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全自交労連の新たな運動の前進を誓う大会に
月
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時～
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分

定期大会会場のご案内

神戸市：兵庫県民会館・けんみんホール

兵庫地連北坂隆生執行委員長
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ハイタク産業を取り巻く状 引に実現させようとしていま

況は、安倍政権による数の力 す。

▼大阪北部地

震、西日本豪

雨、台風 号、

めがかからず、首相官邸を取 （ディディ・チューシン）は

胆振（いぶり）

そして北海道

また、ウーバーや滴滴出行

り巻く経団連を中心とした規 巨大な資本力を用いてタク

東部地震と「災

を背景とした暴走政治に歯止

全国各地が災害に見舞われ 制改革推進論者などによっ シー業界へと舵を切り、将来

私たちは、そこに働く労働

聞の全域停電に見舞われ

北海道では地震後、前代未

ン」に異常事態が続く。▼

はじめに、６月 日に発生 援活動に取組んでまいりたい 合法化」を推し進めようとし 者が虐げられる事なく、賃

た。道内の半分以上を発電

ています。

金・労働条件の向上はもとよ
今年度は、全自交労連第

した大阪北部地震、西日本を と思います。
中心とした未曾有の豪雨災害、

台風 号・ 号による暴風雨 回定期大会を神戸の地で開催 る全国の仲間と共に多くの仲 を目指して共に奮闘していき

災害、９月に入って北海道大 させて頂く事となりました。 間が、安全破壊の白タク合法 ましょう。

る日々が続いておりますが、 続き、本年は兵庫県政１５０ 闘いと、多くの取り組みに 向けて兵庫地連の仲間と関西

最後に、定期大会の開催に

する異常が生んだ人災だ。

所が全体の半分以上を発電

した。▼たった一つの発電

鎖的に全発電所がストップ

犠牲になられた方々に衷心よ 年となる大きな節目の年でも よって、膠着状態にはあるも 地連の仲間の協力を得ながら

大規模発電所に頼る方がコ

してはならない。Ｍ・Ｔ

に命が奪われる人災天国に

ていない。自然災害を理由

外部電源喪失」は想定され

全審査に「全域停電による

働に執着する。再稼働の安

の流れに逆行し、原発再稼

とも。しかし、日本国はこ

で石炭火力発電を下回るこ

も原発に迫る。発電コスト

の容量を凌ぐ。太陽光発電

力発電は急激に増え、原発

源整備である。▼世界の風

稼働ではなく分散自立の電

なかった。必要なのは原発

正に「悪夢の再来」でしか

電源喪失。稼働していたら

震後８時間にわたって外部

真っ赤なウソで泊原発は地

規模停電は避けられた」は

「泊原発が動いていれば大

より金を優先した結果だ。

ウト」は、安定供給の使命

りお悔やみ申し上げます。ま あり、全自交労連の新たな運 ののその一方で、強引な労働 さまざま準備を進めてきまし

クス制度」等を持ち出し、強 り歓迎します。

新幹線新神戸駅に兵庫地連が案内人を配置しています

う願っています。

ストが安い。
「ブラックア

のけんみんホール

兵庫県民会館の９階が大会会場

りお見舞い申し上げます。

た、被災された皆様には心よ 動の前進を誓う大会となるよ 法改悪や、「規制のサンドボッ た。全国の仲間の参加を心よ

地震が発生するなど、心痛め 昨年の神戸港開港１５０年に 化「ライドシェア」阻止への

真発電所が緊急停止後、連

していた震源近くの苫東厚

き続き復旧、復興に向け、支 く、ライドシェア「白タクの

自交に結集する仲間と共に引 してでも利益を優先するべ ています。

害列島ニッポ
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これまで、全自交に結集す り、安心して働ける職場作り

18

ている状況にありますが、全 て、働く者と人の安全を脅か を見据えて激しく攻勢をかけ

回定期大会

時
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全自交労連第
日時／
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場所／ 神戸市：兵庫県民会館・けんみんホール

全国の仲間の参加を心より歓迎
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THE ZENJIKO
2面：交通の安全と労働を考
える市民会議in熊本・兵
庫県交運労協ハイタク
部会兵庫労働局要請行
動・福島地本第60回年
次総会

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

兵庫労働局要請行動

「交通と安全を考える市民 光バスでも規制緩和が進んだ に国民の生活や働く者にプラ 良いがライドシェアに潜む問 者の関心を高める必要性を訴 ている「ライドシェア新法」と

ソフトバンクの孫会長が「日本

スが航空便と全く連動してい な国」との発言を厳しく批判。

さらに、熊本空港の連絡バ はライドシェアを禁止するバカ

会議」は９月 日、熊本市の 結果、悲惨な事故も起きてい スなのか真剣に考えていきた 題性をしっかり学習したい」 えました。

熊本県教育会館でシンポジウ る。規制緩和や自由化が本当 い。シェアと言えば聞こえは と述べました。
ムを開き、会場に入りきれな

対抗軸は既存の公共交通体系の機能的な推進

便利で利用者に選ばれる公共 として、今ある公共交通体系が

ない不便さを紹介し、「安全・ 最後に「ライドシェアの対抗軸

地域の労組関係者や議員、事

続いて、首都大学東京の戸 ていかなければならない」と 一般の車両を使って運ぶこと 交通をつくることが大事だ」 機能的に推進されることを同時

い２００名が参加しました。

業者らとともに、全自交から

な現状を報告しました。

そして、新経済連盟が提案し れない」と述べました。

も熊本地本の仲間 人をはじ 崎肇特任教授が「ライドシェ 指摘しました。また、
「物流 が始まっている」と述べ、ラ と参加者に呼びかけました。 に進めないと世論の賛同は得ら

ついて」と題して講演しまし

め、福岡地連、全自交本部か アの問題点と地域交通政策に はより深刻で人手不足の中 イドシェアに対する物流関係
ら多数参加しました。

市民会議事務局の川上資人 た。戸崎教授は「日本社会は

熊本地震による通学困難者のタクシー対応を実現

長の西本俊昭実行委員長（全自

活発な質疑を経て、実行委員

議のこれまでの運動を紹介し 者の事故が社会問題となり、

続いて、熊本学園大学元学長 け、通学できなくなった生徒が した」と報告。タクシーを公共 交熊本地本委員長）が参加して

弁護士が司会を務め、市民会 高齢化が進展する中で、高齢

た後、連合熊本労働弁護団の 運転免許の返納が推進されて

団結して組織拡大めざす

の推進を呼びかけました。

集会の最後に阿部広美弁護士

よらない働き方が引き起こす労 が、生活と命に大切な規制を壊

働の問題について報告し、安全 す現在の政治を批判するととも

管理の責任や雇用責任を取らな に、公共交通の重要性を訴え、

いウーバー等を批判するととも 自主的な「ノー・マイカー・

に、ウーバーが席巻したアメリ デー」を提案するまとめ・閉会

カの都市ではタクシー労働者が 挨拶を行い、市民会議のシンポ

次々と自殺に追い込まれる悲惨 ジウムを終了しました。

日、郡山市の富久山総合学 ア合法化を許さず、労働条件 針を確立しました。福島県内

全自交福島地方本部は９月 を開き、白タク・ライドシェ ことを柱とする新年度運動方

講演する坂本会長

続いて、川上弁護士が雇用に

た人が、
免許を返納した場合、 会長の坂本正会長が講演し、「熊 するために熊本県教育庁に要請 要性を訴えました。

松野信夫弁護士が主催者代表 いるが、もともと運転してき で国民の足を守る熊本県民会議 発生したが、通学生の足を確保 交通として位置づけることの重 いる議員を紹介し、意見書採択
挨拶を行いました。

監督官ら４名が応対しました。 ４・２％である。また、改善基 に、働き方改革での副業・兼業
兵庫労働局側は、要請事項に 準告示違反の事業場は ・２％ の推進について、
労働局側は
「タ

問題から、一概に認められる問

は、
「長時間労働やスピード違 官がおり、昨年より 名増員し よる健康障害や輸送の安全上の

ついて、①累進歩合給について を占めた。現在１３５名の監査 クシーの場合は、長時間労働に

54

10

労働側から、①改善できない 題ではない」と回答しました。

福島地本第 60 回年次総会

松野弁護士は「ライドシェ 認知症の発症率が２・７倍に 本地震で橋や鉄道が被害を受 し、タクシーの個別輸送を実現
アと言ってもまだまだ聞きな なるという研究もある。返納
れない。規制緩和の動きに対 した人が買い物や通院のため
して、必要な規制の下で命を に移動できなければ生活でき
守ることが問われている。観 なくなる。そこを真剣に考え

しており、昨年、兵庫県内のタ 場合は厳しい処分で対応すべ
クシーでは、監査した事業者の き、②法を守っている会社が倒
・５％が、累進歩合を行って 産し、守っていない会社が生き
いるので労使協議して廃止する 延びる事の無いように対応され
よう指導を行った。しかし、な たい、と発言し、監査・指導の

兵庫県交運労協ハイタク部 内会議室で兵庫労働局要請交 交兵庫地連からは、北坂隆生 かなか改善されていない実態が 強化を訴えました。歩合制賃金
委員長、板橋一信副委員長、 ある」
、②兵庫県内の監査・指 のため親の介護を抱える者が介

今回の要請交渉には、全自 成田次雄書記長、雪岡清二書 導状況については、
「平成 年 護休暇を取ったら生活できない

「健康管理は、
タク労連から、田中滋修副委 査が 事業場。内 ・９％の事 た。労働局側は、

また、兵庫労働局からは、 が認められた。主な違反事項 強化月間と位置づけ、集中的に
高野英樹雇用環境 均･等部企 は、労働時間 ・０％、割増賃 健康診断と事後措置の徹底を呼
画課課長補佐、山本博一特別 金 ・１％、健康診断未受診が びかけている」と述べるととも

50

習センターで第 回年次大会 改善と福島の復興に奮闘する から約 名の役員・代議員ら

訴えました。

て組織拡大に奮闘しよう」と

でいる現状を報告し「団結し

各支部の組織率の低下が進ん

案を提案しました。そして、

槻書記長が新年度の運動方針

者を代表して挨拶した後、大

福島地本の林委員長が主催

つけ参加者に挨拶しました。

して連合福島等の代表が駆け

を激励するとともに、来賓と

田書記次長が出席し、参加者

大会には全自交労連から森

が参加しました。

40

・５％で廃止を指導

50

79

員長ら２名が出席しました。 業場で労働基準関係法令違反 毎年９月を職場の健康診断実施

24

16

反を増長させ、交通事故につな た」と回答しました。
がるものなので、監査では調査

ガンバロウを三唱する参加者

200人の参加者が真剣にライドシェア問題を考える

記次長ら８名、私鉄関西ハイ において、タクシーでの定期監 という運転者の悩みも伝えまし

29

会（北坂隆生部会長）は９月 渉を行ないました。
３日、神戸市内の兵庫労働局

要請書を手交する北坂部会長（右）

25

ライドシェアの問題点と地域交通の重要性を学習

累進歩合が

23

坂本会長

60
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戸崎教授
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交通の安全と労働を考える市民会議 in 熊本
兵庫県交運労協
ハイタク部会
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