ハイタクフォーラム（全自交労連、交通労連ハイタク部会、私鉄総連ハイタク協議会）は

６月８日までに 万９０３４筆が衆議院 名、参議院 名の国会議員によって、衆参両院に

した 万７４４０筆をタクシー政策議員連盟の各議員に託しました。
その後の追加分も含め、

全国で「交通運輸労働者の賃上げ政策を求める請願署名」に取り組み、５月 日時点で集約

ハイタクフォーラム約15万筆の署名提出
提出されています（２面に議員名一覧）
。
請願署名の趣旨は、エッセ
ンシャルワーカーでありなが
ら極めて低い賃金・労働条件
に置かれている交通運輸労働
者の現状を訴え、医療・介護・

えました。

ました。

「メッキが

では倒産・廃業が止まらず、 に社会を支えていただいてい

央執行委員長）は「特に地方 況におかれている中で、本当

泰央代表幹事（全自交労連中 一会長は「皆さまは厳しい状

格差是正や分

だ。就任して

田政権のこと

早すぎる」
。岸

はがれるのが

国民の移動する権利すら奪わ る。賃上げはもちろんのこと、

配といったフ

タクシー政策議連の近藤昭

れようとしている。我々の悲 社会が支えていくべき職業だ」

レーズを並べたのは、わず

ハイタクフォーラムの溝上

痛な思いが 万７０００筆を と、集められた思いに応えま

通運輸産業に従事するエッセ 坂誠二代表代行も出席し、参

超える署名に集められた。交 した。立憲民主党からは、逢

方針」が掲げたのは〝資本〟

日に政府が定めた「骨太の

か８カ月前。しかし６月７

所得倍増である。▼つまり

ンシャルワーカーの悲痛な叫 院選に向けた『生活安全保障』

抜本的な賃上げに向けた国の のハイタク労働者を代表して びをお聞きいただき、ハイタ の概念を説明。
「あらゆる政策

「投資で、自己責任で、金

５月 日、参議院議員会館で 換し、生活の苦しさ、ハイタ て、元気を取り戻せるような る」と述べ、地域の足を守り

行われた署名の提出には全国 ク産業全体の厳しい状況を訴 政策をお願いしたい」と訴え 抜く決意を示しました。

の分配政策」
ということだ。

今これほどに物価が上が

り、賃金は低いままで、特

にタクシー乗務員の平均賃

た鬼木氏が訴える政策「公共

きるのは誰か。金持ちだけ

ない状況で、
「投資」がで

回参院選
（全国比例）
全自交の推薦候補

サービスの拡大」は、
タクシー

だ。結局、自民党は自民党

業の職場などをまわってお

惜敗後は、全国の交通運輸産

える人です。昨年の衆院選で

業界労使にとって恩人とも言

シー規制緩和と闘い続けた、

詳しく、長年にわたりタク

二を争うほどタクシー問題に

数多の国会議員の中でも一、

辻元氏は衆議院議員時代、

◆辻元氏

た。安定した賃金を得て初

正社員の職を得て変わっ

涙が出た。
▼こんな生活も、

してしまった。情けなくて

け付けず、全てトイレで戻

し空っぽの胃が刺激物を受

チゲ鍋定食を頼んだ。しか

なぜか美味しそうに見えた

あった松屋に飛び込んで、

いの給料が入り、目の前に

きないことがあった。日雇

第

が今後も地域公共交通として

でしかない。▼昔、あまり

金は全産業男性の半分しか

生き残るため、欠かすことの

にも金がなく２日間食事で

り、
「コロナ禍では、いかに

めて「明日」より先のこと

辻元清美氏

できない重要な課題です。

全自交労連は７月に行われ ています。交運労協からも推 「輸送人員の回復が従前の状況 国や自治体の支援を引き出し

私鉄総連準組織内予定候補・立憲民主党
前衆議院議員、タクシー政策議員連盟前会長

を考える余裕ができた。人

鬼 木 まこ と 氏

を増やせ。それが岸田政権

政策を強く求める内容です。 約 人が参加。議員と意見交 ク産業が持続可能な産業とし は国民の生活を守るためにあ

福祉・保育の分野と同様に、

14

る第 回参議院選挙の全国比 薦を受ける両氏は、５月 日 まで見込めないことも想定し、 て交通運輸・観光産業に持続

自治労組織内予定候補・立憲民主党
自治労中央本部前書記長

24

ハイタクフォーラムの溝上代表が、タクシー政策議連の近藤会長に請願署名を託しました（写真中央）。署名提出に
は立憲民主党の逢坂代表代行（左から５人目）をはじめ、多くの議員が駆け付けました

次央

（有料制1049号）

14

感謝・御礼

60

原則毎月15日発行（月１回）
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６月15日

14

産 別 全 体で 請 願 署 名
に ご 協 力 をいた だ き ま
した。深く感謝申し上げ
ます。
併せて各 地 域でハイタ
クフォーラム請 願 署 名に
ご賛同いただいた全ての
皆さ まに 心 よ り 感 謝 申
し 上げます。あ りがとう
ございました。

15万筆近い署名を都道府県ごとに仕分け提出

党）と「辻元清美」氏（私鉄

◆鬼木氏

賃金・労働条件に影響させな き皆さんの声を国政に届ける

労組織内予定候補・立憲民主 メッセージを発しています。 等の活用で補てんするなど、 仕事をしてきました。引き続

例で「鬼木まこと」氏（自治 の交通運輸政策研究集会で 減収分について感染症対策費 可能性をもたせるか。そんな

知らない政治家に社会を託

そして賃上げだ。貧しさを

まず必要なのは雇用の安定

間らしく生活するために、

すことはできない Ｋ・Ｔ

鬼木氏は新型コロナが交通 いよう国会、省庁対策に取り 役をさせてほしい」と熱い思

民主党）の２名を推薦決定し 運輸産業に与えた影響に触れ 組みたい」と語りました。ま いを訴えました。

総連準組織内予定候補・立憲

23
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第1225号
２面：LPガス高騰支援で金額
大幅増▽交研セミナー
でカスハラ対策議論
３面：22春闘妥結状況▽北
陸信越5県討論集会
４面：東北各地でタクシー支援
金▽兵庫県も1台4千円

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

交通運輸労働者の賃上げ政策を求める請願

兵 庫 地 連

５４６０筆

東 京 地 連

８１６２筆

神奈川地連

２８８８筆

北海道地連

７０９０筆

高 知 地 連

２１７２筆

愛 知 地 連

６０６５筆

長 崎 県タク

２０６６筆

カスタマーハラスメントを許さない

LPガス支援金が大幅増額
台当たり1万8千円超に

回交通運輸政策研究集会

９４７８筆

り、職種別で最多。言いがか ての課題も提起しています。

厚生労働省の中込佐和ハラ

まもなく参議院議員選挙が行われます。投開

日が有力で、期日前投票も可能です。一般の

住野敏彦議長は「これまで 行われ、ＵＡゼンセン、運輸

ご意見』として真摯に対応し 止の取り組み事例などを報告
てきたが、度を越して人権侵 しました。

して、 億円が計上されてい
ます。
補助金額の計算に使う「Ｌ

生活者、労働者の声を政治に反映させるには、
投票率を上げるしかありません。

年間やりたい放題？
改憲・軍拡・規制緩和
この参院選が終われば、３年間は国政選挙が
行われない可能性があります。ここで自・公や

きな勢力が参議院でも３分の２を取れば、改憲

民投票まで行う意欲を示しており、改憲に前向

つつあります。自民党は参院選後の３年間で国

週のように憲法審査会が開かれ、外堀は埋まり

一つの危機は憲法改正です。今の国会では毎

のでしょうか。

変緩和対策事業」の第二期 給で苦しみ続けてきたハイタ ターと設定され、走行距離の

ていない」という批判の声も

1

27
今こそ労働者への分配を
国土交通省がＬＰガスの高 幅にアップしています。

事業者には必ず申請するよ Ｐガスの１日平均使用量」
は、

３

維新の会にフリーハンドを与えれば、どうなる
日の 日間）の申請が始ま いきましょう。

全国一律のルールは変わらな

14

交運労協

第
交運労協は５月 日、田町 害と言っても過言ではない」
交通ビルで第 回交通運輸政 とカスハラを批判。交運労協
策研究集会を開き、
「すべて 独自に「カスハラ防止ガイド
の働く者が互いに尊重し、共 ライン」の素案を作成した慶
感しあえる社会を創ろう」を 島譲治事務局長は、現場の労
テーマに、カスタマーハラス 働者を守るために企業が行う
メント（利用者からの暴言や べき対応を解説し、また「同

者の立場になれば理不尽な行

悪質なクレーム）の防止につ じ労働者同士でも、なぜ利用
いて議論を深めました。

昨年のアンケート調査では 為にはしるのか。連帯・団
「直近 年以内で利用者から 結・共感とは無縁の労働現場
の迷惑行為にあった」と答え が増加していることも背景に
た人がタクシーでは ％に上 あるのでは」と労働運動とし

岩 手 地 本

国会に提出いただいた議員一覧

（６月８日時点、
敬称略、
記載順は所属会派ごとに署名の受理番号順）

【衆議院】

◆立憲民主党＝新垣邦男、井坂信彦、泉健太、梅谷守、枝野幸男、

おおつき紅葉、大西健介、逢坂誠二、落合貴之、金子恵美、佐藤

公治、徳永久志、野間健、本庄知史、牧義夫、松木けんこう、山

クシー政策議連・幹事長）
、神津たけし、近藤昭一（議連・会長）
、

岡達丸、吉田はるみ、早稲田ゆき、荒井優、神谷裕、小宮山泰子（タ

末松義規、伴野豊、馬淵澄夫、山井和則、櫻井周、藤岡隆雄、階猛、

投票された数が多い候補者ほど、当選しやすく

票することもできます。そして、直接、名前を

も投票ができますが、候補者の名前を書いて投

参院選の比例代表（全国区）では、政党名で

比例も候補者名
望む人を国会へ

も、この参院選は正念場になります。

イドシェアといった規制緩和を認めないために

でハイタク労働者は苦しみ続けてきました。ラ

そして規制緩和です。運賃・台数の規制緩和

なることは明白です。

が落ちる中で、軍拡を進めれば、生活が犠牲に

からこそ実現しました。少子高齢化が進み国力

済発展は、平和憲法の下で軍事費を抑えてきた

また軍事費の拡大も心配です。戦後日本の経

への歯止めはなくなります。

まもなく参議院選挙

※２０００筆以上の地連本について掲載

票日はまだ正式には決まっていませんが、７月

たパネルディスカッションが

言がハイタク乗務員の大きな スメント防止対策室長を交え

りや人格を否定するような暴

全自交地連本の主な集約数

苦情や不満は、
『お客さまの 労連、私鉄総連がカスハラ防

ストレスになっています。

ハイタクフォーラム請願署名
10

（算定期間・４月１日~５月 ク労働者への分配を要求して 長い地域では「実態を反映し

10

第二期では、
申請締め切りは第一期分が 強くありました。

6

森山浩行（議連・幹事長代行）
、渡辺創

◆国民民主党＝鈴木敦、長友慎治、西岡秀子、浅野哲

【参議院】

真紀子、古賀之士、田島麻衣子、田名部匡代、徳永エリ、野田国

◆立憲民主党＝塩村あやか、江崎孝、小沼巧、木戸口英司、岸

山ひろえ、杉尾秀哉、森屋隆（議連事務局長として２回にわたり多く

義、水岡俊一、宮沢由佳、横沢高徳、長浜博行、森本真治、牧

の署名を提出いただきました）
、勝部賢志、石橋通宏、福山哲郎

書くことで、その人の当選確率が上がります。

い人がいる場合、政党名ではなく、候補者名を

全国比例の立候補者の中に、自分が応援した

なるのが基本的な仕組みです。

◆無所属＝平山佐知子

23

58

月分までは継続される見通 がっており、補助金額を増加
9

◆国民民主党＝舟山康江、田村まみ

27

ガスのタクシー１台当たりに ６月 日、第二期分が７月
24

、 数値が ・２リッターに上
１万８２１７円となり、第一 以降も補助は続き（第三期）
期（同１月 日~３月 日の
31

日間）の４４７８円から大 しです。６月分以降の予算と させる要因となっています。

27

総務省ホームページより転載

2

事業「タクシー・燃料価格激 う働きかけ、コロナ禍の歩合 第一期で全国一律 ・７リッ

騰対策として行っている補助

84

パネルディスカッションでは、カスハラをなくすために、社会全体の意識を
変えることの必要性も語り合いました。
りました。期間を通してＬＰ

61

出る補助金額を計算すると、 日となっています。また 月 いものの、 日平均使用量の

12

31

64
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原則毎月15日発行

22春闘終盤へ 76組合・支部が妥結
２０２２春闘妥結状況

第３弾（６月７日時点）

【北海道地連】
4.11 室蘭つばめ交通労組 賃金・労働条件維持。
4.21 中
 央ハイヤー労組（根室） Ａ型賃金を現状維持。夜間の利用者減少に伴い、遅
番勤務の出庫・帰庫時間を10時～26時から9時～25時に早める職場環境改善。
ただし病欠・入院による欠勤を皆
5.12 全自交相互交通労組 賃金・労働条件現状維持。
勤手当の計算から除外すること、
健康診断個別受診時の費用を会社負担とするこ
とで合意。
5.13 太
 洋ハイヤー労組 賃金・労働条件は現状維持。組合が提唱したパワハラ防止規
定を軸とするパワハラ防止協定を締結。
ワイシャツ支給。

価だけが上がることがないよ 可能性がある。労働組合とし

別の活動や熱気を理解しても

摘する声や、一般組合員に産

20

う、皆さんと運動を展開して てどう関わるかは大きなテー

いきたい」と語りました。ま マだ。週 時間未満では年休 らうため、動画の活用を求め

最後に、５県を代表し富山

新 発 田 観 光 ・ し あわせ 交 通

新潟・自主経営２社が奮闘

を訪問しました。経営者の無

策から行き詰った会社を労働

者が立て直し、地域で活躍す

る状況に対し、松永書記長は

全自交本部の松永次央書記 彦書記長の案内で新潟地連の 「これからもどうか、頑張っ

５月 日、新潟地連の海藤正 タクシー」と「しあわせ交通」 います」と、心から敬意を表

地連の石橋剛委員長が「全自 長と津田光太郎書記次長は、 自主経営 社、
「新発田観光 てください。ありがとうござ

た新潟地連の海藤正彦書記長 も大幅に減る。会社と十分な る声が上がりました。

協議が必要だ」と投げかけま

した。

本 部 の 松 永 次 央 書 記 長 が 交の旗の下、ここに集い、ま

しました。

両社とも地域の利用者から

の信頼を得て、コロナ禍の厳

しい状況でも経営を続けてお

り、今春闘では全従業員に一

律１万円の一時金を支給。さ

らにしあわせ交通では、将来

歳まで

65

を担う若い乗務員の採用につ

なげるためにも、

47

の正社員の歩率２％アップ

（ ％から ％）を実施して

45

2

全自交の新潟地連、富山地 が問題提起し、
「まずは最低

16

連、石川ハイタク連合会、長 賃金分の固定給を」と強く訴

野地連、福井地連は、５月 、 えました。同時に行政監査の

るために 」と講演。
「 公共交 る発展を目指し団結してがん

日に新潟県新発田市の月岡 強化を求め「知床の遊覧船事 「尊厳ある地域の公共交通にな ずは選挙闘争、そしてさらな

温泉「ホテル泉慶」で北陸信 故でも問題があるとわかって

通として自治体に認められる ばろう」と討論集会を締めく

ためには経営者の改革が重要」 くりました。

越 県討論集会を開き、各地 いながら放置した。人が死ん

人が参加。同一労働・ でからしか動かない」と、行

と語る一方、
「乗務員も利用者

から

同一賃金の実現や歩率アップ 政の甘い姿勢を厳しく批判し

に選ばれるための努力をしな

くては。社員教育を徹底する

などの春闘成果を共有する一 ました。

中部地連の本田有委員長が

方、コロナ禍での苦しい春闘

く上がった」と述べ、労使双

ことで日本交通の売上は大き

１日より社会保険の適用範囲

交渉や組織問題などについて 来賓としてあいさつし「 月

も意見交換を行いました。

ることの大切さを説きました。

冒頭、開催地を代表して新 が広がる。
歓迎すべき話だが、 方が価値観を共有し、実行す

潟地連の中川義昭委員長があ 事業者側はコストの増加と捉

10

17

17

います。また新潟地連のつな

◆自動車教習所◆
5.28 愛自学労・東山分会 ベースアップ3000円。夏季一時金35万円

がりで、優秀な人材を招き入

【兵庫地連】
5.19 神戸相互タクシー労組 賃金現状維持。

れるなど、労働組合の力を経

【大阪地連】
4.9 珊瑚交通労組 賃金現状維持。全社員で北陸へ一泊慰安会を実施。
4.30 大
 阪トンボ交通労組 賃金は現状維持。解決金としてフルタイム1万円、定時制・
パート8000円。

営に生かしています。

【富山地連】
歩合給算出基準額を月・税抜46万円から月・税抜36万
5.26 高
 岡交通労組 コロナ禍で、
円に軽減する措置（昨年から実施）
の継続。生活支援金として1人平均１万円支
給。
ほか付帯要求獲得。

いさつし「ロシアのウクライ え
『今まで以上に働いて稼げ』 津田光太郎本部書記次長が全

【愛知地連】
3.14 名鉄四日市タクシー労組 賃金現状維持、
臨時給は6月に再交渉。
3.18 尾張交通労組 賃金現状維持。
3.23 愛電交通労組 賃金現状維持。
3.23 名鉄名古屋タクシー労組 賃金現状維持。
フレックス乗務員の歩率を2％アップ。
解決一時金
3.24 名
 鉄交通労組 賃金現状維持も、
として平均1万円。臨時給は6月に再交渉。
3.24 名鉄知多タクシー労組 賃金現状維持。
臨時給は6月再交渉。
3.24 名鉄岡崎タクシー労組 賃金現状維持、
コロナ対策支援金とし
4.4 名
 鉄西部交通労組 賃金現状維持、臨時給は6月再交渉。
て一律1万円を支給。
4.11 愛自交 朝日交通分会 賃金現状維持、夜勤手当支給、制服支給、年間厚生費
補助。
ＪＰ車両増車。子育て支援タクシー
5.13 愛自交 中川・朝日分会 賃金現状維持。ETC・
等の営業施策確認。
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38

5

写真上＝しあわせ交通のタクシー車両▽写真下＝新発
田観光タクシー社屋にて。中央が山田正勝社長、右端が
藤間吉晴委員長。

【神奈川地連】
4.12 秦
 野交通労組 コロナ禍での対応として2022年10月末までの期間限定で行ってい
た賃率引き下げ措置について、前倒しで5月より解除し、以前の賃率に復元。所定
出勤率8割未満の場合も、
乗務員
（6割以上）
、
乗務員以外（7割以上）
の出勤率が
あれば2分の１の日数で年休を付与する。
4.22 イ
 ースタン神奈川交通労組 最新ドライブレコーダーの装着。市県民税の納税方法
について、労働者が個人で支払う方式を改め、会社が給与から控除する方式（特
別徴収）
に変更する方向。
シルバー乗
4.28 日
 本交通横浜労組 報奨金として、本採用乗務員に年間1万2000円、
務員に年間6000円。
（1人当たりの原資は2万
5.9 国
 際自動車横浜労組 タクシー生産協力金3万円～1万円
円で乗務数等により変動）。
ハイヤー生産協力金は8月支給分として15万9000円。
12月、
4月の支給分は後日回答。
充員対策と
5.26 神奈川都市交通労組 タクシー賃金検討部会の立ち上げ要求に対し、
働き方改革をテーマにした意見交換会の開催で合意。年休失効分2日以上の労
働者に1日当たり1000円の精勤賞（平均4375円）
を支給。一時金はハイヤー部門で
完全資格者年間平均30万円、非乗務員部門で完全資格者年間平均41万5000円。
不明 日本交通京浜労組 生活改善一時金1万2000円、
定時制6000円。
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自交のオンライン会議導入に

【東京地連・三交労】
Ａ型賃金からＡＢ型賃金に移行。
月例給50％、
3.14 髙
 鉄支部 新賃金協定を締結し、
深夜2％、一時金3.3％で合意。退職金積立4000円減。
その他細部は今後の労使
協議。
コロナ禍での足切り金額緩和。
3.16 和親支部 生産協力金として出番数×100円。
自主退職金や高齢乗務員の条件見直しを協議。
3.23 大
 和交通保谷支部 賃金現行通り。
3.30 大国支部 有給休暇の柔軟な取得。近隣のLPガススタンド利用に関し継続協議。
3.30 八交支部 定昇250円。一時金は現行通り。
不明 大成支部 一時金や労働条件現状維持。
コロナ休業期間中
3.31 八
 南支部 定昇800円。一時金支給ランクは現行通りとするが、
の足切り試算は行う。
4.12 武
 交支部 賃金・一時金支給内容は現行通り。夏季一時金は協定、冬季一時金
は秋闘で。
コロナ対策オゾン発生器を導入。
4.13 美善支部 賃金・一時金は現行通り年間協定。

ナ侵攻で生活物資の値段は軒 となるか、週 時間未満なら

【東京地連】
4.25 東
 洋交通労働組合 組合として解決一時金1432万6000円を獲得し組合員に配
分。在籍１年以上で２万円、
１年未満で1万円、無事故・無違反・無苦情・営収年間
700万円超なら５万円など。
モニタリング調査満点で5000円。全組合員に全自交争
議支援・組織強化の「うどん」か「素麺」
を配布。

並み上がり続けている。給料 対象外なので『 時間以上働 ついて説明。参加者からは顔

【宮城地本】
4.30 稲荷支部 賃金現状維持。
（仙南観光支部、
柴田稲荷支部、
新盛堂支部） 賃金現状維持。
4.30 仙南地区
5.10 振興支部 賃金現状維持。
5.10 振興多賀城支部 賃金現状維持。
洗車機買い替え。
5.25 ＫＭ仙台支部 賃金現状維持。組合福利厚生費20万円。

富山地連・石橋委員長の団結ガンバローで閉会（5月17日）
がほとんど上がらない中、物 くな』となるか、二極化する を合わせることの大切さを指

【岩手地本】
2.25 玉川支部 賃金現状維持。
3.4 釜石支部 賃金現状維持。
3.6 一関支部 賃金現状維持。
4.26 北都支部 ①制服支給②事故弁済規定の見直し③乗務員紹介手当支給。
6.5 つばめ分会 賃金現状維持。

タク１台５万円を支援

全自交の山名市議が議会で演説

ことを踏まえ、路線バス、タ た要因でバス・タクシー事業 援については、ほかのエッセ
クシーの乗務員に慰労金を１ の経営が追い詰められ、全国 ンシャルワーカーとの兼ね合
人２万円支給しています。（地 的に廃業や休業、乗務員の離 いなどを理由に慎重な姿勢を
域交通を守るために）こうい 職が相次いでいる状況を実例 示したものの、公共交通への
「市民の日常 支援には前向きな姿勢を見せ、
う取り組みをやっていただき を挙げて示し、

また宮城県でも多賀城市と

この被害に対し、全

の被害が出ています。

月地震で家屋一部損壊 件

宮城地本に見舞金

月に発生した最大 自交東北地連は宮城地

震度 強の福島県沖地 本に５万円の見舞金を

震で、全自交宮城地本 手渡し、全自交本部も

の組合員にも被害が生 同じく 万円の見舞金

後日、千葉地連（岡

千葉地連からも

じました。新幹線が脱 を届けました。

線するほどの揺れの

中、幸い人的被害はあ

りませんでしたが、自

宅の壁がはがれ落ちた 里 忠 委 員 長 ） か ら も
宮城地本・嶺岸委員長︵左︶に、東
北地連の高橋委員長が見舞金を り、玄関が壊れるなど ２万円の見舞金が宮城
手渡しました
「家屋一部損壊」８件 地本に届けられました。

モビについて、
「共創による

交通サービスの実証事業とし

て行うようだが、事業者の意

見を聞き、強引に進めないよ

役を務め、中川部会長は「夜 対する補助について、
「第２

の飲食街に活気が戻らず歩合 期分の申請受付を開始した。

給で働くハイタク労働者の生 ６月以降も継続して支援す

止を呼び掛け、タクシー事業

齢化も認識しており、事故防

回復が遅い。運転者不足・高

通は外出自粛が解除されても

た。吉川課長は「地域公共交

齢化の厳しい現実を伝えまし

燃料高騰や乗務員の不足と高

人タクシー 社、個人 事業

答。コロナ禍以降、管内の法

めていると聞いている」と回

台数に応じた支援策などを進

金を活用し、６月補正予算で

いては、
「東北各県で臨時交付

シー支援の働きかけ強化につ

ま た、 自 治 体 に よ る タ ク

活は厳しいままだ」と訴え、 る」と回答しました。

の健全な発展を促したい」と

あいさつしました。

者が事業を廃止しており、地

自交東北地連は公共交通存続

域公共交通の存続のためにも

労働側８名
（う 審査・早期実施について、「現
料高騰でハイタク産業は大変 染防止対策として行った台当 東北運輸局との行政懇談会を ク部会長以下、

の危機を乗り越えるため、今

運輸局は、①７割を超えた

な状況になっており、そのた たり７千円の補助は、２５０ 行い、岩手県での運賃改定の ち全自交７名）と運輸局から 在、損益明細表の書類審査中

後も行政や自治体に対する要

直接的支援は不可欠です。全

、約 早期実施や秋田県大館市で進 吉川博幸旅客二課長以下３名 で今後、改定の要否判断を行
め、私たちタクシー労働者は 事業者（個人タク含む）

請行動を強めていく考えです。

困窮状態だ。自治体で何とか ２千万円の活用実績です。

むモビ導入の検証等を要請し が出席。高橋学事務局長（全 い進める」②定額乗り放題の

懇談会には中川賢一ハイタ 岩手県の運賃改定申請の迅速

東北交運労協ハイタク部会 ました。

自交東北地連委員長）が進行 う助言した」③ＬＰＧ高騰に

運賃改定の早期実施を要請

「旭川市では、新型コロナ や市町村に支援を要請してき 円、一関市で１社 万円の補 助を行いました。

3

青森県八戸市は「路線バス 収入が減少した交通事業者に 会定例会で一般質問に立ち、 たい」と乗務員への直接支援 生活や社会経済活動の維持の バス・タクシー事業者への支
ために」と事業への支援を求 援を予算化。バス１台当たり
万円、タクシー１台当たり

市側は、乗務員への直接支 ５万円の支援が実現しました。

また、人口減少、コロナ禍 めています。

およびタクシー事業継続支援 対し、路線バス１台 万円、 「公共交通への新型コロナ支 を要求しました。
を求めて演説。
「タクシー
金」として、コロナ禍で事業 タクシー１台５万円の支援金 援」
を 実 施 し て い ま 乗務員はほかの職種にはない の需要減、燃料費高騰といっ
す。 そ の 背 景 に 変動制賃金です。ほかの職種

東北では、自治体によるタ 高騰対策として路線バスに１

岩手・宮城でも各種支援

は、 全 自 交 青 森 は売り上げが少なくたって賃
地 連・ 三 八 五 タ 金が減るわけじゃないですけ
ク シ ー 労 組 の 組 れど、タクシーは５万円売上

織 内 議 員 で あ る が落ちれば、もろに２万５千 クシーへの支援が再び活性化 台４万円、タクシーに１台 気仙沼市が燃料高騰対策とし

岩手県では、全自交岩手地 上。タクシーを含む中小事業 シー、運転代行に購入した燃

１万円の支援を補正予算で計 てトラック、貸切バス、タク

活 躍 が あ り ま し す」とタクシー労働者の思い

本（森茂委員長）が再三、県 者を対象に盛岡市で１社 万 料１リッター当たり３円の補

山 名 文 世 市 議 の 円賃金が減ってしまうわけで しています。

を代弁。

た。
山名氏は２月

日、 八 戸 市 議 で心身の負担がかかるという た成果もあり、県全体で燃料 助が予定されています。

会（部会長=北坂隆生・全自 策支援金を準備していること し、県側は釜江義明・土木部 い」と訴えました。
釜江土木部次長が県を代表
「コロナ禍や燃料高騰
要望書の主な内容は、①乗 して、

交兵庫地連委員長）は、５月 や、昨年に引き続き、空気清 次長ら５名が応対しました。
日、兵庫県に対して、コロ 浄機の導入補助を継続する方

客と運転者への更なる感染防 で公共交通機関が大変厳しい

交渉には、立憲民主党の黒 止対策強化の支援（高効率空 状況であることを十分認識し

ナ禍と燃料高騰で壊滅的被害 針を示しました。
を受けているタクシーへの支

援を要請しました。県側は要 田一美県議が同席。北坂部会 気清浄機、空気清浄モニター ており、県民の足として、皆
請に回答する中で、６月補正 長や、成田次雄・同部会事務 の設置費用の国との協調支援 さまが県民生活を支えてくれ

昨年、兵庫県は空気清浄機
の移動におけるタクシーの積 設置費用の４分の１を補助。

ン輸送やワクチン接種のため

事者への支援⑤コロナワクチ たい」と述べました。

シー活用）④公共交通機関従 ができることを検討していき

援（ 地域クーポンでのタク もらった。今後も、われわれ

高騰対策）③効率的な経済支 と、台当たりの補助をさせて

のための支援（とりわけ燃料 昨年は空気清浄機の設置補助

予算で新たにタクシー車両１ 長、田中滋修・私鉄関西ハイ の継続）②公共交通事業継続 ていることに感謝している。

北坂部会長（中央）と立憲民主党の黒田県議（右）
が、齋藤元彦知事宛ての要請書を県の代表者に
手渡しました
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兵庫県交運労協ハイタク部 台当たり４千円の燃料高騰対 タク労連委員長ら９名が出席 タクシーに支援をお願いした

28

10

活用実績は６事業者２００台

61

30
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27

20

北坂部会長は「コロナと燃 分、約１７０万円でした。感 は５月 日、３年ぶりとなる

極的活用の５項目です。

「モビ強引に進めない」

八 戸 市 議 会 で タ ク シー 乗 務 員 の苦
しさを訴えた山名文世市議︵全自交
青 森 地 連・三八 五タクシー労 組 組 織
内議員︶

兵庫県

兵庫交運ハイタク部会に回答

10

東北交運が運輸局と交渉

26

運輸局の説明を聞く全自交東北地連の主要メンバー

八戸市

燃料高騰対策で1台4千円
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