用されないことへの不満を述 会への参加を呼びかけまし 春闘スケジュールとして、２

で開催予定の３・８総決起集 う方針を提案しました。
また、

とともに、日比谷野外音楽堂 退職金の大幅改善を掲げて闘

を地方で進めることを訴える １万円の賃金要求と一時金・

日本の 歳以

じだろうか？

問題をご存

▼２０２５年

２ ０ １ ８ 春 闘 方 針 決 定

……購読料 1ヵ月 70円……

全ての職場から要求掲げて立ち上がろう

べるとともに裁量労働制の業 た。
その後、
戸崎肇教授が「タ 月末に要求書を提出し、回答

２２００万人

上の人口が

に達し４人に

務拡大や高度プロフェッショ クシーを取り巻く環境と展 指定日を３月 日として有額

その後、２人からの質疑討

「ライドシェアの 問に答えました。続いて、国 とを提案しました。
北地連・宮城）の両名、書記 た。また、

だ。全世界のどの国も未だ

高齢化社会に突入する問題

１人が後期高齢者になる超

から立ち上がる２０１８春闘！地域交通を担う魅力あるタクシーに再生しよう！違法な

には大島一公中央委員（関東 上陸を阻止する重要な年にな 交省自動車局旅客課の金指和

経験したことがない。▼
「産

神奈川）
と戸村久中央委員
（東 ナル制度を厳しく批判しまし 望」と題し講演し、３人の質 回答の引出に全力をあげるこ

白タク摘発！安全と労働を壊す白タク合法化阻止！」のスローガンを掲げ、格差是正に

地連・東京）
を選出しました。 る」と訴え、地方から風穴を 彦課長が「タクシーの今とこ 論を経て２０１８春闘方針案

全自交労連は１月 ～ 日、静岡県伊東市で第 回中央委員会を開き、
「全ての職場

向け、月額１万円の賃上げ要求と一時金・退職金大幅改善を柱に、労働者のための「働

96

鈴木和彦副執行委員長が資格 開けさせないために意見書採 れから」と題して講演し６人 を満場の拍手で採択しまし

24

次央

（有料制994号）

23

き方改革」で安心して働き暮らせる賃金水準の獲得を参加者全員で誓い合いました。

た。そして「春闘で労働条件 で決定した春闘方針と自らの ピールの提案を東京地連の菊

続いて、２０１８春闘ア

のために人口も消費も国家

戦争スローガン。戦争継続

ません勝つまでは」これは

めよ増やせよ」
「欲しがり

池るみ中執が行い、満場の拍

統制した。敗戦後、第一次

第 回中央委員会には、役 審査委員長と議事運営委員長 択や地域の生活交通を作り出 の質問に答えました。
その後、 た。

第２日目は、松永次央書記 手で採択しました。最後に北

ベビーブームが起き団塊の

員 名中 名、中央委員 名 を務め、出席状況を報告して すことの重要性を述べまし 青山治彦中央委員が自教部会

長が２０１８春闘方針案を提 坂隆生副執行委員長の閉会挨

世代が生まれる。日本のい

ました。

主催者を代表して挨拶した 改善を実現し格差是正を進め 裁判闘争を報告しました。

き方改革について、
「残業の う」と呼びかけました。

参加し、２日間の日程で行い 伊藤実中央執行委員長は、働 若者に魅力ある職場を作ろ

傍聴者を含め総勢１２０名が

中 名が出席（委任状 ）し、 成立を確認しました。

続いて、交運労協の住野敏 案し、全ての職場から要求を 拶を行い、全員で元気に団結

服部達彦副執行委員長の開 罰則付き上限規制は一歩前

出資を行っており動向を注視 は明らかであり、乗務員の意

トバンクがウーバーに巨額の 組みでなければ成功しないの

を阻止する一年となる。ソフ 乗務員の声が反映された取り

率は低下し、第三次ベビー

を生んだ。この世代の結婚

狭められ多数のフリーター

動した世代で正社員の門は

極的に参画する必要がある。

が野党第一党に躍進したこと ゼロの裁量労働制拡大や高度 げており、さらに継続してい であり公共交通会議等へも積

かった。しかし、立憲民主党 り許しがたい。また、残業代 民会議の取り組みも成果を上 かりつくることは大きな課題

政治を止めることができな ９６０時間まで可能としてお を強める必要がある。また市 の中、地域の生活交通をしっ

昨年秋の衆議院選挙で安倍 年７２０時間が適用されず、 いる。これらを排除する運動 いきたい。人口減少・高齢化

し、中国式白タクも拡大して 方議会への働きかけを強めて

タクアプリも運用されている 穴を開けさせないためにも地

う。都内では謝礼を求める白 書が採択された。地方から風

用できる相手ではないと思 会でライドシェア反対の意見

を切ったと言われているが信 青森、岩手等、多くの地方議

シー運賃の助成拡大を表

い行政にある」と述べタク

共インフラを整備していな

ずに安心して生活できる公

の責任は高齢者が車を持た

新しい。前橋市長は「事故

高生をひいた事故は記憶に

に。前橋で通学途中の女子

者の事故増加が大きな問題

した結果だ。▼現在、高齢

のために非正規労働を拡大

高齢化社会は大資本の利益

ブームは起きなかった。超

労働条件改善をしっかりや

明。▼公共交通は今や重要

昨年の 月議会では北海道、

が議論されるが、残業の罰則 認められない。非正規労働者 確定運賃、相乗りタクシーの らなければ組織の拡大もな

な社会インフラ。超高齢化

国会が始まり「働き方改革」 き合わせで提案されることは

事業者も初乗り短縮、事前

は一つの希望だと思う。通常 プロフェッショナル制度が抱 きたい。

付き上限規制の導入は一歩前 の雇用改善など働く者のため 取り組みを行い、ライドシェ い。人手不足の原因は長時間

今年はライドシェアの上陸 整備としては理解できるが、 力ある職場にしよう。

は５年間の猶予期間が設けら ばならない。
れた上、その後も一般側の

まれ変わるときだ。Ｍ・Ｔ

社会を支えるタクシーに生

バーはタクシーとの連携に舵

しなければならない。ウー 見反映を求めていく。

アはバブル崩壊後に就職活

り出したもの。団塊ジュニ

びつな人口構成は戦争が作

タクシーを若者にとって魅力ある職場に

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永
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会挨拶で始まり、議長団には 進」としながらも、道路運送 彦議長が連帯挨拶を行い、交 掲げて積極的な交渉を行うこ ガンバロウを三唱して終了し

ライドシェアの上陸を阻止する年に
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進だが、政府案ではタクシー になる働き方改革にしなけれ ア対抗策を進めている。しか 労働・低賃金にあり、運転者

挨拶する伊藤実中央執行委員長

し、ライドシェア不要の環境 負担の撤廃も進め、若者に魅

12

56

14

29
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全自交しんぶん

主な記事

42 30

河口健中央委員（関東地連・ 関係の猶予期間や一般側が適 通基本法を活かした取り組み とを訴えるとともに、月額 ました。

春闘勝利へ決意固める参加者
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ポジウム、
ライ
ドシェア 反
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大、
各 地 連・地 本が 新 春
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運動を本格始動
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第一日目

国交省旅客課
方の経済状況が低迷している
中、４９０円を採用する事業

質問の趣旨は理解した。持 者が半数を上回ったが、利用

金指課長・答弁

金指課長の講演と質疑

第一日目に国土交通省自動 サービスの進化、③インバウ テップにつなげて行きたい。
車局旅客課の金指和彦旅客課 ンドの取り組み、④地域との
長が「タクシーの今とこれか 連携、⑤働き方改革を柱に現 北海道地連・鈴木さん
ち帰って指標等の正確なお答 者が増えたわけではなく、上

改正特措法に大変期待した

現在も大阪では公定幅運賃 と思うが、運輸局が間に入っ

の下限割れ事業者があるが、 て話をすることはできる。特

複数回の指導を行い、改めな 措法でも労働環境の改善が大

い場合は次の段階の対応をす きなテーマであるのでその観

監査が必要だということで

岩手地本・森さん

べきだが、運輸局の動きがあ 点からも話をしたい。

まりにも遅い。素早い対応を

求める。これが一点。

もう一点は、淡路島のウー

事業者の裁判は取り下げて バーアプリを使ったタクシー

域協議会で全員賛成で供給力 適用除外や国が強制的な命令 数料の扱いや決済方法が決

削減の計画を作ったが一部事 ができる。だからこそ手続き まっていない。決済手数料は

下限割れ事業に対する指導

は、近畿運輸局とも情報を共

お話しいただきたい。

交通政策基本法の重要性や

要員不足で時間がかかりすぎ

る。処分の対応も遅い。もっ

と敏速な対応を求める。

金指課長・答弁

監査の体制については軽井

増や体系強化を進めている。

行政主催の地域公共交通活

れる。交通を守る波及効果に

れ、雇用も守られ、納税もさ

通を守れば福祉予算が削減さ

地方でどう活かすのかお聞か 性化シンポに参加したが、交

せ願いたい。

戸崎教授・答弁

地方自治体は縦割りが強

戸崎教授・答弁

交通政策基本法は内容の幅 ついて聞きたい。

が非常に広い。災害時の燃料

確保やその優先順位をどうす

北海道はバスも弱い。地方 るか、また、大雪時に通院・

戸崎教授・答弁

大阪地連・加藤さん

には関係者の話し合いになる ころだ。

数料をどう定めるかは最終的 と体制をとって進めていると

もう一つの淡路島の件。手 また、処分迅速化もしっかり

問題意識は持っている。

いくタイミングをどうするか 沢事故を受けて、監査人員の

に考えていたが、勧告すらな

件の改善が改正特措法の趣旨

有している。事業者に入って

我々が成田空港や羽田空港等 銀座の一般車両侵入禁止区域 が指標となる営収には消費税 国でも青森だけだと思う。こ

であり、実効性のある迅速な

かなかできていない。労働条 大阪地連・加藤さん

告・命令してもらえると簡単 も聴いて考えていきたい。

金指課長・答弁

とはよく聞いている。全国各 る動きが出た。改正特措法で とはいえ、そういう仕組みが とならないようにすべき。

東京と地方は違うというこ 業者が不服として裁判に訴え や要件が必要となっている。 事業者経費として運転者負担 情報提供もしているが、監査

金指課長・答弁

運賃競争を改善してほしい。 新潟交通権では３回の特定地 別で例外的なもので独禁法の ているが、アプリを使った手

を見に来てほしい。そして低 が今は桎梏に変わっている。 いる。改正特措法は中身が特 配車の実証実験をやろうとし

が伸びていない。青森の現状

限も下限どちらの会社も営収

ら」と題し、①タクシー特措 在のタクシー産業が抱える課

青森地連・江良さん

えをしたいと思う。

釧路交通圏と帯広交通圏が
昨年 月１日に準特定地域を

法の施行状況、②タクシー 題について講演しました。

東京地連・福島さん

７名の仲間が直面する課題を質問

東京地連・直井さん
解除された。日車実車キロや
日車営収が平成 年度実績よ

課長に是非、青森交通圏の 地域の実情を良く見て、どう は合意があれば、減車しない あるわけですからどう動かし

は実在車両数・実働車両数の しい。今、青森交通圏の運賃 きたい。
白タク行為に対し、現行法 どちらで算出しているか、消 は４９０円から６９０円まで
通りもある公定幅運賃で全 新潟地連・海藤さん

で白タクらしき行為を現認し や羽田空港前の駐停車禁止場 が含まれているかどうかは大 れは国交省にも責任があり、

引き下げを行った結果だ。地

定地域の指定要件を見直さな 国が負け、公定幅運賃の下限
ければ実態にそぐわない。

また、
「交通は社会の潤滑

望」と題して講演しました。 る」と訴えました。
戸崎教授は不安定化する国

際情勢に触れ「交通産業は平 油である」とし、その重要性

ただくが、この問題について

４月に北海道に講演に来てい る。注視していきたい。

るようにするべきだ。

材を育てて行く必要がある。

問われている。戸崎教授には 地域であり実験も行われてい 地域の課題を幅広く対応でき 重要だ。こうした政治家や人

て住民の移動を確保するかが てライドシェアも入りやすい 応じた対応が重要であり、各 応して変われる首長の存在は

また、
こうした間隙を縫っ もまだされていない。地域に ないでいる。社会の変化に対
も増えていて、どのようにし る。

歩けない高齢者や免許返納者 空港の再編や北朝鮮問題もあ 通学をどうするか、この議論 い。国の柔軟性についていけ

なっている。駅やバス停まで

路がなくなる事が大問題に

北海道ではＪＲ北海道の線

和産業。戦争が起きれば成り を強調しました。さらに、
「若 北海道地連・鈴木さん

３名の仲間が地域交通の課題を質問

クシーを取り巻く環境と展 の危機感が重要な情勢にあ の議論は進んでいく」として 義な講演会となりました。

崎肇教授が「２０１８年・タ いつ崩れるかわからない。こ えなければライドブッキング 質疑では３名が質問し、有意

中央委員会の第一日目に戸 「順調と言われる世界経済も 育・宣伝し、政治の流れを変 政治変革を呼びかけました。 岩手地本・森さん

金指課長・答弁

対応をお願いしたい。

集めているが、是非、摘発に 白タクを摘発してほしい。
金指課長・答弁

公共交通は社会の潤滑油

繋げてほしい。また、都内で

戸崎肇教授が講演

謝礼を求めるマッチング・ア
情報提供については、警察
や関係機関と連携して次のス

中央委員会で議長を務めた
河口健さん（関東地連・神
奈川、写真左）と戸村久さ
ん（東北地連・宮城、写真
右）。書記は大島一公さん
（関東地連・東京）

いうのが理由。日車実車キロ 安売り競争の現状を知ってほ あるべきかについて考えてい 事業者に対して営業制限を勧 ていくか運輸局は関係者の声

り僅かですが改善したからと

13

われて逮捕者も出ているが、 でも摘発できることがある。 費税は５％から８％になった。

中国式白タクの取締りが行

10

た場合、ナンバー等の情報を 所で道路交通法を厳格にして きな違いを生む。特定・準特 低運賃事業者が訴えた裁判に

16

立たない」
と述べるとともに、 者に労働組合の重要性を教

講演する戸崎教授

プリがあるが白タク行為と思
うので摘発してほしい。

講演し、質問に答える金指旅客課長

第１１７０号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０１８年２月15日

く信用できない。この点では

車に切り替えると言っても全

ウーバーであり、タクシー配

に財政支援する事を問いただ ながらないよう今後とも反対 ロビー活動を行ってきたのが

松永書記長・答弁

したら、インバウンドの二次 運動を続けていく。
交通としてウーバーのタク

淡路島でウーバーがタク シー配車システムを使い今年

第二日目 ２ ０ １ ８ 春闘方針（ 案）への質疑・討論
中央委員会の第二日目に松 差是正を進め、賃金の大幅改善

今年に実証実験が行われる 我々も事業者と共に声を上げ

兵庫県交運労協は１月９日に と回答した。兵庫県議会は既 かどうかは定かではないが、 ていかなければならない。

シー配車を行う件について、 度に１年間の実証実験を行う

たちあがる２０１８春闘」
「地 働ける職場にすることを目指

兵庫県県民局との話し合いを にライドシェア反対の意見書 ウーバーを日本にタクシーア

兵庫地連・雪岡さん

域交通を担う魅力あるタク し、魅力あるタクシー産業にす

「滴滴
（ディディ）
」
持った。全自交からも兵庫地 を採択しているし、インバウ プリとして入れることは事業 シェア配車の

永書記長が、
「全ての職場から と安定雇用を実現し、安心して 長崎県タク・鶴田さん

シー産業に再生しよう！」
「違 るために、月額１万円の賃金要

連と関西地連から５名が参加 ンド対応なら国内の配車アプ 者の間でも批判が強い。ライ と連携を表明するタクシー会

また、自らが原告となって

中国のタクシーとライド

法な白タク摘発！安全と労働 求と一時金・退職金の大幅改

している。兵庫県がウーバー リもある。ライドシェアにつ ドシェアを日本でやるために 社も出現し、注視していく。

知）
、広島県自動車学校三次支

部（広島）の出席で開かれた いる定年後再雇用の賃金差別

「２０１８自教労組全国交流会」 を許さない裁判闘争について

％・ ％も賃金が減額され、

青山治彦委員長は、中央委 ＋格差是正分」として月額 請求金額が約１９２０万円に

一要求は賃上げ額を「 ４％

告があった。これは会社が不

員会に先立つ１月 日、伊東 １万１０００円とし、年間一 達していることを明らかにし

ました。

自教部会の２０１８春闘統 員時と同じ勤務にありながら

を許さない裁判闘争（労働契 の討議内容と決定事項を報告。 も報告し、２名の原告が正社
青山治彦委員長 約法第 条）について報告し

愛知県自動車学校労組

自教の２ ０ １ ８ 春闘方針

を壊す白タク合法化阻止！」の 善を柱とする２０１８春闘方
私たちの組織に対して組織
破壊の攻撃が今も続いてい
る。全国の仲間の支援をお願
いしたい。
松永書記長・答弁



当に介入し、組合を分断させ

市内で太平自動車学校労組（秋 時金は１００万円に決定した ました。今後とも支援するこ

●ところ
●請願行動

数日前も組織内の厳しい報

ようとしている事案だった。

とを全体で確認しました。

2018春闘勝利！
真の働き方改革を！
ライドシェア導入反対！

２０１８年３月８日（木）
18：30 ～
東京：日比谷野外音楽堂
衆・参議員面会所前

淡路県民局県民交流室の高 どが可能となるシステムを１

３・８交運労協 ２０１８春闘総決起集会

話し合いを行いました。

タクシーの配車依頼・精算な

と述べました。

実験を今年度中に行いたい」

えていない」
「１年間の実証

については問題があり全然考

高野室長は「ライドシェア

ました。

いのか」などの意見が出され

アにつながっていく心配はな

のは問題だ」「将来ライドシェ

いるウーバーを県が指名する

国でいろいろ問題を起こして

になぜウーバーなのか」
「外

タクシー配車アプリがあるの

労働側からは、
「国内には

験を行なう件で淡路県民局と の配車アプリを利用し、島内 と説明しました。

兵庫県が財政支援して実証実 実が課題。来島者がウーバー 通信費、
広報費用を支援する」

へのウーバーシステム導入を ド等来島者への二次交通の充 のタブレット等の導入費用、

で、淡路島でのタクシー配車 鉄道がないため、インバウン る。県民局は、タクシー搭載

会は１月９日、県議会会議室 野滋也室長は、
「淡路島では 年間実証実験として導入す

兵庫県交運労協ハイタク部

田）
、
愛知県自動車学校労組（愛 ことを報告しました。

光重信さん（写真左）

き

50

長崎県タクに対する攻撃に対

ら感謝状を受け取る熊本地本の重

21

県がウーバーを指名するのは問題

して本部としても状況を把握

連・愛知県自動車学校労働組

功労者表彰で伊藤実中央委員長か

●と

40

20

兵庫県交運労協ハイタク部会

スローガンの下、他産業との格 針を提案しました。

ライドシェア問題は交運労協全体の課題

中央委員会の第一日目に

中央委員会第一日目に交運 事を担っている」と参加者に

合の青山治彦委員長が自教の

しながら当然支援していく。

労協の住野敏彦議長が来賓あ 訴え、白タク合法化・ライド

２０１８春闘方針を参加者に

自教部会を代表し、愛知地

いさつを行い参加者を激励し シェアの問題も交運労協全体

中央委員会の第２日目に行われた

告団の一員となって闘ってい

報告するとともに、自らが原

る、定年後再雇用の賃金差別

連帯の挨拶を行う住野議長

ました。
の課題として取り組んでいく
２０１８春闘の勝利を
住野議長は、自然災害が多 決意を述べました。３月８日
誓い合う自教労組全国
発する中、
「公共交通はライ には交運労協主催の総決起集 交流会の参加者
フラインを維持する重要な仕 会が開催されます。

淡路県民局との話し合いの様子

春闘方針を提案する松永書記長

交運労協の住野議長が激励
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「憲法こそ時代の最先端」

ライドシェア反対の意見書が全国で拡大

〇東京都・中央区議会（ 年 都市議会（ 年 月２日）〇

大阪府堺市議会（ 年９月８

日）〇中野区議会 日）●兵庫県議会（ 年６月

３月 日）〇豊島区議会（

17

17

年２月

日・趣旨採 月３日）○福岡県北九州市議

17

日）〇富山県魚津市議会 議会（ 年 月 日）●長崎

12

12

17

22

12

北海道ハイ・タク最賃協議 しい時代には新しい憲法が必 集団的自衛権の行使を憲法上

27 10 24 15

17

会は１月 日、札幌市内で第 要だと主張する人がいるが、 認めようとするもの」と批判

年７月

盛岡市議会（ 年 月 日） 会（

12

一回幹事会と学習会を開き、 改正していないからと言って しました。また、高等教育の

11

17

17

17

日）〇北広島市議会（ 年 戸市議会（ 年 月 日）〇 （ 年 月 日）〇品川区議 ９日）●奈良県議会（ 年７

ない。むしろ時代の最先端を る主張についても「法律で規 ドシェア反対や導入に対する ６月 日）〇恵庭市議会（

27

日）〇札幌市議会 ●秋田県議会
（ 年７月６日） 択）〇横浜市議会（ 年３月 会（ 年 月９日）○福岡市

22

昨年 月の地方議会でライ

17
17 17 16 16 17 17 12
12
12
10
15

会はハイ・タク運転者最賃の とともに、９条で自衛隊を認 安倍の改憲の本質が特定機密 が７つの地方議会で採択さ （ 年 月 日）〇青森市議 ●宮城県議会
（ 年 月 日）
13

地方議 会（ 年６月 日）〇八戸市 ●茨城県議会
（ 年３月 日）（ 年６月 日）●長野県議 県議会（ 年７月 日）●大

33

17

30

立され、現在も構成組織の相 「９条に自衛隊を書き込んで ていることを熱く説明しまし 会（都道府県議会 ・市区町 議会（ 年 月 日）●岩手 ●栃木県議会
（ 年 月 日） 会（ 年 月１日）〇名古屋 分県議会（ 年９月 日）〇

創設を目指し１９９８年に設 めようとすることに対しては 保護法や共謀罪の施行に表れ れ、これで全国で

12

16

16

北海道ハイ・タク最賃協議 行っているものだ」と述べる 定すればいいことだ」
と述べ、 慎重審議などを求める意見書 年６月

17

役員体制と２０１８春季生活 現憲法が時代遅れのものでは 無償化のために憲法を改正す

17

30

12

23

闘争方針を確認しました。

23
17

17
17 12

17 24

26

23

地方議会
12

10

防止等、労働環境の改善に向
けて活動しています。
幹事会後の学習会は横路孝
弘前衆議院議員（左・写真）
が講師を務め、自民党の「日

シェア推進論者には、
白タク・
ライドシェア合法化の正念場
を迎える中で「地方から風穴
を開け都市部に進出する」と
いう狙いがあり、この野望を
打ち砕くためにも地方議会で
の意見書採択運動を推進して
いかなければなりません。
これまで採択・提出された
意見書は次の通りです。
●北海道議会
（ 年 月 日）

○新篠津村議会（ 年６月

日）〇石狩市議会（ 年６月

議員（民進）
、山花郁夫衆議 活に直結した問題。安全・安
院議員（立憲民主）ら多くの 心が担保されなければならな

加藤教授は講演で「地域の

国会議員・秘書・地方議員が い」と訴えました。
駆けつけ、タクシー業界労使

も参加しました。全自交から おでかけの足を維持・確保す

業者が変わらなければならな

交通の安全と労働を考える は本部と関東地連の仲間が積 るために、バスやタクシー事
市民会議」は１月 日、衆議 極的に参加しました。

最初に、日本労働弁護団幹 い。バスやタクシー事業者が

空白地における交通手段確保 士が挨拶し「都内で白タクア とっていく事になる」
「
「便利
とタクシー・バス事業が果た プリが拡大している。雇用に で安全な地域交通をつくるた
すべき役割について」と銘打 よらない働き方はライドシェ めに自治体・事業者・住民が
ち、名古屋大学の加藤博和教 アばかりでなく全産業に悪影 連携し、地域公共交通などで
授が講演しました。
会場には、 響を及ぼす。この拡大を阻止 本音を出し合い真剣で活発な
話し合いが必要となる」
「タ

関 東・ 東 京 合 同 旗 開 き で 挨 拶
す る 溝 上 委 員 長（ １ 月 日・
御茶ノ水）

17

17 12

28

安 部 教 授 を は じ め、 運 輸
局、 事 業 者、 タ ク セ ン、 議
員らが駆けつけ開催された
「２０１８旗開き」で挨拶す
る大阪地連の加藤直人委員長
（ １ 月 日・ 大 阪 リ バ ー サ イ
ドホテル）

15

17

12

各地連・地本が新春旗開きや春闘集会を開き運動を本格始動

21

逢坂議員は地元のＪＲ北海 クシーが地域交通の先導役を

逢坂誠二衆議院議員（立憲民 しよう」と訴えました。
主）や菊田真紀子衆議院議員

11

中央委員会とハイタク最賃協
議会学習会後に開かれた「２
０１８新春旗開き」で挨拶す
る北海道地連の長谷川明委員
長（１月・ 日・札幌市内）

18

17

27

（ 年３月 日） 市議会（ 年９月 日）〇京 宮崎市議会（ 年６月 日）
村議会 ）で意見書が採択さ 県議会（ 年 月 日）〇二 ●埼玉県議会

18

互連帯を基調に企業内最低賃 も何も変わらないというが、 た。

12

れたこととなります。ライド

17

金協定の推進や長時間労働の

12

17
17 12
17
13
16

本国憲法改正草案」を厳しく
批判しました。横路氏は「新

「交通の安全と労働を考える市民会議」が議員会館でシンポジウム

自民党改憲草案を厳しく批判
タクシーが地域交通の先導役に

安倍政権下の憲法改正の危険性を学ぶ参加者

ムを開きました。
「公共交通 事長の棗（なつめ）一郎弁護 できない場合は別の方法を

院第二議員会館でシンポジウ

18

（無所属）
、増子輝彦参議院 道問題に触れ「地域交通は生 担うべき」と訴えました。

10

北海道ハイ・タク最賃協議会幹事会の学習会で横路氏が講演
加藤教授（名古屋大学）

地域公共交通のあり方を語る加藤教授

21

２０１８春闘方針を決定した
中央委員会に引き続き開かれ
た「２０１８躍進団結旗開き」
で挨拶する岩手地本の森茂委
員長（２月４日・エスポワー
ルいわて）

17
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