８月15日

お申し込みは職場の組合役員へ
おたずねください。

シンポジウムは講演後の質

トホームビジネスでは公平な 反面そこには政府から自治体 者側からすれば使い勝手の良 働弁護団闘争本部長が総括を

全自交愛媛地本は７月

要請内容を伝える愛媛県交運労協の参加者
（右端は菅森実県議、3人目は宮岡氏）

営業収入が激減した事業者に県独自の給付を

▼コロナは第

二波の拡大局

面 を 迎 え た。

感染拡大が連

日報じられる

中、
「収束後に

実施する」は

ずの
「ＧＯＴＯキャンペーン」

を開始し、全国に感染者を

増やしている愚は呆れるば

かり。
「命より利権」の極致

を見る思いだ。▼危機が進

行する中、看護師のボーナ

スカットと大量離職。４万

人を超えるコロナ失業と

万人も減った６月就業者

数。需要の蒸発でかつてな

い赤字の公共交通。今や医

療崩壊・雇用崩壊・交通崩

し、①新型コロナウイルス感 を負いながら利用者利便、安

西田議長が要請書を手渡 の多い乗務員は、感染リスク

特定多数の乗客と接する機会

新堀徳明課長ら３名が対応し る。そのような状況下で、不

働部産業雇用局労政雇用課の それに対する備えも必要であ

と菅森実県議で行い、経済労 ても感染第２波も懸念され、

自交愛媛地本書記長）ら三役 動も増えてきたが県内におい

田和則議長、
宮岡主副議長
（全 緊急事態宣言解除後、人の移

要請は愛媛県交運労協の西 関に甚大な影響が出ている。

一の崩壊は政権崩壊に他な

コロナ危機で歓迎される唯

価値はあるのか疑問だ。▼

すら給付しない政府に存在

クの中で働く人に危険手当

をさらし続ける。感染リス

き無能と利権に群がる醜態

国会は閉じ、政治は限りな

を招きかねない。▼しかし、

めなければ日本社会の崩壊

壊が叫ばれ、これを食い止

染症の影響で営業収入が激減 全運行に努めている」と、訴

らない。内閣支持率は今や

地域社会を支える公共交通機

している事業者に県独自の給 えながら地域公共交通が十分

３割。労働者の雇用破壊で

ました。

付型の支援、②「消毒液・マ 機能するよう愛媛県としての

利権むさぼってきたパソナ

けた補助金の拡充、③休業等 た。

民にとって公共交通機関はイ

よる支援などを要望しまし 資制度を紹介するなどし「県

に対する給付金や融資制度に を負担する四国労働金庫の融

県の担当者は、県が保証料

つなぎとめるべきではない

え太るこんな輩こそ政治に

賃金奴隷を増やすことで肥

べきではない」
と発言したが、

成金で雇用をつなぎとめる

で賃金が減少している労働者

意見交換では、公共交通を ンフラとして欠かせない。要

のだ。政治はわかりやすく。

た。

担うバス、タクシー、鉄道な 望は関係する課にしっかりと

勧善懲悪の物語に。ヒーロー

たタクシー事業者もいるなど した。

は民衆。Ｍ・Ｔ

どの状況を説明し、
「廃業し 伝える」との回答にとどめま

の竹中平蔵が「雇用調整助

スク」など衛生資材確保に向 実行性ある施策を要請しまし

ともに、愛媛県に対し、新型 係る要請を行いました。
日、愛媛県交運労協の仲間と コロナウイルス感染症対策に

27

……購読料 1ヵ月 70円……

「交通の安全と労働を考える市民会議」ミニシンポジウム

750円（税込）

価格１冊

～市民の暮らし方、働き方～

ウムを開き、国会議員 名を 賛同人の内田聖子氏（ＮＰＯ 含まれた危険性を指摘する講 くりを可能とする法律です 話を聞けば、まるで未来都市 ておらず、実現すれば労働者

全自交愛媛地本が交運労協とともに愛媛県に支援要請

次央

（有料制1026号）

「スーパーシティを考える」

利権による情報独占の危険性に警鐘
治大学准教授）
、
浦田誠氏（国 家戦略特区法改正案）はコロ 情報独占が進み「 超監視社

シンポジウムでは、最初に 際運輸労連政策部長）の３名 ナ禍で社会が大変な中、政府 会」に繋がる危険をはらんで

「交通の安全と労働を考え た。
る市民会議」は７月 日、衆

全自交手帳
ご予約受付中

日に成立させた法案です。 により政府が認めた地域で可 介して不明点が山積していま 険がある内容となっていま

議院第二議員会館多目的会議 市民会議代表世話人の宮里邦 が講演しました。各分野から がどさくさに紛れる形で５月 おり、
自治体の「手上げ方式」
室で「スーパーシティを考え 雄弁護士が開会の挨拶を行 スーパーシティに対する考え

2021年

る」をテーマにミニシンポジ い、その後、市民会議立上げ や問題点を出し合い、法案に 最先端技術を活かした都市づ 能となる代物です。講演者の す。また、
「人の視点」は入っ す。

27

「スーパーシティ法案」
（国 配分ができず、利権のための へ至るまでの間、関連企業を い物に置き換えられていく危 行い閉会しました。

名が参加しまし ター共同代表）
、
山崎憲氏（明 入っていました。

シンポジウムで挨拶する宮里弁護士

35
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全自交しんぶん

第1202号
沖 縄 県・宮 古 島で全自交
組織を結成！、全自交岩手
地本が組織拡大行動、四
国 交 運 労 協が 運 輸 局 要
請、
雇用調整助成金
（コロ
ナ特例）
全自交東京地連が東京都
にコロナ対策・危険手当を
求める、岩手地本執行委
員会、青森地連執行委員
会、
標準報酬月額のコロナ
休業特例
全自交 東 北 地 連 第 4 6 回
定期大会、
第６回東日本自
主経営学習会、地方創生
臨時交付金、
総額３兆円
３面

含む総勢 名が参加し、全自 法人アジア太平洋資料セン 演内容を参加者は熱心に聞き が、「便利さ」の一方でプラッ の夢物語という内容ですが、 の仕事はいっそう軽く、使用 疑を受けた後に棗一朗日本労
交からも

10 90
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２面

公式ツイッター＠zenjiko_roren
全自交労連ホームページhttp://www.zenjiko.or.jp
ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

労働条件の向上めざす

助成率改善し追加支給も可能。年末まで特例期間再延長（検討）

７月 日に、全自交で初め 今年２月 日、連合沖縄より ていた関係で、他社の運転者 制度や労働条件の向上を目指
29

た（左写真）
。名称は「全自 のタクシー 社の中で初めて ともあり、近々女性を含む数

また、宮古島のタクシー会

げました。琉球ハイヤー宮 る予定と話していました。

交宮古島タクシー労働組合連 の労組を全自交として立ち上 名が琉球ハイヤーへ移ってく
合」です。
古島営業所の４名が

今後は全自交沖縄地方連合 に情報共有や相談をしながら

（有）共同交通の喜屋武会長 す。

今回は連合岩手や事業者団

岩手県内の自治体によるタ

内の自治体要請行動を報じた 村に拡大しており、事業継続

「全自交しんぶん」を主要駅 のための支援、感染防止策へ

等で配布し、タクシーの支援 の助成、市民の移動確保のた

を自治体に要請して実現して めのタクシー利用券の配布等

きた成果をタクシー乗務員に が実施されています。岩手地

伝え、
「ともに力を合わせコ 本では、これらの支援を団結

は７月 日、四国運輸局にタ 感染症への対策、ライドシェ れ事業者には指導・勧告のプ

四国交運労協ハイタク部会 の確立、新型コロナウイルス ついて「公定幅運賃の下限割

適正運賃の確立等を求める

ています。

ロナ危機を乗り越え、職場と した力でさらに拡大させ、組

訴えました。

実質所長をしている な恰好での勤務が常態化して

央）
。平良氏は過去に 手袋、言葉遣いなど他社にな
連合系の他産別の支 い品質がプライドに繋がり、
部長を東京でしてい 利用客の獲得につながるとい
たこともあり、その う考えで営業しています。全
人望から宮古島の観 員まだ若く、委員長の平良氏
光施設や島内外の著 で 歳、書記長の平野敦守氏

も入るという事です。 氏で 歳、同・川満瑞穂氏で
歳です。今後宮古島内で一

クシー会社に勤務し 人づつでも組合員を増やして

４名は島内で別のタ

32

四国交運労協、運輸局要請

なりました（写真中 宮古島営業所では制服、白の は７月 日に釜石支部（左写 それぞれ組織拡大行動を実施 を呼びかけました。

全自交岩手地本
（森委員長） 真）
、８月７日に盛岡支部が し、全自交岩手地本への結集 労働条件を守っていこう」と 織拡大に繋げていくこととし

自治体要請の成果を宣伝し結集呼びかけ

10

平良聡氏が委員長に いることから、琉球ハイヤー

当初の組合員となり、 社は制服がなく、個人の自由

全自交岩手地本、組織拡大行動

クシー労組が結成されまし 議会にて相談を受け、宮古島 条件などでも相談を受けるこ す。

てとなる沖縄県宮古島市でタ 連絡があり、連合宮古地域協 とも連絡を取っており、労働 していただきたいと思いま 会に所属し、共同交通分会と 活動していく事になっていま 体と共同で取り組んだ岩手県 クシー支援は岩手県と 市町

20

15

名人などからの予約 で 歳、執行委員の奥平茂幸

45 42

27

要請行動を行いました。

いきたい。運賃改定後、新型

回答を得ました。

いよう指導していく」などの

て制度が誤った方向へ行かな

種協議会へも積極的に関わっ

してもらえるよう努力し、各

とし、
「特措法の趣旨を理解

い。情報提供をお願いする」

もしているが確認されていな

対象とした白タク行為は調査

関わっていく。訪日旅行者を

切に活用されるよう運輸局も

いない。自家用有償運送が適

シェアの実証実験は行われて

ついては「 管内ではライド

く」と答え、ライドシェアに

を公表するよう指導してい

て事業者に労働条件改善状況

込んでいる。適切な時期を見

により営業収入が急激に落ち

運輸局からは、運賃問題に コロナウイルス感染症の影響

策などを求めました。

化、白タク合法化反対などの 対象とした白タク行為への対 議をしながら方向性を定めて

クシー事業の適正化・活性 アの実証実験や訪日旅行者を ロセスを踏まえて、本省と協

29

今回の要請では、適正運賃

意見交換するハイタク部会の参加者
（左から二人目が傍士高地地本委員長）

沖縄県・宮古島で全自交組織を結成！
雇用調整助成金
（コロナ特例）

23

第１２０２号（ 2 ）
原則毎月15日発行
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２０２０年８月15日

全自交東京地連
◇標準報酬月額のコロナ休業特例

全自交東京地連は７月

は、コロナ感染の拡大で外出 援、④タクシー乗務員への危 乗務員に対し、
「１労働日・ 拡大させていかなければなり 幅に下がった場合、標準報酬

討論では釜石支部の今野委 販売する取り組みを始める」

月額を翌月から改定できるよ 員長が組織拡大行動の報告の との説明もなされました。ま

「交通崩壊」を防ぎ、生活 うになったことを伝え、制度 中で休業手当を受け取れない た、東舘書記長が感染防止対

日、新型コロナの感染拡大で 自粛やテレワークの普及等で 険手当の支給、⑤新たに始め １万円」の危険手当の支給を ません。
甚大な影響を受けている都内 タクシー需要は激減してお たフードデリバリーへの支援 求めている点は労働現場の深

刻さを表しており、第２波の に欠かせないタクシーを自治 の活用を訴えました。また、 会社もあることや、釜石市に 策に対する二戸市の助成制度

最後に９月 日に全自交岩

クシー利用券を５０００円で しました。

青森地連執行委員会

よう」と訴えました。

「自治体への支援要請を強め 釜石市が１万円分の飲食・タ 行動を全県で展開することと

県・市町村の限度額を示し、 しました。その中で「今度、 決定し、それまでに組織拡大

成臨時交付金」３兆円の各 成果を上げてきたことを報告 手地本定期大会を開くことを

自治体支援の状況と「地方創 と連携して連続的に実施し、

特に感染リスクに日々晒さ 感染拡大が叫ばれている現 体がしっかり支える施策こそ 東北地方のタクシーに対する 対する支援要請を連合・議員 を報告しました。

のタクシー職場の苦境を東京 り、タクシー乗務員の生活も 等となっています。
都議会立憲民主党・民主クラ 困窮を極めています。また、

岩手地本執行委員会

ブの交通政策調査会、中村ひ タクシー車内での感染防止に れながら勤務に就くハイタク 在、全国に危険手当の要望を 今最も必要です。
ろし会長と西沢けいた事務局 も力を入れ、換気とマスク、
長に訴えるとともに、東京都 手袋の着用をはじめ飛沫感染
知事宛てのコロナ関連の要請 防止の対策を取り、利用者の

自治体要請を強化し仲間を増やそう

書を託し、翌日の 日に多羅 輸送１回毎に消毒液を散布す
尾光睦筆頭副知事に手渡され るなど万全を期しています。
しかし、感染が拡大した４月

全自交岩手地本
（森委員長） 対する支援が拡大している。

ました（左写真）
。
東京都内のタクシー産業 の売上は対前年比で半分にも

祉会館会議室で第７回執行委 動を一層強化してこの危機を

山名八戸市議が取り組み報告
は７月 日、盛岡市・勤労福 この動きを組織拡大に繋げ運

未だに収束が見込め

と挨拶しました。
員会を開き（上写真）
、自治 乗り切ろう」

会議には組織内議員の山名 現してきたことが述べられま

～八戸市の自治体支援拡大～

全自交青森地方連合会（後

約者へのタクシー券

への支援、②移動制

負ったが、各地で自治体に苦 で増額支給できること、②感 春闘の最終集約と今後の活動

のタクシー業界は大きな傷を もに、過去の休業手当も追加 行委員会を開き（左下写真）
、 山名議員は八戸市の１事業者 記次長は、コロナ感染症の影

型コロナ感染症の拡大で県内 １００％）が見直されるとと 市・労働福祉会館で第３回執 報告を行いました。その中で

万円の支援について議会で 響による東北地方の現状を説

また、全自交労連の高橋書

配布、③公共交通の

％のプレミアムタ 額特例改定の活用を訴えると

66

とを訴えました。

ロナ危機を乗り越えていくこ

しっかり反論し、団結してコ

会社の不当な言動・行為に

春闘の総括を行うとともに、

これに対し、江良書記長は

た。

厳しい現状が報告されまし

る休業を余儀なくされている

を拒む事業者や３カ月にわた

による減収を理由に契約更新

出席者からはコロナの影響

に７０００セット完売）を実 ことを呼びかけました。

３０００円で販売・８月初め 支援要請を積極的に取り組む

クシー券（ ５０００円分を ともに、自治体へのさらなる

支援や

を」と訴え、事業者団体への （コロナ特例）と標準報酬月

を活用したきめ細かな支援 維持のために雇用調整助成金

質し「 地方創成臨時交付金 明し、休業した組合員の生活

20

16

満たない状況となり、

ない状況下で事業を

来賓として出席した全自交
体要請の強化や組織拡大行動

の実施等、今後の活動につい 労連の高橋書記次長は、①雇
用調整助成金のコロナ特例に

最初に森執行委員長は「新 より助成率（解雇なしの中小 藤委員長）は７月 日、青森 文世八戸市議が参加し、議会 した。

て協議しました。

30

境を訴えた結果、公共交通に 染症の影響で休業し報酬が大 方針を決定しました。

における感染防止策

は、①タクシー車内

具体的な要請内容

継続しています。

25

事業継続のための支

26
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東京都にコロナ対策・危険手当を求める

全自交東北地連（江良委員 開催予定だった定期大会です パーシティー法案も通り、経 独自のタクシー支
長）は８月１日、福島県の飯 が新型コロナの感染拡大を受 済同友会の動きもあり、ライ 援の拡大状況を講
坂ホテル聚楽で第 回定期大 けて延期し、この日も代議員 ドシェア問題は続いている。 演し、積極的な活
会を開き、加盟６地連地本か のみの出席として規模を縮小 コロナ危機を乗り越えてライ 動を呼びかけまし
ら代議員が参集し、新年度の しながらマスクとフェイス ドシェア導入を阻止しよう」 た。その後、森書
運動方針・予算と役員体制を シールドの着用や距離を確保 と呼びかけました。東北地方 記長が運動方針案、
決定しました。当初は６月に した配置で感染防止対策を の自主経営を支えてきた谷地 予算案、規約改正
とった上での開催 田顧問の挨拶後、組織内議員 案を提案し、満場

地方創生臨時交付金、総額３兆円

今こそ自治体要請を強めて

公共交通を守り抜こう！

の山名八戸市議が挨拶し「八 一致で採択された

影響を与えています。地方公 現在、各地方公共団体におい タクシー産業の現状を地方公

命を脅かし地域経済に甚大な 実施計画が提出されました。 を受け苦境に立たされている

新型コロナ感染拡大の影響

議長選出後、挨 戸市ではタクシー事業者への のち「コロナ危機

共団体の取組を支援するた て、第２次補正予算分につい 共団体に訴え、生活に欠かせ

新型コロナ感染症の拡大は 全１７８８地方公共団体から

拶に立った江良委 助成金に続きプレミアム付き を団結した力で乗

め、２０２０年度第１次補正 て実施計画を策定していま ないタクシー等の地域公共交

となりました。

員長は「新型コロ タクシー利用券の販売が始ま り越えよう！交通

予算で１兆円、第２次補正予 す。活用事例集では、感染防 通を守る取り組みとして、強

会場では今回の豪雨災害で 算で２兆円の地方創生臨時交 止対策や地域経済・住民生活 く求めていくことが重要で

ナの感染拡大の中 り好評を博している」と述べ 崩壊を阻止し、雇
用と労働条件を守ろう！」と

熊本地本の仲間が被災したこ 付金が確保されています。「コ の支援に関する事業として、 す。

次に江良委員長らの再選を とを受け、参加者に救援カン ロナ対応のための取組である ①公共交通（バス、
鉄道、

森書記長が活動報告を行う のスローガンを採択。

での開催となった ました。
が、困難を乗り越

えて進もう」と参 とともに、加盟６地連地本か

加者に訴えました。 ら各県の報告を受けました。 決めた役員改選を行い、閉会 パを呼びかけ、翌日の自主経 限り、自由にお使いいただく 旅客船、航空等）応援

全自交労連の伊藤 その後、全自交労連の高橋書 挨拶後、静かにこぶしを突き 営学習会と合わせて３万円が ことができます」として、こ 事業、②地域公共交通

が、この臨時交付金を活用し ③外食産業等テイクア

中央執行委員長は 記次長がコロナ危機の実態や 上げる団結ガンバロウを三唱 集まり、伊藤中央執行委員長 の間、数多くの地方公共団体 機関の高度化支援事業、
に手渡しました。

て、
①交通事業の継続支援金、 ウト・配送事業等が明

の信頼関係を築けば有事にも つかっている課題について出 ③移動困難者へのタクシー利

今後のスケジュール

用券配布等、タクシー・公共 は先行受付分（７月

最後に昨年立ち上げた「東 交通事業者への独自支援が行 日締切）が９月交付予

ニーズは底堅いことを示しま し合いました。
した。そして、
「これらのサー

定、最終受付分が 月

第１次補正予算分
（１兆円） 交付予定となっていま

ビス提供には歩合給の賃金体 日本タクシー事業協同研究 われてきました。
系の見直しこそ必要」と述べ 会」の今後の運営について確

６回目となる東日本自主経 飯坂ホテル聚楽で開かれ、新 た。協賛団体の全自交東北地 内氏は①タクシーに対する社 ました。参加者は元気の出る 認し、学習会を終えました。 については、５月 日までに す。

地域交通の期待に応え、
利用者との信頼構築を

体例を示し、地域・利用者と 現状や特徴的な取り組み、ぶ ②感染防止対策への助成金、 記されています。

来賓挨拶で「スー 各種助成制度の活用、自治体 して大会を終了しました。

第 ６ 回 東 日本自主経営学 習 会

「交通崩壊」防ぎコロナ危機を乗り越えよう

営学習会（実行委員長・谷地 型コロナの感染拡大で経営が 連を代表し挨拶した江良委員 会の期待と実態の乖離、② 話を真剣に聞き入りました。
次に講演２として電脳交通

31

東北地連第46回定期大会
田恒夫）が８月２日福島県の 一気に厳しくなる中、東北・ 長は「会社を立ち上げたあの １００年に一度のモビリティ

新潟の８社・９職場 時の思いを忘れずに職場を 改革は運賃・賃金改革でもあ の
「クラウド型配車システム」

その後、事務局を務める全

また、新潟地連の海藤書記長 から、
について述べ、
タクシー ら多くの質問に答えました。

から参加者が集まり 守っていこうと」
訴えました。 る、③地域と公共交通のこれ について説明を受け、会場か
ました。

東北地連の森書記 は「我々の原点を見つめなお の期待は高まっており、自治

長が座長を務め、主 し、サービスの面でも地域の 体の支援もタクシーに向かっ 自交労連の高橋書記次長がコ
催者を代表して谷地 見本になっていく会社にしよ ていることや移動の価値は広 ロナ危機を乗り切るための助
まっており従来の受益者負担 成制度の活用や地方創成臨時
参加者の自己紹介後、講演 システムは変化していくこと 交付金を利用し全国に拡大し

田氏は「新型コロナ う」と呼びかけました。
の影響で経営は厳し

さ を 増 し て い る が、 １として竹ノ内博美氏（東京 を説明し「今こそタクシー再 ている自治体のタクシー支援
知恵を出し合いこの 交通新聞社）が「これからの 生のチャンス」と参加者に呼 の重要性を訴える課題提起を
危機を乗り越えてい 地域交通とタクシーの役割」 びかけました。また、乗り合 行いました。その後、参加し

熊本の被災した仲間３名に
本部より30万円の見舞金
を決定

11

46

こう」と挨拶しまし と題して講演しました。竹ノ い事業や障碍者サポートの具 ている各社から会社・地域の

豪雨災害
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