総決起集会「全国で運賃改定を」

ハイタクフォーラム総決起集会。全国から3産別の仲間167人が集結。
（3月10日、東京・星陵会館）

次央

（有料制1046号）

集会で、主催者を代表して するため、全国のハイタク労

えるだけの運賃・料金を実現

した２日後の

ライナに侵攻

ロシアがウク

。
ました（２・３面に詳報）

あいさつした溝上代表は、ハ 働者の声を一つに合わせ、行

日、渋

谷駅前で開催

月

社会的役割の大きさと、それ くてはなりません」と訴えま

された在日ウ

イタク労働者が果たしてきた 政や事業者にぶつけていかな

に見合わない劣悪な賃金・労 した。

ました。

が、東京・永田町にこだまし

う全国ハイタク労働者の叫び

要と声を揃えました。連合の に会社と交渉を続け、どんな

善するためには運賃改定が必 イタク労働者が、あきらめず

り越え、賃金・労働条件を改 るための重要な場。全国のハ

仲間が集結し、コロナ禍を乗 いる春闘は、この待遇を変え

を実施しても運送収入は上が

る形にしなければ、運賃改定

クシー事業者がきちんと関わ

する新サービスについて「タ

アミー）
」など安さを売りに

苦しい生活からの脱却を願 を開催。全国から１６７人の げ、
「まさにいま、闘われて （モビ）
」や「ｎｅａｒＭｅ（ニ

また溝上代表は「ｍｏｂｉ

えた。尋ねた人も、私も驚

ア」と申し訳なさそうに答

と聞かれた女性は「 ロシ

なたはどこの国の出身？」

方同士が会話していた。「あ

▼その時、私の隣で外国の

催の抗議集会に参加した。

クライナ人主

働条件に対して怒りの声を上

全 自 交 労 連、 交 通 労 連 ハ

清水秀行事務局長をはじめと 形でも、賃金・労働条件の向

らず、
公共交通が破壊される」

ハイタク労働者の苦境 議員や行政にも訴え

イタク部会、私鉄総連ハイタ

する 人の来賓からも連帯が 上を勝ち取りましょう」と強

そして賃金・労働条件の向 合法化を掲げる維新の会の勢

と厳しく批判。ライドシェア

と共に立つ」
と叫び続けた。

対」
、
「私たちはウクライナ

い た が、彼 女 は「 戦 争 反

表明されています。９日に厚 く呼び掛けました。

力拡大を強く警戒し、参議院

影響で、諸物価は高騰し、

私たち自身の生活はより一

即時・無条件の撤退を要求し

ナ侵攻に断固として抗議し、

プーチン政権によるウクライ

全自交労連は、ロシアの

ない。▼ＮＡＴＯや西側諸

意として示さなければなら

ない姿勢を、国際社会の総

は必要だ。侵略戦争を許さ

でもプーチン政権への制裁

層苦しくなるだろう。それ

ます。ウクライナの人々、そ

国の在り方に非はなかった



してロシア国内を含め世界中

うこと・逃げることの葛藤、

か、ウクライナの国民総動

核兵器による脅しや原発へ

簡単に答えの出ない難しい

で戦争反対の声を上げる人々

の攻撃も絶対に許容できませ

問題もある。▼しかし、今

員令をどう評価するか、戦

ん。国内でも核武装論者が勢

はとにかく、ウクライナで

がる市民・労働者の声は各

いづいていますが、核の拡散

なにより、この戦争が続く

国の政府や企業の方針に影

の戦争を一刻も早く終わら

ほど、物価は上がり生活は苦

響し、プーチンを追い詰め

が進めば、人類を含む全生物

しくなります。ウクライナの

る。▼私は渋谷で見たロシ

せるため声を一つにすべき

人々のため、私たち自身の平

ア人女性の姿に背中を押さ

の絶滅リスクが跳ね上がるこ

和と生活を守るため、抗議の

れた。 Ｋ・Ｔ

ではないか。全世界から上

声を。「ロシアは撤退せよ！」
。

とを忘れてはなりません。

への連帯を表明します。

▼２面に続く

▼今回の戦争と経済制裁の

平和フォーラムなどが主催した緊急街頭宣言に全自交も参加。
（3月4日、新宿駅）。
連合、交運労協、平和フォーラムと連携し、抗議を行っていきます。

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永
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ク協議会で構成するハイタク
フォーラム（代表＝溝上泰央

10

春 見交換も実施。ハイタク労働 だ」と強調し、
「すべての地 しました。

全自交はロシア・プーチンの武力侵攻に断固抗議する

発 行＝全国自動車交通労働組合連合会
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３月15日

2

選挙での闘いの重要性を強調

日の集会後には、 上には「設備費や燃料費の高

全自交労連中央執行委員長） 生労働省・国土交通省への要
は３月 日、東京・永田町の 請行動、

金を求める総決起集会

22

闘勝利！ライドシェア反対！」 者の苦境を訴え、改善を求め 域で、適正な人件費をまかな

ウクライナに平和を！

全自交しんぶん

主な記事

15

星稜会館で「適正な運賃・料 タクシー政策議員連盟との意 騰に見合った運賃改定が必須

10

THE ZENJIKO

第1222号
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との質疑応答▽総決起
集会連帯あいさつ
４面：特定地域指定で相次ぐ
「 書面不同意 」▽各地
連本で春闘方針決定。
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ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

ハ イタク
フォーラム

エッセンシャルワーカーに直接の支援を

運 賃 改 定の主 題 は 賃 金 労 働 条 件の改 善
直接支援を求めました。

主な回答（要約）
◆ライドシェア

ずしも適当ではない。
一方で、 析していくことが重要。実証

運賃算定に当たり、人件費に 実験の内容を注視していく」

「費用負担が大きな課題と

一定割合を積み増す措置を ◆脳ＭＲＩ検査などの助成

（大阪万博などでの〝期間 取っている。運転者の賃金が

限定 〟も含め ）
「 安全確保、 十分に確保されるよう取り組 なっていることは理解してお

含めて検討中」

「配車アプリ手数料などを ◆変動運賃（ダイナミックプ

◆運転者負担と累進歩合

利用者保護の観点から認める むことが重要と考えている」 り、国として助成することも
わけにはいかない」

富山地連・石橋剛委員長 ◆運賃改定

「労働条件改善につながら 運転者に負担させることは、 ライシング）

厚労省要請交渉
最賃違反の是正を

厚生労働省に対する要請 雇用維持や感染症対策▽最

交渉も９日に行われ、ハイ 低賃金法違反や労働基準法

タクフォーラムは小林高明 違反の摘発・指導▽累進歩

大臣官房審議官に要請書を 合制や乗務員負担の排除▽

手交＝写真。コロナ禍での 固定給と歩合給のバランス

は、運賃改定が賃金・労働条

「昨年行った実証実験の結

の取れた賃金体系▽有給休

なければ、運賃改定の錦の御 見直すよう業界に求めてお

旗もかすむ。改定して終わり り、運輸局も通じて必要な指 果を検証中。今後、有識者の

の弊害について

回答はありませんでした

暇の不適切な取り扱いの改

働きかけを継続する」

「利用者にとって利便性は

ではなく、労働条件向上につ 導を行いたい。累進歩合は厚 検討会を設置する」

◆乗務員への危険手当支給

が、全自交兵庫地連の成田

厚労省側から踏み込んだ

「希望にそえず申し訳ない。 高いが、公共交通機関のサー

次雄書記長は、最賃違反の

善などを求めました。

かり事業者に言っていく」

今後の制度設計の参考にする」 ビスとして不適切な内容に

常態化や、監督・指導件数

ながるよう、
国交省としてしっ 労省と連携し、廃止に向けた ◆配車アプリでの、割引競争

件の改善に確実に反映される

冒頭、
溝上泰央代表は
「エッ やかに改定がなされるよう対 クシーの質を決めるのは運転 よう、検証と事後のフォロー

て長く働ける環境構築に取り シーの普及とともに、本来介

センシャルワーカーであるハ 応したい」
と述べ、 リッター 者の皆さまだ」とし、安定し を強く要求。また、ＵＤタク
イタク労働者の生活はまさに 当たりの上限額が５円から
護タクシーに乗車すべき介助

全自交労連の出席者は次の の必要な乗客の輸送が増加 ◆格差是正

風前の灯火。ハイタク産業が 円に引き上げられたＬＰガス 組む意欲も語りました。
持続可能な移動サービスとし 高騰支援についても早急に対

バスの運賃改定では全産業

賃金上の不利益をこうむって との賃金格差を埋める仕組み

なっていないか、動向を注視

が減少している事実を厳し

ライドシェア

▼４面に関連記事

「実験ではなく、本格運行 して、適切に対応したい」
には導入しないのかという要

「既存のバス・タクシーの

太郎氏」
、
「壊れたラジオのよ

バーと付き合いがあった河野

さらに、
「６年前からウー

く批判。
改善を求めました。

長は、雇用調整助成金は休業 明確化を要望しました。
者への支援にすぎず「普通に

働いている者がなんの支援も 長は夜間実車時の行灯消灯が 合制、日勤や隔日勤務など多 公共交通会議の承認が必要。
受けられない。これはおかし 地域ごとに扱いが違うことを 様な勤務実態など特有の事情 地域公共交通会議がなけれ

▼特定地域についての質疑 賃金と単純に比較して、適正

い」と指摘。エッセンシャル 批判し、説明を求めました。 が存在するので、全産業平均 ば、つくるしかない」
ワーカーと認めている以上、

うに『ライドシェア』と繰り

あいさつを私鉄総連ハイタク協議会・志摩卓哉

交通労連ハイタク部会・小川敬二部会長、閉会

会を全自交・松永次央書記長、開会あいさつを

ハイタクフォーラム総決起集会では、総合司

が生まれようとしている」と

イドシェアの
〝日本型変異株〟 告。

部長が講演し「今、まさにラ 事業を優先している状況を報 ミックプライシングの動き」

労連（ＩＴＦ）の浦田誠政策 シー配車ではなく、食事配達 げる日本維新の会」
、
「ダイナ

法化阻止をテーマに国際運輸 バーについて、現在はタク ストにライドシェア推進を掲

浦田部長は、日本のウー 返す竹中平蔵氏」
、
「マニフェ

『変異株』に警戒

議長が担当。集会アピールを全自交東京地連の

警鐘を鳴らして、運動の強化 プリを使ったオンデマンドの いる、
〝ライドシェアそのも

総決起集会では、白タク合

河西純誉さん（写真左）が提案し、前日の国交

を呼び掛けました＝写真。
人書記次長、私鉄ハイタク・久松勇治事務局長
が行いました。

ました。

また食事配達などで働くギ

と報告しています。

ことを示し、警戒を呼び掛け の下請け業務を手掛けている

での事業拡大を計画している う会社がウーバーイーツ配達

展開のみならず、東南アジア 「国内ロジスティクス」とい

と、ウィラー社がモビの全国 が出ており、すでに日本でも

ギグ労働者が担っているこ によって規制を回避する動き

スは、単発で仕事を請け負う グ労働者について、下請け化

海外では、このようなサービ

題の「モビ」について発言。 の誕生を危惧しました。

配車事業」とし、特に乗り放 の〟とは少し違った〝変異株〟

一方で、
「気になるのはア れまで日本が阻止に成功して

といった警戒要素を上げ、こ

省・厚労省要請の概要報告を、全自交・野尻雅

な人件費を判断することは必 需要を損なうものでないか分

■ 国民民主党 国民運動局長

■ 立憲民主党 泉健太代表 ■ タクシー政策議連 会長

「危険手当」など乗務員への 応答は４面記事で詳報。

■ 交運労協 住野敏彦議長

避難する方をタクシーが輸

最高顧問



「タクシーは、歩 する場合は、各自治体の地域 ◆特定地域「不同意」問題
北海道地連・鈴木久雄委員 望に対し、

東京地連の菊池るみ副委員 いる状況を説明して、区分の ができたのに、なぜタクシー ◆定額乗り放題モビ

ています。

て、利用者に安全・安心を提 応する考えを示しました。「タ ような意見を国交省にぶつけ し、歩合給の中で、労働者が
供できる環境の構築を」と求
めました。
国土交通省自動車局旅客課
の大辻統課長は、エッセン
シャルワーカーとしてのハイ
タク労働者に敬意を表明。運
賃改定について「適正なタイ
ミングで改定されることが望
ましい。審査が始まればすみ

■ 連合 清水秀行事務局長

（全産業平均賃金との格差

送 し て い る。 地 震 の 時 も

ウクライナ侵略が起き、

境は、全産業の中でも非常

を解消するよう）運賃認可

その中心に運転者の方がお

全タク連より、武居利春
副会長、神谷俊広理事長

昨年 月、乗合バスでは

に厳しい。持続可能とする

の処理方針が変わったが、 そうだが、電車やバスが止

ういった制度を作っていく

られることを忘れてはなり

議連より小宮山泰子幹
事長、森山浩行幹事長代行

ハイタク乗務員の労働環

ためには、将来に希望を持

皆さまと取り組みたい。ラ

ことが、今、一番大事な視

ません。安全の確保や待遇

まってもタクシーは動き、 ■全タク連

イドシェアを導入しない姿

点。交運労協 万人の思い

てる労働環境が必須であり、 タクシー産業においてもこ

勢を貫き、連合としても政

の向上を応援していきます。

【出席者】

昭一、小宮山泰子、城井崇各衆議院議員らも同席しました。

ます。重要な回答と、全自交労連の出席者の発言を紹介します。交渉には立憲民主党の近藤

を提出（＝写真）して、国交省の姿勢を問い、さらに 人が発言して現場の思いを伝えてい

３月９日、ハイタクフォーラムは国土交通省への要請交渉を行いました。 項目もの要請
24

を込めて取り組みたい。

ＩＴＦ
浦田部長

25

1

12

府に強く求めていきます。

近藤昭一氏

13

60

田村まみ氏

坂本克己氏

国交省交渉

総決起集会 力強い連帯の声

第１２２２号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０２２年３月15日

人の国会議員が参加

シーも撤退すればどうなるか させて頂きましたが、あれで
想像して下さい。高知県須崎 はとても仕事にならない。ま
市では、商工会議所が中心と してや高齢化でどれだけ大変
「与野党
なって地域のタクシーを残し か」と理解を示し、

ましたが、これは本来は政治 の範囲を超えて取り組みた

全自交東京地連の沢頭満則

の仕事。地域公共交通として い」と答えました

のタクシー向けの施策をぜひ

また、全自交北海道地連の 基準賃金を決めることはでき

と訴えました。 執行委員は「タクシーの平均
として政府全体での定義や予 お願いします」

タクシー政 策 議 連 と 意 見 交 換
ハイタクフォーラムは３月 施。議連からは、国会審議の
日、衆議院第二議員会館で 合間をぬって衆議院 人、参

タクシー政策議員連盟に所属 議院

えに耳を傾けました。
議連の近藤昭一会長は「皆 算を議論したい」と前向きな

と提案。
立憲民主党・
鈴木久雄委員長が「今年の大 ないか」

意見交換の中で、全自交愛 雪では、緊急時に必要で、お 末松義規衆議院議員は「国費

さんのお仕事は重要なインフ 姿勢を示しました。
ラであり、皆さんをしっかり

守っていくことがわれわれの 知地連の本田有委員長は、政 年寄りの足となるタクシーが を投入して中小企業を支援し
役割です」と力強く表明し、 府の賃上げ政策（法人減税） 走れなくなることもあった。 ながら、最低賃金を１５００
森屋隆事務局長も「交通運輸 は、元々利益率が低く、コロ 雪の多い地域について、国と 円まで上げる取り組みを立憲
労働者の安定した労働条件と ナで大半が赤字のタクシー業 しての対策を」と求めた事に 民主党でしている」と説明し

ほかにも、緊急小口資金な

職場を確保することが何より 界には「まったく合っていな 対し、北海道選出の立憲民 ました。
も必要」と述べました。エッ い」と指摘。検討されている 主党・徳永エリ参議院議員

センシャルワーカーへの支援 トリガー条項解除についても は「札幌ではタクシーが何台 どの借入金の返済猶予を求め
について、小宮山泰子幹事長 「ＬＰガスにかかる石油・ガ もスタックして、私も 台押 る声が上がりました。
は「定義を明確にし、きちん ス税は減税にならない」と述
と支えられる制度を目指した べ、タクシーにも配慮した政
い」と語り、森山浩行幹事長 策の取り組みを要望。最後に

広めよう」と述べました。
江良實書記長が春闘方針を

が追い付いていない。春闘で ないものは守られない」と奮

国際運輸労連
（ITF）
は、
初のオンライン写真コンテストを開催中

えました。来賓の山名文世・ みを進めるよう要請しまし 議会は２月 日、釜石市への り、支援を検討したい」と発
八戸市議会議員は、八戸市に た。質疑ではＬＰＧ充填所の ２０２２年度政策制度要請を 言。要請では、コロナ禍の支
よる交通事業者への支援内容 閉鎖や有給休暇の抑制を求め 実施。同協議会の副議長とし 援について「バス、タクシー
を報告。
「タクシー乗務員を る会社の言動等について対応 て、全自交岩手地本釜石支部 をはじめとする交通運輸、宿
慰労する支援も求める。組合 を協議。７月の参議院選挙で の今野徹委員長も同席し、野 泊、飲食、小売り等の事業所

市独自の支援について課題を

員となって闘おう」と呼びか は「鬼木まこと」氏を推薦し 田武則市長と、市長室で意見 やＮＰＯ法人等に対する釜石
けました。その後、東北地連 全力で闘うことを確認し、最 交換しました。

野田市長は、冒頭のあいさ 集約しながら、引き続き行う
つの中で「タクシーが苦しい こと」などを求めました。

〈問い合わせ〉
問い合わせ ITF 東京事務所

☎ 03-3798-2770

ふるってご応募を

※【応募上の注意】

◎ 全自交の組合員であればどなたでも応募できます。
◎応募はインターネットから。上の案内にあるＵＲ
Ｌを入力するか、「ＩＴＦ 写真コンテスト」と
検索して下さい。

Ｗｏｒｋｅｒｓ

Ｕｎｉｏｎｓ

◎所属産別を選ぶ欄では「Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｆｅ
ｄｅｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ Ａｕｔｏｍｏｂｉｌｅ

Ｔｒａｎｓｐｏｒｔ

（ＺＥＮＪＩＫＯ‐ＲＯＲＥＮ）
」を選んで下さい。

◎一人３点まで応募できます。写真は、労働者の肖
像写真、働く労働者の写真、交通運輸関連の光景
を収めた写真等、どんなスタイルでも構いません

が、できるだけファイルサイズの大きい高画質の
ものを提出して下さい。被写体の人物には事前の
承諾を得て下さい。必要な場合は、キャプション

なく、私たちがしっかり要求

いるが、国に言われるまでも

が企業に対し賃上げを求めて

や説明を付け加えて下さい。

月額１万円を要求の柱に

〈応募締切〉
応募締切 4月30日

日、愛媛地本会議室におい 拡大を繰り返しながら営収は コロナ以前でも全産業労働者

全自交愛媛地方本部は２月 ら２年が経過したが、収束と していかなければならない。

愛媛
地本

https://www.itfglobal.org/ja/photoprize

詳細

金〉 1等賞 30万円
（1 名）
ほか

〈賞

する国会議員と意見交換を実 し、全国の労働者の切実な訴

近藤会長ら、議連メンバーが

代行は「内閣委員会筆頭理事 「バスが撤退した地域でタク

労働福祉会館で第 回中央委

せました。新型コロナの感染 ける労働条件が必要だ。燃料 等に交渉できる。要求しない

方針を確立させ春闘を始動さ 経営が苦しくとも安心して働 重要。執行部だけが会社と対

員会を開催し、２０２２春闘 委員長は「コロナ禍で会社の 提案し、
「結果よりも経過が

代表あいさつに立った後藤

員長）は２月 日、青森市の を固め合いました。

全自交青森地連（後藤勝委 たが、活発な討論で闘う決意 賃金を改善し、協定を地域に

北海道・鈴木委員長

の高橋学委員長が講演。
「厳 後に全員でガンバロウを三唱
しい時こそ労働組合の出番。 しました。

て第 回中央委員会を開催し 低水準のままだ。会社も苦し との格差は２００万円以上あ

ました。主催者を代表して宮 いかもしれないが、歩合給中 る。これを改善しなければ人

岡主委員長は「新型コロナウ 心の我々はもっと苦しい」
と、 は集まってこない。昨年に続

三唱し終了しました。

ろう」とのかけ声でガンバロー

組合員が一致団結してがんば

タ ク の 将 来 は 賃 上 げ に あ る。

最後に、宮岡委員長の「ハイ

春 闘 方 針 が 決 定 さ れ ま し た。

円を要求の柱とする２０２２

の賃上げ、一時金年間１００万

（案）が提案され、月額１万円

活動報告と２０２２春闘方針

そ の 後、 森 茂 書 記 長 か ら

ました。

よう全員で闘おう」と、訴え

状況だが、成果を上げられる

イルスの感染が確認されてか 現状を語り「ここ数年、政府 きコロナ禍での春闘で厳しい

「ハイタクの将来は賃上げにあり」とガンバロ−三唱

1

拡大に配慮した縮小開催でし や物価も上昇しており賃上げ ものは実現しないし、協定し

後藤委員長の下で奮闘を誓う青森地連

67

19

38

21

愛知・本田委員長
生活賃金を確保しよう」と訴 起を促し、連絡を密に取り組

国際運輸労連 写真コンテスト

連合岩手釜石・遠野地域協 状況にあることは理解してお

釜石市長に要請
15

20

真剣にハイタク労働者の
声を聞きました

青森地連
中央委員会

です。
人々の生活を支える交通運輸労働者の日常や懸命に働く姿
を表現した写真を募集しています。
ふるってご応募ください。

岩手地本・釜石支部の今野委員長（右端）
らが、
野田市長に要請

10

10

春闘で生活賃金の確保！
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特定地域指定

タクシー特定地域の指定基 ロナ禍の特殊な輸送実績が基 置法の趣旨を踏みにじり、同 たな生活様式によって、コロ 営業制限に応じなかったが、 一層困難になり、雇用問題も

準を満たしながら、
指定に
「不 準になっていること」を理由 法を形骸化する不誠実な対応 ナ後もタクシー需要が低迷す 運輸局は勧告も命令も出さな 発生する」と問題提起し、「指

る可能性を考えれば、まずは いまま、ついに特定地域が解 定基準の見直しは喫緊の課題

実効性が失われつつあり、協

いま現実に、改正特措法の

と国交省に求めています。
特措法が目指したハイタク 特定地域の指定に同意し、地 除されてしまった。本当に勧 だ」

同意」とする決定が全国で相 に、不同意を選択していま にほかなりません。
次ぎ、基準を満たした 候補 す。百歩ゆずってその主張は

地の全てが「不同意」となる 理解するとしても、議論すら 労働者の賃金・労働条件向上 域協議会で今後の適正化・活 告・命令を出せるのか」とた
見通しです。しかも、ほとん しないという姿勢は、改正タ はまったく前進していませ 性化策を議論する必要がある だしました。

また全自交北海道地連の鈴 議会での議論すら行われない

木久雄委員長は、適正車両数 状況がある以上、まずは国交

％、旭川交通圏では に解決策はありません。同時

の基準について「札幌交通圏 省が運用ルールを見直す以外

ハイタクフォーラムは３月 め、地域の関係者において十 では

国交省に対応要請

ど（または全て）の地域が、 クシー適正化・活性化特別措 ん。さらにテレワーク等の新 はずです。
実際に協議会を開いて議論す
ることなく書面のみで「不同
意」を決定しました。

・７％以上の供給削減が必 に特措法の限界を乗り越える

協議会の委員として「特定地

自交埼玉地連が、各地の地域

告では、全自交富山地連、全

所管行政として対策を」
、
「特 討するタイミングがくれば、

特措法の目的に反している。 況も違い、必要に応じて検 応じられず、降雪時の配車は 化していく必要があります。

同意となる地域が多いことは は、コロナ前、コロナ後で状 けの供給削減を行えば需要に の制定を求める運動を一層強

（実際に）これだ ため、
タクシー事業法（仮称）
、
「指定基準について 要になる。
交渉で、
「事業者の意向で不 がある」

９日に行った国土交通省との 分に議論し、理解をえる必要

域指定に同意する」
と意見し、

定・準特定の指定基準の見直 しっかり考えたい」と回答す

けする言葉を連ね、タクシー

富山地連第43回委員会

結束して春闘へ

岩手地本

活発に組織拡大

全自交岩手地本

（森茂委員長）は

２月以降、県内の

大船渡、宮古、盛

岡周辺、北上、花

巻のタクシー乗り

場で組織拡大宣伝

行動を行いまし

た。チラシを配り

「夜はまったく動

かない」
、
「最低賃

金が払われない」

といった悩みを丁

寧に聞きました。

交通福祉棟会議室において第 している。会社の運送収入も

したい」と感謝し、アルコー

るみなさんに心から敬意を表

14

回委員会を開催。執行部や 低下しているが、事業者に対

がら日々業務についておられ

冒頭、石橋委員長は「賃金 あって、感染リスクがありな

委員長）は、２月 日、富山 の大幅な減少が３年目に突入

全 自 交 富 山 地 連（ 石 橋 剛

併せて協議会の対面開催を求

これらの問題について、全

化を目指し暗躍している。自

ています。質疑・討論では３ 全自交に結集する労働組合

産業は既得権益を守るための

ザーバーを含め 名が出席し、 付はあっても労働者に対する

加 盟 単 組 の 代 表 委 員・ オ ブ する各自治体からの助成・給

策について「引き続き、大変

ル消毒や換気など感染防止対

43

策は示されませんでした。

しを」といった要請を行いま るにとどまり、具体的な改善

会時点での新型コロナ感染症 り、賃金・労働条件改善が

運転者不足の解消が重要であ える輩は、ライドシェア合法

保が重要だ。そのためには、 を中心とする新自由主義を唱

利便と安全・安心の移動の確 し「日本維新の会や竹中平蔵

ていただくために、利用者の 薦を決定していることを報告

止など特別の措置となるた 長は「新潟交通圏では５社が

いては、新規参入や増車の禁 自交新潟地連の海藤正彦書記

国交省側は「特定地域につ

めました。しかし事業者の意

全自交本部に寄せられた報

46

した。

３月９日に行われた
ハイタクフォーラムの
国交省交渉

46

向で不同意が大半を占めたこ
とから「書面のみで不同意」
が確定してします。
全国的に、事業者側は「コ

春闘方針を採択しました。全

名の代議員から補強意見があ は、生活できる賃金・労働条

弊害でしかないと言わんばか

日、 北 海 道 鉄 道 会 館 で 自交労連本部の方針を基に、 拡大に伴う情勢変化を追加し 待ったなしで問われている。 分たちの利益のために世論受

全自交北海道地連は２

鈴木委員長 「要求しなければ現状追認」

北海道地連 春闘臨時大会
月

り、執行部として前向きに取 件確立に向け奮闘する」
、
「臨

りの連中に、私たちは屈する

針を中心に、富山地連独自の しのための賃上げをしない

た協議を行い、全自交本部方 労働者の生活維持と立て直

の地域公共交通を守るため、

委員会は最後に「 私たち

だきたい」と呼び掛けました。

２０２２春闘方針確立に向け 補填は皆無にひとしい。今、 ですが、気を引き締めていた

取り組みを加えた春闘方針案 と、従業員はいなくなり会社

２０２２春闘勝利、夏の参議

訂

「２０２２春闘では賃金を底 了しました。

上げして、コロナ禍が明けた

時代にきちんと働ける環境を

２月 日付１２２０号の２

た。
「新しい資本主義の前に

まで迫ってきた。そんな中に 正します。

にも感染者が出ているところ 正三さんです。お詫びして訂

計算が成り立ち、各人の周り 大和自交労組銀座支部の佐藤

もはや１００人に一人という されたのは林さんではなく、

おけるコロナ感染者累計では、 ２０２２春闘」の標語を考案

また石橋委員長は「県内に 格差是正！ 今こそ勝ち取れ

を求めました。

闘での全自交富山地連の結束 のお名前が間違っておりまし

きたい」と述べ、２０２２春 公募」の記事で、組合員の方

にみなさんと一緒に闘ってい 面に掲載した「春闘標語を初

整え、生活が回復できるよう

正

闘を闘う意義について強調。 してガンバロー」を三唱し終

る 」と、厳しい情勢下で春 院選挙必勝に向けて一致団結

が満場一致で承認されました。 の運送収入も確保できなくな

「賃金の底上げ」目指し、ガンバロー三唱

踏みにじられる改正タク特措法

２０２２春闘臨時大会を開き、 労働者自主福祉運動と臨時大

り組むことが答弁されました。 時大会で確立した春闘方針に

鈴木久雄委員長は「新型コ 基づき、各単組の組合員がお わけにいかない。タクシー産
ロナ感染症の収束の目途も立 かれている現状を改善・向上 業の制度政策の根幹を脅かす
たず、私たちの産業を取り巻 させるため、全ての単組が要 ライドシェア合法化阻止の取
く環境はさらに悪化している 求書を提出し粘り強い交渉を り組みは、２０２２年も継続
が、要求しないことは現状を 積み重ねていただく事をお願 して取り組む」
と述べました。
大会は新型コロナ感染症対
また、７月の第 回参議院 策として、少人数・短時間で

追認していることになり、会 いする」
とあいさつしました。
社の業績悪化から合理化提案

として、多くの道民に認知し として「鬼木まこと氏」の推 ました。

タクシーが真の地域公共交通 は、比例代表選挙候補予定者 記長の佐藤友彦代議員が担い

をしやすくする要因になる。 選挙で、全自交北海道地連 開催。大会議長は互信労連書

26

15

38

鈴木委員長は、
「全ての単組が要求書を提出し、
粘り強い交渉を」と呼び掛けました

15

相次ぐ「書面のみ」不同意
14

第１２２２号（ 4 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０２２年３月15日

