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全国自動車交通労働組合連合会（全自交労連）と関東旅客自動車交通労働組合連合会（Ｋ

け、順次連帯挨拶を行い統合

毅司組織推進二課長が駆けつ

上級執行役員、全労済の濱田

外部長、中央労金の富岡道夫

士、全国労金の進藤真組織渉

法律事務所の宮里邦雄弁護

連の辻元清美会長、東京共同

この民衆の闘いは全国に飛

とに作られた。

動の史実をも

前の富山米騒

画。百 年 ほ ど

動」という映

観 た「 大 米 騒

▼今年１月に

統合大会は本田有全自交労 労連代議員と林三樹郎ＫＰＵ と円口憲明ＫＰＵ代議員が務 定足数を満たし、大会の成立 苦境に立つハイタク産業の再 入阻止の共闘を積み上げ、今

分断工作に多くの浜の女達

てもらえる」という巧妙な

資格審査委員長の佐藤正男

議事運営委員長を兼務する

連副委員長が役員名簿案を提

考委員長の北坂隆生全自交労

定しました。そして、役員選

案とも満場の拍手で採択・決

合委員会として提案し、両議

連の松永次央氏がそれぞれ統

３号議案の予算案を全自交労

案をＫＰＵの野尻雅人氏、第

その後、第２号議案の規約

われる。▼立憲民主党の枝

う今、労働組合の真価が問

し、雇用不安が労働者を襲

た。コロナ禍で賃金は激減

労働者では？」と問いかけ

裂で一番被害を受けるのは

結は力なり」と強調し、
「分

たした。宮里弁護士は「団

同じ旗のもとに再結集を果

る。▼私たちも統合大会で

合意書を締結した全自交の伊藤委員長
（右）
とKPUの藤野委員長
（左）
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ライドシェア導入阻止の共闘が組織統合に結実

ＫＰＵ副委員長が出席状況を 一中央執行委員長がそれぞ に対する祝辞を述べました。

び火し、時の内閣を総辞職

委任状１０８、ＫＰＵは 名 ました。両代表とも統合の経 入り、議長が統合に至る経過

回の統合に結実した事等を報

が屈し、疑心暗鬼が長屋を

り、大会議長に黒木守全自交 記は筒井守全自交労連代議員

生を力強く訴えました。

来賓として、連合の逢見直 告し、第１号議案の組織統合

支配。団結破壊がさらに極

を宣言しました。

佐藤正男ＫＰＵ副委員長が提 人会長代行、連合東京の内村 合意書案を読み上げて提案し

貧を加速させる。だが、逃

【組織統合合意書全文】 全自交労連とＫＰＵは、組織の

案し、承認を得ました。選出

野代表が「枝野ビジョン」を

31

連副委員長の開会挨拶で始ま 代議員の２名を選出。大会書 めました。

案した議事日程を承認した 昌司会長代行、交運労協の住 ました。これを満場の拍手で

発展と組合員の生活向上実現と、更なる交通政策運動を

された新役員を代表し、伊藤

出した。
政界でも昨年統合し、

たし起ち上がる姿に感動す

進めるために両組織の力を一つにし、統合することをこ

実中央執行委員長が今後の闘

政権の選択肢になれた。
「コ

大会で統合合意書を締結

こに合意する。 ２０２１年（令和３年）５月 日

いに向けた決意を述べ、協力

ロナ禍で残された時間わず

全ての議事が終了し、議長

いた。そして今、私たちはコ

パンデミックが世界を覆って

か」と訴え、新しい時代の扉

挨拶と大会役員解任後、見須

ロナパンデミックの渦中に大

その後、水野潔副委員長が

一隆副委員長が閉会挨拶を行

同団結の力で政権交代を実現

を開く決意が語られている。

い、最後に全員で団結ガンバ

する道を突き進もう。あの浜

統合大会宣言を提案し、全体

ロウを三唱して統合大会を成

の女達の精神で。Ｍ・Ｔ

米騒動の時もスペイン風邪の

功裏に終えました。

の拍手で採択されました。

を求めました。

的な統合を果たしました。

げ場のない女達は極限状態

54

後、全自交労連の伊藤実中央 野敏彦議長、立憲民主党の枝 承認し、両組織の代表者がそ

「自分だけは米を安く売っ

にまで追い込んでいる。▼

休憩をはさんで議案審議に

ＰＵ）は５月 日、東京・全電通会館で「全自交労連第 回臨時大会（統合大会）
」を開き、 報告。
全自交労連は 名出席・ れ、主催者を代表して挨拶し

組織の対等統合を決定し、新たな規約・予算を確認して新役員を選出しました。参加者は力

49

出席・委任状 で両組織とも 過・意義を述べ、コロナ禍で 説明を行い、ライドシェア導

78

を一つに結集し、今の危機を乗り越える運動に邁進することを誓いました。
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で底力を発揮。再結集を果

36

発 行＝全国自動車交通労働組合連合会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目7番9号
電 話＝03東京（3408）0875
ＦＡＸ＝03東京（3497）0107
zenjiko-roren@zenjiko.or.jp

全自交しんぶん

第1212号
主な記事

力を一
つに結集し、
危機乗り越える運動を誓う

全自交とＫＰＵが歴史的な統合果たす

執行委員長とＫＰＵの藤野輝 野幸男代表、タクシー政策議 の場で合意書に捺印し、歴史

組織統合を機にハイタク労働者の切実な要求の実現を誓う参加者

THE ZENJIKO
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（統合大会）
４面：兵庫県議会が空気清浄
機導入費用の一部補助
を予算化、兵庫県交運労
協ハイタク部会が県タク
シー協会と懇談会、投稿・
自治体要請は地方議員と
の連携が重要

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

全自交労連第78回臨時大会（統合大会）

全自交労連・伊藤実中央執行委員長の挨拶
（要旨）
参加者の皆さんに心から感 私たちが政策課題を解決し、 禍はかつて経験したことのな
謝を申し上げる。ＫＰＵの皆 労働条件を向上させるため い深刻な危機を作り出してい
様とのこれまでの共闘が結実 に、今回の統合は大きな力に る。雇調金特例延長やワクチ
して嬉しい。ハイタク産別の なると確信している。コロナ ン送迎での需要創出等、自治

計の年間予算について、本年

の６月１日から８月 日まで

の３カ月を含めた概算の収

７番９号で現在の全自交労連 支を示しました。②登録人

①統合協議の中で協議・検 会館内に置くことになりまし 数は統合によって、関東ブ

ントは以下の通りです。

統合合意書の締結後、規約
（案）
・予算
（案）
を承認

● 第 号議案・統合合意書の承認

林三樹郎議長が２０１７年 織が統合について大会決議を 討を重ね、全自交とＫＰＵ双 た。③規約第 条で、４つの ロックの増加により、６月

体要請を強め国会議員と連携 ７月

日の共同宣言調印式 していることを報告後、組織 方の基本理念及び綱領を併記 専門委員会と５つの業種別部 １日からの会費登録人数総

して危機を乗り越える政策を 等、これまでの統合協議の経 統合合意書を読み上げて提 することとなりました。②規 会を整理して記載することと 数は、１万７７８人となり

● 第 号議案・規約
（案）
の承認
第１号議案採択後、統合委 規約（案）を提案しました。

立憲民主党代表・枝野幸男

６３１７万４９６０円となり

交労連とし、本部事務所を、 の第９条で役員選出に関する これにより、年間総収入は、

東京都渋谷区千駄ヶ谷３丁目 選挙規定を定めました。

ます。④また、
年間総支出は、

若干の組み換えを行い、同額

く採択されました。

号議案と第３号議案は異議な

その後、質疑を受け、第２

算組みされております。

配布されている予算（案） の６３１７万４９６０円で予

● 第 号議案・予算
（案）
の承認

第２号議案採択後、統合委

員会を代表し、全自交労連の を簡潔に説明。提案内容のポ

討を重ね、全自交労連一般会

①統合協議の中で協議・検

松永次央統合委員が第３号議 イントは以下の通りです。

案の予算（案）を提案しまし

た。

採択された統合大会宣言（全文）

近年のハイタク産業は、ラ タク産業の経営基盤そのもの なくして権利なし」という労

イドシェアなどの台頭がハイ が崩れようとしている。この 働組合の原点を心に刻み、ハ

タク産業基盤を根本から崩し ような厳しいハイタク情勢下 イタク・自教産別の全国組織

かねない問題など、一昨年か において労働組合に求められ として、企業や地域の枠を超

ら新型コロナ感染症による急 ているものは、ハイタク労働 えた共通する課題について政

こうした厳しいハイタク情

である。

本日の統合大会を機に、ハ

する。

激な需要の低下により、ハイ 者の命と生活を守り抜くこと 策要求を実現するために邁進

スクもある。しかし、一方で

感染防止対策を進め、ワクチ 勢のなか、全自交労連とＫＰ イタク産業における主力産別

ン接種者の足としての役割を Ｕはライドシェア導入反対闘 組織としての誇りと責任を自

担っている重要な交通機関だ。 争の共同行動を推進して信頼 覚し、生活に欠かせない安

今の政権はコロナの危機意 関係を深め、長時間労働と低 全・信頼の公共交通としてハ

識が足りない。大きなご支援 賃金に置かれてきたハイタク イタク産業を発展させるとと

全自交とＫＰＵの統合にお を頂いている。都議選から衆 労働者の切実な要求を解決す もに、そこで働くハイタク労

ばれる現在、私たちは「団結

労働組合の組織率低下が叫

コロナでタクシーの環境は の誕生日も５月 日だ。統合 る統合大会を迎えた。

り、狭い車内空間で感染のリ （３面につづく）
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２０２１年５月 日

が見えない状況だ。統合で大 治の世界で統合した。全体で こたえたい。
「５月 日・リ て奮闘することを決意し、本 て闘うことを宣言する。

きな役割を担うことになる 一つになることは大きな力。 ボーン（第２の誕生日）
」私 日ここに新生全自交を結成す

で奮闘してほしい。

が、時代の大きな転換期を迎

たい。

19

（１面に合意書全文掲載） 約第１条の通り、名称を全自 なりました。④大会運営規則 ２３７２人増加します。③
実行させたい。
「枝野ビジョ 緯を説明するとともに、両組 案。
ン」を読んだが共感できる。
先般の補欠選挙の３勝全勝に
続き、
政権交代を実現しよう。

それがハイタク労働者の生活 員会を代表し、ＫＰＵの野尻 配布されている規約（案）を
を守る一番の近道だと思う。 雅人統合委員が第２号議案の 簡潔に説明。提案内容のポイ

統合を心からお祝いする。
ハイタクの将来を見据えた統
合の英断に敬意を表する。
コロナから１年が経ち、緊
産別組織としての役割はさら 急事態宣言と蔓延防止の繰り

ハイタク産業における最大

の労働者性が問題になってい

に大きくなった。ともに頑 返しで厳しい状況が続き、倒

3

やっている会社こそ経営の先 祝い申し上げる。私たちも政 議院選挙へ走り抜き、期待に るために、力を一つに結集し 働者の社会的地位向上に向け

産も拡大している。まじめに

代議員とＫＰＵの円口憲明代議員が務めました。

うことができて嬉しく思う。 果たした全自交労連に対する やってきた者として、統合を

交運労協議長・住野敏彦

る。働く者が連帯し、社会の

使関係が必要。誰一人取り残
されない社会を築いていかな

大会議長を務めた全自交の黒木守代議員
（左）
とＫＰＵ

える中、
「不易流行」の精神 一段と厳しくなった。客が減 を機に大きく育ってほしい。

皆様の統合の門出に立ち合 ければならない。大同団結を

の林三樹郎代議員
（右）
。
大会書記は全自交の筒井守

ハイタクは住民の生活を支 期待は大きい。希望ある未来 果たした事は、本当におめで

４年前から統合の仲人役を

張って行こう。

連合東京会長代行・内村昌司

議案審議
25

不条理に立ち向かう集団的労

仕事だ。現在、ライドシェア

ご挨拶を頂いた来賓の皆様
（敬称略）

を結集して夢を実現しよう。

というのがある。みんなの力

んなで見る夢は実現できる」

とりで見る夢はただの夢、み

とオノ・ヨーコの言葉に「ひ

実現したい。ジョン・レノン

奪還を目指そう。枝野総理を

に勝利し衆議院総選挙で政権

士は「労働組合は分裂を繰り 義のある大会であると思って だ」と憤りを感じる。都議選

東京法律事務所の宮里弁護 は本日の統合大会は本当に意 後手で、
「菅は何やっているん

の皆さんにお礼申し上げる。 話しされていた。その意味で のに政府のコロナ対策も後手

参集された皆さんとご来賓 返してきた歴史である」とお いる。こんなに厳しい状況な

ＫＰＵ・藤野輝一中央執行委員長の挨拶
（要旨）

両代表が統合の意義を訴える

え、経済活動にも欠かせない へつなげよう。
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【提案者】水野潔副委員長

大会（統合大会）

全自交労連・第 回臨時

78 31
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統合大会・主催者挨拶
連合会長代行・逢見直人

１

2

第１２１２号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
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（２面からつづく）
タクシー議連会長・辻元清美

副中央執行委員長

本田

有

愛知地連

中部

副中央執行委員長

北坂 隆生

兵庫地連

関西

書記長

松永 次央

東京地連

関東

書記次長

高橋

秋田地連

東北

宮里 邦雄 【メッセージ】

連合東京会長代行

内村 昌司

中央労金上級執行役員

富岡 道夫

参議院議員

神津里季生

森屋

交運労協議長

住野 敏彦

中央労金渉外担当部長

山口 郁子

東京タクシーセンター

渡辺 桂英

立憲民主党代表

枝野 幸男

全労済常務理事

濱田 毅司

全中労議長

北里 裕治

タクシー政策議連会長

辻元 清美

全労済組織推進課長

駒野 安裕

国際労働組合委員長

北里 裕治

野尻 雅人

東京地連

関東

鈴木 久雄

北海道地連

北海道

中央執行委員

森

茂

岩手地本

東北

中央執行委員

遠藤 栄二

山形地本

東北

中央執行委員

金野 健一

茨城地本

関東

中央執行委員

岡里

忠

千葉地連

関東

中央執行委員

溝上 泰央

東京地連

関東

中央執行委員

藤田 健一

東京地連

関東

中央執行委員

菊池 るみ

東京地連

関東

中央執行委員

直井 幸男

東京地連

関東

中央執行委員

森合

剛

東京地連

関東

中央執行委員

靑木 隆行

東京地連

関東

中央執行委員

掛川 正一

東京地連

関東

中央執行委員

吉田 昌央

東京地連

関東

中央執行委員

佐藤 淳二

東京地連

関東

中央執行委員

大内蔵一也

東京地連

関東

中央執行委員

坂本 良介

神奈川地連

関東

中央執行委員

岡山 尚志

愛知地連

中部

中央執行委員

海藤 正彦

新潟地連

中部

中央執行委員

石橋

富山地連

中部

中央執行委員

畠下 幹男

石川ハイタク

中部

中央執行委員

櫻井 邦広

京都地連

関西

中央執行委員

橋口

学

大阪地連

関西

中央執行委員

遠藤 博志

広島地本

中国

中央執行委員

傍士 帯夫

高知地連

四国

中央執行委員

中村 満雄

長崎地連

九州

中央執行委員

西本 俊昭

熊本地連

九州

会計監査

星元

陽

東京地連

関東

会計監査

成田 次雄

兵庫地連

関西

隆

る労働者が雇用を失っている

皆様、どうぞよろしくお願 と言われています。世界各国

でも同じ問題が起きている。

今、欧州各国で労働組合へ

の加入が増えている。特にド

イツ。今まで組合に入ってい

なかった人が加入しているの

です。こんな大変な時に頼り

になるのは労働組合です。労

いう言葉がある。コロナ禍と

分裂の二つの禍を克服し、新

たな団結を作り上げること

で、労働組合が発展するきっ

全国労金組織渉外部長 進藤

る。こうした医療関係の仕事に い。こうした政策を実現するた 大臣ができる人。

感染者を輸送する業務を 従事するタクシー運転者にワク めに是非、選挙に勝たせてくだ

関東

逢見 直人

クシーにとって、「ワクチン・ 広めていきたい。
タクシー」を広めて、利用者
を増やす事が大事。接種する 担っているタクシー運転者もい チンの優先接種を進めて行きた さい。枝野代表は即戦力で総理 いします。

皆様の統合に感無量

「災い転じて福となす」
を運動で証明してほしい

神奈川地連

連合会長

高齢者も暑い中熱中症の危険
に晒されながらバス停に立っ
ていて倒れてしまう人も出る
かもしれない。タクシーで安

ワクチン接種でタクシー代

潔

真

新生全自交の誕生おめでと 全に移動してもらいたい。
う。現在の厳しい状況を乗り

発展した例を私は知りませ た。議論を重ね結実させた両 る時代であり、労働組合に多

「交通の安全と労働を考え に感無量です。一日も早い統 織分裂を見てきたが、分裂で うか。それを痛感してきまし 働組合の存在と役割が問われ

全自交労連2020年度役員

「災い転じて福となす」と

年間にわたって労働運動 ん。分裂で一番被害を受ける 組織の皆様に心から敬意を表 くの人が目を向けている。

も出てきており、全国に拡大 る市民会議」の共同代表もし 合を待っていました。

越えて行く統合になることを を３０００円補助する自治体
心から期待する。
雇用調整助成金のコロナ特 している。この政策は、接種 ている宮里です。いきさつを

水野

東京共同法律事務所

東京共同法律事務所
宮里邦雄弁護士

例が、７月末まで延長するこ を受ける高齢者、タクシー関 知る者として、皆さんの統合 に関わってきて、数多くの組 のは、労働者ではないでしょ します。

副中央執行委員長

とが決まった。タクシー会社 係者、自治体にとって「３方

関東

【ご来賓】

「団結は力なり」分裂は力を弱める

関東

東京地連

の ％がこの制度を利用して 良し」の政策だ。

東京地連

見須 一隆

自治体はこれまで「地方創

佐藤 正男

副中央執行委員長

いる。特例が切れればバタバ

労組の存在意義と役割が問われる時代

副中央執行委員長

タ倒産する事業者が出てしま 成臨時交付金」でワクチン接

「団結は力なり」です。分 戦後労働運動の歴史が証明し かけを掴むのではないでしょ

関東

う。皆様の雇用を守りたい。 種に係る費用をやりくりする

うか。そのことを皆様の今後

今、 コ ロ ナ 禍 の も と で の運動で是非、証明してほし

裂は力を弱めます。労働組合 てきたことです。

東京地連

融資が受けられないとの声 しかなかったが、厚生労働省

の力は同じ旗の下にいかに多

藤野 輝一

も寄せられているが、金融庁 がワクチン接種者の送迎に関

くの労働者が結集しているの 大 き な 問 題 が 起 き て い ま い。ハイタク労働運動の大き

副中央執行委員長

が返済計画を求めず融資する し、タクシーに予算を付けら

東北

連合会長代行

※新役員39名、四役11名、中執26名、会計監査2名

かによって決まるのではない す。２００８年のリーマン・ な１ページを飾る統合です。

関東

青森地連

と言っている。
是非ご相談を。 れることになった。この「ワ

東京地連

實

でしょうか。これは、日本の ショック以来、 万人を超え 大きな期待を寄せます。

実

江良

統合に期待を寄せる宮里弁護士
伊藤

ご来賓・メッセージ一覧（敬称略）
書記次長

中央執行委員

剛

ブロック

需要が減って困っているタ クチン・タクシー」をもっと

新たな決意で政策実現に全力投球
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55

中央執行委員長

副中央執行委員長

学

出身組織
氏 名
役職名
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統合大会で新役員を選出
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兵庫県議会本会議の様子

（6月10日現在、
本部集約分。既報13組合除く）

６月定例会

交運労協ハイタク部会の自治体要請が実る

兵庫県議会は６月定例会で した場合、その経費の４分の なっている。更にタクシー事

業者から要望があった場合に

これに対して、向山議員は

これにより、国庫補助事業 は支援が必要か検討したい」

２０２１年度の６月補正予算 １を補助するというもの。

案が審議され、交通事業者へ

せれば、補助割合が４分の３

の支援として２４００万円が による２分の１の補助と合わ と回答しました。

予算化されました。

この間、要請行動を行って となり、事業者の経費負担は 「タクシーは狭いスペースで

審議では、
向山好一議員
（国 いる。医療従事者同様の感染

きた兵庫県交運労協ハイタク ４分の１で済む事になります。 乗客と密になって仕事をして

部会の成田次雄事務局長は、

８日の建設常任委員会を傍聴 民民主党）が計上額の内訳に リスクを抱えている。そうい

し、審議と可決を見届けまし ついて質問し、交通政策課の う実態を考えたら、予算額を

た。翌９日の本会議で正式に 担当者は「県内のタクシー台 超えて希望があった場合『は

数は約８千台、そのうちの い、ここで打ち切り、後は勝

％を対象に予算化した。高 手にやってよ』というわけに

15

可決されました。

具体的支援策は、兵庫県が

コロナ対応地方創生臨時交付 性能空気清浄機とモニターの はいかない。しっかり状況を

金を活用し、タクシー事業者 導入が８００台、低濃度オゾ 見据えて柔軟に対応してほし

が高性能空気清浄機等を導入 ン発生器導入が４００台と い」と要望しました。

【北海道地連】（６）
● 3 月 26 日、朝日交通、現状維持。3 月 31 日、ダイコク交通、現状維持、減車台数合意。
● 4 月 5 日、全自交道南ハイヤー、現状維持。
● 4 月 6 日、室蘭つばめ、現状維持、空気清浄機設置。
● 4 月 7 日、網走市ハイヤー、現状維持（A 型）嘱託賃金を正社員と同一にし組合員。
● 4 月 13 日、函館タクシー、現状維持、換気口整備。
● 4 月 23 日、日北交通、現状維持。
【岩手地本】（５）
● 3 月 15 日、つばめ分会 現状維持。 ● 3 月 18 日、岩手分会、現状維持。
● 3 月 29 日、玉川分会、現状維持。
● 3 月 30 日、北都分会、現状維持。
● 3 月 31 日、一関支部、現状維持。
【秋田地連】（７）
● 3 月 30 日、鹿角観光、現状維持。
● 3 月 30 日、大館花矢、現状維持。
● 4 月 1 日、秋南、支給率統一、中退金加入（60 歳未満）。
● 4 月 2 日、合同、現状維持。
● 4 月 15 日、キング、賃金体系変更。
● 4 月 15 日、太平自教、賃上げ：55 歳未満 5,000 円、55 歳以上 3500 円、
55 歳未満に 2200 円本給繰入。
● 4 月 16 日、中央、現状維持。
【千葉地連】（３）
● 3 月 15 日、京成佐倉八街、現状維持、春闘解決金 6,000 円。
● 4 月 14 日、姉ヶ崎、現状維持。
● 4 月 19 日、京成成田、現状維持、解決金 8000 円。
【東京地連】（１６）
● 4 月 7 日、現状維持、春闘解決金 = 組合へ 1,354 万 6,000 円、
フードデリバリー実車距離を賞与に反映。
● 4 月 15 日、改進、現状維持、コロナ禍出番協力金 = 最大２万円。
●大和自交、賃上げ：ハイヤー 300 円、職員・工員 300 円、
一時金：ハイヤー年間 39 万円、工員年間 39 万円、職員年間 437,000 円。
●帝都自交、定昇：ハイヤー平均 500 円、職員・工員平均 500 円、
賞与：ハイヤー年間平均 50 万円、職員・工員年間平均 2.45 カ月、
事業継続協力金：ハイヤー年間 3,000 円、タクシー = 基準により支給（最高７万円）
。
●京王自動車、春季賞与支給。
●荏原交通、現状維持、一時金：夏季 28 万円、冬季 28 万円、行事助成金 130 万円、
●全コンドル、時間単価一律 3％アップ、帰路高速通行料 = 全面改定。
●ミツワ交通、部率引き上げ・足きり調整、乗務員手数料撤廃。
●三交労高鉄交通、新賃金協定。
●三交労八王子交通、賃金・一時金：現状維持。
●三交労飛鳥交通、新賃金協定。
●三交労八南交通、現状維持。
●三交労大国自動車、アクリル板・空気清浄機設置、
●三交労大和保谷、現状維持、賃率 60％、定昇：15 年 500 円。
●三交労美善交通、賃金・一時金：現状維持、
●三交労善玉交通、現状維持。
【神奈川地連】（１）
●日本サントスキャブ、定時制乗務員の腰割れ賃率改善。
【静岡ハイタク連合会】（５）
● 3 月 15 日、伊豆箱根、現状維持、有給残日数処理 = 日額 30％。
● 3 月 22 日、静鉄、現状維持、事故防止奨励 1,000 円、定年延長 70 歳に（条件付き）
。
● 3 月 22 日、遠鉄、現状維持、非乗務員賞与年間 2.8 カ月。
● 3 月 25 日、アンビ・アタクシー、現状維持。
● 3 月 30 日、伊豆東海、現状維持。
【新潟地連】（２）
● 4 月 16 日、柏崎交通、定昇 500 円。 ● 4 月 27 日、大和タクシー、定昇 500 円。
【富山地連】（１）
● 4 月 20 日、富山交通、現状維持、
陽性者乗客により休業した場合 =1 時間当たり2,900 円のみなし運送。
【大阪地連】（１）
● 4 月 27 日、大阪トンボ交通、現状維持、解決金昨年実績、
【兵庫地連】（１）
● 4 月 12 日、加古川タクシー、現状維持、空気清浄機設置、休業手当 = 平均賃金 100％。
【愛媛地本】（１）
● 4 月 13 日、立花分会、現状維持、解決金昨年実績、
無事故手当年間 1 万円、危険手当 =１乗務 300 円。

兵庫県議会

空気清浄機導入費用の一部補助を予算化

2021春闘妥結状況一覧

兵庫県交運労協ハイタク部会が県タクシー協会と懇談会

労使協力して支援要請を継続

兵庫県交運労協ハイタク部 この間の労働側の各自治体要 ている行動は非常に価値ある 直接窮状を訴えることは切実

会（部会長＝北坂隆生・全自 請行動に触れ「労働側が各市 ものだ。経営者側だけだと迫 さが伝わる。
」と労働側の要

長に直接会って支援を要請し 力に欠けるが、労働者自らが 請行動を評価しました。

北坂部会長は「労使で協力

して、各自治体や国会議員へ

の要請を引き続き行なってい

きたい」と挨拶しました。

その後、意見交換を行い、

各自治体の６月の補正予算の

審議に向けて具体的な支援策

を提示していくことを確認し

て終了しました。

成田次雄

挨拶する北坂ハイタク部会長

交兵庫地連委員長）は４月

日、神戸市内で兵庫県タク

シー協会（吉川紀興会長）と

労使懇談会を開き、兵庫県下

の各自治体に要請している事

業持続化給付金の支給、空気

清浄機導入費用の補助、ワク

チン接種者の送迎についての

タクシー活用など、コロナ対

策支援要請行動を労使で協力

して行っていくことを確認し

全自交兵庫地連書記長

自治体要請は地方議員との連携が必要

私は兵庫県交運労協ハイタ よび県内８市町村に対し、タ ものです。神戸市や加古川市

ケースもあります。初めて知

ク部会の事務局長として、３ クシーの窮状とタクシー支援 のように、交渉の場に会派全

稿

ました。

この会合には、全自交兵庫

地連から５名と私鉄関西ハイ

タク労連から２名が、タク

シー協会から４名と兵庫県タ

クシーサービスセンターから

２名が出席しました。

展開してきました。

具体的に求めた内容は、① り合った議員が積極的に対応

今後、コロナ対策やライド

感染防止対策の強化、②移動 してくれました。

制約者へのタクシー券配布、

③事業継続支援、④公共交通 シエア導入反対の自治体での

従事者への支援、⑤ワクチン 意見書採択、地域公共交通対

輸送と接種者のタクシー送迎、 策等の各自治体要請行動の理

⑥タクシー乗務員（希望者） 解者として、さらに、パイプ

ないでしょうか。

コロナの感染拡大状況を考

へのワクチン優先接種、の６ 役として大いに望めるのでは

項目です。

今回の行動は、立憲民主党

や連合兵庫推薦の各自治体議 えれば、まだまだ終息する見

員に事前に協力を要請した結 通しがつきません。さらに拡

果、各議員が積極的に自治体 大する恐れもあります。個別

の担当局と交渉して実現した の労使交渉では限界に達して

いる今日、タクシー産業の維

持やタクシー労働者の生活と

命と健康を守るために、国や

自治体からの支援が急務です。

引き続き、各自治体への要請

行動を展開して行きます。

冒頭、吉川会長は挨拶で、 月・４月にかけて、兵庫県お を求めて積極的に要請行動を 員が私たちと同席してくれた

※１２地連・地本、４９組合（妥結通算＝１３地連・地本、６２組合）
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