全ての地域で運賃改定 魅力ある産業を取りもどせ！！
全自交はハイタク労働運動の先頭に立つ

に就任。また中央執行委員に てくれ』という会社からの打

記念すべき第

回定期大会

藤正彦新潟地連書記長が選任 とも）
２カ所ある」
と述べ、「き

閉じた。完璧

が無事に幕を

井上修愛知地連新委員長と海 診が入ったところが（少なく

ちんと賃金・労働条件を上げ

に準備と運営

されました。

議案では、年間活動報告、 て、公共交通で働く者として

をこなしてい

り、大会の最後には、溝上泰 大会に参加。来賓には、立憲 選により一部役員が交代して

日、さいたま市大宮の「プラザ 央中央執行委員長による「す 民主党の枝野幸男前代表や、 います。これまで本部副委員 決算、運動方針、予算が承認 の責任を果たしたい。改定実

ただいた埼玉

70

通達で事業者団体に求めてい

国交省の堀内自動車局長は

うに、前夜祭と大会当日の

地連の力強さを証明するよ

た▽地元、大宮を選挙区と

２日にわたり、立憲民主党

にあることは認識しており、

する枝野議員だが、実は今

る運賃改定後の労働条件改善

今年の５月ころ『適切にフォ

回の大会会場の最寄り駅、

の枝野幸男前代表が駆け付

ローアップするように』と各

ＪＲ「土呂駅」が立憲民主

状況の調査や公表について

運輸局に指示した。ちゃんと

党の発症の地だという話を

けてくれたことには感激し

事業者に行きわたるようにも

された▽希望の党への合流

「十分に為されていない状況

今年は役員改選年ではあり に就き、代わって富山地連の よる厳格な投票により改定が ました。

期大会を開催し、２０２２年度 し、魅力ある産業を取り戻す 出席しています。
運動方針案など、全ての議案 ため、団結してがんばろう」

を決議しました。開催地となっ との呼び掛けに対し、２００ ませんが、地連本や単組の改 石橋剛委員長が本部副委員長 承認されました。
た埼玉地連（鵜澤克己委員長） 人を超える参加者が、声を揃
の貢献により、成功裏に定期 えて、こぶしを突き上げ決意

節目の 回大会を迎え、今

大会は幕を閉じました。全自 を新たにしています。
交しんぶん第１２２９号は、

働運動の先頭で、闘い続ける

大会特別号としてその全容を 後も全自交労連はハイタク労
お伝えします。

運動方針や質疑応答で最も ことが確認されました。
大会には、全国から代議員
人、中央委員 人、役員
35

重要となったテーマは、運賃
改定を確実に賃金・労働条件

指導していきたい」と述べま

いつものように駅で演説を

騒動が持ち上がった翌朝、

要請書は斉藤鉄夫国交大臣

した枝野氏は自分を見る有

した。

に宛て、住野議長と政策議員

行かない。しっかり筋を通

権者のまなざし、そして声

①ハイタクの低賃金是正と

す政治勢力をつくる」と決

懇会長の近藤昭一衆議院議員

物価高騰を加味して、運賃の

意したという▽個人的にも

を聞き「私は希望の党には

原価における人件費率を高く

当時、絶望感の中で、枝野

の連名で提出。

し、一般産業の平均賃金との

是正状況について、大多数の

るため、
交運労協は 月 日、 ば、しっかり指導を行う。情 合賃金を見直す必要性も語り の改善状況や、労働者負担の

②改定後の賃金・労働条件

に行った▽どんなに苦しい

駅に枝野さんの演説を聞き

私も群衆の一人として新宿

の熱い思いは忘れがたい。

氏らが立ち上がったあの時

溝上泰央副議長（全自交労 都道府県タクシー協会が公表

時でも諦めない、
筋を通す。

賃金・労働条件向上につなげ るような状況があるとわかれ だきたい」と求め、オール歩

より実現したものです。交運 ていただきたい」との発言を 連中央執行委員長）は、東京 していないため、早急に改善

国土交通省へ要請を行いまし 報提供をいただきたい。運転 ました。
た。全自交労連の働きかけに 者負担についても、声をかけ

交運労協の住野敏彦議長 つ、障害者割り引きの乗務員 よう指導すること。

労協側は、運賃改定に合わせ 引き出しました。
た経営側からの賃下げ提案が

らこそ 回の節目の大会を

明し、国交省の堀内丈太郎自 シー乗務員はひどい状況に置 だ存続していることを指摘。 については労組や有識者を加

奇縁を感じ目頭が熱くなる

迎えられたのだろう。その

③労働条件改善の調査手法

動車局長から「賃金、労働条 かれ、さらに物価高で厳しい 「全自交東京地連の加盟単組 えた会議など、客観的で公正

思いがした。諦めない者に

Ｋ・Ｔ

件、労働分配率については基 状況にある。乗務員を確保す においても、すでに運賃改定 な調査手法を検討することな



勝利を

すでに行われている現状を説 は「コロナの３年間で、タク 負担など悪しき慣習がまだま

うして運動を続けてきたか

全自交労連も先人たちがそ

12

80

お礼を申し上げたい▽埼玉

ノース」で節目となる第 回定 べての地域で運賃改定を実現 大野元裕埼玉県知事ら多数が 長、愛知地連委員長を務めて されたほか、全自交労連規約 施後の調査も含め、事業者に

全自交労連は 月 日、

80

地連の皆さまには、心から

18

いた本田有氏が本部書記次長 の改定も審議され、代議員に 指導をお願いしたい」と求め

17

次央

（有料制1053号）

80

向上に反映させることであ 人、傍聴や記者など約 人が

国交省に要請書を提出。右から交運の溝上副議長、国交省の堀内自動車
局長、交運の住野議長、森屋隆参議院議員、交運の慶島譲治事務局長

タクシー運賃改定を確実に が、運賃改定の趣旨を逸脱す 定した賃金を組み込んでいた 格差是正分を加えること。

交 運 労 協 が 国 交 省に要 請

の運賃改定について感謝しつ に取り組み、結果を公表する

37

本的に労使で決めるものだ る意味からも、運賃の中に安 を見越した上で『歩率を下げ どを要請しました。

80

10月25日

２面：委員長あいさつ
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全自交しんぶん

主な記事
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２００人以上の仲間が集った埼玉大会。溝上委員長（中央）の

第80回定期大会特集号
団結がんばろうで絆を一層強固にし、幕を閉じました。

改定後の賃下げ「指導する」
10
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ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

溝上委員長あいさつ
（要旨）
ば、永遠にわれわれハイタク

いっても過言ではありません。 下し、車両が不足した際には

ば、公共交通も守られないと 不足でタクシーの稼働率が低

の交通の課題解決に取り組む

シー業界自らが積極的に地域

また２０２４年４月から適 「タクシーが足りないから、 ことも、組合から進言してい

労働者と他産業の労働者の賃
金格差は埋まらず、乗務員不

１９４７年に結成された全 ていた格差是正・分配重視の 間帯によっては配車が不可能 足は未来永劫、
解消しません。 用される時間外労働の上限規 ライドシェアを」といった主 かなければなりません。

国交省では、事前確定型変

そ し て、 エ リ ア 内 定 額 動運賃、いわゆるダイナミッ

自交労連が、ここに 回目の 路線を忘れ去り、物価高・円 になるなど、地域の需要に応 人手不足だから賃上げをする 制と、改正・改善基準告示に 張も予想されます。
大会を迎えられたことは、先 安にも決定打を見出せませ えられず、公共交通としての のが世間の道理で、人手不足 は、適正な対応を行っていく

人の組合員のご尽力、そして ん。そんな中で国民の６割が 役割を果たせないことすら懸 だから賃下げしたいと言って ことはもちろんですが、同時 ５０００円乗り放題のｍｏｂ クプライシングの検討の議論

関係するすべての皆さまのご 反対していた安倍元首相の国 念される現状にあります。こ いるような産業に未来はない に適正な賃金を維持するため ｉ（モビ）は、安売りによっ が行われていますが、もしど

に、労働組合の真価が問われ て既存の公共交通が破壊され うしても導入するならば、歩

われわれ、ハイタク労働者 るところであり、労使での踏 るおそれがあり、阻止しなけ 合給で働くわれわれの賃金に

大変厳しい時代ですがとも

台風 号により、静岡県ではタク

シー車両 台の水没や、組合員の自家

用車水没、自宅床上浸水などの被害が

ありました。溝上委員長がカンパを

呼び掛けたところ大会参加者から計

万５５０８円が寄せられました。被

災組合員へのお見舞金７万円と共に静

岡ハイタク連合会にお送りしました。

開会あいさつ

１日目の冒頭、掛川正一副

委員長が「地域交通を支えて

きた誇りを胸に、団結をさら

に固め、新たな歴史を創造し

ていこうではありませんか」

と開会を宣言しました。

閉会あいさつ

資格審査

資格審査・大会運営委員長

を務めた高橋学副委員長

決算・予算

決算報告・予算提案を行う

水野潔副委員長

さつ。
「今回の埼玉大会では

の鵜澤克己委員長が歓迎あい

開催地を代表し、埼玉地連

た別の環境で仕事をされてい

是正に関し「タクシーとは、ま

いを語りました。長時間労働の

イタク労働者の地位向上への思

てくることはありません」とハ

してこの厳しい状況を乗り越

たい。全国の仲間が一致団結

連の皆さんにお礼を申し上げ

成功について、改めて埼玉地 活動報告を提案

委員長が壇上に立ち「大会の 野 尻 雅 人 書 記 次 長 が 年 間

活動報告

「全自交の絆」というお土産

えよう」と閉会の言葉を語り

び掛けました。

る」とハイヤー乗務員の課題の

２日目の最後、北坂隆生副

見 舞 金に感 謝の
言 葉を語る静 岡
ハ イタク連 合 会
の仲野謙治執行
委員

支援があったからこそです。 葬だけは強行しました。立憲 れ以上の離職を防ぎ、若い人 と考えます。
全自交労連はこれからもハイ 民主党は枝野前代表も、泉代 材をハイタク産業に呼び込む

ライドシェアは、ひとまず からの公助を伴った乗り放題

難しい地域などでは、自治体 たいと思います。

要が少なくタクシーの維持が るようなやり方を訴えていき

タク労働運動の先頭に立ち、 表もハイタク労働者の抱える ためにも賃金・労働条件の引 はコロナの感染拡大時にも体 み込んだ話し合いが求められ ればなりません。一方で、需 は、メーター運賃が反映され

年ぶりの運賃改定が実現し ワーカーです。われわれの賃

東京特別区・武三地区では 続けてきたエッセンシャル ◆ライドシェア・ｍｏｂｉ

皆様とともに全自交運動を前 問題に深いご理解をいただい き上げが何よりも必要です。 をはって、住民の移動を支え ます。

目線に立った政策を実行し、

進させ、歴史を刻んでいく所 ており、生活者として国民の
存です。

15

80

をお持ち帰り頂きたい」と呼

議長団

動方針案（前号既報）を提案。

埼玉地連の伊藤義明副委員

静岡の台風被害にカンパ

ました。

では他産業との比較で人が戻っ

金を変えるしかない。このまま 中心的な役割を果たしました。

力を取り戻すには労働環境・賃 間も大会当日も事務方として

触れ「この業界にもう一度、魅 した。伊藤副委員長は準備期

ち、全国の仲間の厳しい状況に 長が大会宣言案を読み上げま

２日目にはまとめの答弁に立

大会宣言

平和を守ることにも熱心に取 ましたが、一刻も早く全国す 金・労働条件が守られなけれ 阻止できていますが、乗務員 も選択肢の一つであり、タク にがんばりましょう。

で取り組まなくてはなりません。 ば、まったく意味がありませ

1

松永次央書記長は 日目に運

松永書記長の提案
難しさに言及しました。

１日目の議長を務めた埼玉地連の円口憲明代議員（右）
２日目の議長を務めた愛知地連の谷口雅也代議員（左）

ロシアによるウクライナ侵 り組んでいただいています。 べての地域で運賃を改定する
攻は今もなお、多くの犠牲者 一刻も早く政権交代を実現す ことが求められます。しかし
を出しながら続いています。 る足掛かりとするためにも、 運賃改定をしても、賃金・労
私は全自交労連を代表し８月 来年の統一地方選挙には全力 働条件向上につながらなけれ
９日に、長崎で平和運動に参
加しましたが、
広島とともに、 ◆運賃改定と賃金・労働条件 ん。すでに、東京特別区・武
三地区では、運賃改定にあわ

ハイタク産業では課題が山 せた歩合給の引き下げを労働

人類史上、唯一原子爆弾を投 の回復
下されたこの日本は、核兵器

廃絶と世界恒久平和を訴え続 積しており、この物価高・円 組合に打診している、とんで

安で生活を圧迫され離職者が もない事業者が存在します。

岸田政権は就任当初に掲げ 相次ぎ、人員不足によって時 こんなことが繰り返されれ

けなければなりません。

開催地の歓迎

大会で活躍した方々
あいさつする溝上泰央中央執行委員長

14

80

◆平和の大切さと政治課題
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第１２２９号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０２２年10月25日

第１２２９号

枝野 幸男 様

立憲民主党前代表

来 賓よ り 祝 辞
埼玉県知事

大野 元裕 様

皆さんの仕事は公共交通と言われ
ます。行き過ぎた規制緩和を大転換

皆さまにおかれましては、公共交

通機関として感染リスクがある中で
させ、目先の採算が合わなくても公

いることに改めて敬意を表します。 共性を守っていかなければならな

も、乗務・接客を行っていただいて

原則毎月15日発行

連合副事務局長

矢木 孝幸 様

交運労協事務局次長

あいさつをいた だいた
御来賓の皆さま
◆
全国労働金庫協会
副理事長

松迫 卓男 様

林 和久 様

中央労働金庫
常務理事
こくみん共済ＣＯＯＰ
常務理事

新副委員長に就任した富山地連の石橋剛委

員長と、書記局に入る本田有前副委員長・前

愛知地連委員長が抱負を語りました。

石橋剛 ・ 新副委員長

本田有 ・ 新書記次長

この大役を引き受けるに当たり、私個人に

も、
全自交労連にも様々な課題がありました。

その課題を解決するためにご尽力いただいた

同じ運動を全国津々浦々でやっているタ

に当たらせていただきます。全自交は、

が副委員長の任

期間となります

うことで、残任

記局に入るとい

り良い生活の向上を

展と組合員さんのよ

いただき、組織の発

まに寄り添い、今まで以上にお声を聞かせて

域の実情にあった運動を展開できるよう皆さ

自交労連の運動をさらに前進させるため、地

本部役員として働かせていただく以上、全

全ての方に改めて感謝申し上げます。

クシードライバーの仲間。ほかにはない

一緒に目指したいと

本田さんが書

集まりです。皆さんと一緒にがんばって

は直接の会費値上げの方が良 の森茂代議員はバス・タク タク・森忠吉委員長は、労働

蒔田 純司 様

浜田 毅司 様
東京共同法律事務所
弁護士

木村 壮 様

い。それを政治と社会全体がしっか

難な現状を語りつつ、再生へ 子代議員が、議案書に憲法に

い」と提案。新潟地連の海藤 シーの乗務員不足の深刻さに 委員会争議の状況を報告し、

思います。

長時間、過重労働が問題となってい
り支援をしていかなくてはならない。

大会では活発な質疑が行わ

の強い決意を表明。大阪地連 関する記載が追加されたこと

いきたい。

た自動車運転者の働く環境の見直し
ハイタク産業に従事する皆さんだ

れました。１日目には愛媛地

交労連を挙げて最大限

長は「当選に向け全自

溝上泰央中央執行委員

め、６選を目指します。

いきたい」
と決意表明しました。

だことを市政の世界で生かして

も全自交労連や青森地連で学ん

思い出を振り返り、
「これから

判闘争で勝ち取った全面勝利の

愛媛・渡邊氏

富山・中島氏

大阪・加藤氏

東京・筒井氏

愛媛・松下氏

正を必要としない即効性ある 動強化を要望。東京地連の筒

の今後についての質問、法改 う経営団体や行政への要請行

題の現状報告、常任中執制度 労働者に確実に還元されるよ

わたり、大阪での定額乗り放 中央委員は運賃改定の成果が

規約改定を承認

定数 人中 人が投票し、賛

の賛成が必要となりますが、

は代議員定数の３分の２以上

投票が行われました。改定に

議され、代議員による厳格な

全自交労連規約の改定も審

正彦代議員は、最低賃金を意 より、鉄道廃線の代替に白ナ 支援を求めました。

２日目は愛媛地本の渡邊典 強化について「争議支援より の対応強化を主張。岩手地本 を鳴らし、傍聴参加の長崎県

井守代議員は、財政の再建・ 図的に守らない悪質事業者へ ンバーが参入することへ警鐘

もやっと動き出しました。皆さまの
けではなく、ハイタクを利用する全

本の松下国光代議員が新居浜・ の加藤直人代議員は２日間に を感謝。富山地連の中島信二

の支援を行ってまいり

１９９２年の初当選後は、介

対策の要望を発言しました。

活動の成果であります。今後、この
ての国民と、日本社会に必要な大き

たいと思います」と語

護保険制度の改善や、市立病院

働行為、その後 年にわたる裁

り、大会１日目には本

の未払い残業問題の解決などに
長崎県タク・森氏

成 、反対１、無効２の結果

71

次を最後の任期と定

人からの決意表明も行われまし

岩手・森氏

発言者
新潟・海藤氏

規約改定の採決では、規約に従って代議員による無記名投票を実
施。大会運営委員が投票実務を担いました。

質 疑 応 答

課題が克服に向けて大きく進展する

駅前タクシーの自主経営の困

ありがとうございました

新役員が就任あいさつ

な転換だと確信しております。

全自交労連唯一の組織内議員

ス・タクシーへの支援を要請。

成果を上げ、昨年は市議会でバ
山名氏は青森地連の三八五交

タク１台５万円、バス１台 万

た。

員（全自交青森地連特別執行委

通労組の組合員として闘ったス

円の支援を実現させています。

である山名文世・八戸市議会議

員）が、来年４月に選挙を迎え

トライキと、会社による不当労

88

14

ます。連続５期当選中ですが、

10

約に明記しています。

会が成立することを新たに規

や中央委員会、中央執行委員

ン併用の開催方法でも、大会

た、オンラインや、オンライ

などを定めなおしました。ま

常任中央執行委員の選出基準

で、中央委員の選定方法や、

レを修正することが主な目的

営方法と規約の記載内容のズ

容は、実際に行われてきた運

で承認されました。改定の内

68

来年の八戸市議選で６選めざす

組織内議員 山名氏が決意表明

ことを期待しております。
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（６） 歳以上の定年制とと え、長時間労働を抑制しつつ

な勤務形態を協議する。若者

もに、その後の雇用年齢の上 減収とならないための効率的
限について協議する。

労働環境を目指し、短時間勤

（７）
「同一労働・同一賃金」 や女性にとっても働きやすい
の実現。

埼玉地連が歓迎レセプション

全自交埼玉地方連合会は、

全自交第 回大会の歓迎レセ

た。全自交と旧ＫＰＵが団結

を回復して早１年余りが経ち

ます。溝上泰央中央執行委員

の感謝を語りました。

紹介し、支えてくれた方々へ

や氷川神社など大宮の名所も

歓迎のあいさつ。鉄道博物館

帰り頂きたいと思います」と

の絆」と言うお土産をお持ち

今回の埼玉大会では「全自交

い」と言われました。そして

うお土産を持ち帰って下さ

手の森茂委員長は「感動と言

た次第です。昨年の大会で岩

今年は埼玉での開催が決まっ

ら」
と温かいお言葉を頂戴し、

仲間に顔を売るチャンスだか

して、若い鵜澤さんが全国の

長より、
「元ＫＰＵの出身と

来賓招き 華やかに

２０２２秋季年末闘争方針
補 助 金収入は適正な 分 配 を

全国からの参加者を歓迎する鵜澤・埼玉地連委員長
クールが開催されました。最

査により受賞作品は決定して

います。

「湾岸新木場」は４年連続

特別賞には日交労本部発行

の「いしずえ」と、今年 月

に新たに発刊された東北地連

ばれ、壇上で溝上泰央中央執 報部長（元日本ジャーナリス 紙の枠を超えた斬新な紙面が した。

発行する「湾岸新木場」が選 晴之・元情報労連中央本部広 の最優秀賞受賞。従来の機関 の「全自交東北」が選ばれま

優秀賞には日交労湾岸支部の 紙もの応募が寄せられ、佐藤

今年は昨年を３紙上回る

にあわせ、第 回機関紙コン が授与されました。

全自交労連第 回定期大会 行委員長より表彰状と記念品 ト協会副理事長）の厳正な審 高く評価されました。

玉大宮におこしいただきまし

己執行委員長が「ようこそ埼

副執行委員長が務め、鵜澤克

司会は埼玉地連の伊藤義明

ご出席いただきました。

参議院議員の豪華な来賓陣に

野幸男衆議院議員、高木まり

小椋旭議長、立憲民主党の枝

藤嘉会長、埼玉県交運労協の

の役員に加え、連合埼玉の近

で開催しました。全自交労連

ま市の東天紅ＪＡＣＫ大宮店

プションを 月 日、さいた

80

（８）非正規雇用者に対する 務や変則的な勤務シフトな

定年後再雇用者らが、自らの （

社会保険の適用拡大を踏まえ、 ど、
柔軟な働き方を検討する。

厚生の拡充に加え、会社負担

一時金の支給を困難視する経

さいたま市で開いた中央執行 （２）労働条件（賃金・一時 営者については、輸送実績や
望まない労働条件を強いられ

による脳ＭＲＩ検診や睡眠時

求める。

（４）最低賃金の改定結果に （９）全員が確実に「年５日」 無呼吸症候群の検査の実施を
ついて、職場での周知を徹底 の年次有給休暇を取得するよ

（ ）乗客による暴言や人権

メント）の抑止対策と発生後

）全ての職場で、時間外 侵害行為（カスタマーハラス

させ、全ての職場と地域で最 う対策を講じる。
低賃金を上回る賃金が支給さ （
れるよう点検活動を強化する。 労働が最長でも年９６０時間

16

全自交労連は 月 日に、 る解雇・雇止めを許さない

委員会で、２０２２秋季年末 金・退職金等）の改善ととも 補助金等の収入も含めた経理
ることのないよう交渉する。

）健康診断の充実や福利

闘争方針を決定しました。具 に、車内の感染防止対策や職 資料の公開を求める。

特に今年は国や自治体の支

体的方針は次の通りです。秋 場施設の改善を交渉する。
季年末闘争に取り組む職場で
は、要求提出は遅くとも 月 援金・補助金など、タクシー
中旬まで提出することとし、 の売上以外の部分で、多額の
月上旬には解決するよう積 収入が計上されている可能性

11
12

極的に団体交渉を行いましょ が高く、適正な分配を求めて （ ５）国会附帯決議にある、 未満になるよう対策を講じ、 の乗務員へのケアを経営側に

らの過労運転防止策について

◎カーナビの更新、 空気清浄機設置、 休憩室の改善、
会社施設の感染対策強化、喫煙場所整備、洗車施設・
洗車方法の改善、 制服・ワイシャツの支給、 駐車場
の整備、ドラレコやバックカメラ装着、 有料求人サイ
トを使った乗務員募集、 営業所内の無料 Wi-Fi 設置、

80

65

機関紙コン 最優秀賞は「湾岸新木場」

う。妥結状況や政策要請行動 交渉を行う。運賃改定がすで ①累進歩合の排除、②固定給 また改善基準告示の改正に備 求める。
について地連本を通じ、全自 に実施された地域では、増収 と歩合給のバランスの取れた
交労連に報告をお願いしま 分を適切に労働者に配分する 賃金体系の再構築、③運転者
す。労連本部は地連本や単組 よう求める。国土交通省も通 負担の見直し、④過度な遠距
に対して必要な支援を行い、 達で「運賃改定実施後、各事 離割引の是正、⑤運転代行と
闘争の特徴や教訓を全体化し 業者において、適切に運転者 の兼業禁止、⑥供給過剰対策

ること」と定めている。

ながら取り組みを進めます。 の労働条件の改善措置を講ず と運転者の健康を守る観点か

【具体的闘争方針】

１．雇用・労働条件改善の取 （３）年末一時金について交 真摯に協議し、附帯決議に
渉する職場は昨年や今夏の一 そった職場の労働条件の見直

研修旅行

り組み

◎コロナ感染者に対する労災保険適用、 濃厚接触によ
る休業者への休業補償、 健診内容の充実（血液検
査、腫瘍マーカー）、健診の追加検査費用の会社負担、
脳ＭＲＩ検診費用の会社負担、 予防接種費用の会社負
担

（１）コロナ危機を理由とす 時金を超える支給をめざす。 しを求める。

速代の乗務員負担改善、 事故惹起者の自己負担分削
減、 車内清掃手当の新設

1

10

11

10

16

◎年末一時金、退職金改善、未消化有給（時効分）の
買取り、 年末年始の乗務手当、 越冬手当、 最低賃金
の厳守確認、勤務間インターバルの改善、修理・検査・
講習時の補償額改善、 乗務員負担の見直し、 帰路高

28

10

近年の主な妥結内容

50

㊤ 大 会で日交 労
湾 岸 支 部を表 彰
㊧最優秀賞の「湾
岸新木場」㊦受賞
紙一覧
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