次央

（有料制1047号）

交通の安全と労働を考える市民会議

大阪シンポジウム

という決めつけに染まらない

◆立憲・辻元氏

……購読料 1ヵ月 70円……

臣の答弁を議事録に載せるこ 保障し、それを国が裏付ける

をかけてきました。早く国会

れいわ新選組の大石議員は

◆れいわ・大石議員

とで、なんとか官邸に歯止め ことが必要」と訴えました。

に戻って、皆さんと一緒にま

た最前線に立って戦いたい」 「科学技術の発展は本来すば

らしいこと、でもそれを一部

月の参議院選挙に全国比 の人のお金もうけのためだけ

上払ってる。大事なのは乗客 イドシェアを認めるわけには とあいさつ。

ライドシェア認めず「公共」守る
交通の安全と労働を考える市民会議は、 月 日、大阪市のエルおおさかでシンポジウム

立憲民主党前衆議院議員、大石あきこ・れいわ新選組衆議院議員を講演者に迎え、利益最優

でほしい。移動する権利が議

クの推進。事故を起こして

タクシー政策議員連盟前会

例候補として挑むため に使うと、人々にその刃が向

全国をまわる中、
「バ く」と話し、道路交通法の改

スとハイタクの現場に 正で自動配送ロボットが登場

は必ず行くようにして することにも警鐘を鳴らしま

その後、浦田誠ＩＴＦ政策

います。毎年１０００ した。

キロのバス路線が消

え、 タ ク シ ー 会 社 も 部長と、川上資人弁護士が講

維持できなくなってい 演。映画監督の土屋トカチ氏

る。バスやタクシーの がギグワーカーを描いたド

立場をきちんと公的に キュメンタリーの一部を上映

位置づけて、地方自治 して紹介し、山口広弁護士の

体が全ての人の移動を あいさつで閉会しました。

署名活動
実施中！！

８日時点で全自交労連本部が 厳しい内容が目立ちますが、 シー労組で通勤手当増額など の脳ドック検診など、粘り強

が全国で続いています。４月 継続協議、一時金不支給など 高３万円の一時金、遠鉄タク 限年齢引き上げと会社負担で

２０２２春闘の厳しい闘い タクシーでは賃金現状維持や 率を１％アップ、日交労で最 でハイヤー・バス乗務員の上

「ライドシェアは何をもたらすか～大阪から公共交通の『新たな潮流』を考える～」を開催。 の命。大阪のタクシーの９割 いかない』という国土交通大

先の交通サービスがどれだけ危ういかを訴えました。一般市民やハイタクフォーラムの仲間

会で話し合われもせず徐々に

『既得権＝悪』
大阪の地で日本維新の会と対峙してきた３人、坂本篤紀・日本城タクシー社長、辻元清美・ 以上が赤字で、

ら１００人超が参加し、ネット配信でも約 人が視聴しました。

狭められていることに民主主
に書いてる『 ライドシェア 義の危機を感じてほしい」と

も賠償しない、運転してる

本人も賠償できない。こん 長でもある辻元氏は、ライド

な社会がええのか。一般の シェアとの闘いについて「国

人に問うてほしい 」
、
「派遣 会で毎回毎回、
質問をして
『ラ

の次は、なんの保証もしな

い派遣以下のギグ労働。こ
れで誰が税金を払って社会

15組合妥結 非正規歩率改善も

「交通運輸労働者の賃上げ」
ご協力お願いします

【静岡ハイタク】
3.22 アンビ・アタクシー労組 定期昇給、
賞与昨年同額、
有給失効分1日4
千円で買取、
会社指示の業務に関し仮想売上1時間2700円を計上
3.25 遠鉄タクシー労組 通勤手当増額、乗務員の賃金は継続協議、非
乗務員一時金2.8ヶ月、
3.25 静鉄タクシー労組 賃金は継続協議、
功労金500円
3.28 伊豆箱根交通労組 賃金現状維持、
その他は継続協議。健康保
険標準日額の30％で失効有給休暇を精算

保険を払うのか。日本人が

【石川ハイタク】
3.12 石川近鉄タクシー労組 賃金現状維持、春闘解決一時金3千円、
業務遂行協力金1千～1万円、
65歳以上の有給補償アップ、
非正規
乗務社員の歩率を1％アップし一時金を支給
3.15 大和タクシー労組 賃金現状維持、
洗車場の整備など
3.22 石川交通労組 賃金現状維持、一時金不支給、緊急生活支援貸
付制度創設

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永

2022年/令和４年

7

集約した状況では、５地連本 石川近鉄タクシー労組でパー 成果を勝ち取った組合もあり い交渉で、様々な形の向上を

【千葉地連】
3・22 京成タクシー成田労組 〔成田支部〕賃金現状維持、全乗務員に1
万円の一時金、
バスの手当改善
〔小見川支部〕
代替時にドラレコ取付
〔銚子支部〕年間賞与20万円

みんな貧乏になる」と痛烈

2022春闘 厳しい交渉続く

大阪メトロのAIオンデマンドバス

【東京地連】
3.17 荏原交通ユニオン 現状維持
3.29 京王自動車労組 賃金現状維持、
一時金不支給、
運賃改定時ノー
スライド、
女子用施設の改善、
有給取得時の歩率・皆勤手当の改正、
ハイヤー・バス乗務員の雇止め上限を73歳から75歳に引き上げて65
歳時と70歳時に会社負担で脳ドック検診実施
3・31 日交労 〔タクシー〕賃金現状維持、一時金最高3万円、防犯装備の
拡充〔都内ハイヤー〕定昇2千円、勤続給について20年で凍結されて
いた昇給期間を25年まで延長、
賞与平均52万円、
一時金平均3万円
  
〔定時制〕一時金最高6千円
〔整備士〕賞与平均4.4ヶ月
4・8 大和自交労組 ハイヤー乗務員、工員は昇給300円、一時金年間
39万円。職員は昇給300円、
一時金年間43万7千円。
ともに昨年と同
額。
タクシーはオールシーズンタイヤ全車装着

組合、７５４２人が妥結。 ト・アルバイト乗務社員の歩 ました。ほか京王自動車労組 勝ち取る動きがあります。
【北海道地連】
2.28 安全永楽交通労組 現状維持
3.28 ダイコク交通労組 現状維持、
付帯要求は継続協議
3.30 北都ハイヤー労組 現状維持 「GO」アプリ導入、正社員への早
期昇格

な批判を展開。
大阪のＡＩオンデマンド交
通についても「めちゃめちゃ
赤字。採算を合わす方法は一
つで、結局は自家用車の配
車。それをやると黒字になり
ます。
『責任をもたんでいい、
何もせんでいい、後は知るか
い』ですから。そこを警戒し
ないといけない。ひょっとす
ると路線バスをやめることが

まず市民会議代表世話人と と対決してきた坂本社長が 目的かもしれないが、
『なん
して内田聖子氏があいさつ 講演。
「１人が中抜きでもう でも民営化、役所いらない』

をする。シェアリングエコ き、
「タクシーは３カ月ごと

る。お友達だけが良い思い 公共交通」と問題の本質を突

し、戸崎肇桜美林大学教授が けるから、みんな貧乏にな で今一番欠けているのは地方
基調報告を行いました。
◆坂本社長

続いて、権力を恐れない ノミーみたいなきれいな言 に点検をやって、自賠責保険
10

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

４月15日

17

痛快な発言で、橋下徹氏ら 葉で言うけど、維新が政策 も一般の 倍、年に 万円以
10

15

２０２２春闘妥結状況（4月8日時点の本部集約分）

の推進 』は、要は殺人白タ 訴えました。

シンポジウムのメイン講師を務めた3氏。右から辻元氏、坂本社長、大石議員。
参加者からも大好評だった熱いトークは、後日動画配信もされる予定です。

全自交しんぶん

主な記事

4

60

THE ZENJIKO

第1223号
２面：タクシー賃金ついに全産
業男性の約半分▽豊島
区でmobi開始▽キック
ボード規制緩和
３面：改善基準告示改正は課
題残し議論終結
４面：岩手地本・自治体要請
に成果 支援金再支給

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

豊島区でmobi運行へ

地域交通会議 バス業界も懸念

いる。公共交通とはいえない」
と問題提起しました。ウィラー
側はこの質問に対して、法人

Ｕｂｅｒがタクシーと連携強化

「２０２５年には全世界」

ニューヨーク

サンフランシスコ

ル予約や飛行機予約にも参

入する意向を示し、より合

法的な形でより巨大なアプ

リになろうとする思惑があ

したギグワーカーに対する

ドシェア運転手をはじめと

きを警戒すべきものと受け止

は、このようなウーバーの動

ＩＴＦの浦田誠政策部長

るようです。

として知られるＵｂｅｒ

法規制が強化されてきたこ

め「ウーバーは５４００億円

ライドシェアの代名詞 と大言壮語しています。

（ウーバー）が、一部方針 ヨークのタクシー全車両が

とや、コロナ禍や燃料高騰

の現金をもっており、
、世界

会議では、ハイタク労働者 ようとするならば、実験をや

た。しかし、同会議ではタク

に委員枠がないことについ り直してもらう②収支データ

シー業界だけでなく、バス業 議や全自交労連の津田光太郎 て、佐藤尚宣委員（東京交運 を検証するため、事前に各委

この背景には欧米でライ

４月にアメリカ・ニュー

を転換。タクシーとの提携 ウーバーアプリに登録され、

で低賃金のライドシェア運

中のタクシーアプリと提携す

バス業界の委員も複数が懸

通にダメージを与えることが 念を表明。東京都交通局は①

算性を無視した運賃で公共交

本運行の際にエリアを変更し

を強化する方針を打ち出 続いてサンフランシスコで

転手の成り手が不足し続け

ることも難しくない」と懸念

懸念されます。

し、
「２０２５年までに世 もタクシー大手２社と提携

ていることなどが考えれら

を示しています。

通不便とは言えない地域。採 スがあることを認めました。

交通が縦横に走り、とても交 は無料で利用させているケー

ＪＲ、地下鉄など既存の公共 店から料金を取り、利用者に

タクシー、路面電車の都電、 会員という枠でクリーニング

「採算性・持続性があるのか」
エリア内月額５０００円乗
り放題の乗合サービスｍｏｂ
ｉ（モビ）が、ついに東京都
豊島区で運行を開始します。
３月 日に開催された豊島区
地域公共交通会議で、アプリ
を運営するウィラー社が報告

界の全てのタクシーをウー しました。

れますが、ウーバーはホテ

バーアプリに登録したい」

４月 日、電動キックボー 時速 キロ以下なら 歳以上 憲民主党の内閣委員会に出席

電動キックボードについて、

結果なども示して説明。全自

交運労協は、３月 日、立 交の野尻雅人書記次長も、自

交通法が成立しました。特に 影響が強く懸念されます。

ルールを盛り込んだ改正道路 という内容は交通安全への悪 和への反対意見をアンケート

ドの規制緩和や自動運転の新 が運転免許なしで乗車できる し、電動キックボード規制緩

16

が
「タクシー 員に説明を③路線バスの停留
界からも懸念が噴出。半年以 書記次長が傍聴出席しました。 労協バス部会長）

▼各都道府県の詳しいデー

20

実際に運行するのはエコリ と完全に競合する。タクシー 所付近にモビの仮想バス停を

円増加。全産業女性との格差

21

「タクシー運転者（男）
」 の は約１０９万円でした。

万２２００円も低下。 裏付ける結果となりました。

２８０万４０００円で、前年 労働者が職場を去った状況を 円で、こちらは 万２４００
より

コロナ前の２０１９年と比べ

れば、約 万円の低下となり 推定年収は２８０万５１００

交運労協の反対意見 附帯決議に

内に再度、会議を開き、収支

と要請。 設定されると、運行に支障を
状況や労働環境について報告 ムジン東京というハイヤー専 の労働委員の追加を」
を求めることが決まりまし 業の事業者で、乗客定員９人 さらに、１日 時間という長 きたす。と、様々な角度から
た。
１年間は実証実験として、 のワンボックス車２台を午前 時間の運行に対し、労働時間 釘をさしました。
道路運送法 条許可で運行し ７時～午後 時まで。運賃は の法規制遵守と、詳細な報告 ◆渋谷は実験期間満了へ
すでにモビが走っている東

法人ハイタク業界では日興 京都渋谷区では７月で実験期

ますが、その後に本運行をす １回３００円（子ども１５０ を求めました。
るためには同法４条の乗合許 円 ） ま た は 乗 り 放 題 月 額

可が必要となり、地域公共交 ５０００円で家族なら５００ 自動車の山本曻社長と東京ハ 間の１年が終了します。渋谷

安すぎる運賃設定に対し、採 毅業務部長が発言し、採算性 置されておらず、早晩にも会

通会議の承認がなければ運行 円で追加できる仕組みです。 イヤー・タクシー協会の小池 区には地域公共交通会議が設
は認められません。

立憲民主党のさくま一生区 算を問う声が相次ぎました。 と持続性を強く疑問視。山本 議の設置が予想されるため、

運行エリアはサンシャイン 社長は先行している渋谷区の 全自交ではハイタク労働者の

ハイタク賃金 全産業男性の半額に低下
厚生労働省の２０２１年 （男女計）
」との賃金格差は の平均の ・３％で、男性労

「タクシー運転者（女）
」の

センサス）が３月 日に公表 した。平均年齢は１・２歳も上 になりました。

賃金構造基本統計調査（賃金 ２０８万９１００円に達しま 働者ベースの年収はほぼ半分

51

ら試乗した経験を基にその危

険性を訴えました。

交運労協政策推進議員懇談

日の参議院内閣委員会

会の森屋隆事務局長は、４

月

底」など、 項目の附帯決議

正改造車への取り締まり徹

運転免許制度の導入検討」「不

取り締まり」
「必要に応じた

険な運転に対する厳正な指導

の意見に基づき、
「悪質・危

可決されたものの、交運労協

時期尚早」と指摘。改正法は

ようとしている。今次改正は

ず、新たな乗り物を普及させ

さらされているにもかかわら

れていない状況により危険に

や、道路環境が十分に整備さ

の周囲への配慮に欠けた運転

イバーは、現在でも自転車等

で「交通運輸産業に働くドラ

12

15

19

28

事項として概要を説明しまし

豊島区の地域公共交通会議
されました。
「タクシー運転 昇し、 ・７歳に。コロナ禍

25

ました。
「全産業労働者平均 円で約 万円減。全産業男性 タは、次号で詳報

77

右上＝立憲民主党内閣委員会でキックボードへの懸
念を説明する交運労協の面々。全自交野尻書記次長
も発言しました▽左上＝参議院内閣委員会で質問す
る森屋隆議員▽左下＝キックボードに試乗。車輪が 17
小さいため路面に段差があれば、すぐに安定を失い
ます

10

「クリーニング店か 声が反映されるよう、働きか
ビルや大塚駅などを含む約 実験で、

60

半径 キロですが、
路線バス、 らの乗降に無料利用を認めて けを行っています。

モビのホームページに掲載された案内。
しかし4月19日時点では、まだ
開始しておらず「4月20日より運行開始※許可申請中」となっている

者（男女計）
」の推定年収は で年収が低下し、多くの若年 推計年収は２７６万５４００

60

21

が採択されました。

11

2

19

危険な電動キックボード規制緩和

道交法改正

21

第１２２３号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０２２年４月15日

※ハイタク部会の議論は終了。今後トラックの議論を経て、2022年12月頃、
改善基準告示が改正される予定。施行は2024年4月。

日勤の1カ月拘束時間

自動車運転者の労働時間に ます（ハイタクの改正案は表 にわたるハイタク作業部会で、 『努めることを基本とし』と
使用者側と激しく議論し続け、 いう弱い表現になったことは

厚生労働省労働政策審議会 人間らしく働ける労働時間規 残念」と話し、将来的には時

ついて、拘束時間や休息期間 を参照）
。
を定めている厚生労働省の
間外労働の年間上限が現在の

タクシーの休息期間（勤務 ９６０時間から、一般と同じ

「改善基準告示」の改正議論 の自動車運転者労働時間等専 制を求めて闘いました。
が山を越えました。ハイタク 門委員会には、ハイタク労働
とバスに関する議論は３月に 者を代表して全自交の松永次 間インターバル）をめぐって ７２０時間に制限される可能

22 20

関西地連が春闘討論集会

櫻井委員長・横文字サービス乱発に懸念

月以降、 勤９時間・隔勤 時間に拡大 必要になるので、 時間を義 市中央区のエルおおさかで開

12

11

字を使えばなんでも許される

風潮がある。本当に便利で、

進化して良いものになってい

くのか精査しなければならな

い。惑わされず、振り回され

櫻井委員長は、主催者あい プリは現在カンフル剤となっ 支局の金澤重之首席運輸企画

特別講演として、京都運輸

日に 守る闘いを柱とした２０２２ アプリが無ければ仕事になら らいたい」と述べました。

全自交関西地連（ 櫻井邦 賃上げ要求、地域公共交通を クシー配車アプリが浸透し、 ないように、仕事に励んでも

終結。トラックの結論が出れ 央書記長と私鉄総連ハイタク は特に激論となり、従来の日 性があると予測した上で「そ 広委員長 ）は、３月

14

ば、今夏に最終案がまとめら 協議会の久松勇治事務局長が 勤８時間・隔勤 時間が、日 の時はより根本的な見直しが ２０２２春闘討論集会を大阪 春闘方針案を採択しました。 ないという乗務員もいる。ア
れ、年内にも改正、２年後の 参加。２０１９年

日勤の1日拘束時間

21時間を超えないもの

務局会議で確認し、ハイタク 長時間労働を是正した上で、

労働界の総意として主張し続 全自交が求めてきた基本給と

けてきました。最低でも６時 歩合給のバランスの取れた賃

間の睡眠を取り、通勤や生活 金などの実現につなげること
の時間も考えれば、 時間は が重要」とし、長時間労働に
最低ライン。本来は義務化す 依存した賃金の在り方を見直

11

日勤の休息期間

隔勤の拘束時間

30

ハイヤー

・必 要な睡眠時間が確保できるよう、
勤務終了後に一定の休息期間を与
えるものとする

車庫待ち特例（※一部のみ抜粋）

題提起しました。

春闘方針案を成田次雄書記

開催され、１８００人の参加

日東京の日比谷野外音楽堂で

略に抗議する集会が、４月８

ロシアによるウクライナ侵

シング、モビリティ等、横文 ガンバローを行いました。

ａＳ、ダイナミック・プライ 阻止と春闘勝利に向けた団結

シェア、オンデマンド、Ｍａ 加者全員でライドシェア導入

は」と懸念を示し、
「ライド に、櫻井委員長の音頭で、参

京都、神戸にもつながるので 多数で採択されました。最後

う。
大阪だけの問題ではなく、 広明執行委員が提案し、賛成

いろいろ課題が出てくると思 長が、春闘アピール案を山里

地域を広げようとしており、

いて「社会実験の名のもとに に質疑応答しました。

ＡＩオンデマンド交通につ いて」それぞれ講演し、活発

確定型変動運賃の問題点につ

絞めていないだろうか」と問 イドシェアを巡る現状と事前

の支給と月額１万円の大幅な 大きく様変わりしている。タ ないか不安。自分たちの首を 連の野尻雅人書記次長が、「ラ

１８００人が怒りの声

者が
「ロシアは侵略をやめろ」

「ウクライナから撤退を」と

怒りの声を上げ、戦火を誘発

する国内での改憲論や核武装

論に立ち向かう思いを強く共

有しました。
「戦争させない・

９条壊すな！総がかり行動実

行委員会」が呼びかけ人とな

り、政党の垣根を超え、多数

の労働団体・市民団体が集結。

全自交本部も参加しました。

集会後にはデモ行進が行われ
㊤集会後にデモ行進 ㊨垣根を超え、
ました。
多くの労働団体・市民団体が参加

４・８集会
「ロシアは侵略をやめろ！！
」
車庫待ちの要件を満たす運転者は、
労使協定により、1か月の拘束期間を
日勤で300時間、隔勤で270時間まで
延長できる。隔勤の拘束時間は夜間
に4時間以上の仮眠等の条件を満た
せばさらに10時間延長できる

車庫待ちの要件を満たす運転者は、
労使協定により、1か月の拘束期間を
日勤で322時間、隔勤で270時間まで
延長できる。隔勤の拘束時間は夜間
に4時間以上の仮眠等の条件を満た
せばさらに20時間延長できる

・時 間外労働協定の延長時間は1か
月45時間、1年間360時間を限度と
し、臨時的特別な事情がある場合も
1年960時間を超えないもの

・時
 間外労働協定の延長時間は1か
月50時間、3か月140時間、1年間
450時間の範囲とするよう努める
・継続4時間以上の睡眠時間を確保す
るため、最低でも6時間程度は次の
勤務に就かせない

する目安を、厚労省が通達で示す予定

11

てきた日勤 時間・隔勤 時 もらいたい」と、未来への課 席し、コロナ禍での危険手当 渡期を迎え、ここ２、３年で のか。後々、後遺症が出てこ ａａｓについて」
、全自交労

「日勤の休息 時間について 名詞のような産業のままでは

を主張し続けた松永書記長は て「長時間労働・低賃金の代

最後まで休息期間の重要性 ことで収入が減る懸念につい

また労働時間を制限される

間は努力義務の位置づけに終 題を提起しました。

24

は、ハイタク労働８団体の事 若い人は誰も入ってこない。

11

べきで、少なくとも『原則』 す機会にすべきと呼び掛けて

勤務終了後、継続20時間以上の休息
期間を与える

勤務終了後、継続24時間以上の休息
期間を与えるよう努めることを基本と
し、継続22時間を下回らないもの

という表現を使うべきところ います。

隔勤の休息期間

「横文字を使えばなんでも許される風潮がある」と、
櫻井委員長は疑問を投げかけました

11

わりました。

ハイタク作業部会に出席する松永書記長。人間らしく
生活できる労働時間規制を求め続けました
270時間）
のまま

22時間を超えないものとし、2回の隔
日勤務を平均して1回当たり21時間
を超えないもの
※月間拘束時間は現行の262時間（例外でも

勤務終了後、継続11時間以上の休息
期間を与えるよう努めることを基本と
し、継続9時間を下回らないもの
勤務終了後、継続8時間以上の休息
期間を与える

※拘 束が14時間を超える回数は週3回以内と

1日の拘束時間は13時間を超えない
ものとし、延長する場合も最大拘束は
16時間

1日の拘束時間は13時間を超えない
ものとし、延長する場合も最大拘束は
15時間

２０２４年４月から施行され ８回にわたる委員会と、６回 されたものの、労働側の求め 務とできるよう、がんばって 催しました。 単組 名が出 さつで「今タクシー業界は過 ているが、本当にこれで良い 専門官が「デマンド交通とＭ

288時間を超えないもの
299時間を超えないもの

休息９時間でまともな睡眠・生活ができるのか
改正案
現行

改善基準 課題残しつつ議論終結
改善基準告示の見直し
（案）ハイタク関係
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岩手地本が一関、釜石、二戸、盛岡各市長に要請

二戸市で全自交岩手地本と意見を
交換（3月28日）

候補として決定した鬼木まこと氏

馬が予定され、全自交労連が推薦

で、立憲民主党・全国比例での出

主要な課題。公的支援が必要」と

懇談。
「地域の移動を支えることは

二戸市で森茂岩手地本委員長らと

シーを訪問して組合員の話を聞き、

東日本大震災で被災した釜石タク

（前自治労本部書記長）は東北地

の考えを述べました。３月 日に

回参議院議員選挙

方の全自交組織を訪問し、
タクシー

７月の第

岩手・釜石タクシーを訪問（3月28日）

労働者の実情を聞き取りました。

は、東北地連春闘セミナーにもオ

鬼木氏必勝の決意を固めています。

ンラインで来賓出席。東北地連は

人委員長らと懇談。３月 日には

後には、江良實・東北地連書 つけ、７月の参議院選挙に自

記長が「東北の鉄の団結で危 治労組織内候補としてのぞ

機を乗り越えよう。しっかり む、鬼木まこと氏がオンライ

要求し、諦めずに要求を つ ンで参加。
鬼木氏は
「タクシー

的支援が必要だ。自公政権は

う」と呼びかけて、春闘を闘 を支えている。乗務員の直接

う決意を固め合いました。

高橋委員長は主催者を代表 格差と戦争をすすめ弱い者を

してあいさつし「今日の集会 置き去りに大企業の利益を優

で目標を明確にし元気に春闘 先してきた。多くの声と力を

を闘おう。コロナ・原油高・ 集めて政治を変えていく」と

講演では、全自交労連の津

ウクライナ戦争・豪雪・地震 熱い決意を述べました。

で困難は増しているが、公共

交通を守り抜かなければなら 田光太郎書記次長が２０２２

ない。エッセンシャルワー 春闘方針のポイントや、燃料

カーにふさわしい労働条件と 高騰に対する国交省の支援を

物価上昇を超える賃上げを勝 説明。その後、各県代表者が

日、岩手県 期にセミナーを実施すること う」と参加者に呼びかけまし し、自治体要請や運賃改定の

２０２２春闘セミナーを開き 仲間が情勢認識を共有し、最 本部の伊藤裕一委員長が駆け を述べました。

平泉の「 ホテル武蔵坊 」で は初の取り組みです。東北の た。来賓として自治労岩手県 重要性を訴え、戦いへの決意

員長 ）は３月

全自交東北地連（高橋学委 ました。東北地連として春闘 ち取るために全力をあげよ 春闘交渉の経過と目標を報告

参院選・全自交推薦候補

全自交岩手地本（森茂委員 現した。行動こそが活路を拓
長）は、自治体要請に集中的 く」と述べ、要請行動の拡大

要請の内容は①乗務員への

に取り組み、３月１日に二戸 を願いました。
市、 日に釜石市、盛岡市、
日に一関市で、市長に直接 直接支援②事業継続の支援③

タクシー業界と労働者への支 燃料高騰対策④感染防止策⑤

意見交換の中で、釜石市の

援を要請しました。結果は早 タクシー需要の創出、など。
くも現れ、森委員長によれば

二戸市がタクシー１台当た 野田武則市長は「タクシーの
り 万円の支援金（２回目）
、 燃料代は全額を市が負担する
盛岡市がタクシー１台当たり ことも検討したい」と話し、
５千円の支援金（３回目）の ワクチン接種に関して市のチ
支給を決定。自治体へ支援を ケットを発行することや、乗
求めることの重要性、有効性 務員への危険手当も検討する

全自交秋田地連を訪問（3月18日）

３月 日には秋田地連で、加藤直

20

を証明しています。森委員長 姿勢を示しました。また釜石

手地本書記長、平和センター
釜石議長 ）が、夜間のタク
シー供給維持のため「市が１
日３万円でタクシー２台を借
り上げる」と提案したことに
も理解を示しました。

26

でも２つでも実現して行こ は日々深夜や交通弱者の移動

1

は「多くのタクシー支援を実 タクシーの今野徹委員長（岩

んでいきたい」と遠藤委員長
に回答しました。労使双方の
悲願として、 年ぶりの運賃
改定実現が期待されます。
要請書では、①会員事業者

委員長は４月４日、山形県ハ 発すること②申請の実務や改
イヤー協会の石川康夫会長に、 定率に関する研究・検討を行
早期の運賃改定を求める要請 うなど、独占禁止法に抵触し
書を手渡しました＝写真。山 ない範囲で協会として可能な
形県ではＡ地区、Ｂ地区とも 取り組みを行うことの２点を
２００７年 月を最後に、運 要求。ハイタクフォーラムと

要請書を受け取った石川会長 定を求める方針にも触れ、賃

東北地連が春闘セミナー初開催

28

22

は「協会でも運賃改定を検討 金・労働条件改善のために運

「鉄の団結」
で危機を乗り越える

18

約30人が参加。高橋委員長は、公共交通を守り抜きエッセンシャル
ワーカーに相応しい労働条件を勝ち取る決意を述べました

28

全自交山形地本の遠藤栄二 に運賃改定の必要性を強く啓

年ぶり改定へ 協会も前向き

山形地本が運賃改定要請

連合やタクシー協会と連携し、全て市長と直接面談しまし
た。写真は右上が盛岡市長要請（3月22日）、左上が一関市
長要請（3月28日）、左下が釜石市長要請（3月22日）
賃改定がなされていません。 して、全国的に早期の運賃改

12

している状況で、ぜひ取り組 賃改定を強く求めました。

東北の全自交組織を訪問

鬼木まこと氏
20

15

タクシー支援金の再支給を実現
15

10
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