。また、
北坂委員長は「運賃改定は 兵庫県タクシーサービスセン

が必要だ」と述べました。

い。そのためには労使の協力 ほとんどが上限運賃であるこ

増やしていかなければならな 円）の事業者が１社、個人は

入などに取り組んで、パイを が１社、E運賃（初乗６２０

加者を激励しました。

森屋隆議員（写真・上）が参 して立ち上げた経緯やこれま

り、交渉の最後まで参加した 共同交通会長）が自主管理と

全自交労連の推薦議員であ

森屋隆、横沢高徳、吉田忠智 した。

国義、芳賀道也、増子輝彦、 いう内容で基礎講習を行いま

青木愛、田島麻衣子、野田 オン・ショップ制の意味」と

出席した議員は以下のみな 〇参議院議員

を集約しました。また、４千筆 席しました。
を超える署名を集約した地連・
地本は、愛知地連が９５７０ さんです（敬称略）
。
筆、兵庫地連が７２８９筆、神 〇衆議院議員
奈川地連が４２３９筆、京都
地連が４１６５筆、長崎県タ
クが４１４３筆、愛媛地本が
４００００筆です。
３月４日実施予定の総決起

大半が上限運賃を選択、
利用者の苦情なし

この交換会には、全自交兵

兵庫県交運労協ハイタク部 １日からの運賃改定実施の状 いて協議しました。
会（北坂隆生部会長）は、２ 況、新神戸駅でのＵＤ乗り場

月５日に神戸市内で、兵庫県 設置と運用状況、神戸市域交 庫地連から北坂委員長、成田 労働条件改善が目的だ。運賃 ターから、運賃改定に関する
タクシー協会
（吉川紀興会長） 通圏の特定地域の指定解除 次雄書記長ら６名と私鉄関西 の値上げなので、利用者の多 利用者からの苦情は皆無であ

シー協会側から、吉川会長ら れまで以上のサービスが必

タクシー協会から、神戸・

べきだと」と述べました。

また、新神戸駅で２月１日

乗り場にしたが、市内の 社

４名とタクシーサービスセン 要。苦情が入らないようにす から従来の小型乗り場をＵＤ
ターから２名が出席した。
吉川会長は、運賃改定につ

台しかなく、まだまだ少な

17
改定だが、今のところトラブ 況について説明があり、大半

ルがないのでやれやれだ。乗 の事業者が、普通車初乗１・ ３月 日をもって、特定地域

神戸市域交通圏に関して、

いて触れ、
「 年ぶりの運賃 阪神地区の運賃改定の実施状 い状況にあることを報告。

59
員不足を解消しなければなら メートル

円の上限運賃で 特定地域になること、それに

務員の待遇改善を図り、乗務 ５キロ６６０円、加算２３０ が解除され、４月１日より準

31

学習会で講演する森田書記次長

琉球ハイヤーは那覇市に本

社があり、宮古島に進出。宮

古島のタクシー会社にこれま

で労働組合は組織されたこと

がありませんが、相談者は過

去に東京で組合役員の経験も

あり、労組立ち上げの機運を

盛り上げるように沖縄地連や

連合沖縄にも協力を仰ぎ組織

化を進めていく予定です。

組合は２月 日、長崎運輸支 クシーの課題について要請し 乗務員の高齢化対策、③ライ

全自交長崎県タクシー労働 長ら執行部８人が出席し、タ 伴う労働条件改善、
②タクシー

労働組合立ち上げ相談会の様子

局会議室で支局に対する要請 ました。支局側は緑川支局長 ドシェア・白タク合法化問題、

④五島市でのクルーサービス

ビス実証実験について、
「 日

意の謝礼からなるクルーサー

久賀島での実費の支払いと任

に、昨年４月に行った五島市

指示した」と回答するととも

件改善することを全事業者に

て「歩合率を維持させ労働条

目。支局は、運賃改定につい

化、⑥タクシー活性化の６項

要請事項は、①運賃改定に 実証実験、⑤白タク取締り強

行動を行い、組合側は鶴田委 以下３名が対応しました。

員長・森副委員長・寺田書記

挨拶する鶴田委員長と長崎県タクの仲間

国会請願署名、70,000筆を集約

と意見交換会を行ない、２月 （令和２年３月３１日）につ ハイタク労連から２名、タク 様なニーズに応えるため、こ るとの報告がありました。

挨拶する北坂部会長（右）と吉川会長（左）

25

27

ないし、顧客を増やすことが 行っていること、ＭＫが初乗 伴って、４月に準特定地域協

80

証明する結果となりました。

にクルーが不要であることを

の足の確保を謳った実験が逆

時は２組」と報告し、観光客

間の実証実験期間中に利用者

30

11

大事だ」
「タクシーアプリや ６１０円の下限運賃で、Ｄ運 議会を開催することが報告さ

長崎県タクシー労組、長崎運輸支局交渉

筆）は１万２千筆を超える署名 に、国会議員秘書も 名が出 浩行、山花郁夫、吉田つねひ 森田書記次長が「労働組合の を固い決意で立ち上げ、様々 あるべきという点を学習会で 同じ恩恵を受けている事を再 協議会会議室で協議しました。

24

キャッシュレスの決済器の導 賃（初乗６３０円）の事業者 れました。

利用者は30日間でわずか2組
五島市
クルー

ライドシェア合法化反対！（全自交・第１次集約）
兵庫県
運賃改定
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関西地連

青森地連

その後、東北地連の森書記
長が来賓あいさつし、特別講

躍し、１月 日に亡くなられ 演として全自交労連の高橋書

第 回中央委員会

全自交青森地連は２月

第 回中央委員会を開き、運 記長に対し、全員で黙祷を捧 等について講演しました。

のタクシーを守るためにライ

改善に向けて闘う春闘方針を 委員長は「世界一安心な日本

２０１９春闘討論集会

ＰＬＰ会館で開き、 名の出

国賠訴訟の大きな成果

四国地連

につなげたい。乗務員不足の

２０２０春闘討論集会

全自交四国地連は２月

の適正化と再生に向けた施策

を求めるとしました。

その後、来賓として駆けつ

冒頭、挨拶に立った傍士帯夫 よう。また、タクシー産業の 勢と課題」と題し、タクシー

執行委員長（写真・右中央） 存立基盤を脅かす白タク・ラ 産業を取り巻く状況や労働組

そして、江良書記長が春闘 は、
「タクシー労働者は、依然 イドシェア合法化を絶対阻止 合の役割、働き方改革などに

された運賃改定により青森市 さらされている。高知では２ 員が団結して取り組もう」と

集会は質疑討論を経た後、

内で５年間続いた低運賃競争 月１日から運賃改定がされた。 訴え、事業者に対し賃金・労 団結して２０２０春闘を闘い

だ」と述べるとともに、
「ラ

富山地連

第 回委員会

愛媛地本

第 回中央委員会

全自交愛媛地本は２月

日、四国地連２０２０春闘討

論集会終了後、愛媛地本会議

室において第 回中央委員会

を開きました（写真・上）
。

正岡博執行委員長は挨拶で

新型コロナウイルスの影響を

心配しつつ、
「タクシー事業

の適正化・活性化が進まなけ

れば、私たちの労働条件は改

善しない。また、様々なマッ

その後、２０２０春闘方針 チングサービスが展開されて

を提起し、①白タク・ライド いるが、ライドシェア導入は

冒頭、石橋委員長は、
「新 シェア反対の広範な世論形成 絶対に阻止しなければならな

祉棟会議室で第 回委員会を 全国でイベントが中止になっ

足と乗務員の高齢化が進む を有利に進めるためにも、知

名の出席で開き、２０２０ ている。公共交通の性質上、 中、固定給中心の賃金で若年 識を身に付け、春闘に勝利し

不特定多数の利用客と接する 層や女性に魅力ある職場環 組織拡大につなげよう」と呼

その後、宮岡主書記長から

職業柄不安な毎日を過ごして 境・労働条件を創り出し、安 びかけました。

いると思うが、会社側にマス 全・信頼のタクシーとして再

ク配布・除菌・利用者説明な 生させる等の内容で富山地連 ２０２０春闘方針が提案さ

どを求めてほしい」と述べる の２０２０春闘方針が満場一 れ、組合員一人当たり月額

１万円（年間 万円）の賃上

委員会は最後に、組合員の げ、一時金年間１００万円な

とともに、
「感染症が経済に 致で採択されました。

与える打撃は大きく春闘のマ

イナス要因になっている。会 ため春闘勝利に向け富山地連 どを柱とする春闘方針が決定

最後に正岡博執行委員長の

社側はそれを逆手に取ってく 全体で一致団結して奮闘する されました。

るとは思うが、きちんとした ことを誓い合い、ガンバロー

げて行く取り組みが紹介され

終了しました。

議しました。

質問が出され、その対策を討

た、累進歩合の廃止に向けた

ての課題を提起しました。ま

イント、働き方改革等につい

「活性化・再生法」改正のポ

ライドシェアを巡る情勢や

連の高橋書記次長が講演し、

春闘討論集会では全自交労

「乗合タクシー」導入につな ました。

裡に終了しました。

賃金・労働条件確保を訴えて を三唱（写真・上）して成功 発声による団結ガンバローで

いこう」と挨拶しました。

２０２０春闘討論集会

春闘方針を決定しました。

宮城地本

全自交宮城地本は２月１９ 市石巻市、多賀城市等、８つ

仙台市・七郷市民センター の地方議会でライドシェア導
開き（写真・上）
、春闘方針 壊するライドシェアの解禁を 日、

と統一要求を決定しました。 阻止するために全力を挙げよ で春闘討論集会を開催し、企 入反対の意見書が採択されて

に、郡仙台市長が４月から高

業内最低賃金制度の創設等の いることが報告されるととも
春闘方針を確立した後、全 春闘方針を決定しました。

遠藤委員長は挨拶で「新型 う」と訴えました。
コロナの拡大でクルーズ船の

集会前に行われた執行委員 齢化や過疎化が進む地区で

要にも影響している。職場で 演し、同一労働・同一賃金の 会では、宮城県内の 月地方 「乗合タクシー」に対する補

寄港がなくなり、タクシー需 自交労連の高橋書記次長が講

65

員長）は２月 日、富山交通福 型コロナウイルスが蔓延し、 に奮闘する、②深刻な人手不 い」と訴えるとともに「交渉

全自交富山地連（石橋剛委

41

が今回の運賃改定を機に収束 これを好機ととらえ春闘勝利 働条件の改善とタクシー事業 抜くことを確認しました。
したことを報告。
「国賠訴訟
の闘いがタクシーの厳しい現
状を社会に知らしめ、低運賃
事業者の考えを変える力に

２０２０生活改善セミナー

24

41

なった」と述べました。
また、
増収分を確実に運転者の労働
条件に還元させることを確認
しました。質疑では、新型コ
ロナに関する休業補償への質
問にこたえました。

その後、２０２０春闘方針

をめぐる諸問題と具体的対応 員が提案し、それぞれ賛成多

加藤委員長は、大阪地区と 渉して待遇改善を図ってほし 委員長が「同一労働同一賃金 アピール案を山里広明執行委

日、２０２０春闘討論集会を 春闘方針案を採択しました。 託者とが賃金で差があれば交 て」
、全自交関西地連・加藤 案を成田次雄書記長が、春闘

違法な白タク摘発を柱とした 一賃金に関し、
「正社員と嘱 プリの現状と問題点につい

えるとともに、同一労働・同 取締役社長が、
「タクシーア ました。

賃金改善につなげよう」と訴 シー株式会社の山根成尊代表 起し、質疑応答で学習を深め

春闘での奮闘を誓い合う参加者

特別講演として、國際タク について」をテーマに問題提 数で採択されました。

席で月額１万円の賃上げ要求 神戸・阪神地区での運賃改定 い」と訴えました。
とライドシェアの導入阻止・ を受け、
「今春闘で増収分を

山形地本

の地方議会で上

全自交山形地本は２月１８ イドシェア反対の意見書が山
日、山形市・大手門パルズで 形県内で

22

クシー裁判の原告団として活 と参加者に訴えました。

中央委員会の冒頭、青森タ ドシェア導入を阻止しよう」 方針を提案し、２月から実施 として長時間労働・低賃金に しなければならない。全組合 ついて基調講演を行いました。

確立しました。

２０２０春闘討論集会を開き、 件改善に向け粘り強く交渉し 記次長は「２０２０春闘の情

日、青森市の労働福祉会館で た青森タクシー労組の駒井書 記次長が運賃改定と賃金改善 日、愛媛地本会議室において 解消のためにも賃金・労働条 けた全自交労連の森田貫二書

10

賃改定を活かして賃金の抜本 げました。代表挨拶した後藤 ●青森市の低運賃競争が収束

36

18

36

24

講演する國際タクシーの山根代表

12

全国各地で春闘集会を開き方針決定
全自交関西地連は２月
11

65

18

２０２０生活改善セミナーを がっている。安全と雇用を破

28

の感染防止策も重要な課題 春闘の課題を学習しました。 議会で仙台市、名取市、白石 助を引き上げ、利便性のある

12

労働条件改善！２０２０春闘が本格始動
32

第１１９７号（ 4 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０２０年３月15日

