７月15日

2018夏季労働セミナー

次央

（有料制999号）

労働条件整備し、乗務員不足解消を

講演の最初に国土交通省の ドシェア導入に向かわせると 不足の解消に向け、労働条件

金指和彦旅客課長が、①タク いう指摘や、高齢ドライバー 確立に向けた取り組みなどを

第二日目は、江良實副委員

した。

シー特措法の施行状況、②ラ 事故問題と公共交通強化の必 提案して第一日目を終了しま

その後、嶋﨑量弁護士が安

イドシェアの動向、③「働き 要性について訴えました。

全自交労連は７月 日・ 日の２日間、静岡県の伊東市で「２０１８夏季労働セ しました。そして５月 日の 方改革」等について説明しま
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定されないように対応する』

ロ」の高度プロフェッショナ パでウーバーが禁止・排除さ

その後、首都大学東京の戸 ル制度の危険性を解説すると れている現状を述べ、
「ライ

教授、嶋﨑量弁護士、ＩＴＦの浦田誠内陸部長から講演を受け、全体討議と討論の れているが、『法令違反が認 ていない」と述べました。

た組織拡大・強化を提起しました。また、国交省の金指和彦旅客課長、戸崎肇特任 たライドシェアの実証が狙わ り利用者保護の点でクリアし わせで導入される「残業代ゼ 状について講演し、ヨーロッ

組み、④乗務員不足の解消に向けた労働条件整備、⑤機関紙活動と学習会を重視し サンドボックス制度を活用し ライバー責任が明記されてお 時間外労働上限規制と抱き合 界におけるライドシェアの現

白タク・ライドシェア合法化阻止、③特定地域の指定延長と適正化・活性化の取り 紹介するとともに、「規制の シェア新法提案について「ド について講演し、罰則付きの ＩＴＦの浦田誠内陸部長が世

ミナー」を開き、全国から１４０名の仲間が参加しました。①内外情勢の特徴、② ハイタク８団体総決起集会を した。新経済連盟のライド 倍政権が進める「働き方改革」 長が運営日程を提案した後、

安倍政権を打倒し、白タク・ライドシェア合法化絶対阻止
まとめを行った後、団結ガンバロウを三唱し、成功裏にセミナーを終了しました。

服部達彦副委員長が開会の とする参議院附帯決議があげ 崎肇特任教授が「働き方とラ ともに、様々な情報発信ツー ドシェアの推進は今や時代遅

その後、全体討論を行い、

挨拶を行い、座長に関東・神 られた。今後とも警戒と注視 イドシェア問題」について講 ルとしてＳＮＳを活用し政策 れだ」と指摘しました。

奈川の佐藤秀幸氏を選出。江 が必要だ」
と呼びかけました。 演し、
「震災が起こればタク 実現や交流・組織化に挑戦す

その後、北坂隆生副委員長

体のまとめを行いました。

良實副委員長が運営日程を提 また、市民会議の運動や地方 シーが足りなくなるため、ラ ることの重要性を参加者に訴 松永次央書記長がセミナー全

その後、松永次央書記長が

案した後、伊藤実中央執行委 議会での意見書採択等につい イドシェアが必要だとなる」 えました。

員長が挨拶。冒頭、甚大な被 て「世論形成の上で力となっ と述べ、災害対策が後手に

その後、国交省、内閣府・

克己最高顧問は「爆発的エネ 規制改革推進会議、
内閣官房、

拶しました。全タク連の坂本

シー議連として頑張る」と挨 の対応を要請しました。

統ある議連であり、闘うタク タクの取締りやジャスタビへ

もに、物流の人手不足がライ を報告するとともに、乗務員 ロウ三唱で締めました。

害を出した西日本豪雨と大阪 た」と述べ、さらなる奮闘を なっている現状を述べるとと ２０１８春闘の特徴的な闘い が閉会挨拶し、最後にガンバ
北部地震の被災者支援を表明 訴えました。

タクシー政策議員連盟総会

ライドシェアを絶対に許さず、公共交通を守る

ルギーで運動を進めたい」と 警察庁から状況説明を受けた

書 人）が出席し、規約と役 長が「タクシーを進化させ、 部長が「世界におけるライド

員体制を確立しました。この ライドシェアを阻む」と決意 シェアの状況」と題する講演

７月９日現在、タクシー政

総会には全タク連、
交運労協、 を述べました。続いて、交運 を行いました。

ハイタクフォーラムの構成組 労協の住野敏彦議長が安全な

任意カンパにご協力を

大阪北部地震・西日本豪雨災害

ラムの伊藤実代表が中国式白 名となっています。
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地域に欠かせない公共交通を 震と西日本豪雨災害におけ

イドシェアを絶対に許さず、（７月９日）で大阪北部地

第４回中央執行委員会

社被災１件が確認されまし

合員宅２件、福岡地連・会

合員宅１件、広島地本・組

ご協力をお願いします

た。全自交の任意カンパに

次に辻元清美幹事長が「伝 が報告され、大阪地連・組

97

織らも出席するとともに、国 地域交通を守る重要性を訴え 策議員連盟の入会者は、衆議

交省など関係省庁も参加しま るとともに、ハイタクフォー 院 名、参議院 名、合計

した。

総会は、もとむら賢太郎事

務局長が司会を務め、最初に

増子輝彦会長が挨拶し、
「

70

守る」と決意を述べました。 る全自交組合員の被災状況

かりやって行く。白タク・ラ

人の議員が力を合わせてしっ

95

が７月４日、衆議院第二議員 立憲民主・国民民主・無所属

タクシー政策議員連盟総会 会館・多目的ホールで開かれ、 議員ら 人（その他、議員秘 述べるとともに、川鍋一朗会 後、ＩＴＦの浦田誠内陸運輸
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決意を新たに白タク・ライドシェア導入阻止を誓う
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タクシー議連総会で挨拶するハイタクフォーラムの伊藤代表

THE ZENJIKO
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運労協ハイタク部会 淡
路 島 県民局 交 渉 , 関 東
地連 山梨と神奈川で組
織 拡 大キャラバンを実
施,ライ
ドシェア反対、
地
方議会意見書 ６月議会
で１8 議 会が採 択 , 全自
交 東 北 地 連 第４４回 定
期大会・
セミナー
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ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

新経済連盟提案の「ライドシェア新法」

「ドライバーの運送責任」
を明記しており

２・ラ イ ド シ ェ ア を
巡る動向

利用者保護の問題をクリアしていない
金指和彦課長
日車営収（１日１両あたりの

給力の削減に取り組みはじ 復してきていますが、一方で

タクシー特措法の施行で供 営業収入）はそれに伴って回

ていただければ幸いです。

国土交通省旅客課

１・タ ク シ ー 特 措 法
の施行状況

した。
今年、
新経済連盟が「ラ
イドシェア新法」を提案して
きたが、従来の主張と変わら

３・タクシーサービスの進化

サービスとして定額タクシー してきており、団体旅行から と決済の不安解消を目指し、

（地方都市）と需要に応じた 個人旅行に移行し、スマホを タクシー事業者団体の取り組

５・働き方改革

東京で４１０円タクシーを 変動迎車料金（東京）の実証 活用した旅行スタイルも広 みも進められています。

まっています。また、都市部

ＵＤタクシーの導入促進で の定番観光地から地方部への

ない内容であり、ドライバー 導入しましたが、２ｋｍの輸 実験に予算を付けました。
に運送責任があると明記して 送回数が ％増加し、全体で

タクシー運転者は、労働時

限 万円）の他に、地方公共 ター数も増加しています。国 間が長く、年収は低く、平均

事前確定運賃の実証実験 団体が積極的に導入に対する 際観光旅行税を創設し、観光 年齢が高く、女性比率が３％

入も４％増加しています。

いる。これでは問題をクリア も７％増加しました。運送収 は国の補助制度（台あたり上 観光に広がりを見せ、リピー
していません。
生産性向上特別措置法で「プ

働き方改革で自動車の運転

ロジェクト型サンドボックス」 は、利用回数が約８０００回 補助制度をつくっているとこ 施策の財源を確保することと に満たない状況にあります。

が盛り込まれましたが、新技術 で、利用者の７割が「また利 ろもあり、ＵＤタクシーの導 なりました。

訪日外国人向け白タク行為 業務についても改正法施行後

地方部の地域の足の確保に に対し、警察庁とも連携して の５年以内に時間外労働・年

「値段 入が進んでいます。
を実証しようとする者は、計画 用したい」と回答し、
を作成し、主務大臣の認定を受 が決まっていて安心できる」

ライドシェアの問題点は、 けることになっています。法案 という理由が最も多くなって 向けた乗合タクシーも自治体 対策を実施しています。空港 ９６０時間以内の罰則付き上

と連携し、全国で４１７４ やクルーズ船が寄港する港 限規制が適用されますが、実

相乗りタクシー実証実験も コースが運行している状況に （約 カ所）に加え、
ホテル、 現に向けた目標として、①労

①運行管理・車両整備等によ でも「新技術関係規定に違反す います。

特定地域の取り組みでは、 り、過労運転等を防ぎ、未然 るものでないこと」と定めてお

観光地、主要駅まで実態調査 働時間関係法令の遵守、②生

対象を拡大（ カ所以上）し 産性向上と減収につながらな

て対応しています。また、訪 い労働時間の短縮、③若年者

「ライドシェアは地方から」

やすく視覚化すべき。

目に見えない。安全をわかり

てはやされているが、安全は

ホでマッチングすることがも

さらに、訪日旅行者の言葉 を掲げました。

公共交通を強化し利用者利便の向上を

戸崎肇特任教授

「流しがな くると運転技術がますます求
タクシーが足りなくなると シェア新法で「ライドシェア 取り合いになる。

で被害が出ている。緊急時に はいけない。新経連のライド が増えれば運転者同士で客の バーが増え、自動運転も出て

西日本豪雨・大阪北部地震 る。震災対応が後手になって 不要」と言っているが、台数 の議論がある。高齢ドライ

首都大学東京

の見直し等、賃金制度の改善

てきましたが、今後は観光先 喚起と啓もう活動を強化しま ④有給休暇取得と乗務員負担

これまで観光立国を目指し 日中国人向けに白タクの注意 と女性運転者の確保・育成、

４・観光先進国の実現

多くの地域で依然として日車 に事故を防止する対策が不十 り、国会でも世耕経済産業大臣 割安なタクシー利用と生産性 あります。
営収と運転者賃金は低い水準 分、②事故発生時に賠償責任 は「仮にライドシェアの申請が 向上を目的に行いましたが、
のままとなっており、労働条 をドライバーのみが負う形は あった場合、安全性や公益性を 課題は相乗りのマッチングが
件の改善に向けて、引き続き 国民の理解を得られない、③ 保護する規制法令に違反して 成立するのが１割程度になっ

60

タクシーを巡る最近の情勢 め、改正タクシー特措法の施 需要の減少が続いているのが

60

今年度の取り組みとして 進国の実現を目標としていま した。

特定地域計画・事業計画に基 ライドシェアドライバーの地 いないことを確認の上、判断す ていることです。

30

についてお話しします。皆様 行でそれが強化されました。 現状です。
方からも現場の状況を聞かせ 車両数の減少が続いた結果、

20

また、参議院で「ライドシェ は、労働環境改善のための新 す。インバウンド旅行も変化

づく適正化・活性化の取り組 位や待遇が世界各地で問題に る」と答弁しています。
みを進める必要があると思っ なっているだけでなく、タク

ています。特に活性化につ シー運転者の労働環境にも深 ア事業のような安全や雇用に
いては多様なニーズに応え、 刻な影響がある、という点を 問題が指摘される事業の実証
サービスの高度化・高質化に 強調しています。国会質疑で は、規制法令に違反するものが
取り組み、需要拡大・労働条 も国交大臣は一貫して「安全 認定されないよう厳に対応す

②

演

要となる。市民会議の運動を

にあり、
時間的な余裕はない。

物流こそ危機感が必要。スマ を高めるべき。

る。アマゾンの動きもあり、 切らせ、利用者利便と公共性

イドシェアが入ってきてい 共交通を強化する方向に舵を

物流の人員不足は深刻でラ マイカー行政を改めさせ、公

ないように監視が必要。

た業者が得をすることになら をやってもいい」という風潮

勝ちだ」となる。それを破っ 「オリンピックのためなら何

かると「長く運転したものが どんどん広めることが重要。

働き方改革で上限規制がか 広め、自治体の意見書採択を

というのは乱暴な議論だ。

特定地域も準特定地域も同 「ライドシェアが必要」とな は流しがないから二種免許は いから二種免許は要らない」 められ、二種免許の意義が重

金指課長・回答

問題がある」と答弁してきま がっています。

件向上につなげて行きたいと 確保と利用者保護の観点から ること」という附帯決議も上
考えています。

二つ目は、大阪市域交通圏 的に答えられない。実績を集 そぐわないはず。
東京の４１０円タクシーの
初乗り距離短縮運賃の複数 実績が報告されたが、運送収

の運賃ブロックは一つだ。初 めて慎重に対応したい。
乗り距離短縮運賃を採用して

複数回の前倒しは可能なの 回前倒しを認め、事業者が選 入（１日１車あたり）が４％ じですが、指定基準について
択できるようにするべきかど 上がったことになっている どうあるべきかは、取り組み

が減ったことによって結果的 検討の参考にさせていただき

運転者が減って、稼働車両数 考えている。ご指摘は今後の

４％ほど伸びている。要因は もう一度見直す必要があると

うかは近畿運輸局と相談させ が、札 幌、帯 広、釧 路 で も の状況がひと段落した段階で
ていただきたい。

北海道地連・鈴木さん

消費税が８％に上がったこ に日車営収が伸びているにす たい。
２点目の「稼働率も加味し

講演する戸崎肇首都大学東京特任教授

質疑応答
大阪地連・加藤さん

金指課長・回答

一つは、大阪市域交通圏の か？
特定地域の指定延長について
は、平成 年実績を見るとし

一点目については、今回初

たが、この実績が指定基準を めて、指定期間満了の地域の
満たしていた場合、どうなる 取扱いを議論して決めた。各

のか？事業者計画が実行され 地域の事情もあり、延長をど とによって日車営収が上がっ ぎない。東京の日車営収４％

指摘も今後の参考にしたい。

て間がない。平成 年の実績 う取り扱うかはその都度慎重 たから準特定地域が解除され の伸びは稼働率が考慮されて て実績を見るべきだ」という
をしっかり見て判断すべき。 に検討する。現時点では具体 るようであれば法律の趣旨に いるのか聞きたい。
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講

夏 季 セ ミ ナ ー 講 演 ①
て来年３月までの延長となっ

29

夏季セミナーで講演する金指旅客課長

第１１７５号（ 2 ）
原則毎月15日発行
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経済界の本丸は裁量労働制の拡大

ＳＮＳを活用し、
労働組合の発信力を高めよう

プロ制度」は長時間労働の是 する中、電通事件が起きた訳 てくる。経済界の本丸は今回 給がほとんどであり、生活の

労働組合の争議・運動や文 りましたが大きな被害はな

は「ご冥福をお祈りする。二 ない裁量労働制の拡大であ え、長時間働くこととなる。 Ｓは便利。組合員からの批判 被災については全国でしっか

正という課題と全く矛盾する です。この事件後、安倍総理 は流れましたが、年収要件も ためには営収を上げたいと考 化活動を広く伝えるのにＳＮ かった。西日本豪雨災害での
ものだ。

６月１日に最高裁で判決が

高橋まつりさんが過労死に 度と悲劇を繰り返さない」と り、またすぐに出てくる。タ 労働時間と売上が連動してい もあると思うが、期待の裏返 り対応してもらいたい。

組合が何を考え、
追い込まれた２０１６年 月 して罰則付き上限規制の法改 クシー労働者の場合は、時間 るが、売上と賃金の連動を断 しだと考え、

外労働の上限規制は５年猶予 ち切らないとタクシー職場で 何をやっているのかについて 出た長澤運輸事件について、

めてもらいたい。

長崎県タク森さん

この３支部が組合費を過少納

入していたことが発覚して裁

松永書記長

セミナーまとめ

案書にまとめてほしい。

かり精査して、定期大会の議

たが、その判決の中身をしっ

の賃下げを認める判断を行っ

そもそも、
残業代の目的は、 となり猶予後も緩和された。 長時間労働を是正するのは難 ＳＮＳを活用して発信力を高 裁判所が、定年後再雇用の者

の電通事件の社会的衝撃が 正に進んでいく。
絶大だった。マスコミもこ

革関連一括法案についてとＳ 流れを変えた。安倍総理は 康を守ることであり、生活時
ＮＳ活用による情報発信につ ２０１４年のダボス会議で演 間確保と民主主義の基盤（地

ち破るドリルの刃になる」と 動）を確保することにある。

いてとなっており、この点に 説し、
「既得権益の岩盤を打 域社会での活動や労働組合活
ついてお話したい。

国会で通ってしまいました 言っていたが、これは労働法 安部内閣の矛盾は、初期の政
が、
「働き方改革」で「同一 を指している。そして「いか 策では労働法破壊であったの
労働・同一賃金」と時間外労 なる既得権益といえども、私 に、
「働き方改革」では長時

７月４日に開かれたタク

織破壊を企てたが、心ある執 名とし、前書記長を権利停止 シー議員連盟の総会でＩＴＦ

長崎県タクの前書記長が組 判で争っている。３支部を除

議論された。しかし、一方で ない」とまで言っていた。そ と。しかし「働き方改革」の

行部と組合員がそれを阻止し 処分としたが、その後も組織 の浦田さんが講演し、ライド

働時間の罰則付き上限規制が のドリルから無傷ではいられ 間労働の是正を目玉にしたこ

残業代ゼロ制度の「高度プロ れが、２０１６年に入って 狙いは経済政策であり、経済

浴びた。ライドシェアの危険

性を訴える良い材料になると

思う。ライドシェア導入を進

組織分断と闘う長崎県タク めているのは自民党の一部に

松永書記長答弁

米国の利用者は「 若年エ でに禁止されている。ライド をお願いしたい。

する産別で構成されており、 で反対運動も闘われている。 キャンペーンでライドシェア 題。ロンドンではライドシェ 的で利用しているに過ぎず、 れているが、人命を金に換算

１５０カ国・７００組合・ 特徴的な闘いとして、デン 反対が ％から ％に跳ね上 アドライバーの１００人に１ 公共交通を侵食しているのが することはできない。

日本は唯一、水際でライド の皆さんを全自交労連として 過ぎない。運動を強化し、ラ

そうした結果だと思う。

組織拡大は大きなテーマと

なっている。機関紙活動の重

もらいたい。

今後の運動に役立てて

を 各 職 場 に 持 ち 帰 り、

セミナーで学んだこと

はできない。２日間の

員不足を解消すること

構築しない限り、乗務

魅力ある労働条件を再

行く事をお願いしたい。

の取り組みを発信して

い。組合員宅の一部損壊はあ 場・地域で活動し、全自交

大阪北部地震の報告をした 要性を再確認して積極的に職

大阪地連加藤さん

いを強めて行こう。

インバウンドの増加も強調 シェアを食い止めている国、 これからもしっかり支援して イドシェア導入を阻止する闘

浦田さん回答

韓国の場合は、すでに「カ

カオタクシー」というスマー

浦田さんの講演の中で、台 トフォンアプリがあったこと

東京地連・福島さん

〇 質 問

億円の罰金を科した。最賃 くを占める台湾や韓国ではす う。ＩＴＦも連帯する。

る事にも批判が多い。西日本

シェアが禁止になった理由は り締まりを強化した。確か今

ウーバーは安倍首相と面会 法人タクシーの団体や労働組 でも韓国では白タクを通報す

果なのか？

タクシードライバーが７か月 し、このダイナミックプライ 合などが反対運動を行った成 れば１万円もらえるそうだ。

割減った。ニューヨークでは

り上げが ％減少。年収も４ い。

と。シカゴではタクシーの売 ドシェアは日本になじまな ことが報告されたが、ライド 対応したし、さらに警察が取

タクシー産業を破壊するこ が、こうした公共性なきライ るライドシェアが禁止された クシーや労働組合がしっかり

ライドシェアの問題点は 豪雨による被災も起きている 湾や韓国では、ウーバーによ が大きい。もちろん、法人タ

ぶ必要がある。

パモデルとその反対運動に学 スや災害時に便乗値上げをす

る。私たちは、このヨーロッ イシングを導入し、クリスマ

た主張が時代遅れになってい もあるし、ダイナミックプラ

るがヨーロッパでは、そうし 題になっている。脱税の問題

なくなる」というキャンペー 対は時代遅れ」と言う人がい より低い報酬で働くことも問

10

ウーバーの出現によって内陸 して「ウーバーは税金を払わ ウーバーを禁止するように 犯した者を使っていたとして されているが訪日外国人の多 油断せず最後まで闘いましょ いきたい。

部をロンドンに置いている。 い。有名コメディアンを登用 がった。ヨーロッパの大半が ウーバーに対し、重大犯罪を

が、全自交労連の仲間の支援 事業者団体から大きな注目を

国会議員や関係省庁・
せに３支部を脱退させたが、 の労組から支援を受けている したが、

た。しかし、前書記長は腹い 破壊行為を繰り返した。地域 シェアの世界的な状況を解説

ウーバーは現在、 カ国・ ンを行い、ライドシェアに対 ている。また、ライドシェア

されることとなった。
この
「高 に言及し、女性の活躍を強調 働制や「高プロ制度」が入っ

フェッショナル制度」が導入 からは、
「長時間労働の抑制」 界の要請が強ければ、裁量労
座長を務めた佐藤秀幸さん

全体討論とセミナーのまとめ

本日のテーマは、働き方改 の過労死を大きく取り上げ、 長時間労働の抑制だ。命と健 タクシー労働者の賃金は歩合 しい面がある。

嶋﨑量弁護士

ＩＴＦ（国際運輸労連）は、

日本労働弁護団

公共性なきライドシェアは日本になじまず

10

陸海空で働く労働者を組織 ６５２都市に進出。世界各地 する世論を逆転させた。この ドライバーの犯罪も大きな問 リート層」が飲み会に行く目 シェア解禁の経済効果も言わ

84

２０００万人が加盟し、本 マークの取り組みを紹介した がり、ウーバー撤退につな 人が元犯罪者。コロラド州は 実態。

70

間に４人も自殺に追い込まれ シング導入を要請した。

まとめを提案する松永書記長

15

39

④
演
講

講演する嶋崎量弁護士
部会も世界的な報告が上がる ない」
「福祉国家が成り立た なっており「ライドシェア反
ようになってきた。

ＩＴＦの浦田誠さん

③
演
講

ＩＴＦ（国際運輸労連）浦田誠内陸部長
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ウーバーへの配車手数料は明かさず

淡 路 島 県民局交渉

人口減少・高齢化・廃線と向き合う

布するとともに、通行人には

５００万人以上の観光客を含 す。町役場では、工藤昇町長 育所・学校への移動につい を持つ市町村と連携し、国に 性を訴えました。この日は７

館地区交運労協の佐々木議 て持続可能な公共交通網の構
長（全自交北海道地連副委員 築」を目指す地域公共交通網

山梨と神奈川で組織拡大キャラバンを実施
全自交関東地連（溝上泰央

手渡しました。

翌 日は、
神奈川県に入り、

日の午前中に甲府駅南口 駅、大月駅、橋本駅をまわり まわりました。この日も７カ

戸塚駅、桜木町駅、横浜駅を

の後、平塚駅、茅ケ崎駅、東

小田原駅東口をスタート。そ

19

海道地連の鈴木書記長、函 と一体となった将来にわたっ のない町民の移動を確保して 治体が整備する責務があると 真剣な思いを聞きました。

会のメンバーの他、全自交北 年に「まちづくり、観光振興 バス路線が運行し、自家用車 要な社会インフラであり、自 返納者等の移動確保について ４４０枚のマスクを通行人に

めとする交運労協ハイタク部 いる点が特徴です。２０１５ 受けました。函館と江刺への スや民間バス・タクシーは重 に入れている」と述べ、免許 枚 の ビ ラ を 乗 務 員 に 配 布。

参加者は伊藤部会長をはじ む入り込み人数が記録されて から公共交通の実態の説明を て、町が運営するスクールバ 対する要請を行うことも視野 カ所で行動を展開し、１１９

いました。

を訪問し、公共交通視察を行 した新幹線函館延伸効果で、 農業を主な産業とする町で います。工藤町長は病院・保 地方自治体として、同じ悩み 配布し、ライドシェアの危険

12

18

長）
、自治労北海道渡島地方 形成計画を策定しています。
本部の川村委員長が同行しま 数値目標を掲げていますが、
検証が必要な状況です。

関東地連

日には、函館市から ｋ 委員長）は６月 日と 日の からスタートして、韮崎駅、 ました。駅で待機する乗務員 所で乗務員に１７２枚のビラ
18

した。
参加者は、６月 日に函館

82

藩とともに発展してきた地域 ました。

の小林部長をはじめ４名と意 ノ国町は、江戸時代から松前 織拡大キャラバン行動を行い
見交換を行いました。

実績があるウーバーアプリが の配車手数料としてウーバー 考えていない」と答え、黒田
一番良いと判断し、実証実験 にいくら払うのか」
の問いに、 県会議員も「ライドシェア導
を行うことにした」と回答。 高野室長は「 手数料はウー 入反対の兵庫県議会の意見書
予算額の３分の２は導入費用 バーの利害関係に係る問題な の重みを十分認識すべきだ」

つながる懸念に対しては「ラ 度話し合いを持つことを約束

また、ライドシェア導入に のデータがまとまったら、再

来年３月末までの実証実験

や広報費用で、３分の１は ので、非公開とせざるを得な と釘を刺しました。

会（北坂隆生部会長）は、淡 に県議会会議室で、淡路県民 員長ら４役と全自交関西地連 のタクシー車両の３分の１ぐ
路島でウーバーのタクシー配 局と交渉しました。
交渉には、 の加藤委員長、私鉄関西ハイ らいに導入の予定と説明。

北海道

議会、岩手５議会、山形・

市、大船渡市の各議会と山形

これにより、全国で 議会

次の９月議会でさらなる拡

町、九戸村、西和賀町、釜石 れました。

伊達市、旭川市、岩手の大槌 長、国土交通大臣らに提出さ

市、根室市、稚内市、美幌町、 内閣総理大臣、衆・参議院議

幌町、留萌市、浦幌町、網走 で採択（趣旨採択含む）され、

前進し、北海道の函館市、士

見書採択が６月議会でさらに ました。

ライドシェア導入反対の意 県議会の計 議会で採択され

福島・鹿児島県議会で採択

10

県議会・福島県議会・鹿児島 大をめざします。

全自交東北地連第４４回定期大会・セミナー

戸崎教授が公共交通をテーマに講演
６月議会で１8議会が採択

に９１６枚のチラシを配布

しました。２日間の合計で、

乗務員向け組織拡大ビラを

２９１枚、通行人向けライド

シェア反対チラシを１３５６

枚を配布しています。

また、中国式白タクの調査

では、小田原駅前で１台の不

審者を確認しました。

藤栄二氏が就任しました。

江良實氏、中央執行委員に遠

員会で全自交労連副委員長に

７月９日開催の中央執行委

＝遠藤栄二、書記長＝森茂。

行委員長＝江良實、副委員長

新三役は次の通りです。執

演しました（＝写真）
。

教授が公共交通をテーマに講

で首都大学東京の戸崎肇特任

を開催し、全自交労連の顧問

翌５日は「政策セミナー」

け参加者を激励しました。

催し、新年度の運動方針と新 央執行委員長ら多数が駆けつ

日、秋田市内で定期大会を開 会には全自交労連の伊藤実中

全自交東北地連は６月４ 役員体制を確立しました。大

甲府駅前でビラをまく仲間

市役所を訪問。函館市企画部 ｍ離れた上ノ国町を訪問。上 両日、山梨県と神奈川県で組 石和温泉駅、山梨市駅、塩山 に組織拡大を訴えるビラを配 を配布するとともに、通行人

22

労働側からの、
「タクシー イドシェアについては、全然 しました。

ライドシェア反対、地方議会意見書

タク労連から阪本副委員長ら
２名が出席。
「ひょうご県民
連合」所属の黒田一美県会議
員が同席しました。兵庫県か
らは、淡路県民局県民交流室
の高野滋也室長と同県民交流
室の新家清輝地域再生専門官
が出席しました。
冒頭、北坂部会長は、
「ブ
ラック企業であるウーバーの
アプリを税金で導入するのは
非常に問題だ」という指摘に
対し、高野室長は「国内のア
プリも検討したが、外国人観

また、
「加速度的に減少す 白タク・ライドシェア導入に

函館市は、合併を経ても ですが、２０１４年にＪＲ江 いますが、
町内には、
タクシー の認識を示しました。

・２万まで人口が減少して 差線の木古内・江差間の廃止 会社が１社・３両しかなく、

26

交運労協ハイタク部会（伊
藤実部会長）は６月 日と
22

日の両日、函館市と上ノ国町 いますが、２０１６年に開業 に伴い、鉄道がない、漁業と 深夜 時までの営業となって る人口と高齢化問題を抱える 反対するチラシ入りマスクを

21

21

兵庫県交運労協ハイタク部 車アプリ導入問題で７月 日 全自交兵庫地連からは北坂委 ウーバーとの契約料等。島内 い」と答えました。
17

淡路県民局との交渉にのぞむ兵庫県交運労協の仲間（右）

19

78

函館市役所を訪問する参加者
光客相手であり、 数か国で
50

18

交運労協ハイタク部会・北海道視察
兵庫県交運労協
ハイタク部会
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