「交通崩壊」を阻止し、雇用と労働条件を守り抜こう！

日本経済は、消費税増税で ました。６月末で感染が収束

個人消費が落ち込み、昨年の した場合でも就業者２５４万

～ 月期で実質ＧＤＰが年 人の減少・失業率６％との予

率換算▲６・３％に転落する 想もあり、リーマンショック

中、新型コロナの感染拡大が 時の５・１％を上回る「雇用

社会を襲い、大きなダメージ の危機」が懸念されます。第

を与えました。４月７日に政 ２波の感染拡大が起きればダ

よう」
「交通崩壊を阻止し、雇用と労働条件を守り抜こう」のスローガンの下、全国で

定期大会に向けた運動方針素案として提案され、
「コロナ危機を団結した力で乗り越え

に中央執行委員会を開催し、
新型コロナ禍における状況把握と運動方針を討議しました。

全自交労連（伊藤実中央執行委員長）は７月５日、全自交会館で３月以来４カ月ぶり

されるとともに、国際金融市

よる失業者の急増が引き起こ ２．国内情勢

要の蒸発を生み、倒産多発に められます。

失うことによる困窮化が進み

通等で収入が激減し、雇用を 対策が求められています。

止のための「都市封鎖」で需 大胆に実施していくことが求 なり、飲食・宿泊・観光・交 大胆な財政発動で雇用を守る

に遮断され、国内では感染防 個人を守る支援を各国政府が たが、
「補償なき自粛要請」と かであり、医療体制の強化と

府は緊急事態宣言を発しまし メージは倍増することは明ら

ハイタク労働者の命と生活を守り、生活に欠かせない地域公共交通を自治体・住民と共

Ⅱ．コロナ禍におけるハイタク産業の動向
場も企業業績や景気悪化から

を作り、病院や大都市でクラ を悪化させています。世界銀 １．新型コロナ感染拡大によ 機が全国を覆いました。５月 者が倒産する危機に直面して

で極端な都市部への一極集中 一気に不安定化し、世界経済

に創出するために奮闘する決意を固めあいました。

Ⅰ．内外情勢の特徴

スター感染・市中感染を引き 行は６月８日に今年の世界経 るタクシーの営業収入への影響 後半も６割減の営収で推移し、 いるという衝撃的な実態が示

２月段階では、運賃改定実施 タクシー危機を深刻なものに されました。どの会社も新型

コロナ関連融資による多額の

５月 日に政府は緊急事態 借入れで辛うじてしのいでい

され、国内の格差は拡大し、 込み全国平均で３割を超える み出され続けており、第２波 とが予想されます。

ています。日本国内におい 層を拡大させ続け、医療や社 く限り、第２波、第３波の感 新型コロナ危機で貿易が制限 影響で営業収入が急激に落ち 新規感染者は東京を中心に生 るタクシー会社が出現するこ

ても７月 日現在の感染者数 会福祉をないがしろにし、非 染拡大は避けられません。

の感染爆発の状況にあります。

４月７日に政府は、緊急事 休業を解除する会社も現れま ３．感染リスクが高いハイタ

多くの雇用を奪うなど深刻な 営業収入が失われました。
新型コロナの世界的大流行 影響を与え、倒産と失業の長

は２万１５２０人、死者数 正規労働の拡大による貧困や １．世界情勢

９８２人を数えました。安倍 長時間労働を強要して健康を

それを全国に拡大。これによ かかる状況にあります。かつ

線で働いています。

５月１～２日に厚生労働省

ロナ対策のための全国調査」

「身体・健康について心
５月 日に実施された、バ では、

ウイーク」の観光需要が吹き 対象に「現在の状況が続いた は、職業別でタクシーが ・

５月上旬には「ゴールデン ス・タクシー・船舶事業者を 配している」と答えた労働者

蒸発する事態となりました。

対前年比７割を超える営収が の危機

い状況に陥り、４月後半には ２．深刻化する「交通崩壊」 とＬＩＮＥが行った「新型コ

は休業に踏み込まざるを得な

ました。多くのタクシー会社 います。

対前年比で半減以下に急落し 本から問い直すことを求めて ながら重要な公共交通の最前

強まり、４月前半には営収が タクシーの今後の在り方を根 型コロナの感染リスクと闘い

り、営業・外出自粛が一気に て経験したことのない事態は、「市中感染」も拡大する中、新

ハイタク労働者は都市部で

政権は４月７日、７都府県に 奪い、地方切り捨て政策の下 は、人・モノの動きが世界的 期化が懸念されます。企業や 態宣言を発し、４月 日には すが、需要の回復には時間が ク労働者

緊急事態宣言を発し、外出や

営業自粛を要請し始めました。

３月 日にはＷＨＯがパンデ
ミック宣言を発したにもかか
わらず、東京五輪の開催を最
優先させ、３月 日に延期が
発表されるまで、まともな検
査も注意喚起も怠るどころか
訪日外国人観光客を受け入れ
続け、市中感染を拡大させて
きたことは厳しく批判されな
ければなりません。国民の命
を守る施策や生活を保障する
施策を取らず、
「１世帯に布マ

16

次央

（有料制1025号）

10

年前の世界金融危機を凌駕 地域のうち、 地域で営業収入 しています。

今回のコロナ危機をより深 起こしやすい社会に作り変え 済成長率を▲５・２％と予想。

新型コロナの感染拡大が 様です。

全世界で急速に進み、感染

者数１２５５万人超・死者 刻にしたのは、安倍政権がこ てきたからに他なりません。

10

数 万１６１７人（７月 日 れまで大企業・富裕層を優遇 今後も満員電車で通勤せざる し、１９２９年大恐慌以来最 が対前年プラスに転じました
12

スク２枚」と「定額給付金１

27

24

人 万円」さえも届かない有

５月７日に全国 県で緊急事 アンケート（日本モビリティ・ が公表したイギリス国内にお

前年比２割を割り込みました。 タイミング」についての緊急 した。また、イギリス統計局

飛び、京都、山梨、石川は対 場合に事業継続が難しくなる ７％で最も多い結果となりま

32

12
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25
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営収は戻らず倒産・廃業の危 ８月までに約半数の交通事業

【２面へ続く】

態宣言が解除されましたが、 マネジメント会議調べ）では、 ける死亡記録においても、新

39

７月15日

ライドシェア導入を許さず、
生活に欠かせない
地域公共交通を自治体・住民とともに創出しよう！

コロナ危機を団結した力で乗り越えよう！

現在・ＷＨＯ発表 ）に達し し、
「命より金」の政策で貧困 を得ない大都市部の状況が続 悪の景気後退となりました。 が、３月前半には新型コロナの 宣言を全面解除しましたが、 る状況にあり、今後も倒産す

56
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【１面から続く】
今回の改正では、①自治体

には大阪府で「複数事業所を の確保を目指しています。

型コロナによる職種別の死亡 有する事業所・１００万円」
、

択されました。

職場での「命と生活を守る

は、特別な教習を終了した場 変更、⑤ハイビーム威嚇の継 共交通のネットワークを構築 を守る施策をしっかり実行さ ればなりません。

合、受験資格を現行の「 歳 続、⑥乱暴な追越し、左から し、生活交通を確保すること せるためには、労働組合の団

波・第３波の感染爆発が懸念 への要請行動を積極的に展開

以上、普通免許経験３年以上」 の危険な追越し、⑦幅寄せや が国や自治体の使命であるこ 結した行動が必要です。第２ 闘い」とともに、国や自治体

６月２日、
「改正道路交通法」 から「 歳以上、普通免許経 蛇行運転、⑧高速道路での最 とを訴えます。

者割合が高い職種はタクシー 秋田県で「タクシー車両１台・ に「地域公共交通計画」作成 ６．
「改正道路交通法」の成立
がヘルパーに次いで２番目に ５万円」
、
東京都と愛知県で「感 の努力義務化、②乗合バスの

21

等です。
手続の円滑化、⑥ MaaS に

送対象とする、⑤貨客混載の

なく立ち向かい、労働組合の 交労連への結集を実現してい

新型コロナ禍の最前線で働 団結した力と行動で戦後最大 きます。

た場合「３年以下の懲役、ま よう

また、
「あおり運転」につ たは 万円以下の罰金」とな

をかける、③不必要なクラク 課されることになります。

Ⅲ．今後の運動の基調

二種免許の取得要件緩和で ションを鳴らす、④急な進路

地方自治体によるタクシー支 タクシー利用チケットの配布 でなく観光客等の来訪者も輸 されました。
援の拡大
緊急事態宣言で、
「補償な
き自粛要請」が一気に拡大し、 ５．
「改正地域公共交通活性化・ 参加する交通事業者の運賃設
地方都市でも飲食、
宿泊、
旅行、 再生法」と「改正道路交通法」 定手続きのワンストップ化と

いかなければなりません。

．乗務員の感染防止対策と 支給を事業者はもとより、国

で２万円）の「危険手当」の

対する日額１万円（２労働日

．タクシー労働者の賃金・ 労働条件の改善要求を強めて に従事するハイタク労働者に

労働条件

【２０１９年厚労省：賃金構

造基本統計調査】

や自治体に要求します。また、

タクシーは今回の新型コロ 乗務により感染した場合の賃

２０１９年のタクシー運転 「危険手当」の要求

多くのタクシー会社が休業に を実現しなければ収入は大き 者（男）の全国平均・月間実

ながら自治体要請を活発化さ 減少や運転者不足が深刻にな 和されたことについては、国 り、国や自治体が支援すべき 解雇に走る悪質事業者も現れ させ、
「生活できる休業手当」 全産業（男）との比較で 時 移送業務も各地で担っていま

．雇用確保と１００％の休

ハイタク労働者を感染から 追い込まれましたが、中には く低下してしまいます。雇用 労働時間数は、１９５時間で ナウイルスとの戦いでも、自 金全額補償を求めます。

き続けられる労働条件の確立

MaaS 協議会制度の創設、 １．命と雇用と生活を守り、働 手当」
の支給を求めます。また、 業補償は平均賃金の１００％

５月 日、
「改正地域公共交 等が盛り込まれました。

交通をはじめ、地場産業が大 の成立
きなダメージを受ける事態と
自家用有償運送に関し、輸

Ⅳ．命と雇用を守り、労働条件を改善する取り組み

１社・１５０万円」
、竜ヶ崎市 の円滑化のために、事業者が 全運転サポート車」に限る条 いては、６月 日施行で妨害 り、著しい危険を生じさせた くタクシー乗務員の命と生活 の危機を乗り越えて行かなけ

50

で「タクシー車両１台・ 万円」 協力する制度の創設、④自家 件付き免許の創設、④「あお 運転違反を新設し、①車間 場合は「５年以下の懲役また

30

４．新型コロナ感染症対策で 等の緊急支援や交通弱者への 用有償運送について住民だけ り運転」の罰則の新設、がな 距離を詰める、②急ブレーキ は１００万円以下の罰金」が

重要です。

と生活を守る施策は何よりも 岩見沢市で「タクシー事業者 町村等が行う自家用有償運送 乗り入れ、③高齢運転者の「安

場で担うハイタク労働者の命 シー事業者１社・２００万」
、 議を促す、③過疎地等での市 ンバーバスの路線バス停留所 ます。

活に欠かせない公共交通を現 ８０００円」
、三郷市で「タク 交大臣が自治体に通知し、協 要件緩和、②市町村営の白ナ ２０２２年をめどに施行され 停車、等を通行妨害目的で行っ 力強い全自交の運動を展開し れるコロナ危機に諦めること 働者の信頼を勝ち取り、全自

多い結果となっています。生 染防止策に対しタクシー１台・ 新規参入等の申請があれば国 が成立し、①二種免許の取得 験１年以上」に引き下げられ、 低速度違反、⑨高速道路で駐 ３．組織の拡大・強化を進め、 され、闘いの長期化が予想さ することを通してハイタク労

19

で連合や事業者団体と連携し 本会議で成立しました。人口 送対象が来訪者まで拡大・緩 守る対策は事業者の義務であ 雇用維持の努力なしに、大量 調整助成金の特例措置を活用 前年と比べ１時間長くなり、 治体や病院の要請で感染者の

なり、全自交労連も全国各地 通活性化・再生法」が参議院

2

1

10

17

運転者の推計年収は２０１９ 解除されて行けば、主要空港

６月 日時点の新型コロナ

19

定されて行きました。具体的 を支える持続可能な移動手段 めない」とする付帯決議が採 強く要求するとともに「危険

また、休業した場合でも休

ンフラとしてのタクシーを守る 業（男）の５６１万円との格 業務も増え、感染者の移送は い止めは、見込みを含めて

新型コロナ禍により交通産 差は実に２０１万円にもなっ 今後も大きな課題です。また、 ２万６５５２人にのぼります

業は甚大なダメージを受け、 ています。長時間労働を強い 経路不明の感染が拡大してお （厚生労働省調べ）
。業種別で

タクシー・観光バスの道路旅

「交通崩壊」が叫ばれる事態と られる上に、
年収は全産業（男） り、乗務員の感染予防に万全 は宿泊業、飲食業、製造業・

なっています。
「コロナ後」に の約 ％しか手にすることが を期す対策が求められます。

ハイタク労働者は感染リス 客運送業（２４４８人）の順

東京で緊急事態宣言が出さ

新型コロナ感染が収束し、 止の観点からタクシー乗車に 表しました。
「休業補償は失業

としてタクシーを認識させ、 です。
持続可能な輸送を守る施策を

需要回復が進んだ時にタク あたって乗客のマスク着用を 保険を受給するより不利」
「事

業再開の暁にはもう一度全員

【 面へ続く】

さらに、感染の危険に晒さ 集まって今まで以上に良い会

人口減少と高齢化が進む地 シー乗務員が大量に離職して 促す施策も必要です。

方部で運転者不足も深刻とな 公共交通の役割が果たせない

る中、ライドシェア不要の公 状況を作らないために、賃金・ れながら社会的に必要な労働

3

国や自治体に強く求めます。

政に求めます。また、感染防 務員６００人全員解雇」を発

務です。重要な公共インフラ 齢は 歳で高止まりしたまま 染防止策の設置を事業者と行 として経営悪化を理由に「乗

とは国と自治体の最重要の責 で４割に過ぎません。平均年 確保や車内を隔離する飛沫感 保の努力をすることなく突如

担っている交通機関を守るこ 最も低い徳島県が２０５万円 のマスク・消毒剤等の資材の 「ロイヤルリムジン」は雇用確

市民生活に欠かせない移動を 東京都が４８４万円に対し、 カーであり、感染防止のため れた翌日の４月８日、東京の

困難を極めます。地域社会と の地域間格差も拡大しており、 で働くエッセンシャルワー

ていては、その再生・復興は ん。また、タクシー産業内部 クを抱え、コロナ禍の最前線 に多く日々増加しています。

地域交通が「焼け野原」となっ できない状況は看過できませ

64

60

でタクシーへの独自支援も決 する等、地域の暮らしと産業 ドシェアの導入は引き続き認 について事業者や行政機関に でいかなければなりません。

岡市長）
」として多くの自治体 高齢者の免許返納が年々増加 です。参議院において「ライ 対策や乗客のマスク着用義務 最重要の闘いとして取り組ん ２．生活に欠かせない公共イ 年で３６０万円であり、全産 の検疫所からの感染者の移送 感染拡大に関連した解雇や雇

活の移動に欠かせない分野（盛 保が厳しさを増している中、 して今後の動向に注意が必要 感染防止の車内仕切り等への きません。雇用を守る闘いは して全力をあげます。

せました。
「公共交通は市民生 り、地域公共交通の維持・確 家戦略特区の全国化の流れと 施策です。マスク・消毒液・ ており絶対に許すわけにはい を勝ち取るために労働組合と 間長くなっています。タクシー す。今後も海外渡航の制限が 業補償の実現

3
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【 面から続く】

金を歴日数ではなく労働日数 させなければならないのは当 方式を導入することで賃金や

ハイタク運転者は新型コロ ４．タクシーが行う「生活支

働台数の削減＝休業で雇用を 分の差額支給にも適用）
、④ 額を算出するに当たり、総賃 業日とは別に有給休暇を取得 系にするとともに、仮想営収 援策を講じることも必要です。

社を作ろう」とうそぶき、解 つなぎ留め、雇用調整助成金 緊急対応期間の延長（９月

な取得

労働者が希望すれば有給休暇

新型コロナ感染拡大を受け、

社会に必要な公共インフラを 事業」への支援

日々現場で担っています。最

影響で休業を実施する場合、

雇用調整助成金（新型コロ

ナ特例）を速やかに活用で

きるよう、手続きを大幅に

簡素化すること。

給であり、勤務シフトに時

また
 、乗務員の賃金が歩合

社が労働者の有給休暇を取得 転者最賃に向けた企業内最賃 金の創設を目指し、企業内最 る有償貨物運送を特例で認め

間外労働が組み込まれてい

．最低賃金の引き上げと運 低賃金を超える運転者最低賃 国土交通省は、タクシーによ

低賃金の拡大を進めていきま る措置をとりました（期間は

年 日以上の有給休暇が付 する権利を制限することは許 協定の推進

ることを考慮し、休業補償

有給休暇を取得すると大幅 い現在の最低賃金の水準を してふさわしい賃金水準を確 治体で「生活支援事業（買い

を労働日数で除する方法や

月１日～９月 日）
、②解雇 み込まれた勤務シフトである 年５日以上有給休暇を取得さ

事業者には、雇用を確保す を行わない中小企業の助成率 ことを考慮し、総支給額と隔 せることは事業者の義務です。 に賃金が減額してしまう累進 改め、全国どこでも時間額 立するためにもこの取り組み 物代行）
」
「テイクアウト配達

減収以前の仮想営収方式を

和

子 氏

を行っている。
」
３点目は、
「各事業者が調達

Ⅴ．
「交通崩壊」
を防ぎ、
公共交通を守る取り組み

策が講じられるよう運動を進

もに、すべての自治体で支援

要請を受けて営業を続ける

激減する中、国の事業継続

収分を補う特別な支援金を

に、融資制度だけでなく減

 なくなる事態を避けるため

経営困難から事業継続でき

タクシー事業者に対しては、

に関する政策課題〉

〈ハイタクの新型コロナ対策

めます。

返済額の低減など柔軟な対応 を支給して遜色のない賃金体 る最低賃金支払いのための支 員確保の点でも欠かせません。 タクシーが積極的に担うとと ⑤新型
 コロナの影響で需要が

と。

る社会的責任があり、急激な を一律１００％に、③４月１ たりのない休業補償を求めま 新型コロナの影響でやむなく 歩合をすべての職場で廃止し、 １５００円まで引き上げ、労 は重要です。コロナ禍の長期 事業」に対する配送料金の支

西

最終償還期限の延長や毎回の のいずれかの方法で有給手当 細企業や小規模事業所に対す 最低賃金額の引き上げは乗務 とから今後もこうした業務を

採用し、賃金が減額しない

小

割引クーポン券の販売や、タ するマスク等の衛生資材の調

１点目は、
「高齢者・障がい クシー事業者と飲食事業者が 達費用に対する補助もしくは １．バス・タクシー従事者の ２．事業継続に向けた緊急支 多額の借金を抱え、経営不安

を高めている交通機関に対し、

新型コロナの感染拡大によ 国・自治体をあげて支援する

公共交通機関は生活に欠か る
「補償なき自粛要請」
により、 のは当然のことです。
「交通崩 ●国・自治体

支給し、運行を支えること。

より、輸送人員が大幅に減少 妊婦などの交通弱者の移動手 の支援策は検討していないが、 であると認識している。なお、 スク、消毒剤等の必要な資材 に瀕しているといっても過言 交通機関を守るために「無利

外出・移動自粛などの要請に た。答弁「高齢者・障がい者・ とから、現時点では県として 確保の取り組みは非常に重要 な課題です。国・自治体にマ 増し、
「倒産ラッシュ」の危機 せない移動を担っている公共

地域社会と市民生活に欠か

感染防止策を講じる必要が

は、運転席を隔離する飛沫

また
 、感染者輸送について

確保について支援すること。

用券、買い物代行サービス

等をできるようタクシー利

心して買い物や検診・診察

障がい者等の交通弱者が安

ることから、妊婦、高齢者、

マスク・消毒液等の資材の ⑥外出
 時の感染リスクが高ま

し、今後の事業存続にも関わ 段の確保に向け、県において 地域における交通弱者の移動 国が策定した新型コロナウイ の調達や車内における運転席 ではありません。事実、５月 子無担保の融資制度」だけで

あるが、その設置費用を支

ナウイルス感染症に伴う休校、 免措置を講ずるべき。
」と質し などによって事業が異なるこ 感染拡大を防ぐために、衛生 と従事者の感染防止策は重要 立ちいかなくなる事業者も急

は、市町村が実施する高齢者 手段の確保の支援に取り組ん ルス感染症対策の基本的対処 と隔離する飛沫感染防止策に 末現在で事業の休廃止を余儀 なく大胆な「真水の財政投入」

る大きな打撃を受けている。

まっていることから、終息 ⑦甚大
 な打撃を受けた観光地

移動手段を確保すること。

利用券等を配布し、安全な

そこで、５月 日の岩手県 を対象とした移動支援のサー でいく。
」

方針において、
『政府は、関係 対する国・自治体の支援を求 なくされたタクシー事業者は こそが必要です。

に対し、特別な経済対策を

２点目は、
「グループ補助金 機関と協力して、公共交通機 めます。また、感染のリスク 全国で 社に上ります（国土

までの期間、１乗務毎に「日

議会災害対策連絡本部会議（新 ビスや、ハイリスク妊産婦の

型コロナウイルス感染症対策） 通院等に係る移動の支援に対 制度を活用しているタクシー 関その他の多数の人が集まる を抱え運行を担う乗務員に対 交通省調べ）
。そのうち倒産に ３．交通弱者の移動に関する

新型コロナ感染拡大により、

行い、復興を支援すること。

共交通確保のための支援につ る。運転免許証の自主返納者 予又は減免措置を講ずるべ する』とされていることから、 ２万円）の「危険手当」の支 す。

ともに、タクシー事業を支

国土交通省は公共交通事業 外出自粛が強まる中で特に感

えるため、タクシー利用に

に対し、バスやタク き。
」と質した。答弁「グルー 機会をとらえて、国に対して 給、及び減収や休業により賃

も併用できる飲食券を発行

用して、飲食店とタ 振興センターと連携し、返済 公共交通への支援をはかるよ めます。

で営業を継続し、そのために 布等を国や自治体に求めます。 ④新型
 コロナ感染拡大による

危険に晒しながら不採算覚悟 ために、タクシー利用券の配

ること。

「全面休業の方が傷は 婦、高齢者、障がい者等の交 ③乗務
交通弱者をはじめとする住 る賃金減額分の補填を求めま したが、
 により新型コロナに感

金低下を招いた乗務員に対す 者への事業継続要請を行いま 染を避けなければならない妊

染した場合、完治するまで

するなど、効果的な経済対

シー券の助成券等を プ補助金の自己資金分に係る、 要望していきたい。
」

もある。また、地方 については、貸付を行ってい 民の生活にとって不可欠な地 す。さらに、乗務により感染 浅かった」とする職場も多数 通弱者が、買い物や検診・通

の間、賃金の全額補償する

策を講じること。
クシーを利用できる が難しい事業者についても、 う、今後とも取り組んでいく。

交付している市町村 いわゆる高度化スキーム貸付

創生臨時交付金を活 る、公益財団法人いわて産業 域公共交通の崩壊を防ぐため、 した場合の賃金全額補償を求 存在します。乗務員を感染の 院等の必要な移動を確保する

こと。

円）
」の「危険手当」支給す ⑧飲食
 産業の支援を強めると

額１万円（２労働日・２万

②乗務
 員の感染リスクが高

援すること。

ない重要な産業だ。新型コロ する貸付金の返済猶予又は減 地域の交通事情や店舗の状況 新型コロナウイルス感染症の して利用するためには利用者 ものになっています。経営が 求めます。

日常生活を送るために欠かせ 用しているタクシー業者に対 移動については、それぞれの 特定多数が利用することから、 せない移動手段であり、安心 タクシー産業の損失は莫大な 壊」を防ぐ大胆な緊急支援を ①乗務
 員の感染防止のために

物や通院、通学など最低限の や、グループ補助金制度を活 とする市町村もある。タクシー ついて、公共交通機関は、不

移動を支えると同時に、買い する乗車助成チケットの発行 を支援する取り組みを行おう した。答弁「感染防止対策に 賃金減額分の補填

市機能の維持に必要な人々の 者・妊婦などの交通弱者に対 連携してテイクアウトの普及 現物の給付を行うべき。
」と質 感染防止策と「危険手当」や 援要請

た公共交通は、社会機能・都

鉄道・バス・タクシーといっ いて」を質疑した。

岩手県議会議員

持続可能な地域公共交通確保のために

営業収入の低下に対応した稼 日までの遡及適用（追加支給 す。具体的には、休業補償日 休業を実施した職場でも、休 ①平均賃金、②通常賃金、③ 働者の生活を保障しなければ 化でタクシー乗務員が激減す 援策がとられています。第２

の日額算出において総賃金

。多くの自
最低の生活すら維持できな す。公共交通を担う労働者と ９月 日まで延長）

．有給休暇・年５日の確実 を取得でき、休業を理由に会

１００％補償」をすべての職 する方法が考えられます。

厚生労働省は６月 日に雇 場で実現していかなければな

挙であるだけでなく、
「同一事 とが求められます。
業所への再雇用」を前提とし
た失業保険の不正受給（罰金 用調整助成金の拡充を発表 りません。
さらに、ハイタク労働者の

5

特別な助成措置を講ずるこ

許せません。

そのかすものであり、絶対に １万５０００円に引き上げ（４ 歩合給制度や時間外労働が組 与されている労働者に対し、 されません。

は受給した金額の３倍）をそ し、①助成額の上限を１日

4

標準報酬日額（要労使協定） なりません。また、中小・零 る危機に晒されている以上、 波の感染拡大も予想されるこ

30

30

10

12

の４要件」を全く無視する暴 １００％の休業補償を行うこ の制度活用で「 平均賃金の る以前の仮想営収により算出 日と定められた日であっても、 くことが必要です。

雇を強行しました。
「整理解雇 （新型コロナ特例）を活用した 日まで）を公表しました。こ で除する方法や営収が減少す 然です。また、会社から休業 一時金の目減りを解消してい ナの感染リスクを抱えながら、 援事業」
、
「テイクアウト配達

30

2

において、
「持続可能な地域公 し、財政支援を行う制度があ 業者に対する貸付金の返済猶 施設における感染対策を徹底 する日額１万円（２労働日で よる事業廃止は９社を数えま 支援

37
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早期に独自の緊急事業継続給付金を

全自交新潟地連（宮沢委員 この要請行動には、連合新潟 しても支援をお願いしたい」 と、②公共交通サービスおよ 心、安全な公共交通サービス よりドライバーの雇用が維持 業の１事業者あたり５万円か ついては「タクシー運転者の

長）は連合新潟とともに６月 の牧野会長（写真中央）をは と述べ支援を要請しました。 び新型コロナウイルス感染症 を提供するため、感染拡大防 されるよう引き続き労働局と ら 万円の支援金給付を決定 労働条件改善が運賃改定の理

花角知事からは「全国知事 終息後の観光交通を堅持する 止策等に関わる事業経費に対 連携し雇用調整助成金の活用 しています。この他、新潟県 由の一つ。改善するよう事業

新潟県はこの要請行動の直 市、村上市、燕市、糸魚川市、 答しました。アジット社等の

ビスとして提供を担っている 援金を交付すること、③安 も、雇用調整助成金の活用に 支援金」として道路旅客運送 シー支援を決定しました。

北海道交運労協が運輸局と労働局に要請

適正需給・適正運賃と労働条件確保を

治体でライドシェアの実証実

験を行っているが、ライド

シェアについては安全の確保

と利用者の保護の観点から問

題がある」としています。

労働局は「労働時間・賃金

支払い・有給休暇の年５日付

与義務について適正に監督指

北海道交運労協が北海道運 からは６月 日に文書による 公表している。特定地域から 化再生法が改正されたことを 導していく」と回答するとと

準特定地域となった札幌交通 受け「市町村が行う自家用有 もに「同一労働・同一賃金の

運輸局は「準特定地域は供 圏は４月１日に適正車両数を 償運送の実施円滑化に一層取 説明会を開催し中小事業者に

要請事項は、①地方公共交 輸局と北海道労働局に適正需 回答を得ました。

だまだ時間がか じました。

回復するにはま 取り検討していきたい」と応

疲弊した景気を さんとコミュニケーションを

除されはしたが、 応援ができるか関係者のみな

急事態宣言が解 ている。県としてもどういう

牧 野 会 長 が「 緊 ではと問題提案させてもらっ

書を手交した後、 おり、何かしらの支援が必要

はじめに要請 事業者が大きな影響を受けて

に向けた要請」
を行いました。 ４人が対応しました。

交通事業者への事業継続支援 参加し、新潟県の花角知事ら タクシーなど、生活必需サー 金や固定資産税額に対する支 通サービスを維持するために 後に「感染拡大防止対策推進 聖籠町、上越市が独自のタク 実証実験については「一部自

離島航路、
地方鉄道、
バス、 ス、タクシーの維持費に助成 ④県民生活の足である公共交
態宣言の影響による地方公共 門の構成組織代表者ら７人が 関、

イルス感染症に係る「緊急事 記長（写真一番左）ら交通部 会議でも、地域の公共交通機 ため、貸し切りバスや路線バ して支援金を交付すること、 を呼びかけることの４項目。 内の新潟市、長岡市、小千谷 者に指導文書を発した」と回

８日、新潟県に対し、新型ウ じめ全自交新潟地連の海藤書

20

・本社
 社屋１階部分が浸水
し、電子機器等使用不能
・ジャ
 ンボタクシー２台、介
護専用車両１台、タクシー
車両 台が水没し使用不能

全自交東京地連は６月

日、全自交会館で日交労本部

16

利用控えも継続 として早期に県独自の緊急事

月豪雨災害報告
●熊本
 県・人吉つばめ支部の
状況

「機関紙は組合費の領収書」

勢 名の組合員が参加しまし

教宣に関しての学習会は初

東京地連では月に１回発行

の 教 宣 活 動 の 回で第 号となり、認知度も

組 合 に と っ て の「東京ＦＬＥＥＴ」が、今

要を感じ、労働

す る こ と の 必 る学習会となりました。

て、改めて勉強 どの実践も交えて、活気のあ

働組合における教宣につい 聴講し、見出しや原稿作成な

手していないこともあり、労 の試みでしたので皆が真剣に

単組では、機関紙の発行に着

東京地連のいくつかの加盟 た。

を開きました（写真左）
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を講師に迎え、
「教宣学習会」 に、万全の準備を整えて、総

の黒木守教宣部長（写真上） ラスターが発生しないよう

公共交通機関の 症拡大の影響による減収対策 輸局からは６月 日、労働局 から毎年８月に適正車両数を に、５月に地域公共交通活性 運賃改定時の「留意事項」に な指導を行う」としました。

を 踏 ま え る と、 う、新型コロナウイルス感染 労働条件の確保を要請し、運 給過剰となる恐れがあること 公表した」と回答するととも り組む」としました。また、 周知する」
「最低賃金の必要

活様式への対応 通事業者が事業継続できるよ 給・適正運賃の確立や適正な

か る。新 し い 生
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全自交新潟地連、連合新潟と共に県知事に支援要請
公共交通の支援強化を求め
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ワードは「機関紙は組合費の

新 型 コ ロ ナ 領収書」です。

しました。

点 な ど を 学 習 とを呼びかけました。キー

事 作 成 の 注 意 ビラなどから挑戦していくこ

イ ア ウ ト や 記 組では、この機会に壁新聞や

実践として、レ 活動に取り組みがなかった単
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