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２０２１春闘方針素案（要旨）

線バス撤退後のデマンド交通

服するために積極的に闘いま 支えるとともに、近年では路

す。

タクシー産業は、重要な公 や児童の通学も担っていま

共交通として、市民生活やビ す。自ら感染リスクを抱えな

ジネス・観光を日常的に支 がらコロナ禍の最前線で働く

え、災害発生時も「移動にお ハイタク乗務員の命と生活を

ける最後の拠り所」として役 守るための政策を実行させる

割を果たしてきました。コロ ためには、労働組合の団結し

の格差が拡大し、非正規労働 少子化・高齢化に歯止めがか 「交通崩壊」が叫ばれる程、 素が失われてきましたが、今 ナ禍の中でもエッセンシャル た力が必要です。２０２１春

者の増加に比例して労働者の からず、労働人口の縮小も進 深刻な危機をつくり出してい 回のコロナ危機で日本社会脆 ワーカー（生活維持に欠かせ 闘を全力で闘い、長期化する

先させ、訪日中国人観光客の らくや強引に推し進めた「Ｇ えています。６月に解雇・雇 ます。残業削減が賃金減額に

アメリカでは大統領選挙が 渡航を止めることなく感染を ＯＴＯキャンペーン」により い止めになった労働者数は見 作用し、長期休業を余儀なく

となり医療崩壊が危惧される 難になっています。
深刻な状況に突入しました。

「医療崩壊」を起こさないた 行われ、大接戦の末 月８日 拡大させた安倍政権の初動の 全国的な感染拡大を引き起こ 込みを含め２万人を超え、そ された職場も膨大な数に上っ

報じられました。しかし、ア 活保障での無為無策を厳しく きたことによって支持率を大 スで増加し続け、 月６日に 化は、雇用不安を高めながら

11

世界的には 月から最悪の メリカ国内の分断も深刻でコ 批判しなければなりません。 きく低下させています。次期 は７万人を突破しました。雇 賃金低下を常態化する危険が

求められています。

めの大胆な医療支援が早急に にはバイデン氏の当選確実が 失敗とその後の感染防止や生 し、医療崩壊の危機を高めて の後は１カ月に１万人のペー ています。コロナ危機の長期

11

感染拡大期を迎え、 月８日 ロナ感染防止対策を軽視し、 新型コロナの感染拡大で日本 衆議院総選挙で政権交代を実 用調整助成金の特例も来年２ あります。

には感染者が５０００万人を 黒人差別反対運動を弾圧して 経済の半分以上を占める国内 現し、命と生活を守る政策で 月末まで延長されましたが、（２面に続く）

11
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団結力でコロナ危機を乗り越える２０２１春闘
～社会の脆弱さを賃上げで克服～



はじめに

実質賃金は下がり続けてきま み、将来不安が蔓延する社会 ます。この間の消費税増税、 弱性が露呈したといわなけれ ない職業に従事する労働者） コロナ危機に諦めることなく

新型コロナ感染症の拡大 しています。安倍内閣の長期 した。また、２度にわたる消 に変えられてきました。そこ 医療・福祉予算の削減、非正 ばなりません。２０２１春闘 として患者や医療関係者の輸 立ち向かい、労働組合の団結

は、これまで蓄積されてきた 政権の中で、大企業・富裕層 費税増税で消費を冷え込ま に、コロナ禍が社会を襲い、 規労働者の拡大、
年金の減額、 は、日本社会の抱える課題に 送をはじめ、感染のリスクが した力と行動で戦後最大の危

５．賃金の低下

コロナ危機により、賃金の

今後は中小企業の廃業も加速 ０％の落ち込みを記録しまし

新型コロナの感染拡大は、 響を大きく受けた職場ではさ

基調から脱していません。影

菅政権は、コロナ対策に全 し、地域経済への影響が懸念 た。９月に入ってもマイナス

せなければなりません。

地方都市にまで感染を拡散さ められているとともに、
財政・ え抜くことが求められます。 カーへの支援を確実に実施さ 可能性が指摘されています。 月は▲２・３％、６月は▲２・

ンペーン」
を積極的に推進し、 の開発はかつてない速さで進 るまでの移行期をしっかり支 受けたエッセンシャルワー 間で５万３０００社を超える スに転じ（ ▲０・６％）
、５

るばかりか、
「ＧＯＴＯキャ ています。一方ではワクチン 力に推進し、社会が軌道に乗 け、コロナ禍で大きな影響を のペースで推移した場合、年 言が出された４月からマイナ

を知りながら政府は検査を怠 極度の貧困に陥ると予想され 制強化と失業・貧困対策を強 なければなりません。とりわ ４万３８０２社にのぼり、こ 移してきましたが緊急事態宣

の感染者が多く存在すること 人近くの人が２０２０年中に 格差・分断を許さず、医療体 コロナ危機を乗り越えて行か 業・廃業や解散した企業は 額は対前年同月比プラスで推

10

います。重症者数が過去最多 の水準を取り戻す道のりは困 京オリンピックの開催を最優 理由を全く説明できない体た 雇用情勢にも大きな影響を与 らに下げ幅が大きくなってい

て第３波の感染拡大を迎えて ていますが、経済がコロナ前 なダメージを受けました。東 術会議の任命を拒否し、その

過去最高の感染者数を記録し ろ金融崩壊の再来は避けられ 感染拡大が社会を襲い、大き 力をあげるべき時期に日本学 されます。

日本経済は、新型コロナの

せました。 月から 月にか 通貨等で各国が大規模な対応 ３．国内情勢
11

けて感染者が急増し、現在、 を取ったことにより今のとこ

10

10

全自交しんぶん

主な記事

社会の矛盾をあぶり出すとと 優遇の政策が続き、
「分厚い せ、緊縮財政の下で社会保障 国民の命と生活を脅かしなが 地方切り捨て等を通して「安 加え、コロナ禍によって明ら 高い高齢者や免許返納者等の 機を乗り越えて行くことが求

きたトランプ政治のツケがア 消費が大幅に減少するととも 戦後最大の危機となったコロ 特例期間が切れれば失業者は

おり、
「雇用崩壊」と言える

メリカ社会を深刻なものにし に、輸出量も激減しており、 ナ危機を乗り越える政治選択 さらに増加すると予想されて

ています。外交面でも早期に 「内需・外需総崩れ」の様相 が求められています。

新型コロナ感染症の影響で

ナ不況による倒産・失業・貧 者の増加

突破し、さらに増え続けてい 米中関係が修復されることは を呈しています。今回のコロ ４．倒産・廃業の加速と失業 深刻な状況にあります。
ないとみられています。

国際社会は、新型コロナと 困の連鎖を阻止し、中小企業

全世界で新型コロナウイル いう「人類共通の敵」と協力 支援・雇用維持・需要回復の 倒産に追い込まれる企業が相 下落が鮮明になっています。

に突入。若者を中心に無症状 ス感染症により、９０００万 して戦い、増幅された社会的 軌道を何としても作り出し、 次ぎ、１月から 月までに休 本年１月と２月の現金給与総

半ばから第２波の感染拡大期

コロナ感染症でしたが、７月 ２．世界情勢

一時的な収束を見せた新型 る状況にあります。

１．新型コロナ感染状況

Ⅰ．春闘を取り巻く情勢と課題

もに、その矛盾をより深刻に 中間層」を破壊しながら貧富 が削り取られてきた結果、超 ら、
「医療崩壊」
「雇用崩壊」 定した持続可能な国家」の要 かとなった社会の脆弱さを克 通院・買い物等の生活交通を められています。

春闘でこぶしを突き上げる全自交の仲間
20
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（１面より続く）
となるという悪循環を断ち切
新型コロナ感染症は、公共 いますが、今なお約３割の需 えながら運行してきました。

経済状況がコロナ前に戻るの るためにも、国の大胆な財政 交通の需要を急激に奪い、「交 要を失っている状況にありま 国や自治体あげて
「交通崩壊」
を防ぐために、感染防止策、

80

Ⅳ．賃金・労働条件改善の要求

ロナの感染リスクを日々抱え １００％」支給を求めるとと 全力をあげます。

休暇の改善を要求します。有

給休暇が取得しやすい環境を

間額＋２００円」以上の企業

「休業協力一時金」の ２．賃金の統一要求は賃金体 内最低賃金協定の締結を要求
ながら勤務しており、勤務時 もに、

系にかかわらず、生活維持分 します。

前進することが望まれます。 円）の支給を求めます。
また、 ３．コロナの感染拡大による と賃金回復分として組合員１ ５．雇用形態の違いによる差

10

60

整備します。

ナ 特 例 ） の 制 度 活 用 を 促 公共交通を担う労働者にふさ 向けて、
「時間額１１００円」

を完全に履行させ、 ４．運転者最低賃金の創設に
生活に欠かせない公共交通 事業継続支援、危険手当の支 １．２０２１春闘の賃金要求 ２．雇用調整助成金（ コロ 策の推進、

が２０２３年～２４年という 出動による直接的な生活支援 通崩壊」の危機を作り出して す。
予想も出されており、雇用不 とともに、２０２１春闘での きました。タクシー産業の営

求められます。

域が協調して取り組むことが ける適正運賃の確立に向けて の危険手当（１労働日・１万 支給を求めます。

た。６月から徐々に回復して を要請され、感染リスクを抱 います。

とのない下げ幅となりまし 期間も国交省から事業の継続 を守り抜くことが求められて １．タクシー乗務員は新型コ し、休業手当の「 平均賃金 わしい労働条件を築くために 以上または「地域最低賃金時

安が高まる中の長期にわたる 積極的な賃金闘争の展開と社 業収入は、かつて経験したこ は緊急事態宣言が発せられた 給等の対策を講じ、公共交通 ●コロナ関連要求

６．公共交通存続の危機

賃金下落が消費意欲を一段と 会的波及が求められます。
低下させ回復を遅らせる要因

Ⅱ．ハイタク産業の動向

２０１９年タクシー運転者 の車内感染防止対策をしっか 意のもとに勤務シフトの変更 是正分として、賃金要求とは ●コロナ禍での労働条件改悪

感染防止対策、空気清浄機等 には、労使の真摯な協議と合 ます。また、他産業との格差 同一賃金」を求めます。

「同一労働・
コロナ危機を乗り越えるた ５．タクシー労働者の賃金・ マスク・消毒液の支給や飛沫 急激な需要減退が起きた場合 人当たり月額１万円を要求し 別がないよう、

「１人・２万円」の慰労金支 ４．タクシー適正化・活性化 議論が必要です。輸送実績

１．感染拡大によるタクシー 対策でタクシー運転従事者に 介しており警戒が必要です。 めの運賃改定について真剣な 労働条件
の営業収入への影響

17

％を超える回復を見 長くなっています。タクシー また、家族に感染者が出て、濃 行時の国会附帯決議である、 ３．年 日以上の有給休暇が 生き延びようとする悪質事業

確信犯的に法令を無視して

制度について、新設・増額を ●悪質事業者の排除

く求めます。さらに、退職金 （略）

や休業の実施規模等を決定す 別に一時金の新設・増額を強 と不当解雇を許さない闘い

タクシー乗務により新型コロ ることを要求します。

（全タク連・サンプル調査） （男）の全国平均・月間実労 り行うよう要求します。

国土交通省は「新型コロナ を見ても２月に運賃改定した 働時間数は、１９５時間で前

緊急事態宣言が発せられた 給を決定しました。エッセン に向けた課題
４月・５月に全国平均で対前 シャルワーカーとして働くタ

年比 ％台まで激減しました クシー乗務員への直接支援を の影響で輸送実績の急減が明 青森・埼玉・神奈川・高知・ 年と比べ１時間長くなり、全 ナに感染した場合には、賃金の ●賃金要求

定解除を２０２１年９月 日 度比

が、６月には約 ％、７月は 全国に拡大するよう運動を強 らか」として準特定地域の指 長崎の５県では９月に対前年 産業（男）との比較で 時間 全額補償について要求します。 １．改正タクシー特措法の施 要求します。

37

・８％まで回復しました。 化していきます。

66

公正な競争が阻害されるこ

あわせて、 とがないようタクシー職場の
新型コロナの感染拡大と東 案すれば極度な供給過剰にあ となっており、運賃改定がな 全産業（男）の５６１万円と 保障と感染防止の観点から特別 給与体系の再構築、③運転者 実に取得させます。

今年４月以降の輸送実績を勘 の単純平均でも９月 ・８％ 円（前年３４８万円）であり、 待機を要請された場合には生活 と歩合給のバランスの取れた し、年５日以上有給休暇を確

73 24

長期化が懸念されます。
２．自治体のタクシー支援の

ころまで追い込まれています。
しかし、５月 日に改正地
域公共交通活性化再生法が成

Ⅲ．春闘の取り組みの基調

４．
「ブラック企業」を追い

②収束までの期間、１乗務 算出において総賃金を労働日

⑤新型コロナの影響による

が減額しないよう要求します。

２万円）
」の「危険手当」の 仮想営収方式を採用し、賃金

る「交通崩壊」を防ぎ、公共 毎に
「日額１万円
（２労働日・ 数で除する方法や減収以前の

出し、適正需給・適正運賃の １．新型コロナ感染拡大によ
確立へ

コロナ危機による需要の長 交通を守る取り組み

金・労働条件を確立するため います。２０２１春闘は、職 期減退の中で適正車両数につ （１）感染防止と乗務員への 支給を要求します。

③乗務により新型コロナに

①乗務員の感染防止のため 感染した場合、完治するまで 経営悪化を理由に、休業手当

コロナ危機の長期化の影響 に全力を上げる春闘です。長 場での賃金改善要求ととも いて真剣に協議し、適正需給 支援

臨時交付金を確保し、新型コ 自家用有償運送の安易な拡大 にふさわしい賃金に改善
ロナ対策を講ずる中、全自交 に警戒しなければなりません。

また、竹中平蔵氏は「スー で営業収入が激減し、タク 時間労働にさらされていなが に、公共交通を守るための政 を確立することで法律の趣

り返す悪質事業者が拡大して

④新型コロナ感染拡大によ いる状況にあることから、労

体に求めました。 月 日現 国家戦略特区でスーパーシ カーとして働くハイタク労働 力で突破していきましょう。 求めます。また、タクシーの り返す悪質な
「ブラック企業」 染リスクが特に高い輸送につ る影響で休業した場合、雇用 働者の生活維持と公正競争

共交通を守る取り組みを自治 シェア解禁を狙っています。 ながらエッセンシャルワー シー労働者の厳しい現状を全 や自治体に継続的支援を強く ります。また、法令違反を繰 す。また、感染者輸送など感

シー産業の苦境を訴え地域公 もできる」と豪語し、ライド めており、感染リスクを抱え 件を背負わされているタク ことが求められています。国 保・向上を実現する必要があ 確保について支援を求めま う求めます。

がら要請行動を展開し、タク パーシティではライドシェア シー労働者の生活は困難を極 ら生活が維持できない労働条 策闘争を車の両輪として闘う 旨・目的である労働条件の確 にマスク・消毒液等の資材の の間、賃金を全額保証するよ の不支給や最低賃金違反を繰

労連は地方議員等と連携しな

手当の支給を求めます。

業収入も８月は対前年比 ％ 礼方式で白タクまがいの行為 への影響を分析しながら適正 潟Ａ地区で運賃改定申請が出 地域間格差も拡大している現 で自宅待機を命じた場合は休業

復基調にあったタクシーの営 シェア解禁の動きは弱まり、謝 ナの感染状況とタクシー需要 上も高く回復しています。新

11

を割り込み、 月には第３波 を繰り返してきた東京のＣＲ 需給の確立に向けた施策を地 されていますがコロナ禍にお 状にあります。↖

60

の感染拡大期に突入し影響の ＥＷもサービスを終了すると

11

国は総額３兆円の地方創成 立し、規制が緩和されており １．エッセンシャルワーカー の格差を是正し、魅力ある賃 叫ばれる状況が生み出されて

広がり

27

Ⅴ．ハイタク産業の政策要求

また、タクシー産業内部の 求めます。その他、会社の判断 離割引の是正、⑤過労防止対 収方式の導入等）と特別有給 力をあげます。

第２波の感染拡大となり、回 京五輪の開催延期でライド ることは明白です。新型コロ かった地域と比較して ％以 の格差は実に２０１万円です。 有給休暇を付与する等の対応を 負担の見直し、④過度な遠距 有給休暇の手当改善（仮想営 違法行為を一掃するために全

ると、
全国で感染者が急増し、

ＴＯキャンペーン」を開始す る動き

しかし、７月下旬から「ＧＯ ３．ライドシェア導入をめぐ まで見送ることとしました。 せ、運賃改定地域（ 地域） 運転者の推計年収は３６０万 厚接触者として保健所から自宅 ①累進歩合の廃止、②固定給 付与されている労働者に対 者を許してはなりません。

31

第１２０６号（ 2 ）

30

北海道・旭川市は第６次緊急 ら廉価に展開」する構想を紹

２０２１春闘は、他産業と 減し、
「交通崩壊」の危機が ればなりません。

なければなりません。

用の補助を要求します。

（３面へ続く）
ます。また、休業補償の日額 化を要求します。

コロナ危機により需要が激 イドシェア解禁を阻止しなけ ら追い出すために全力をあげ 要がありますが、その設置費 期間（１年間）の延長を求め を守らない事業所への指導強

継続し、国家戦略特区でのラ 競争確保の観点からも市場か 清浄機の設置措置を講じる必 の延長と制度そのものの利用 改善基準告示・改善基準通達

援事業数は、 の都道府県で には区域指定し、高齢者の通 は社会的に重要な課題です。 現とライドシェア導入阻止の 法化を絶対に阻止する闘いを 禍においてこそ強化し、公正 沫感染防止策や高性能の空気 が活用できるよう、特例期間 法・最低賃金法違反の摘発や

在の自治体によるタクシー支 ティの迅速な実現を求め、春 者の労働条件を改善すること ３．公共交通を守る政策の実 存立基盤を破壊する白タク合 に対する監視・摘発をコロナ いては、運転席を隔離する飛 調整助成金（新型コロナ特例） を確保する観点から労働基準

10

事業、３９７市区町村で 院に「 ボランティア・タク ２．
他産業との格差を是正し、 闘い

44

４１３事業となっています。 シー事業をタクシー事業者自 魅力のある労働条件を！

62

原則毎月15日発行
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（２面より続く）

できるよう、タクシー利用券 化の推進
①改正タクシー特措法を実

運賃への改定を要求します。 関を設置し、労働者の声を反
③相乗りタクシー、定期券 映させるとともに、検証作業

③タクシーの有償貨物運送 効性あるものとするために、 タクシー、変動迎車料金等の においても労働組合を参加さ

（２）事業支援と利用者への の配布を要求します。
支援
①生活に欠かせない公共交 の利用継続のために配送料の 特定地域の指定基準の見直し 新たな運賃制度が導入されま せるよう求めます。
通としてタクシーの事業が継 助成措置を延長するよう要求 を求め、新型コロナ感染拡大 したが、その新たな運賃制度 ２．ライドシェア導入を許さ
で労働条件が大幅に低下した の導入が運送収入を低下さ ず、自家用有償運送の安易な

④新型コロナ感染拡大で甚 地域を特定・準特定地域に指 せ、また、労働者にリスク 拡大に反対

続できるよう、融資制度だけ します。
でなく減収分を補う特別な支
「スーパーシティ構想」
援金や運行経費を直接支える 大な影響を受けた飲食店やタ 定し、悪化した労働条件の改 を負わせることのないよう、（１）
支援制度を確立するよう要求 クシー事業を支えるため、感 善のためにコロナ禍における しっかりと検証し、運送収入 に反対

加藤直人委員長

争議に全力挙げた８年、
運動の継承を

新委員長に森田貫二氏 を 選 出

重審議を求める地方議会の意 共交通の主軸に位置付けて最

主体、収受できる料金が規制

見書採択運動を引き続き取り 大限活用し、輸送対象や運営

組みます。

度が安易に拡大しないよう取

（２）ライドシェア不要の「地 緩和された自家用有償運送制

域公共交通計画」作成推進

②様々な形態の白タク行為

①改正地域公共交通活性 り組みます。

化・再生法に基づきライド

シェア不要の「地域公共交通 について取り締まり強化を求

に、関係省庁の事業を集中投 がるこうした安易な有償運送 計画」を作成するよう関係自 めます。また、運転代行につ

治体への働き掛けを強めま いても、白タク等の悪質な違

Ⅵ．闘いの進め方

１．春闘体制の強化

し、組合員が一体となった闘

争体制を築きます。

全自交本部専従役員から大 いる。今回の新型コロナ感染 支部においては春闘討論集会 りとした意思統一をはかりま 合員に伝えるための「 春闘

その後、活動経過報告と新 シー労組）を選出しました。 大事にして行きたいと思って １．各地連・地本及び各単組・ 針、要求事項についてしっか ２．団体交渉の内容を広く組
年度運動方針案、予算案を提

ニュース」等を各職場で発行

します（第 回中央委員会に

また、ストライキ権を確立 するよう努力します。

２．要求の提出と妥結の集中化

員長は就任挨拶で「８年ぶり 様々なことが起こっている 集会を開催し、春闘情勢、方

案し、満場一致で承認されま 阪での活動に移った森田新委 症の影響で廃業や倒産など や学習会、決起集会等の職場 す。
した。

任期満了に伴う役員改選で に大阪に帰ってきて加藤委員 が、その流れに逆らうべく、
闘争を精力的に闘ってきた。 は、執行委員長に、森田貫二 長の後というのは少し荷が重 年明けから活動を積極的に

」と述べる 行っていきたいのでよろしく １．全自交労連第 回中央委 地方連合会・地方本部及び各 おいて決定します）
。
主催者を代表して挨拶に リーダーとしての判断が問わ 氏（新任・全相互タクシー労 いと思っている。

全自交大阪地連（加藤直人 員体制を確立しました。
執行委員長）は 月８日、大

②ライドシェア反対又は慎 す。また、タクシーを地域公 法行為の摘発を求めます。

①政府が進める「スーパー 資」するとしていまが、構想 の拡大に反対します。

月を目途にスーパーシティ に「ボランティア・タクシー

また、新たな運賃制度の導 を公募し、２０２１年春には 事業をタクシー事業者自ら廉

②労働条件の向上と適正利 入に当たっては、実証実験段 区域指定して「先端的サービ 価に展開」する構想を紹介し

まることから、妊婦、高齢者、 券を発行するなど、効果的な う求めます。

り、外出時の感染リスクが高 シー利用にも併用できる飲食 活性化策を協議・実行するよ で導入しないよう求めます。

②新型コロナ感染拡大によ 付きタクシー利用券やタク 感染防止策、タクシー事業の 懸念される場合は事業者判断 シティ構想」は、２０２０年 の事例として、高齢者の通院

染状況を見ながらプレミアム 適正台数と運賃の適正化及び の低下や労働者負担の増加が

自動車運転者を使用する
事業場に対する監督指導、
送検等の状況
（2019 年・ハイタク）

して買い物や検診・診察等が （３）タクシー適正化・活性 潤が捻出されるよう、適正な 階から労働組合との協議機 スの開発・インフラ整備等 ており、ライドシェアにつな

障がい者等の交通弱者が安心 経済対策を要求します。

12

運動方針を決定し、新たな役 訴訟、単組役員の解雇撤回 述べました。

挨拶する加藤委員長

全自交朝日自動車労組の救済申立て

会社がチェックオフ認める

車労働組合（辰隆博委員長） 合とチェックオフ協定を締結

とします。

ゾーン」を設定して交渉を集

その日程は中央闘争委員会で

回答指定日は３月○○日と 決定します。

ポートして、労働条件改善と

その後、 月３日に行われ １．各単組・支部は、職場の ２．地連・地本は、春闘時に ともに、
「公正競争確保」
「同

は昨年 月５日、大阪府労働 する」旨を表明しました。

26

働委員会で開かれ、自交総連 締結する」との意思を書面に します。執行委員会等で具体 し、学習会への参加や春闘の

11

会社側はこの日の労働委員 け大きく前進しました。

ます。

伝え、職場課題の解決をサ ます。

絞って審査が行われました。 決着で労使関係の正常化に向 進をめざして全力で取り組み 得ながら、地域の賃金相場を ドシェア反対の行動を組織し

行為に該当するかどうかに てを取り下げました。今回の 加入、嘱託・定時制の加入促 等を通して対象職場の情報を ための支援策の必要性やライ

認めていないことが不当労働 た不当労働行為の救済申し立 ます。とりわけ正社員の全員 かけます。また、アンケート 自治体による公共交通を守る

クオフを全自交系の組合には は１年以上にわたって闘われ 当を決めて加入促進をはかり 全自交加盟や労組結成を働き め幅広い共同行動を組織し、
国・

系の組合に認めているチェッ て提出。これを受けて組合側 的な加入拡大目標とオルグ担 情報交換、共同行動を重ねて やハイタクフォーラムをはじ

３．春闘期間中に、交運労協

「チェックオフ協定を に組合加入の働きかけを強化 組織の仲間との交流を組織 一」の重要性を訴えます。
回調査が 月 日に大阪府労 再度、

申立てを行いましたが、第９ た団体交渉において会社側が 未加入者に対し、春闘期間中 地域の全自交未加盟組合や未 一地域における労働条件統

12

11

委員会に不当労働行為の救済

３．春闘における組織拡大の行動展開

大阪地連の全自交朝日自動 会で「無条件に全自交系の組 ２．すべてのブロック組織、

をはかります。

長に橋口学氏（ 全相互タク シーがある』という安心感を し、
定期大会を終了しました。 春闘の情報交換と指導の強化 ３．要求提出は２月末日まで 中させ、解決を促進します。

、書記 人一人に『 何かあればタク 頭で団結ガンバロウを三唱 中央闘争委員会を立ち上げ、 数の賛同）を確立します。
スへの対応を柱とした新年度 委員会闘争や未払い賃金請求 動展開で継承してほしい」と 新大阪タクシー労組）

閉会挨拶後、新委員長の音 執行委員会のメンバーによる 合員の無記名投票による過半 「統一行動ゾーン」
「解決促進

で第 回定期大会を開き、猛 めた執行委員長としての任務 しないという姿勢が定着した 雄氏（新任・大阪トンボ交通 間・３６５日動いており、安 後の抱負を語りました。

24

威を振るう新型コロナウイル を振り返り、
「この間、労働 という思いはある。今後の運 労組）と山里広明氏（再任・ 全安心は当然のこと。市民一

針を決定し、それ以降は中央 出日までにストライキ権（組 ライキを含む「統一行動日」

、副執行委員長に権藤輝 とともに、
「タクシーは 時 お願いします」と挨拶し、今 員会において２０２１春闘方 単組・支部・分会は、要求提 ４．闘いのヤマ場には、スト
阪市中央区の
「エルおおさか」 立った加藤委員長は８年間務 れたが全自交は安易な妥協を 組）

11

99

します。

監督実施事業者数
323
●労基法違反数

295（91.3%）
主な違反事項
労働時間
161（49.8%）
割増賃金
108（33.4%）
休日
14（  4.3%）
●改善基準違反数

122（37.8%）
主な違反事項
最大拘束時間 84（26.0%）
総拘束時間
68（21.1%）
休息期間
22（ 6.8%）

99

大阪地連定期大会
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統合果たし新会社でスタート

館・花矢交通は 月１日、運 谷地田氏を代表取締役、大館 シー営業所と新花矢タクシー でもある。地域住民の移動を たことをお祝いしたい。サー たい」と感謝と決意を述べま

館市に設立した株式会社大 自交関係者が出資者となり、 てきたユニオン交通大館タク を乗り越えるための取り組み わせて新たなスタートを切っ るために精一杯頑張っていき

労働組合関係者が秋田県大 担ってきた谷地田恒夫氏と全 て労働組合の自主経営を続け 新会社は雇用を守りコロナ禍 あいさつで「みんなで力を合 を得て今がある、期待に応え

要請強化も呼びかけました。

の慰労金支援を伝え、自治体

た。また、旭川市の乗務員へ

で「開業を祝う会」を開きま 長の石川氏を取締役とする会 国に 社ありますが、自主経 者から信頼される会社にした シー会社になってほしい」と 用を守る会社」
「住民の移動を

許可を受け、２日に湯瀬温泉 氏、前花矢タクシー労組書記 自交関係の自主経営会社は全 したサービスを提供し、利用 え、地域に欠かせないタク 全輸送を通して「みんなで雇

輸局からタクシー事業の経営 タクシー労組委員長の小嶋 の事実上の統合会社です。全 支えるとともに、しっかりと ビス向上でコロナ禍を乗り越 した。新会社の組合員は、安

越えていきたい」
、
「夜間の稼

点を再確認し、団結して乗り

に不満もあるが、設立時の原

意見交換では、
「賃金低下

激励しました。

支える会社」として奮闘して

した。新会社は、地元で長年 社として設立しました。新会 営会社同士の会社統合（組合 い」と抱負を語りました。
伊藤中央執行委員長は来賓

経営の健全化で命・雇用・生活を守る

体への支援要請等で連携した

の営収の回復状況を示すとと 意見が出されました。融資も

講演で高橋書記次長は、全国 取り組みを強化したい」との

谷取締役（秋南タクシー労働

全自交岩手地本は 月 日、 い、職場の課題について共有 タクシー利用促進の取り組み もに、全自交自主経営会社で 受けて事業を継続している
31

記次長が出席しました。

織挙げて阻止しなければなら

北坂委員長は、挨拶で「コ ない」と訴えるとともに、自

訴えました。

その後、活動報告を雪岡清

して奮闘を誓い合いました。

対策の徹底を労使で行うよう 音頭で団結ガンバロウを三唱

示し、職場での感染拡大防止 した。最後に、北坂委員長の

拡大しつつあることに懸念を た結果満場一致で承認されま

に感染は収束にならず、逆に 長がそれぞれ提案し、審議し

況となった」と述べるととも 針案と予算案を成田次雄書記

案が出るなど、大変厳しい状 二書記次長が、新年度運動方

い。逆に、経営難から合理化

もな春闘をできる状況ではな と危惧を示しました。

い状況に置かれている。まと に進んでいるのではないか」

活を維持することさえ出来な シェアの拡大につながる方向

だため、タクシー乗務員は生 いる。白タクの増長・ライド

降、売上額が極端に落ち込ん よいということが検討されて

急事態宣言の発令で、３月以 要であればこれ以上取っても

小中高の一斉休校、４月の緊 １以下という料金設定が、必

的状況になっている、３月の までのタクシー運賃の２分の

ため来賓者は招かず、出席し の命と生活と雇用を守るため ロナ禍でハイタク業界も壊滅 家用有償運送について「これ

大会にはコロナ感染防止の るハイタク産業で働く労働者

神戸市教育会館で開きました。 で危機的状況を強いられてい 採択しました。

大会では、新型コロナ感染 方針案と予算案を全会一致で めようという議論がある。組

入阻止を目指した新年度運動 会議の中でライドシェアを進

また「菅政権は、規制改革

て重要である点を強調しまし を終えました。

③ＧＯＴＯトラベルの利用状 る現状や昼型の勤務シフトの 門の効率化が経営維持にとっ あげることを確認して研修会

各社の経営状況を報告し合 況、④自治体への支援要請や 検討課題が出されました。
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縮小開催となりました。

全自交兵庫地連（北坂隆生 た役員、代議員も 名という の取り組みとライドシェア導
委員長）は、 月７日、第

50
回定期大会を神戸市中央区の

11

谷地田社長は「新型コロナ

白タクの増長・ライドシェア拡大に反対

の影響もあり厳しい状況下で
の開業となったが、統合した

場における万全の感染対策等
を配慮して開催しました。

全自交兵庫地連第50回定期大会

係者を激励しました。

が駆けつけ、開業を祝い、関 加し、全自交労連から高橋書 月額のコロナ休業特例申請、 だ営収が８割まで回復してい 般管理費率を比較し、管理部 用・生活を守るために全力を

地連の江良委員長と森書記長 一関、釜石支部から６名が参 成金の受給状況、②標準報酬 一時は半分以下まで落ち込ん 介。全自交自主経営９社の一 道筋をつけ、働く者の命・雇

と高橋書記次長、全自交東北 開き、森委員長をはじめ玉川、 た。会議では、①雇用調整助 注状況が報告されるとともに、 転換している職場の事例を紹 を密にして経営の健全化への

交労連の伊藤中央執行委員長 盛岡市内で自主経営研修会を し、今後の対策を協議しまし 状況、⑤デマンド交通等の受 休業を解消し、７月から黒字 中、知恵を出し合い情報交換

11

ニオン交通秋南タクシーの岩

組合委員長）とともに、全自

県内でともに頑張ってきたユ

「開業を祝う会」には秋田

にわたり労働運動を中心で 社は、過去に倒産を乗り越え 統合）は初めて。

全自交中部地連第９回定期大会

大会では２０１９年度活動
報告と決算報告、２０２０年
度運動方針と予算を決定する

田有執行委員長）
は 月 日、 会の全自交中部地連加盟が提

その後、役員の改選が行わ
れ、本田委員長（愛知地連）
、

大会の中で静岡の新規加盟

田委員長の強い思いから、会 団結を確認しました。

集まって開催したいという本 を各県連代表で掲げ、更なる

きな議題があり、何としても を記念して新調された組合旗

中部地連加盟という二つの大

問題と静岡ハイタク連合会の た。

が、今大会は長野地連の統合 （愛知地連）が選出されまし

開催自体が危ぶまれました が退任し、新たに岡山書記長

まりをみせている中、大会の 再選。
杉山書記長（愛知地連）

新型コロナの感染が再び広 石橋副委員長（富山地連）が

た。

で第９回定期大会を開きまし

ＯＫＵＫＡＮ ＨＯＴＥＬ」 ました。

長野県の「ＴＨＥ ＳＡＩＨ 案され、満場一致で承認され

11

自主経営
研 修 会

岩手地本

感染防止を考慮して開かれた定期大会の様子

（株）
大館・花矢交通「開業を祝う会」

静岡ハイタク連合会の加盟を承認

新規加盟を記念して新調した中部地連の組合旗

を捻出することも大変。自治

働低下が深刻で会社の固定費

12

小嶋取締役は「多くの協力 いく思いを強くしています。

14

全自交中部地方連合会（本 とともに、静岡ハイタク連合

（株）大館・花矢交通本社のタクシー乗り場
11
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