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２０２１年度運動方針（案）要旨

なっています。医療支援の充

実、中小企業支援、雇用対

９・

の米

中枢テロから

年。ついに

米軍がアフガ

策、最低賃金引上げを大胆に

実行し、エッセンシャルワー

ンから撤退し

職場討議資料

団結をさらに拡大・強化する を失った労働者の再訓練・教 カーへの支援を実行すること

た。対テロ戦

ンプル調査・全国平均）
。

育と所得支援、児童等への学 こそ、コロナ危機を乗り越

しかし、タクシーは重要な ことが求められています。

争で８８０兆

円を費やし、国家建設に失

敗しただけでなく中東を舞

です。

公共交通として、コロナ禍で 【世界情勢】 現在、ワクチン 習支援の強化が求められま え、日本の安定を取り戻す道

日本社会は、コロナ以前か も患者や医療関係者の移動、 へのアクセスが世界経済を す。

Ⅰ．
はじめに
新型コロナウイルス感染症

混迷を深める菅政権の新型

台に１００万人に迫る軍や

感染者数（累計）１６４万人 せる中、新型コロナが日本社 エッセンシャルワーカーとし ９５００万人も増え、新たに 制のためにも強力な国際協調 でも「命より利権」を優先さ

に達しました。日本国内でも を破壊し、貧困世帯を増加さ い、現場のハイタク労働者は に陥った人は２０２０年に 刷新、国境を越えた脱税の抑 腐敗を極め、新型コロナ対策

米ジョンズ・ホプキンス大） を優遇して「分厚い中間層」 ルバス再編後の児童送迎を担 倍の損失を被り、極度の貧困 デジタル化、国際法人課税の 総選挙では、長期政権で金権

第５波を招き宣言を繰り返

て退陣を表明。五輪開催で

日本では菅首相が万策尽き

りにも深い。▼同じ時期、

ワクチン普及の世界的な格

界で２億２４６５万人超、死 を増大させ、格差を拡大させ 生活交通を支え、バス路線撤 り、コロナ禍での累積損失 差や生活水準の格差を縮める コロナ対策に対し、国民の批

市民が死亡。その爪痕は余

の感染者数（累計）は、全世 ら安倍政権の下で不安定雇用 重症化リスクが高い高齢者の 二分する断層線となってお

者は４６３万人超
（９月 日・ て来ました。大企業と富裕層 退後のデマンド交通やスクー は、発展途上国が先進国の２ ため、
また気候変動への対応、 判が広がっています。衆議院

せてきた自民党政権にＮＯを

すが収束が見えない。選挙

超、
死者は１万６８５５人
（９ 会を襲い、国民の命と暮らし ての存在感を高めてきまし ８０００万人が栄養不足に が必須です。

月 日・ＮＨＫまとめ）を数 を脅かして、医療崩壊、雇用 た。コロナ禍の最前線で働く なったといわれています。格 【国内情勢】 国内では、第５ 突きつけ、命と暮らし最優先

えますが、菅政権は有効な感 崩壊、交通崩壊の危機をつ ハイタク労働者の命と雇用と 差は各国の国内でも広がり、 波の感染拡大で、病床不足が の政治に転換させることが求

降下。
「総選挙の顔」を選

にも負け続け、支持率は急

であり党利優先で感染対策

染防止対策をとれず、迷走を くりだしているのが現状で 生活を守るため、労働組合の 家計や企業への財政支援、職 生じて医療が逼迫する事態と められています。

に検討する必要があります。 ２０２１年５月 日時点の自

を投げ捨てた罪は重い。派

民の審判を一度も受けずに

また、路線バス事業も大きな 治体によるタクシー支援事業

しています（全タク連緊急サ １．新型コロナ感染症の影響 会社を設立して事業を引き継 交通の主力としてタクシーが ６月補正予算で、タクシー乗

逃げ去った。▼米軍撤退と

閥の力で就いた菅首相は国

デマンド交通や通学を支える 務員へのワクチン優先接種や
感染拡大の影響で、タク ぐ事態も起きています。

菅退陣は共に「一強」と言

われた存在が威信を失墜さ

雇用調整助成金を活用した ことが求められます。

せ経済と社会を疲弊させた

シー産業は全国的に事業継続

またワクチンの輸送や接種

が困難な状況に陥りました。 部分休業を大半のタクシー会 ２．地方
 自治体による支援と 実行した自治体もあります。

交通として営業継続した結 また、夜間の需要が激減し、 団体・地方議員と連携して、 るよう各地で要請行動に取り

総括と安倍・菅政治の総括

要なのは米国の戦争政策の

ワクチン接種での活用

「没落の象徴」だ。今、必

果、経営が一気に悪化し、多 多くの会社で勤務シフトの大 地方自治体に対する支援要請 組みました。国交省のまとめ

に他ならない。▼今や米国

タクシー券の配布
（１３５
応は全く不十分であり、強く 武三地区の法人タクシー運転 認識が広まり、支援策も全国 り、

補償は不可欠ですが、国の対 ２０２０年度は東京特別区・ に欠かせない公共交通」との ス・タクシーが活用されてお

と貧困が民衆を苦しめ、国

走る。コロナ禍の中で格差

日本は日米軍事同盟にひた

乗 務 員 の 離 職 も 進 み、 治体で「タクシーは市民生活 自治体でワクチン接種にバ

地域）
、乗合タクシーで送迎

に拡大しています。

ます。事業の統廃合や再編も ら高齢乗務員の退職者が各地 ２万円」の慰労金が支給され 運送をした例や、医療従事者

崩壊」の危機が深刻化してい 減少しました。感染リスクか スとタクシー運転者に「１人 借り上げ接種会場までの往復

産・廃業に追い込まれ「交通 内でも１年半で３０００人が が、北海道の旭川市で路線バ す。ジャンボタクシーを市が

する民衆の進路を総選挙で

アに忍び寄る。これと対決

新たな戦争の足音が東アジ

変動に対処すべき時なのに

 

【２面へ続く】

訪日外国人客は激減し、今 援を全国に拡大する必要があ 行う自治体もありました。

加速しており、高知県の須崎 で増加しています。
市では全タクシー会社３社が

同時廃業し、商工会議所が新 後の観光事業の在り方を真剣 ります。国交省が把握した

暮らしを守る道。Ｍ・Ｔ

示そう。政権交代が平和と

たように、乗務員への直接支 への送迎・タクシー券配布を

多くのタクシー事業者が倒 年で最大です。中部運輸局管

批判しなければなりません。 者が４４６９人減少、過去

際的な協調で感染症や気候

は対中対決を鮮明にさせ、

額の融資でしのいでいるのが 幅な変更等に追われました。 行動を強めました。多くの自 では、４月 日現在、３０７

け、緊急事態宣言下でも公共 維持しているのが現状です。

国交省から事業継続要請を受 社が実施し、雇用を辛うじて

全自交労連は連合・事業者 者の送迎にタクシーを活用す

10

内容は多岐にわたります （ 地域）などとなっていま

実態です。運行継続のための

30

次央

（有料制1039号）

11

ダメージを受けており、地域 は、全国で２５５１を数え、

20

「タクシー１台に 万円」を
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ぶ自民党の都合だけの退陣

でも他の先進国に後れを取る ２０２０年４︱５月は対前年

Ⅱ．ハイタク産業の動向

中、利権にまみれた東京五輪 同月比 ％台にまで低下し、

大に道を開いてきました。

を強行し、過去最高の感染拡 その後も ％～ ％台に低迷

37
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需給動向判断の復活③事業の ②ＧＰＳを通じて走行距離・ 別運賃を容認することにつな は、変動運賃の幅について シーをタクシー事業者自ら廉 １００万人を突破しており、 たものであり、交通空白地の 態が懸念されます。確信犯的

【１面から続く】 免許制と５年ごとの更新制② プライシング（変動運賃制）
」 シーの公共性は守られず、個 りません。また、ウーバー社 通院に「ボランティア・タク な い 日 本 の フ リ ー ラ ン ス は への説明もなく突如開始され 危機の渦中では過去最悪の状

３．改正タクシー特措法

27

国的」「恒常的」
な対策のため、

ク・プライシング」

コロナ危機で、最低賃金違

スを展開する意向を示してい 反は拡大し、休業手当の不支

ＷＩＬＬＥＲ株式会社（本 ますが、既存の公共交通に大 給も問題になっています。一

の範囲内で変動を認めます。 に「需要が供給を上回る時間 合わせ「ポストコロナの日本 を開いていることを警戒しな のエリアで月額定額制の乗り 者との協議すらなく拡大する て運行しているタクシー事業

放題サービス「ＭＯＢＩ」の ことは許せません。慎重な対 は最低賃金の適用から除外を」

応を自治体と公共交通事業者 と主張していますが、これは

しかし「いつでも・どこで 帯に限り、一般ドライバーに 改造計画」を出版し、
「スー ければなりません。

「ウーバー・イーツ」配達 実証実験を開始しました。地

規制改革推進会議は６月１

ている「タクシー事業法（仮 日に答申を出し、タクシー も・誰でも」安心して利用で よる有償運送を認める」こと パーシティではライドシェア

に求めていきます。

る暴論にほかなりません。事

経営者の社会的責任を放棄す

労働者の生活をかえりみず、

員など、労働法の適用を受け 域公共交通会議や地元事業者

でも国から事業継続を求めら 運送やライドシェアに頼らざ 自宅待機する場合は生活保障 活安定型賃金をめざし、固定 ることができます。

高齢の嘱託社員の比率が高 業継続支援や雇用調整助成金

で自宅待機する場合は休業手 確立を求め運動します。若年 まっており、 歳（事情によ を受けながら、法令遵守のモ

れ、採算度外視で地域の生活 るを得ない状況に陥る危険性 と特別有給休暇等、会社判断 給を中心としたＡ型賃金の再
交通を担ってきたことに対 があります。

団結力で戦後最大の危機を 当は「平均賃金の１００％」 件の確立に全力をあげます。 同じ勤務シフトで働く場合の

シーの社会的信頼を失墜させ

当の支給を求めます。休業手 者や女性にも魅力ある労働条 り 歳）までの定年延長や、 ラルを問われる状況は、タク

65

１６万筆の署名を集めタクシー議連に手渡すハイタクフォーラム代表者ら

さらにハイタク労働者に対

を勝ち取り、労働相談にしっ ２万円）の「危険手当」
「慰

周知と罰則付き義務化要求

転者最賃の創設

を検討します。
「働き方関連 ８．最低
 賃金の引き上げと運

すべての職場で「出来高払 法」により、自動車運転業務

コロナ禍でも労働者の生活

上限規制が適用されます。こ るため、最低賃金引き上げ

締結し、就業規則に明記させ 間外労働に、年９６０時間の を守り、経済を活性化させ

す。バス・タクシーが再起で 伝し、ハイタク労働者の信頼 し、日額１万円（２労働日で いの保障給」に関する協定を は２０２４年４月１日より時

２．地域
 の生活交通を担い、 きない程のダメージを受けて

国・自治体に要求します。

に地域間格差がほとんどない

一般則適用を求めて運動しま 目指します。労働者の生計費

コロナ禍で休業する職場で す。

長時間労働の是正など

６．有給
 休暇の確実な取得、 の確実な遵守と、上限規制の や、運転者最低賃金の創設を

ライドシェア導入を阻止 しまえば、生活に欠かせない かり対応して、全自交労連へ 労金」等の支給を事業者及び る必要があります。

タクシー事業者がコロナ禍 地域交通を白ナンバーの有償 の結集を実現しましょう。

３．雇用確保と労働条件維持
経営者は「会社の業績が悪
いから」という理由で従業員

１５００円を求めます。中

も、休業日と別に有給休暇を ７．法令
 違反の一掃と悪質事 以上、全国一律で、時間額

２０２０年のハイタクの労 小・零細企業に対し最低賃金

業者の排除

ありません。
「整理解雇の４要 ません。また、会社から休業

働基準法違反率は、実に ・ 支払いのための支援策を拡充

を簡単に解雇できるわけでは 確実に取得させなければなり
円となり前年より約 万円も 業手当も最低賃金も払われて

件」の全てに適合しない解雇 日とされた日も、労働者が希
拡大しています。

いない」
、
「賃金が数万円にな

Ⅳ．命と雇用を守り労働条件を
維持・改善する取り組み
１．タク
 シー労働者の賃金・
労働条件の実態

も多く寄せられています。

30

60

年収格差は１８７万６０００ 働組合のない職場からは「休 償と労災認定、保健所判断で

らに低下させれば、産業崩壊
を招きます。不当解雇を許さ

全自交労連が求めてきた生

賃金の確立

の推定年収も約 万円低下し が ％以上低下」と答えた組 加え、乗務により新型コロナ ４．固定
 給中心の生活安定型

働条件を守ることが必要です。

車内の高性能空気清浄機の ず、団体交渉を積み重ねて労

強化と補償の充実

職者が出る中、労働条件をさ

ほとんどの営業所が休業を り生活できない」という悲鳴 は無効です。また、多くの離 望すれば、有給休暇を取得す ２％の異常な状況で、コロナ することも必要です。

全 自 交 労 連 が、昨 年 末 に

前年より 万９６００円減少 り、
１８２時間となりました。

平均で２９９万６２００円で、

87

る闘いを強化します。

で実現し、法令違反を一掃す していくことが求められま の成果を職場と地域に広く宣

止対策、
事業継続・雇用維持、 す。悪質事業者による大量解 １００％支給をすべての職場 域公共交通の主力として活用 国や自治体への要請行動など す。

事業者や行政に対し感染防 労金」等の直接支援を求めま せん。休業手当の平均賃金の すべきであり、タクシーを地 乗り越えなければなりません。 を確保するよう全力をあげま ５．「 出 来高払い制の保障給 」の 「同一労働・同一賃金」など る由々しき事態です。

シー乗務員へ「危険手当」
「慰 払わない行為は絶対に許しま 可能とする大胆な支援を実行

１．コロ
 ナ危機から命と雇用 需要の創出を要求し、タク 雇、休業手当や最低賃金を支 し、国や自治体は事業存続を ３．組織の拡大・強化
と生活を守る

70

Ⅲ．新年度の運動の基調

称）
」で、①タクシー事業の 関係では①「ダイナミック・ きる運賃体系でなければタク を提言した事実を忘れてはな もできる」と豪語。高齢者の

ハイタクフォーラムが要請し

めるためには指定基準を見直 力をあげます。
に限定し 認可運賃の「上限 本版ライドシェア」をめざす ５．白タク・ライドシェア
シー事業者が行うライドシェ 社大阪）は２０２１年７月か きな影響を与えかねない乗合 部のタクシー事業者団体が
,
す必要があります。また「全 ４．規制
」に道 ら東京都渋谷区で半径２ｋｍ サービスが、議会や地元事業 「国から事業継続要請を受け
竹中平蔵氏は菅政権発足に ア（自家用有償運送）
 改革と「ダイナミッ から２割増、下限から１割減」 経済同友会が２０２０年１月

法」が同時に成立し、
「タク

ナ禍で大幅に下落しており、 できる重要な公共交通機関と 運賃の実証実験を行う方針 変動運賃はライドシェアに道 動運賃制の導入を阻止しなけ 再生法」と「スーパーシティ

24

適正化・活性化を全国的に進 して、安全と信頼の構築に全 で、配車アプリを通じた予約 を開く懸念もあります。
「日 ればなりません。

のＭＯＢＩ（モビ）

す。しかし、日車営収はコロ る市民に 時間の輸送を提供 た。国土交通省は年内に変動 反対の声が上がっています。 ウーバーの主張を批判し、変 「改正地域公共交通活性化・ ６．ＷＩ
 ＬＬＥＲ（ウイラー） １００ヵ所」で同様のサービ

後、豊島区をはじめ「 全国 事業者を許してはなりません。

％」と主張しています。ラ ライドシェア解禁を狙ってい またたく間にタクシー産業が 持たないものです。同社は今 牲に生き延びようとする悪質

改正タクシー特措法による 休・廃止の許可制などの強力 額を算出する「 ソフトメー がる変動運賃制度を認めるこ 「需要を喚起するために下は 価に展開」する構想を示して ライドシェアが解禁されれば、 課題解決といった目的を全く に法令を無視し、労働者を犠
特定地域は９月１日現在で、 な措置を実現しなければなり ター」③ＩＴ機器を使用した とはできません。乗務員だけ

わずか３地域まで減っていま ません。高齢者をはじめとす 遠隔点呼の導入を求めまし でなく利用者や事業者からも イドシェア解禁を見据えた ます。２０２０年５月 日に 崩壊する危険があります。

40

働時間は前年より 時間減 ２．乗務
 員の感染防止対策の

２０２０年推定年収は、全国 余儀なくされた結果、月間労

法人タクシー運転者の

45

11

「賃金 早期導入など感染防止対策に
影を落としました。全産業男性 行ったアンケートでは、

し、新型コロナの影響が大きく

57

ましたが、ハイタク労働者との 合員が ％を超えており、労 に感染した場合は賃金全額補

13
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Ⅴ．
「交通崩壊」
を防ぎ
公共交通を守る取り組み
全国的・恒常的な対策のた 用者保護の観点からも認めら

に強く反対します。安全と利

約の不平等に抗議し、地位協

撤去を求めます。日米安保条

再生法による「地域公共交通 （５）タクシー事業法の制定
計画」を全自治体で策定する

タクシー事業の免許制
（５ れません。地方議会における
よう求めます。また運輸局・ め、

束後の経済対策を要求します。 については、利用者とのトラ 通のマネジメントや自治体と 判断の復活を柱とする「タク 択を継続します。その他、白

１．公共
 交通としてのタク 限のタクシー活用と、感染収 シング」等の新たな運賃制度 支局の人員を増強し、地域交 年ごとの更新制）、需給動向 ライドシェア反対の意見書採
シーを守る政策の推進

できるようタクシー利用券の シーの公共性を脅かすことか 求めます。タクシー事業者へ を求めます。

強化を各機関に要請します。

（１）感染
 対策とハイタク乗 また交通弱者が安心して外出 ブル・苦情が予想され、タク の調整を行える体制の整備を シー事業法（仮称）」の制定 タク行為の摘発と取り締まり
務員への支援

償運送の安易な拡大阻止

定の見直しを求めます。

⑦消費税に反対し、再配分

機能を強化した税制の実現の

ために奮闘します。

⑧年金・医療・介護の切り

捨てに反対し、社会保障制度

⑨差別と人権侵害を根絶す

ンシャルワーカーの地位向上 的に行動し、核兵器禁止条約 の拡充を求めます。

ライドシェアにつながる安 を求め、
「医療崩壊」
「雇用崩 の早期批准をめざすととも

な拡大阻止

国に対し空気清浄機の導入 配布や、バス路線やスクール ら導入に反対します。また、 の福祉車両・ＵＤタクシー導 ３．ライ
 ドシェアと自家用有 （２）自家
 用有償運送の安易

補助拡大、エッセンシャル バス廃止が検討される場合の 新たな運賃制度については、 入助成の拡充を求めます。
ワーカーとして最前線で働く タクシー活用を求めます。

②憲法改悪に向けた国会発

じめとする運動に参加し、基

⑤福島第一原発事故の汚染 本的人権の確立のために行動

象になるよう求めます。

ライドシェア運転者は自営 易な自家用有償運送の拡大に 壊」
「交通崩壊」の危機を乗 に、すべての被爆者が救済対 るために、部落解放共闘をは

に、
厳正な監査と処分の実施、 暇、労災保険の適用がない無 の主力に位置づけた「地域公

悪質事業者を排除するため 業とされ、最低賃金や有給休 反対し、タクシーを地域交通 り越える施策を求めます。

事業者の排除

実証段階から労働組合との協 （４）監査
 体制の強化と悪質 （１）ライドシェア導入阻止

界を乗り越え、適正化・ う求めます。

ハイタク乗務員への危険手 ２．改正
 タクシー特措法の限 議機関を設置し、検証するよ
当・慰労金等の直接支援とワ
活性化の推進

⑩全自交のタクシー政策・

求め、原発再稼働と新設に反 交通政策の要求実現のため、

事態条項の新設を阻止するた て国と東電の責任ある対応を

めに全力をあげます

③全国一律・時給１５００ 対します。青森県六カ所の核 支持政党・議員と連携して政

同時に、 燃施設建設阻止を訴え、原発 策活動を進めます。国政選挙
ラム等と連携し、次の課題の 円の最低賃金を求め、

私たちは連合や平和フォー

なければなりません。

作成を求めます。 議を許さず、９条改憲と緊急 水対策、損害賠償などについ します。
改正地域公共交通活性化・ 監査体制の強化を求めます。 権利労働となっており、導入 共交通計画」

（３）タクシー事業の活性化

クチン優先接種（希望者）を

コロナ危機で、台数と運賃

要求します。また雇用調整助 （１）特措法の運用見直し
成金の特例期間延長を要求
し、休業補償日額の算出は総

幅に減少しており、指定基準

賃金を労働日数で除する方法
に改めるよう求めます。
の見直しを求めます。

長崎平和記念式典

の社会を変えるために自公政

交労連のタクシー政策に理解

⑥沖縄・辺野古の新基地建 を示す候補者・政党を推薦し、

①新型コロナ感染症の拡大 実に支払えるよう国の支援を への転換を求めます。

自民党総裁選で誰が選ばれ 権を打倒し、
「誰もが安心し を阻止するため、医療体制の 求めます。

にも加入を働きかけます。

の活動家育成

り、その自覚を持った活動が

求められます。

次世代の育成は焦眉の課題

闘し、ＳＮＳによる情報発信 ナー等への参加を推進します。

強固な労働組合をめざして奮 どでの学習会実施と本部セミ

に発行し、機関紙でつながる であり、地連・地本、単組な

書」と位置づけてタイムリー

機関紙を「 組合費の領収 （２）次世代の育成

２．機関紙活動の強化

や活動の推進を促します。

信頼関係を築いて、組合結成 労働組合の価値が問われてお

場の不条理を親身に聞き取り、 条理と闘う頼れる存在として

に丁寧に対応して、困難や職 の苦難が深まる中、社会的不

います。労働相談・生活相談 せん。いまコロナ禍で労働者

の生活危機は深刻さを増して てきたことを忘れてはなりま

コロナ禍でタクシー労働者 の長く激しい闘いで獲得され

労働者の権利は、戦前から

の学習強化

りも検討し、組合のない職場 （１）労働
 組合の意義と役割

個人加入の地域ユニオンづく

おける組織拡大をめざします。 ３．学習
 活動の強化と次世代

組合との接点を拡げ、地域に にも挑戦します。

米軍基地の縮小・ その当選をめざして闘います。
④核兵器廃絶のために積極 設に反対し、

ます。全自交が取り組む「ハ （２）地域での組織拡大

Ⅶ．組織拡大・強化の取り組み

安倍政治を継承するとして たとしても、長期政権で金権 て生活できる国」にしていか 充実、安定した雇用、エッセ

交代を実現しよう！

政治姿勢を批判し、政権 ロナ対策を放棄したのです。

１．自公
 政権のコロナ対策と 任することを決め最重要のコ 大、倒産と失業、格差と貧困 実現をめざして行動します。 中小零細企業が最低賃金を確 に依存しないエネルギー政策 や地方自治体選挙では、全自

の適正化が一層必要であるに
Ⅵ．政治課題の取り組みと
もかかわらず、特定地域は大
平和運動の推進

（２）事業継続の支援

①緊急事態宣言下でも事業

タクシー事業者の倒産・廃 （２）台数・運賃の適正化
業を避けるため、融資だけで
なく、公租公課の減免、減収 継続を要請するならば、地域

分の補填などの直接支援を求 ごとの必要台数と稼働補償を 就任した菅首相は、コロナウ 腐敗を深め「命より利権」の

イルスの感染拡大が懸念され 政治姿勢を続け、格差と貧困

②労働条件の向上と適正利 る中、東京五輪の開催に固執 を拡大させてきたうえにトッ

めます。車両購入、感染防止 明確に示すよう求めます。
対策、キャッシュレス決済導

入等への助成も強く求めます。 潤が捻出されるよう、早期の し、変異株の日本流入を公表 プが責任を放棄する自民党政

運賃改定を求めます。

行動の推進

２０２１年５月に組織統合を果

大・強化を推進します。

交渉力の強化

各職場での組織化は最優先

未組織労働者や産別未加盟 （３）相談の強化

せず、第５波の感染拡大を許 権では今ある危機を乗り越え １．統合
 を活かした組織拡大 嘱託者の組織化に全力をあげ します。

③「ダイナミック・プライ しました。緊急事態宣言を何 ることは不可能です。 月

「命と暮らし
病床不足は現実のものとな 選挙に勝利し、

たし、東京を中心に組織の拡大

全 自 交 労 連 と Ｋ Ｐ Ｕ が ンドル共済」への加入を推進

り、
「医療崩壊」の危機を深 を最優先」の政治に転換させ

が図られました。この統合によ

めています。

昨年末にコロナ患者受け入 薦候補を確定し、政権交代め

り組み

次期衆議院選挙は新型コロ

た。そして９月３日には総裁 る思いを投票行動で示し、新 拡大をはかります。乗務員高

国民の支持を失っていきまし 状への不満と将来不安に対す 組活動を強化・宣伝し組織の

ロナ対策を取らない菅政権は、 る重要な選挙になります。現 闘争や春闘をはじめとする単

期に強要するなど、有効なコ ナウイルスから命と生活を守 課題です。コロナ禍での政策

進まず「補償なき自粛」を長

うとしましたが、その接種も

ワクチン接種だけで乗り切ろ ２．平和
 運動・政治課題の取 （１）職場
 の組織率の向上と

れ病院にまで病床削減を求め、 ざして全力をあげます。

る力を活かし、全国的な組織拡

るために全ての地方組織が推

度も拡大・延長しましたが、 日に任期満了を迎える衆議院

21

（３）需要創出の支援
ワクチン接種に際して最大

第76回の原水禁世界大会・長崎大会。唯一の被爆国として
「核兵器禁止条約」への批准を求める川野浩一共同議長

10

定時制・
選不出馬を表明し、首相を辞 型コロナウイルスの感染拡 齢化の現実を直視し、

組織統合を果たした第78回臨時大会（全電通会館）
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Ⅷ．自動車教習所労組の闘い

（３）自教労組の運動課題

すが、感染防止対策など指導

習にしっかり対応し、講習の 方、卒業者数は増加傾向と く左右する最も重要な要素で

習所業界は、生き残りをかけ 賃金は低い水準に抑え込まれ

求めます。

社会的公益性の高い業種と

④短時間及び有期雇用者に （２）自教の政策課題

指導員が意欲を持って働け 対する不合理な格差を是正し、

取り組み

厳しい環境下で、自動車教 員の業務が多忙化する中でも、（１）雇用
 ・労働条件改善の る手当を要求します。

質を確保することも自動車教 なっています。
習所の大きな課題になってい
ます。

自動車教習所は、①運転免 た競争に駆り立てられ、教習 ています。嘱託・契約指導員

①感染防止費の自治体支援。

許取得のための教育施設②各 料金のダンピングや誇大広告 などの非正規社員化も進んで る労働環境は、公益性の高い 正規雇用者との待遇差の内 して、以下を要求します。

新型コロナウイルスの感染 方の自動車教習所では例年入 許取得の金銭的余裕もない若 種法定講習の機関③地域の交 が横行する状況にあります。 おり、総人件費は明らかに低 教習業務を適正に行う上で何 容・理由・決定に関する使用

②料金のダンピングや規定

（ １ ） 自 動 車教習所を取り 巻 く 情 勢

拡大は自動車教習所にも多大 校生の多い８月に、入校者数 者が増えたことも見逃せませ 通安全教育センター、という 教習の質を劣化させ「自動車 下しています。送迎業務など より重要です。エッセンシャ 者の説明義務について協定化

労働条件にかかわる経営変更

③高齢者講習、講習予備検

①労働条件の不利益変更や については、労働組合と事前 査の料金適正化と、
受講者
（受

した労働環境を確保して指導 件の確立を目指します。

また、現場の自教労働者の 業務に集中できる労働条件を

⑤事業休廃止など、雇用・ の規制と、監督・指導。

な影響を与え、一時は多くの が大きく減少した事例も多数 ん。少子化と人口減は止まら 社会的役割を担っています 交通の安全を支える」という を兼務することで蔓延してい ルワーカーとして、自教指導 と就業規則の変更を進めます。 時間内卒業を謳う誇大広告へ

一方で高齢運転者の事故が ており、この 年間で指定講

し下げる要因になり続けます。 止めがかからない状況が続い があってはなりません。

自動車教習所が休業を余儀な あり、都市部と地方部では明 ず、将来的に入校生の数を押 が、指定教習所数の減少に歯 社会的任務を後退させること る長時間労働をなくし、安定 員にふさわしい賃金・労働条

コロナ禍による貧困と格差

くされ、再開後も感染対策に 暗が分かれました。
追われました。

裕が生まれた点や、鉄道・バ
ス等の移動を避ける必要が生

（２）高齢者事故対策での活用

な団体交渉を通じて、賃金・ 前協議・同意約款」を協定化

歳までの定年延長▼契約

指導員の労働条件改善

◆定年
 延長の取り組みと嘱託

判断力の低下がみられる場合 労働条件の改善に取り組みま します。

金・退職金の確保に奮闘しま

②適正な定期昇給や一時

は、それを自覚してもらうこ す。
とで、運転免許証の返納を促
指導員を増員して 歳以上 進させることが必要です。

警 察 庁 の ま と め で は、 の運転者 万人あたりの死亡 さなければなりません。

２０１９年に 歳以上の運転 事故件数は６・９件で 歳未

④高齢者講習指導員資格も

地方公安委員会での取得。

⑤普通免許教習生に対する

「原付教習」の義務化。

⑥自教を地域の「交通安全

時間、かつ年３６０時間」 が正社員と同一シフトで働く 違反者講習、処分者講習、更

（定年後再雇用者を含む） 教育センター」と位置づけ、
２０２０年の高齢者講習受 す。時間外労働について「月 社員

す。この状況を改善するため 者講習をさらに充実させると 講者数は３２５万５０５０人

「同一労働・同一賃金」 新時講習など、免許関連業務
件減ったものの、死亡事故全 にも指定自教を「地域の交通 ともに、 歳以上の高年齢者 で５年前と比べ５７８５人増 の遵守を求め、待機時間を含 場合の

４０１件に上り、前年より

者が起こした交通死亡事故は 満の２倍以上となっていま の免許証更新者に対する高齢

70

じた点、職を失った人々が免
許取得に向かった点などが、
自動車教習所の入校生数を押
し上げています。一方、今夏
の第５波感染拡大では、全国

75

期などにより学生に時間的余

コロナ禍で、授業開始の延 の拡大が若年層を直撃し、免 社会問題となる中、高齢者講 習所数が 減少しました。一 労働条件は、教習の質を大き 確立することが求められます。 不当労働行為を許さず、真摯 協議し、同意を得るよう「事 験者）への公的補助。

10

体に占める割合は ・４％で 安全教育センター」として大 については、認知機能検査の え、認知機能検査受験者数は めた適正な労働時間の算定に ▼高齢指導員の健康に配慮し を指定教習所に委託すること。

⑦新型運転シミュレーター

③感染防止対策業務に対す 常的な健康管理の充実︱︱を 導入の公費負担。

過去最高だった前年に次ぐ高 いに活用し、高齢者の事故や 結果に基づいた高齢者講習を １８８万２７７６人で 万２ よる賃金支払いを行わせます。 た勤務シフト▼健康診断と日

（３）自教労組の組織拡大

多くの自教職場に労働組合

月 日、今回で６年目となる 全自交関西地連から加藤直人 のでは」とただしました。局 する問題があったとし、
「出 賃金を押し付けられており、

会（北坂隆生部会長）は、９ から田中滋修委員長ら２名、 て労働側は「ハードルが高い 事業所の３割に有給休暇に関 が存在せず、長時間労働と低

兵庫県交運労協ハイタク部 ６名、私鉄関西ハイタク労連 染した場合の労災認定につい 施した監督・指導でタクシー

水準となりました。 歳以上 悪質事故を減らす対策に活か しっかりと行い、身体機能や ０６７人増加しています。

作成のチラシを配り、対話を

コロナ感染の労災認定状況ただす

の自治体が
「お盆の帰省自粛」

65
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10

兵庫県交運労協、労働局交渉

を呼びかけ、帰省中に免許を

75

件悪化への対応など 項目に 等部・企画課長、岸本昌一特 的に高いと考えられる業務に 員に取得させるように指導す ます。労働条件改悪やパワハ

ない、コロナ禍による労働条 局からは、原俊司雇用環境均 い場合も、感染リスクが相対 「年５日以上の有給休暇を全 自交への結集を強く呼びかけ

兵庫労働局への要請交渉を行 書記次長が出席し、兵庫労働 側は「感染経路が特定されな 勤率の算定に問題があった」
、 未組織労働者に組合結成と全

14

重ね組合結成と全自交への加
入を呼びかけました。
宮古駅には通常 台を超え

（今野徹委員長）
は９月５日、 動を行い、ＪＲ駅のタクシー る待機車がありますが、コロ
三陸沿岸の宮古駅、大船渡市 プールに待機する仲間に本部 ナ感染の影響で稼働台数が極
端に低下し、４台しか待機し
ていない状況です。乗務員か
ら苦境の訴えが多く寄せられ

ついて回答を求めました。全 別司法監督官ら８名が応対し 従事し、業務により感染した ると『コロナ禍で無理だ』と ラ、不当労働行為を絶対に許

蓋然性が高い場合、労災保険 言い訳があったため指導し さず、労働基本権を守り抜き

亡くなりました。 歳でした。

葬儀は８日に近親者のみで行

日午前３時ごろ、都内病院で に貢献されました。

う・りょうじ）氏が、９月４ ク労働６団体の共闘実現など

を務めた津京良次氏（つきょ の組合組織化や、都内ハイタ

まで、全自交労連本部書記長 は東京都出身で、多摩地域で

１９９１年から１９９５年 われています。津京元書記長

津京良次元書記長が死去

タクシー乗務員がコロナ感 給付の対象となる」と説明。 た」
などの実例を示しました。 ます。

自交兵庫地連からは、北坂隆 ました。
生委員長、成田次雄書記長ら

９月３日までに局で受け付け

件、決定

た労災申請のうち、運輸業で

は「 申請受理

また局側は昨年、管内で実

き、
給付されているようです。

務以外で感染した場合を除

と回答しました。明らかに業

件（支給 件）
、調査中６件」

10

ました。また、大船渡市の盛
駅では「利用者が減って、勤
務シフトも３勤・３休になっ
た」との声が聞かれました。
「苦境に負けずに頑張ろう」
と励ますとともに、今後の自
治体への要請に反映させるこ

16

93

14

75

20

取得する人が大幅に減少。地

45

75

ととしています。

10

苦境に負け ず 頑 張 ろ う

25

労働局に回答を求める北坂部会長

全自交岩手地本釜石支部 の盛駅、釜石駅で組織拡大行

コロナ禍で都市部と地方に明暗

ビラ配り対話する釜石支部の仲間

11

岩手・釜石
組織拡大行動
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