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２０２１春闘方針を決定

春闘での奮闘を誓う首都圏の三役

次央

発行責任者＝松永

2021年/令和３年

され、縮小開催を余儀なくさ 月 日とするスケジュールを 後に採択を行い満場一致で

が、今回も緊急事態宣言が出 一要求を提出し、回答日を３ て対応を求めました。答弁

な し に「 選

▼今年は否応

択」の年とな

され、富裕層

れた」と開催の経緯を述べる 提案しました。また、自教部 ２０２１春闘方針が承認され

水野副委員長が「コロナ禍

は自粛による

る。コロナ禍

質疑では、大阪地連の加藤 が明けたら乗務員が職場にい

使い残しで預金を増加させ

とともに、
「雇用調整助成金 会の春闘方針のポイントと春 ました。その後、春闘アピー

からこそ組合員が何を要望し 中央委員が、①雇用調整助成 ないということにならないよ

る一方で８万人が失業し貧

で格差は拡大

ているかその声をくみ上げて 金は２０２０年度を基準に算 うに頑張ろう」と呼びかける

困と不安で自殺者が増加す

の特例延長が決まったが、こ 闘アンケートの集約状況を報 ルを提案・採択しました。

いかなければならない」と呼 定されれば大幅に低下するこ 閉会挨拶を行い、最後に伊藤

る。ＧｏＴｏなど富裕層の

れを活用して雇用を守ること 告しました。

びかけました。また、改正タ とへの対策、②大阪メトロが 中央執行委員長の音頭で団結

消費喚起で経済を立て直す

が最重要だ」
「こんな状況だ

回中央委員会を開き、
「団結力でコロナ危機を乗り越え

クシー特措法の下で供給過剰 行うデマンド交通がタクシー ガンバロウを三唱して終了し

のか、それとも傷んだ人々

「感染リスクの中で働くエッ
主催者を代表して挨拶した センシャルワーカーの労働条

体を苦境に追い込んでいる。 ５月 日に東京・全電通会館

経済を軌道に乗せるのか、

大きな選択だ。▼原発事故

の深刻さを偽って誘致した

東京五輪。誘致の汚職がバ

レ、そして今回、会長の女

性蔑視発言。感染拡大で国

民の８割が中止・延期を求

める中、
「命より金」で五

輪開催を強行するのか？さ

せるのか？この選択も世界

が注目している。▼秋まで

には衆議院総選挙が行われ

る。誰一人逃がれられな

い。政権選択だ。安倍─菅

政権で続いたコロナ対策の

無策を断じ、命と生活を守

る政権交代こそ生きる道。

▼政治選択は投票だけでは

る方針を報告しました。

両組織が最終的に統合す

日に臨時大会を開催して

に大きな力になっていくよう えるために２万３０００人を

し、組合員の生活を守るため を阻止し、コロナ禍を乗り越

イドシェア反対で大同団結

統合後はライドシェア導入

藤野中央執行委員長は、
「ラ することとなっています。

述べました。また、ＫＰＵの 制を確立し、補正予算を決定

ことが重要になっている」と 時大会を開き、新たな役員体

先接種を求め元気に起ち上

への危険手当とワクチン優

すかである。春闘で乗務員

るか、声をあげ行動を起こ

番の選択は不条理に沈黙す

力。我々が問われている一

とが民主主義を機能させる

ない。声をあげ行動するこ

記者会見で全自交労連

頑張っていきたい」と述べま 超える大きな塊となってタク

会見を開き、本年５月

の伊藤中央執行委員長

決して実現しない。Ｍ・
Ｔ

がろう。要求しないものは

統合スケジュールは、本年 ることになります。

シー・自教の産別運動を進め
を振るいタクシー産業全

31
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……購読料 1ヵ月 70円……

団結力でコロナ危機を乗り越えよう！

る２０２１春闘」
「社会の脆弱さを賃上げで克服」
「ライ

を改善する対策やライドシェ 事業を圧迫する問題につい ました。

全自交労連は１月 日、東京都内の全自交会館で第

ドシェア導入阻止、タクシーを地域交通の主役に」をス

ア解禁を許さない取り組みの
重要性を訴え、春闘を粘り強
く闘う決意を述べました。そ

１万円」を柱とする統一要求を決定しました。
今回の中央委員会は新型コロナの感染拡大による緊急

して、
「今年は政治決戦の年。
コロナの影響で国民が困窮し

事態宣言下での開催となり、感染拡大を考慮し、委任状
の提出による縮小開催となりました。

ても寄り添わない政治を根底
大幅に規模を縮小して開か 員長が出席状況と委任状の提 から変えよう」と参加者に訴

そ の 後、 松 永 書 記 長 が

れた第 回中央委員会には、 出状況を報告
（構成人数 名、 えました。
東京・関東を中心に役員 名 出席者 名、委任状 ）し、

水野副委員長（関東・神奈川）

の開会挨拶で始まり、議長に 伊藤中央執行委員長は、
「昨 件を改善しよう」と述べ、危
は中谷文雄中央委員（関東・ 年の中央委員会を最後に新型 険手当や空気清浄機等のコロ
東京）
、書記には大坂清和中 コロナの影響で主要な全国会 ナ関連要求と「月額１万円」
央委員（関東・東京）を選出 議が通常通り開けず、団結力 を柱とする賃金要求を提案す

全自交の伊藤委員長 KPUの藤野委員長

への直接給付で生活を支え

ローガンに掲げ、危険手当等のコロナ関連要求と「月額

99
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72

中５人、中央委員 名中５人 中谷議長が中央委員会の成立 ２０２１春闘方針を提案し、

10

しました。そして、水野副委 にも影響すると危惧している るとともに、２月末までに統

全自交労連とＫＰＵは

大同団結で運動を進めていく を会場に全自交労連第 回臨

緊急事態宣言下で小規模開催となった中央委員会
１月 日、全自交会館で

31
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29

が出席（委任状 ）しました。 を宣言しました。

53
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臨時大会（５月３１日）での
統合方針を報告
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は、
「新型コロナが猛威
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THE ZENJIKO
２〜３面：
「2021春闘に向け
て」〜全国の決意〜
４面：全自交北海道地連、旗
開き・中央委員会、岩手
地本執行委員会・中央
委員会・学習会、岩手地
本が県議団にタクシー
支援を要請、宮古島から
のレポート

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

「2021春闘に向けて」

全自交労連副執行委員長
（東北地連） 江良

實

各単組・支部においては、 の内容を語りかけながら、組 す。さらに大事なのは、事業

有

企業内最低賃金協定と休業補償の増額めざす

全自交労連副執行委員長（中部地連） 本田

労働集約型産業の代表的な 置は有効である。しかしなが への押し付けや、コロナ不況 きていた企業に対し、本来行

ての最大の経営資源は「 人

教えていくことが必要です。 これまで如何にドライバーを だけ降りかかっていてはいけ 労働条件の低下を許してはい みであり、同時に企業にとっ

また、東北には自主経営 「全自交であったから再建で 集め、如何に車両を動かすか ない。実際、コロナ不況によ けない。

春闘では、今もなおタク 材」であることを改めて認識

よりタクシー労働者の賃金は シー労働者として感染のリス させ、タクシー労働者がこれ

しかし、現在は如何にドラ 休業補償を加えても大幅に減 クと闘いながら奮闘している からも安心して働き続けられ

イバーを休ませ、如何に車両 少している。事業継続には雇 仲間が、これからも安心して るよう、更なる感染予防への

今春闘はコロナ禍にあっ を止めるかといった、今まで 用維持が絶対必要条件であ 働き続けることが出来る環境 取組みと、生活し得る賃金の

ク労働者の労働条件を改善す 交渉に臨みます。まず、時間 要求書を出し、事業者と組合 です。

２０２１春闘は、我々ハイタ したうえで、事業者との団体 ります。自主経営の職場でも 交通を目指す取り組みが必要

このような状況の中での は要求内容をしっかりと把握 本、山形地本、青森地連にあ で、地域の方に愛される公共 組んできた。

難な生活を強いられています。 統一を図ります。組合執行部 の職場が秋田地連、岩手地 きた」このことを忘れない を主たる営業施策として取り る営収の低下と休業の実施に

て営業収入の減少で極めて困 させることで全組合員の意思

まってタクシー労働者にとっ を聞き、その声を要求に反映 ます。

拡大が続き、また、大雪が相 職場集会開催し、組合員の声 合加入の働きかけをしていき 所の立ち上げからの経過を 存在であるタクシー産業は、 ら、そのしわ寄せが労働者に を理由にした安易で一方的な うべきは生産性向上への取組

２０２１年はコロナの感染

労働条件改悪や不当解雇は絶対に許さない

～全国の決意～
条件の改善はありません。

に、非組合員に対しても交渉 集会で報告することが大事で きます。

感染防止を徹底し、職場と雇用を守る
全自交労連副執行委員長
（関東地連） 水野

たとき乗務員の供給不足を招 コロナ感染が収束する数年先

の生活が出来る賃金を受け取 題となる。これまで最低賃金 にある企業内最低賃金協定の

確かに事業継続のために ることが大前提である。企業 の底上げなど、様々な経営コ 締結や休業補償額の増額を中

は、感染予防の観点からも国 による「公共交通従事者とし ストの増加への対応を長時間 心に求めていく。

の助成制度を活用した休業措 ての社会的使命感」の労働者 労働や運賃改定を中心として

法令違反を一掃するため未組織職場への組織拡大行動を

隆生

また、タクシー産業は国

全自交労連副執行委員長（関西地連） 北坂

昨年の春闘状況を振り返れ に陥りました。２０２０春闘 させ、その結果、営収の大幅

ば、新型コロナウイルス感染 の取り組みは、職場で働く仲 な低下で労働者は極端な賃金 民・市民の身近な公共交通機

実際の賃金交渉では全自交 拡大によって、営業収入の激 間の命と生活、雇用を守る闘 ダウンとなり生活ができない 関としての役割をしっかりと

言で我々のハイタク業界が、 ません。利用客が戻りタク 話し合いが必要です。

今回の２度目の緊急事態宣 かないようにしなければなり を見越して事業者との真摯な

新型コロナ感染症の拡大に しました。
より２度目の緊急事態宣言が
１月８日～２月７日までの

潔

出します。要求なくして労働 とが重要になります。さら て組合員にもその現状を職場 合員が一致団結して進めてい

の単組で要求書を事業者に提 合員にわかりやすく伝えるこ どういう現状なのかを認識し は絶対に許さない闘いを全組 応している。

ん。まず、東北地連のすべて します。団体交渉の内容は組 図ること、今の事業所の状況 て、労働条件改悪と不当解雇 に無い方法でコロナ不況に対 り、その雇用維持には最低限 を企業に整えさせることが命 獲得のため全自交労連の方針

る春闘にしなければなりませ をかけて要求書の趣旨説明を がしっかりとした意思疎通を

21
春闘

60

70

しての監視・点検活動の課題 タクシー運転者の職場が奪わ

できずに稼働 要となります。

なります。

が休業補償を 織職場への組織拡大行動も重 せない取り組みも大変重要と

クシー事業者 掃することと、労働組合未組 ことを確認し、安易に拡大さ

昨年は、タ にも取り組み、法令違反を一 れかねない状況を作ってきた

せん。

状況は免れま での闘いに加え、事業者に対 シー産業の衰退につながり、

産業の壊滅的 た。２０２１春闘は、これま 通網計画が結果的にはタク

り、ハイタク 業者が多く見受けられまし や関係団体による地域公共交

宣言発令によ 最低賃金法さえ順守しない事 み、全国的に各地域の自治体

目の緊急事態 働組合が無い職場においては 用有償運送事業の拡大が進

による、２度 働強化などに血道をあげ、労 ンティア・ＮＰＯによる自家

スの感染爆発 働側への合理化・賃下げ・労 空白地域を中心として、ボラ

２０２１春闘は、第一に乗務 入り込む隙を与えてしまい結 交渉をして事業継続のために がり、生活維持が困難な状況 す。２０２１春闘もウイル シー事業者は窮状打開策を労 ん。これまでは、郡部・交通

阜、愛知、京都、大阪、兵庫、 かり、職場を守り雇用を維持 上がらない産業になりかねま はもちろんですが、若年層と
せん。そのような状況に陥る 女性がタクシーなら高収入を
昨年４月からの急激な営収 ことのないように、現状の乗 得られると思えるような業界

福岡にも発令されました。昨 することが求められます。
年４月７日の緊急事態宣言発

令時、関東運輸支局の所管地 の落ち込みで事業者は、休業 務員の雇用を守り続けなくて にして乗務員を増やして行く
ことが、利用者にとって利便
この様な状況下で２０２１ 性、安全・安心の担保となり

域となっている山梨県を含め 等を行い雇用調整助成金に頼 はなりません。
た１都７県の総営収は、前年 らざる得ない状況で、事業者

厳しい春闘となりますが全

度対比２月 ・３％、３月 の経営を維持する体力も落ち 春闘は非常に大切な春闘とな ます。
・９％から４月 ・２％、 ていることは間違いありませ ります。乗務員が現在の職場
35

した。６月には ％台まで回 守っていく為には、新型コロ 業を継続する事業者との駆け 春闘を闘い抜きましょう。

35

復し９月には ％台まで回復 ナの感染拡大が収束に向かっ 引きが必要と考えます。新型

春闘

した。

奈川の１都３県に発令されま か分からない状況下で迎える 給不足では、ライドシェアが の掲げる春闘方針を基にした 減が大幅な賃金ダウンにつな いに終始した事と思われま 状況に陥りましたが、タク 担っていかなくてはなりませ

日間、東京、千葉、埼玉、神 更にどれほどの影響を受ける シーを必要としたときに、供

31

その後、 日には栃木、岐 員の感染防止対策の徹底をは 果、現在の状況よりも収入の も現存の乗務員の生活の向上
14

97

５月 ・０％まで落ち込みま ん。我々のハイタク産業を で働き続けられる賃金と、事 自交に集う全員が団結して、

70
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鈴木

久雄

エッセンシャルワーカーの労働条件改善・向上へ
全自交北海道地連執行委員長
昨年に猛威を振るった新型 せるためには、労働組合の団 と金」を巡る等々の対応につ 行われている金融緩和策に
コロナウイルス感染症は、冬 結した力が必要だ。国内にお いて首相は「答弁を控える」 よってだぶついた資金が、倒

回繰り返したことを例に挙 細事業者や生活困窮者にいき

が近づくにつれ勢力を拡大 いては、安倍前首相の病気を 「答える立場にない」などを 産の危機に瀕している中小零
し、第３波は北海道が感染率 理由とする退任表明から、安
わたらず、株の投資に向けら

１月７日に第２回目の緊急 れ、日本においてもリーマン

２０２１年もタクシー産業 生時も「移動における最後の 便と安全・安心を提供し続け して不可能だ。２０２１春闘 を乗り越えて行くために共に

博文

め、各地本において２０２１

への補償のチェック等を含

低下により、最低賃金抵触者

求めます。また、大幅な営収

平均賃金の１００％の支給を

は、新型コロナ感染症と戦い 拠り所」として役割を果たし るためには、最前線で働く私 を全力で闘い、長期化するコ 奮闘する。

ながら、重要な公共交通とし ていかなければならない。ハ たちエッセンシャルワーカー ロナ危機に諦めることなく立

て、市民の生活やビジネス・ イタク産業が地域公共交通と であるハイタク乗務員の賃 ち向かい、労働組合の団結し

観光を日常的に支え、災害発 して十分に機能し、利用者利 金・労働条件改善・向上なく た力と行動で戦後最大の危機

北岡

平均賃金１００％の休業補償と最賃の確実な支払い求める

全自交中国地連執行委員長

中国地連は、例年、本部の ロナ感染症の第１波、
第２波、 業・時短営業、不要不急の外 する乗務員が大半を占めると 春闘統一要求の決定を行いま

房のため換気がおろそかにな ざん」
で社会の公正を破壊し、 自粛を要請する対象を限定し ある。実体経済は、コロナ を闘ってきました。２０２１ り、中国地方も感染者の高止 生活様式の変化の影響をタク 雇用調整助成金の特例措置な

る等のことから油断すること コロナ危機においても無為無 ていることから、東京におい 禍で青色吐息の状況であり、 春闘においても本部方針に まり傾向にあります。感染防 シーはまともに受け大幅な営 どを活用し、感染リスクの高

はできない。感染リスクを抱 策であった悪い部分を見事に て１日当たり５００人以下と １９９１年のバブル崩壊と同 沿った方針とします。新型コ 止対策として、飲食店の休 収低下により最低賃金に抵触 い乗務員に対し休業日を設け
回臨時国会に することに対する効果に懸念 様に株価に関係のない私たち
えながらコロナ禍の最前線で 継承し、第 203

全自交四国地連執行委員長

傍士

帯夫

も、タクシー労働者の賃金・

時

労働条件が改善されなければ

なりません。３６５日

間、住民の移動を確保するた

コロナ禍によって事業者も がそのまま賃金の減少につな 得られるよう取り組みます。 めエッセンシャルワーカーと

給中心のいわゆるＡ型賃金を さわしい賃金・労働条件を求

俊昭

務があります。コロナに負け

組合員の生活を守る大きな責

ますが、
私たち労働組合には、

非常に厳しい春闘が予想され

２０２１春闘は昨年同様、

厳しい春闘交渉になること 復活し、さらに固定給部分は めて積極的に交渉します。

して経験したことのないよう かですが、このことによって は困難を極めています。

の感染拡大により、一年を通 経営危機に陥っているのも確 がり、タクシー労働者の生活 また、かつて主流だった固定 して働くタクシー労働者にふ

昨年は新型コロナウイルス

しっかり要求し、成果を勝ち取る春闘に

働くハイタク乗務員の命と生 おいて、日本学術会議の任命 が出されている。また、世界 一般庶民に影響が出ないこと
「政治 各国で新型コロナ対策として を祈るのみである。
活を守るための政策を実行さ 問題や「桜を見る会」

直人

「出来高払いの補償給」制度の協定化進める
加藤

危機的な状況である事は、 がなければならない人も居 な営収の落ち込みでした。現 労働者の賃金の切り下げが

全自交関西地連執行委員長
昨年に続き、コロナ禍でハ 不可能なところもあり、休業

イタク業界が瀕死の状況下で しないところでは最低賃金支 労使共に強く認識しており、 り、その人が幾ら頑張っても 在も収束が見えない中での あってはなりません。現在、 は予想されますが、要求は 安定した生活が送れるような

の春闘になり、要求の選択肢 給の保障を取り付けている組 タク特法における特定地域計 最低賃金しか得られないとき ２０２１春闘を向かえること 主流となっている歩合給中心 しっかりしていく。どのよう 金額であることを求めていき

の賃金体系は営業収入の減少 な形であれ、何らかの成果が ます。

西本

菅政権の危機感の無さ、後 償を貰いながらの時短就労等 ありますが、組合員の収入減 社、そうでないグループ会社 ず組合員の生活と雇用を守る

全自交九州地連執行委員長

コロナに負けず組合員の生活を守る闘いを

が非常に限られる中で、関西 織もありますが、それすらも 画に消極的だった事業者も、 は、
人より高額な社会保険料、 になります。
地連傘下組織は組合員の生活 拒む事業者もあり、その組織 倒産・廃業の瀬戸際で事業継 住民税が控除されると、とて
を守る為に奮闘しています。 への支援が急務と考えていま 続に必要な対応を迫られてい も生活できる賃金にはなら
ることは理解せざるを得ず、 ず、昨年、問題提起した労基

宣 言 解 除 後 を 見 据 え て、 この期にタクシー事業の適正 法第 条に基づく出来高払制

大阪府、京都府、兵庫県で す。
は緊急事態宣言が発出され、

い、人の移動が極端に減少す を、まとめる作業をしていま 消後のハイタク労働者が少し なります。昨年、保障給問題

中には金融機関からの借入が 的な提案が必要です。

発表されました。そもそもタ 致団結をし、全国の全自交の

そのような中で熊本県にお クシー業界での合併・新会社 仲間とスクラムを組んでこの

約に規定されていなければ、 が見えないコロナ禍におい ら最賃を補償しながら休業を す。
コロナ禍でも乗務しなけれ 指導しか出来ないのが現行法 て、それぞれで大変なご苦労 停止し、時短での通常勤務・

が、それぞれの事情で多く稼 規則化を目指します。

等、九州各県・各事業所での 向上、採用強化を目的に全自 後とも警戒していかなければ

九州では依然として休業補 バラつきと営業収益の格差は 交組織のある大手グループ会 なりません。

渉をほぼまとめていますが、 も、それぞれの組織毎に具体 支給されなければなりません 取り入れ、労働協約化・就業 す。

や休業手当の額についての交 うべき事業の効率化について ばならない方は、最低賃金が 制の限界であり、春闘要求に をされていることと思いま 通常賃金に戻している地区 いては、経営合理化と収益性 設立は全国でも例がなく、今 難局に勝利しましょう。

各組織は休業対象者の選定 同時に、その為に事業者が行

業所が多数を占めています。 が生活確保できる賃金要求と す。

るを得ず、休業を選択する事 の回復は期待できず、労働者 ち取る春闘だと考えていま ましたが、就業規則、労働協 手後手の政策により中々終息 が継続している地区、それか はまだまだ続いている状況で の合併及び４月新会社設立が ため、九州地連全組合員が一

る中、事業の継続を優先せざ すが、昨年と同様に輸送需要 でも働きやすい労働条件を勝 を労働基準監督署に持ち込み

乗務員不足の解消のために

空気が乾燥していること、暖 権政治、
公文書の
「隠ぺい」「改 玉、千葉に出したが、休業や え、バブル時代に近づきつつ 春闘方針（案）に沿って春闘 現在の第３波の感染拡大によ 出控え、テレワーク等による いう大変な状況にあります。 す。

爆発が起きている。冬期間は 閣の「森・加計・桜」等の利 事態宣言を東京・神奈川・埼 ショック前の株価を大きく超

り本州で拡大し、各地で感染 任した「菅首相」は、安倍内

で先行していたが、 月に入 倍路線を継承すると言って就 げるまでもない。

111

飲食店の時短営業などに伴 ２０２１春闘の具体的要求 化を進めさせ、コロナ危機解 の保障給制度の導入が必要と
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労働条件改善は事業継続と運転者確保に不可欠

全自交北海道地連は１月
会において春闘方針を決定す

る、②最低賃金の検証、③有

線で働くハイタク乗務員の命 ました。

期化するコロナ危機に諦める

を担うことの重

その後、自主

われ、東北地連の江良委員長 た。

引き続き、春闘学習会が行 要性を述べまし

中央委員会を小規模に開催 認されました。
し、２０２１春闘方針を決定
しました。

森委員長は「東日本大震災 が連帯あいさつで参加者を激

で傷んだ街が復興半ばの中で 励した後、全自交労連の高橋 経営を担う職場

月が第３波の感染拡大で営 され、玉川観光

今度はコロナ禍が襲い大きな 書記次長が講演し、繁忙期の の状況報告がな
ダメージを与えている。岩手

タクシーを守る自治体要請に 生活を守り、公的支援の配分

もあり、精力的に団交を行い めることを示し、
「命を守り、 した。

円の慰労金が支給された職場 割以上低下が４分の１を占 題が提案されま

実現してきた」と報告。２万 ３割以上低下が３分の２、
５ ら業績報告と課

を求め全力で活動し、支援を こと、アンケート調査で賃金 平泉タクシーか

66

宮古島からのレポート

感染拡大で１００人が退職、存続の危機に

宮古島では現在、タクシー イルスの災難が一気にタク を控える動きがあるだけでな

クシー乗務員４人の感染が報

さらに深刻なのは高齢化が進

ある事業者は「乗務員が感 んでいるタクシー乗務員が昨

かっている中で、賃金・労働

きく落ち込み企業の存亡がか

どん低下し、今では１８５台

です。タクシーの稼働はどん

した全自交宮古島タクシー労

昨年結成され全自交に加盟

す。

代すら稼げない」のが現状で

況にあり、
「稼働しても燃料

中３割しか稼働していない状

交渉を行う予定です。

働組合連合の平良委員長は、

「自分の会社では雇用調整助

成金を申請して休業手当が支

払われているが、他の会社で

は雇用調整助成金を申請して

おらず、休業手当も支払われ

ていない」と労働者の厳しい

生活事情を憂慮しています。

岩手地本が県議団にタクシー支援を要請

長）は２月８日、岩手県平和

全自交岩手地本（森茂委員

当・慰労金等の支給ととも 内の公共交通事業者団体も連

乗務員を直接支援する危険手 ました。１月 日には岩手県

乗務員に危険手当と
優先的なワクチン接種を

であることを訴え、粘り強い

不足を解決するために必要」

ますが、
「事業継続と運転者

とは非常に厳しいことになり

条件改善・向上を勝ち取るこ

コロナ禍で企業の体力が大 道されました。新型コロナウ 染したことでタクシーの利用 年比で１００人も退職した事

います。

ことを提案することとなって 染爆発が進み、１月末にはタ います。

善・向上を目指して交渉する ます。島内で新型コロナの感 すら危うくする危機を迎えて けにくい」と嘆いています。

で傷んだ賃金・労働条件の改 業界存続の危機に直面してい シー業界を襲い、会社の存続 く、観光客にも利用を呼びか

協定の推進を重点にコロナ禍

整備、⑤勤務間インターバル

されることに伴う労働条件の

４月から中小企業にも義務化

証、④同一労働・同一賃金が

給休暇の最低５日間取得の検

行させよう」と訴え、エッセ 催予定の２０２１春闘臨時大 ての単組が要求書を提出す

北海道地連は、 月 日開 ることとしています。①すべ

央委員会を少人数・短時間で

旗開きで挨拶した鈴木委員
ことなく立ち向かい、団結し

重要であることを述べ、
「長

長は、菅政権のコロナ対応を
た力と行動で戦後最大の危機

を討議しました。

厳しく批判し、
「感染リスク
を乗り越えよう」と呼びかけ

呼びかけました。春闘方針案 強めタクシーが

中、政策闘争を

止が急激に進む

路線の減便・廃

コロナ禍でバス

えました。
また、

ンシャルワーカーへの支援が

と生活を守るための政策を実
15

開催し、２０２１春闘の方針

日、２０２１新春旗開きと中
2

日、盛岡市内で執行委員会と は書面による全員の賛成で承 地域交通の主役

全自交岩手地本は１月

31

春闘方針を討議する北海道の仲間

一関平泉タクシーに雪害の支援金を贈呈

を抱えながらコロナ禍の最前

岩 手 地 本 執行委員会・中 央 委 員 会 ・ 学 習 会

挨拶する鈴木委員長
地本は自治体のタクシー支援 収が対前年 ％に落ち込んだ タクシー、一関

12

休業に追い込まれた宮古島のタクシー職場

13
も全力をあげようと出席者に を求める春闘にしよう」と訴

で働くタクシー乗務員への優 先接種」を達増知事に要望し

シーへの自治体支援を要請。 先的なワクチン接種を要望し ています。

にコロナ禍で苦境に立つタク

センターの推薦県議（３名） に、感染リスクを抱え最前線 名で「従業員へのワクチン優

27

昨年 12 月中旬に日本列島を襲った大寒波による大
雪により、岩手県で自主経営する一関平泉タクシーの
整備工場が雪の重みで倒壊し、大きな被害を受けまし
た。支援要請を受け全自交労連・岩手地本・東北地連・
東日本の自主経営会社をはじめ全国の仲間から心温ま
る支援が寄せられました。１月 31 日の岩手地本中央
委員会終業後に支援カンパの贈呈が行われ、菅原社長
が感謝を述べました。

支援への感謝を述べる菅原社長

全自交北海道地連、旗開き・中央委員会
精力的団交とタクシーを守る自治体要請に全力

精力的団交と自治体要請を誓う参加者
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