「働き方改革関連法案」が に、勤務間インターバルにつ 市で、滴滴（ディディ）が大

本年６月 日に成立し、時間 いても 時間（日勤勤務に限 阪市で営業を実際に開始して

外労働の上限規制が罰則付き る）の協定化をめざします。 いますが、この動きを「ライ

で導入されることとなりまし 【 白タク・「 ライドシェア 」 ドシェア解禁に向けた布石」

タクシーは地域の生活に たが、自動車運転業務は施 合法化許さず、タクシーの産 として受け止め、その拡大を

阻止しなければなりません。

訪日外国人を相手に主要な 同時に、
「過疎地で（規制に）

倍政権を全力で打倒し、生活 に魅力あるタクシー産業にし 欠かせない公共交通機関と 行から５年後「 年９６０時 業基盤を守ろう】

です。国民生活を顧みない安 【労働条件を整備し、働く者

２０１９春闘方針素案（要旨）
……購読料 1ヵ月 70円……

はじめに

して期待が高まっています 間・月平均 時間」の上限規

２０１８年９月の有効求人 が、安全輸送と良質なサービ 制が導入されることとなりま 港・空港を舞台にした違法な 風穴をあけ、大都市部で展開

不安の払拭と底堅い内需拡大 よう】
【格差を是正し、公共交通を 倍政権の富裕層・大企業優遇 を通じた経済の好循環に軌道

低所得者層が増大し、貧困率 ます。

担うにふさわしい労働条件を 政策で「中間層」は破壊され、 修正することが求められてい 倍率は１・ 倍で、正社員の スや「仕事への誇り」を維持 した。過労死ラインと言われ 観光白タクが拡大しており、 する」という流れを断ち切る
確立しよう】

有効求人倍率（１・ 倍）と するためにも、家族を養える る「月 時間」を上限とする 取締りの強化が求められま ことが求められます。労働運

安倍政権がもたらした重層 新規求人倍率（２・ 倍）は 賃金水準を早急に確立し、賃 ことは認められません。労働 す。都心部で自家用車輸送に 動・市民運動の力を発揮し、

大するとともに、無権利労働

また、
「ライドシェア」の の問題や物流への影響等も訴

①長期蓄積能力活用型（正規 企業が過去最高の純利益を上 会長の「賃上げを一律に交渉 業別求人倍率では、
「自動車 進め、若年者や女性にとっ 長時間労働の是正に向けて努 にも監視が必要です。

雇用）
、②高度専門能力活用 げているにもかかわらず、中 するやり方は時代にそぐわな 運転」
が３倍を超えています。 て魅力ある労働条件として 力することが求めらます。時

型（残業代ゼロで問題となっ 小零細企業や地方経済は疲弊 い」
「春闘という言葉をやめ これほどの人手不足にもかか 整備しなければなりません。 間外労働が、一般側の上限の 合法化に向けた世論誘導や え、ライドシェア解禁の世論

た高プロ制度等）
、③雇用柔 を深めています。労働分配率 よう」との主張を厳しく批判 わらず、タクシー産業では賃 ２０１９春闘では、定年まで 原則とされる「月 時間、年 「国家戦略特区」
、
「規制のサ を変えるために運動を強化し

の３グループを併用した雇用 昇する中、労働者の実質賃金 収格差が２１８万円もあるハ ず、若年者の雇用が増えない となるよう、安定雇用と退職 努力します。また、有給休暇 て規制を突破しようとする動

グを行いました。

内閣官房（ 未来投資会議 ）
、 報告されました。

２０１９春闘は、労働条件

低５日を取得させる事が使用 海外のライドシェア企業がタ 共交通の産業基盤を守る政策

戦争）とイランに対する経済

しかし、２０１８年７～９

壊的な貿易戦争（対中国貿易 しました。

による平和」を掲げた秩序破 基調が続くと見込まれる」と

プ政権の「米国第一主義」
「力 需にも支えられて、景気拡大

日：２０１９年４月）
。さら に上陸し、ウーバーが名古屋 進します。

います。

を加味した国内総生産）は▲

主要国の成長見通しは、〈米 制裁発動が世界経済に負の影 月期の実質ＧＤＰ（物価変動

金）
：世界経済見通し」では、 国〉２０１９年は対中追加関 響を及ぼしています。

長率予測〈世界全体〉を３・ ら２・５％に下方修正。
（ユー 年 月に「経済・物価情勢の なるとともに、中国経済の減

質疑では、都内で自家用車 ７％とし、０・２ポイント下 ロ圏）ドイツの製造業を中心 展望 」を発表し、２０１８ 速懸念を背景とする外需の停

拶しました。その後、関係省 シェアに関する不適切な記述 握と摘発を望む意見が多数出 貿易摩擦が成長に影を落とす に下方修正。
〈中国〉貿易障 支出による下支えなどを背景 た、労働分配率の低下や社会

全を守ることが大切だ」と挨 Ｓを説明した箇所でライド 業するクルーについて実態把 因として、激しさを増す米中 響し、２０１８年を２・０％ と、
「緩和的金融環境や政府 減速感が強まっています。ま

化が激しいが交通の安心・安 身のホームページ上でＭａａ を使用し、謝礼を受け取り営 方修正しました。引き下げ要 に受注や貿易量の減少が影 年度は海外経済の成長のも 滞や度重なる災害の影響から

増子輝彦会長は「時代の変 経産省に続いて総務省は、自

10

次央

（有料制1005号）

11

軟型
（非正規の使い捨て労働） も低下し、企業の取り分が上 するとともに、他産業との年 金・労働条件の改善は進ま 安定して働ける「生涯職場」 ３６０時間」以内になるよう ンドボックス制度」を活用し ていきます。

45

働者は４割に迫り、来年４月 を冷え込ませています。さら ていかなければなりません。 で上昇し、年金受給者の比率 【長時間労働是正に向けた着 者の義務となります（ 施行 クシー配車という形態で日本 闘争を「車の両輪」として推

た状況を迎えています。

交省は新経済連盟からの提案 た。警察庁からは訪日外国人 【 世 界 経 済 】２ ０ １ ８ 年

で総会を開き、ライドシェア 保護の観点から問題」と回答 し、２０１８年 月末まで

20

に関して、政府からヒヤリン したことが報告されました。 件の検挙を行っていることが ２０１８年と２０１９年の成 税と中国の報復関税の影響か 【日本経済】日銀は２０１８ ０・３％（年率▲１・２％）と

11

ゼロで次に乗れないことなは 興国からの資金流出を引き起 ２０１９年を６・２％に下方 維持するとみられる」と指摘 た可処分所得の低迷などが個

しつつも、
「２０１９年度か 人消費の押し下げ要因となっ

米国の没落、中国の台頭、 ら２０２０年度にかけては設 ています。消費税増税が消費

いと言っている。通達に違反 こすことを指摘しています。 修正しました。
世界的な「協力の促進」
することがあれば対処する」 また、

「生産 アジアの成長、テロの脅威が 備投資の循環的減速や消費税 を一気に冷え込ませる大きな
と応じました。総会には、増 を強調するとともに、

かち合える」必要性を訴えて スの時代を迎える中、トラン ペースは鈍化するものの、外 （２面へ続く）

子課長以下、 人の衆参議員 性を向上させ、利益を広く分 進行し、新たなパワーバラン 引き上げの影響を背景に成長 リスクとなっています。
が出席しました。

30

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永

2018年/平成30年

80

36

政策への転換を進めてきまし も第２次安倍政権発足時から イタク労働者の労働条件改善 中、乗務員の高齢化が進んで 金制度の充実にも全力をあげ が 日以上ある者に対して最 きもあり、警戒が必要です。 改善と同時に、タクシーと公
た。その結果、今や非正規労 ５％減少しており、国内消費 が急務であることを広く訴え おり、平均年齢は ・４歳ま ます。

10

Ⅰ春闘を取り巻く情勢

から「残業代ゼロ」
「定額働 に、２０１９年 月１日から ２０１９春闘では、他産業と も高まっています。
まさに
「労 実な取り組みを進めよう】

タクシー政策議員連盟は

12

庁からヒヤリングを行い、国 を改めたことが報告されまし されました。国交省は「謝礼 とともに、米国の利上げが新 壁の高まりとともに減速し、 に潜在成長率を上回る成長を 保障負担、税負担なども含め

挨拶する増子タク議連会長

12月15日

29

80

時代の日本的経営」
を発表し、 位となっています。また、大 的な格差社会と経団連・中西 過去最高を更新しました。職 金体系や勤務シフトの改革を 組合として 協定の締結時に 謝礼を求めるＣＲＥＷの運行 地方自治体の意見書採択を拡

１９９５年に日経連が「新 はＯＥＣＤの中でワースト２

50 14

59

ショナル制度の導入が始まろ 狙われており、事態はさらに で担う労働者にふさわしい労 の未来なし」というひっ迫し

クルーの実態把握と摘発を

発 行＝全国自動車交通労働組合連合会
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3丁目7番9号
電 話＝03東京（3408）0875
ＦＡＸ＝03東京（3497）0107
zenjiko-roren@zenjiko.or.jp

全自交しんぶん

第1181号
主な記事

64

かせ放題」の高度プロフェッ 消費税の ％への引き上げが の格差是正と公共交通を現場 働条件の改善なくして、産業

10

月７日、衆議院第一議員会館 に対し「安全確保・利用者の を対象とした観光白タクに関 月の「 ＩＭＦ（ 国際通貨基

10

10

うとしています。そして、安 深刻さを増していくのは確実 働条件を求めて闘います。

タクシー政策議員連盟総会

THE ZENJIKO
１面〜３面：
２０１９春 闘 方 針
素案
（ 要旨）
・タクシー
政策議員連盟総会
４面：
「ライ
ドシェア」
問題を考
える 市民会議in滋賀・
関西地連組織拡大行
動・四 国 地 連 組 織 拡
大 行 動・山 形 地 本 定
期大会・全自交富山地
連第39回定期大会

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

（１面から続く）

Ⅳ．賃金・労働条件改善の要求

した。完全失業者は 万人減 以来の高水準を維持し、労働 ２０１６年の世帯所得は平均 が収まっている状況にあり、

す。
産業別では、「自動車運転」 たものの、過去最高だった
・５％で、
生活意識も「大変

【雇用情勢】９月の総務省「労 少し、完全失業率も２・３％ 力不足が顕著になっていま ５６０万円で、前年を上回っ 平均所得以下の世帯割合は
働力調査」によると、正規労 まで低下しています。

（一般側）の原則である「月

時間かつ年３６０時間」を

求めます。同時に、時間外労

私たちは、歩合制賃金への 以上の有給休暇が付与されて 一労働・同一賃金」の原則の 働の削減により給与総額の低

は１０４万円も低下していま が ・８％にのぼっています。 過度な依存や法令違反の蔓延 いる労働者に対し、年５日以上 下、正社員と同じ勤務の契約 下を招かないよう、効率的な

また、厚生労働省が発表し が３倍となっており、平均値 １９９４年の６６４万円より 苦しい」
「やや苦しい」の合計

非正規労働者は１１５万人増 た２０１８年９月の有効求人 を大きく上回っています。

万円まで回復しています。

ては支給歩合率）の引き上げ

するためにも労働条件を早急 使用者に義務付けられたこと 働条件を正社員と同一にする 金の時間単価（歩合給につい

に改善し、固定給中心で家族 から、これを確実に実行させま よう求めます。

込みながら、
ＡＩ（人工知能） 共交通の活性化に期待されて 自動運転による「ＭａａＳ」 金は燃料等の実費とプラット （労働時間含む）

使用者には各労働者ごとに「年 バスの一時金獲得目標は年間 いて、長時間労働が常態化し

ないよう、労働時間の把握に

義務が発生したことから、これ ７．退職金は、現行の退職金 努め、過労死ラインの月 時

ドシェア構想」を打ち上げ、 シーではない」と主張し、
「料 ●２０１９春闘の賃金要求 次有給休暇管理簿」を作成する １００万円とします。

ビスの構築に向け「無人ライ 録・許可は不要であり、タク 水準の確立を進めます。

クが、新たなモビリティサー 拡大しているＣＲＥＵは、
「登 を養い生計を立てられる賃金 す。また、労基法改正により ６．ハイタクＡ型賃金と観光 を求めます。ハイヤー等にお

労働者の割合も ％を超えま 上回る１・ 倍で、調査開始 民生活基礎調査の概況」では 円で、平均以下に多くの世帯

【ハイタク産業の現状】

41

加し、雇用者に占める非正規 倍率（季節調整値）が前月を 【勤労者の生活実態】
７月の
「国 す。また、中央値は４４２万 一般労働者の現金給与総額は、 を許さず、乗務員不足を改善 有給休暇を取得させることが 社員や嘱託乗務員の賃金・労 勤務時間、休日及び所定内賃

55

働者は７万人増加した一方、

61

45

28

Ⅱ．ハイタク産業の動向

64

10

日に「都市と地方の新たな ソフトバンクの孫正義会長は らなっている」
「謝礼はゼロ円 時の国会附帯決議である、①累 て、有給休暇の手当改善と慶弔 みを要求します。また、退職 規制（一般側）の年７２０時

17

要求基準額は５年＝ 万円、 間総拘束時間の短縮が検討さ

社 ）で 想の実現に向けた有識者懇談 を立ち上げ、
「ライドシェア」 ないバカな国」と発言してい ます。しかし、
「謝礼ゼロでは 給のバランスの取れた給与体 要求し有給休暇が取得しやす 退職金制度の創設をはかり、 善基準告示」の改正による月

万 ７ ９ ２ 台（ 前 年 比 ▲ 会」を立ち上げ、懇談会座長 抜きで積極的に参画していく るだけでなく、
滴滴
（ディディ） 配車されない」
との情報もあり、 系の再構築、③運転者負担の見 い環境を整備します。

年６３００社・▲

「スーパーシティー構 モビリティサービス懇談会」 「日本はライドシェアを認め から設定可能」と説明してい 進歩合の廃止、②固定給と歩合 規程の特別有給休暇の改善を 金制度が無い職場では新たな 間以内を求めます。また、
除く ）が、６２３１社（ 前 提案。
「改

者数（ 福祉輸送限定事業者 「スーパーシティー」構想を

２０１６年度の法人事業 やビッグデータを活用した います。国土交通省は、 月 事業を展開するとしています。 ホーム手数料と任意の謝礼か １．改正タクシー特措法の施行 を確実に作成させます。あわせ 制度を維持し、支給額の上積 間を超えないとともに、上限

80

38

１３３５台）
、個人タクシー の竹中平蔵氏が「スーパーシ 意思を表明しています。しか との合弁会社によるタクシー 利用者に謝礼を求める事実上 直し、④過度な遠距離割引の是 ４．運転者最低賃金の創設に

年＝１００万円以上としま れていることから、日勤勤務

50

69

間総拘束時間の短縮を求めま

８．長時間労働の是正に向け す。また、連続勤務（日勤勤

上の企業内最低賃金協定の締 促進します。

た白タクとともに、ＣＲＥＵ ２．賃金の統一要求は賃金体 結を要求します。

退職金制度 の新設・改善等

是正分として一時金の改善や

ます。また、他産業との格差

人当たり月額１万円を要求し

トヨタ自動車とソフトバン し、都内でマッチング事業を を野放しにしてはなりません。 と賃金回復分として組合員１ 金等の差別がないよう、
「同 ある時間外労働の上限規制 ついて、 時間を求めます。

（略）

Ⅲ．春闘の取り組みの基調

「ＭａａＳ」が新たな移動

「働き方改革」関連法に 務）の勤務間インターバルに
「スマート送迎アプリ」と称 のこうした違法性のある営業 系にかかわらず、生活維持分 ５．雇用形態の違いによる賃 て、

「域内の規制設定権 よる規制改革に力を入れてお 強めなければなりません。
万３９４２台（ 前 言及し、

億８１６１万人

７年連続改善しました。
【特徴的な産業動向】

40

組織拡大へ
国家戦略特区や「規制のサ （略）

タクシーの社会的使命を果 ア」合法化阻止！

クシー、自転車等の交通手段 たすためには、そこで働く労

を乗り継いで移動するルート 働者が誇りを持てる労働条件 ンドボックス制度」を活用し

「未来投資戦略２０１８」で をスマートフォン上で検索で を確立することが必要です。 た岩盤規制の突破が狙われ、
「次世代モビリティ・システ きるだけでなく、予約や支払 公共交通労働者にふさわしい トヨタとソフトバンクが「Ｍ

「自動運転のライドシェア構

ムの構築」を掲げ、
「自動運転 も一度に行うことができ、利 誇りを持てる賃金水準を求め ａａＳ」
事業の展開を宣言し、
の実現に向けた制度整備」や 便性が飛躍的に向上するとと て取り組みを進めます。

定額で自由に移動できる環境 若者にも魅力ある賃金・労働 クを確実に排除し、タクシー

「ＭａａＳの促進」を今年度 もに、月額定額制も導入し、 ２．
他産業との格差を是正し、 想」を打ち上げました。白タ
中に検討するとしました。

の存立基盤を破壊する白タク
他産業との２１７万円を超 合法化を絶対に阻止する闘い

月 日には、
「国家戦略特 が整備されました。サービス 条件の確立

48

20

％から

％に増 若者にも魅力ある賃金・労働 ４．悪質事業者を排除し、適
74

盤規制改革力が機能停止に が ％から ％に減少し、公 えている年収格差を是正し、 を進めます。

区諮問会議」が開かれ、
「岩 開始後は、自家用車での移動

23

陥っている」とし、「ハイパー 共交通が

デフレ突入後の実質賃金（２０１５年＝１００）

は、全平均で３万１２５円で す。飛行機、電車、バス、タ

Ⅴ．ハイタク産業の基盤を守り活性化する政策要求

ク合法化阻止、地域公共交通 め、事実上、違法な白タクの 労働の面からも問題です。さ

疑いがある事業を展開するＣ らに、持続可能性な輸送サー

イドシェア」の合法化を国家

②いわゆる「ライドシェア」 戦略特区や
「規制のサンドボッ

）
Mobirity as a Service

ついても対策を講じること。 とから労働者の基本的権利を （３面へ続く）

運転を兼務するガイド事業に れ雇用関係を認められないこ 段から除外すること。

「ライドシェア」を移動手
また、レンタカーを使用した 運転者は請負業・自営業とさ て、

白タク行為を一掃すること。 保護の面から問題です。また、 の取り組みを進めるにあたっ

取り締まりを強化し、違法な とから、輸送の安全と利用者 （ ＝

施を全国的に行うとともに、 クも運転者個人に負わせるこ 動サービスとして「ＭａａＳ」

策会議の設置や実態調査の実 管理を不要とし、事故のリス めないこと。また、新たな移

とともに、関係機関による対 は二種免許や運行管理、車両 クス制度」の実証としても認

れていることを周知徹底する

送が「白タク」として禁止さ は、営業を認めないこと。

得ない自家用車による有償運 め、違法性が確認された場合 が困難であり、こうした「ラ

①訪日観光客に対し、許可を ＲＥＷについての監視を強 ビスを安定的に供給すること

３．労基法改正により、年 日 の再生と活性化

します。

の運送収入：法人タクシー） らサービスが開始されていま を持てる賃金に改善しよう！ ３．
白タク排除！
「ライドシェ ５．春闘で交渉力を発揮し、 を各職場の状況に即して要求 ◆違法な白タクの摘発と白タ さらに、東京都内で謝礼を求 はく奪されて働くこととなり、

車営収（実働１日１車当たり のヘルシンキで２０１６年か １．公共交通の労働者の誇り 上げます。

１兆４７５３億円に減少。日 ますが、実際、フィンランド

ま で 減 少 し、 営 業 収 入 は サービスとして注目されてい

人員は、

ています。タクシーの輸送 ねるべき」と主張しました。

年比▲２０６８台）となっ 限をミニ独立国家と住民に委 り、警戒が必要です。

22
13

11

両数は

▲７３３台 ）で、合計の車 動走行やキャッシュレス化に ンドボックス制度」の活用に こうした動きを注視し警戒を 訪日外国人観光客を対象とし 完全に履行させます。

は３万５１５０台（ 前年比 ティーの５原則」を示し、自 し、経済産業省は「規制のサ 配車を大阪で開始しており、 の白タクの疑いがあります。 正、⑤過労防止対策の推進、を 向けて、時間額１０００円以 す。また、中退共への加入を や隔日勤務にかかわらず、月

10

18
10

国家戦略特区」の検討を盛り 加。渋滞緩和や環境保護、公 条件を確立するために全力を 正需給・適正運賃の確立へ

10
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全
２０１８年12月15日

（２面からつづく）

推進と悪質事業者への処分強 運賃の適正化や産業の活性化 に検証し、労働環境の改善に 法令違反を繰り返す事業者を

◆労働条件改善、労基法違反

策を協議しているのは、あら 向けた取り組みの現状を調 厳正に処分すること。

タクシー産業の再生と労働 ゆる産業の中でタクシー産業 査・報告すること。

③国は輸送の安全と雇用や労 化
働を破壊する
「ライドシェア」
「地域協議会」に ②公定幅運賃制度を全ての地 の一掃に向けた政策要求
の合法化ではなく、自治体事 条件の向上を目的に改正タク だけであり、
業者・住民がしっかりと連携 シー特措法が施行されました 積極的に参加し、働く環境の 域にも適用するとともに、適 ①改正タクシー特措法成立時
し、地域住民の生活を支える が、規制改革会議や公正取引 改善のために精一杯、努力し 正な人件費が確保でき、利用 の国会附帯決議の通り、固定
者にも分りやすい地域統一の 給と歩合給のバランスの取れ

①特定地域及び準特定地域 運賃となるよう、その下限運 た賃金体系の再構築、累進歩

地域公共交通のネットワーク 委員会が特定地域の指定と適 ていかなければなりません。
を作るための支援を強化する 正車両数実現の計画に対し異

●労基法違反数

391
監督実施事業者数

の増加が懸念される場合は導

料金の検証と労働組合との協 運送収入の低下や労働者負担

議機関の設置を求めます。

①初乗り距離短縮運賃、事前 入しないこと。

確定運賃、相乗りタクシー、 ②新たな運賃制度の導入（事

定期券タクシー、変動迎車料 前確定運賃・相乗りタクシー

金、が実証実験を経て導入さ 等）に当たっては、実証実験

れようとしていますが、その 段階から労働組合との協議機

新たな運賃制度の導入が運送 関を設置し、労働者の声が反

を唱えるとともに、悪質な低 の指定基準を見直し、労働条 賃や運賃幅について適正化を 合制度の廃止、運転者負担の しを指導し、長時間労働の是 ◆初乗り距離短縮運賃、事前 収入を低下させ、また、労働 映される取り組みとするとと

自動車運転者を使用する事業場に
対する監督指導、送検等の状況
（2017 年・ハイタク）

労働局・警察等も参加する
「地

回定期大会

ライドシェア反対意見書の拡大を
歩も進んでいる、これを見逃

大阪地連第

に、改正タクシー特措法の実
効性を高め、白タク・ライド

争体制を築きます。

ニュース」等を各職場で発行

渉を集中させ、解決を促進し

また、ストライキ権を確立 に努力します。

２．要求の提出と妥結の集中化

集会等の職場集会・地域集会

討論集会や学習会、春闘決起 はかります。

支部・分会においては、春闘 要求事項について意思統一を 合員に伝えるための「 春闘

①各地連・地本及び各単組・ を開催し、春闘情勢、方針、 ②団体交渉の内容を広く組

１．春闘体制の強化

Ⅵ．闘いの進め方
最低賃金法や改善基準告示の

四国地連第２回定期大会
大会終了後、組織拡大行動を実施
回）
定期大会を開きました。

く情勢で講演を受け
た後、宮岡書記長が

を訴えました。

とビラを配り、加入

運労協やハイタクフォーラム

し、幅広い共同行動を組織し

回答指定日は３月○○日と をはじめ地域の共闘を強化

します。

働きかけます。

また、アンケート等を通し

て対象職場の情報を得なが

地域の全自交未加盟組合や未 相場を伝え、職場課題の解決

執行委員会等で具体的な加 組織の仲間との交流を可能な をサポートして、労働条件改

入はもとより、嘱託・定時制 ね、全自交加盟や労組結成を 信頼関係を築きます。

を訴えながら、
とりわけ、正社員の全員加 闘勝利に向けた共同行動を重 統一の重要性」

街宣し、ティッシュ めて加入促進をはかります。 や春闘に関する情報交換、春 「同一地域における労働条件

翌日も徳島、香川で 入拡大目標とオルグ担当を決 限り組織し、学習会への参加 善とともに、
「公正競争確保」

拡大行動を実施し、

終了後、高知で組織 化します。

認されました。大会 上に組合加入の働きかけを強 ２．地連・地本は、春闘時に ら、地域の賃金・労働条件の

提案。満場一致で承 未加入者に対し、これまで以 取り組みます。

新年度運動方針案を １．各単組・支部は、職場の の加入促進をめざして全力で

３．春闘における組織拡大の行動展開

書記次長から取り巻 出日までにストライキ権（組 一行動ゾーン」を設定して交 を組織します。

続いて本部・森田 単組・支部・分会は、要求提 イキを含む「統一行動日」
「統 ク・ライドシェア反対の行動

う」と述べました。 ②すべての地連・地本及び各 ④闘いのヤマ場には、ストラ ながら労働条件向上や白タ

団結して頑張り抜こ します。

の減少が続く中でも 立ち上げ、春闘の指導を強化

とともに、
「組合員 メンバーで中央闘争委員会を します。

取り組みを強調する それ以降は中央執行委員会の ③要求提出は２月末日までと ５．春闘期間中に、連合、交

国地連第２回（四タク労連第 目標、ライドシェア反対への ２０１９春闘方針を決定し、 数の賛同）を確立します。

団結固める参加者

員会で決定します。

月２日、高知・桂浜荘で四 傍士委員長は挨拶で春闘への ①第 回中央委員会において 合員の無記名投票による過半 ます。その日程は中央闘争委

四国地連（四タク労連）は

し、組合員が一体となった闘

運賃の是正等、賃金制度を改 よう働きかけを強めること。 定期券 タクシー、変動迎車 ないよう、
しっかりと検証し、 働組合を参加させること。

を一掃するために、関係省庁 に指導すること。

また、特定・準特定地域で 連携の下、監査・指導体制の ②長時間労働にあるタクシー 違反をタクシー職場から一掃

他に、全自交関西地連の加

権利も失われてしまう」と訴 等に対し謝意を述べました。
えるとともに、
「兵庫県議会

と神戸市議会に続きライド 藤委員長、全自交京都地連の
シェア反対の意見書を拡大し 蒲生委員長、連合兵庫の辻会
ていこう」
と呼びかけました。 長、兵庫県交運労協の中山事
来賓挨拶に立った全自交労 務局長、部落解放同盟兵庫県

回定期大会

シェア合法化を絶対阻止する
運動方針を決定しました。
加藤委員長は、
「シェアビ
で第 回定期大会を開き、１ ジネスは無権利労働の拡大に

｣と白
タク合法化への危機感を強調

48

兵庫地連第

また、 労働者の働き方について見直 するために尽力すること。
◆タクシー適正化・活性化の 域協議会」を設置し、台数・ とられた対策の効果を総合的 充実強化をはかること。

ること。

自治体の意向を最大限尊重す ています。しかし、自治体・ と。

が多数採択されており、その 適正化が不十分なものとなっ 対策がとれるようにするこ ③タクシー事業場の法令違反 善するよう、全事業者を強力 ③労働行政は、労働基準法・

イドシェア導入反対の意見書 たことにより、台数・運賃の が適正需給の確立等の必要な 離割引を是正すること。

また、地方議会においてラ 運賃事業者が運賃裁判に訴え 件が低下し対策が必要な地域 図ること。また、過度な遠距 見直し、過度な遠距離 割引 正や休日の増加がはかられる 確定運賃、相乗りタクシー、 者にリスクを負わせることの もに、検証作業においても労

こと。

347（88.7％）
主な違反事項
労働時間
196（50.1％）
割増賃金
120（30.7％）
休日
14（ 3.6％）
●完全基準違反数
176（45.0％）
主な違反事項
最大拘束時間
137（35.0％）
総拘束時間
96（24.6％）
休息期間
30（ 7.7％）

97

全自交兵庫地連は、 月

日に第 回定期大会を神戸市 せば、
タクシー事業は崩壊し、 連の伊藤委員長は神戸市で開 連の橋本書記長らが来賓とし

き、白タク合法化阻止とタク
シー適性化を図り、労働条件
の改善をめざす２０１８年度
運動方針を確率しました。

辻元清美衆議院議員が激励
月

73

北坂委員長は、
「安倍政権

全自交大阪地連は

18

日、大阪市北区のＰＬＰ会館 年間の運動を総括するととも より格差を拡大する
しました。

来賓として全自交労連の伊

三役全員が再選されました。

役員改選では加藤委員長他、

し、
連帯の挨拶を述べました。

辻元清美衆議院議員らが出席

の蒲生委員長、立憲民主党の

員長、成田書記長、京都地連

藤委員長、兵庫地連の北坂委

激励する辻元清美議員

を取り巻く人達は、ライド
シェア導入に向けて一歩も二

挨拶する北坂委員長

73
11

12

43
17

中央区の神戸市教育会館で開 私たちタクシー労働者の働く かれた全自交労連大会の準備 て出席しました。

48

11

第１１８１号
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
（ 3 ）２０１８年12月15日

「交通の安全と労働を考え るシンポジウムを開き、約 が司会を務め、滋賀弁護士会 スが必要だ」と述べ、交通計 上弁護士が、大津市の国家戦略
特区によるライドシェア導入

続いて、ＩＴＦ（国際運輸 を批判し「公共交通が存在する

る市民会議」は 月 日、滋 １００人が参加しました。全 元会長で日本労働弁護団の玉 画の策定を訴えました。
賀県大津市の「ピアザ淡海・ 自交労連と関西地連からも９ 木昌美弁護士が開会の挨拶を

述べた後、首都大学東京の戸 労連）浦田誠内陸運輸部長 観光地でライドシェアを始め

職場の課題を出し合い権利を守る

委員長や連合山形、平和セン ら課題を出し合い、来年４月

全自交山形地本は 月 日、 訴えました。東北地連の江良 した代議員のすべての職場か

市民会議の川上資人弁護士 崎肇特任教授が講演しました。 は「ＭａａＳ」
（出発から目 ようとする滅茶苦茶な提案。タ 山形市・大手門パルズで第

バーと提携して運行している 通」について「ライドシェア

シーの坂本篤紀社長が、ウー これに応え、
「ささえ合い交

大阪から参加した日本城タク 見を述べました。戸崎肇氏が

講演後、
質疑討論が行われ、 白タクなんか要らない」と意

あり、まさにライドシェアそ

的に１台を共有する乗り物で

た。タクシーは公共的・社会

がライドシェアだと言ってき

と述べ、
「私もタクシーこそ

自交労連の高橋書記次長が講 の取得義務等、労働者の権利

大会終了後、遠藤

委員長らは、ＪＲ山

形駅に移動し、タク

シープールでライド

シェア導入の危険性

を訴えるビラを配布

しました。
「組合が

なくなったら歩率が

％から ％に下げ

られた」との悲痛な

声や「個人タクシー

もライドシェア反対

だ。一緒に阻止しよ

う」等の声が寄せら

れました。

を成功裏に終えました。

け、ガンバロウ三唱し、大会

統一地方選・参院選勝利に向

１８秋闘・１９春闘の勝利、

最後に、全員で元気よく、

確立しました。

入阻止を柱とする運動方針を

進や白タク・ライドシェア導

し、地域公共交通網計画の促

その後、新年度方針を提案

者を激励しました。

社民党の代表が駆けつけ参加

来賓には、平和センターと

と訴えました。
回定期大会を開催しました。 イタク産業は大きな変革期に 進めていこう」

富山交通・福祉棟会議室で第 立った石橋委員長は「現在ハ に再生する取り組みを早急に

主催者を代表して挨拶に あり、魅力あるタクシー産業

チラシを配布する遠藤委員長

組織拡大行動で加入呼びかけ

遠藤委員長は「ライドシェ 演しました。大会では参加者 を守ることを確認しました。

運動方針を決定しました。

戸崎肇氏は「安易なライド 的地まで複数の移動手段を組 クシー労働者の労働条件が破 回定期大会を開催し、新年度 ターの代表者らが挨拶し、全 からの有給休暇の年５日以上

質疑討論を行った後、滋賀

シェアの導入は地方を衰退に み合わせ最適化し、検索・予 壊される」と述べました。
導く」と注意を喚起するとと 約・決済まで行えるシステ

次に市民会議事務局の山口 副会長の小川恭子弁護士が閉 る」と指摘し、合法化反対を

もに、
「反対だけでなく対案 ム）について解説しました。 県弁護士会元会長で日弁連元 アは海外で問題を起こしてい
が 必 要。鉄 道・ バ ス・ タ ク

シーが連携した高度なサービ 弁護士が講演した後、司会の川 会挨拶を行い終了しました。

京丹後の「ささえ合い交通」 とは呼べない異質なもの。視

のもの。社会的に保有コスト

団結する大会参加者

12

全自交富山地連は 月 日、

41

タクシーこそ広義の意味でライドシェアだ

に関連して「タクシーこそ広 察した方が誤った情報を流し

義の意味でライドシェアだ。 ており危機感を持っている」 を最小限に抑えるものとして
将来的にも有効な乗り物とし
橋駅で行動を展開し、 日は 順次まわり、阪神・ＪＲ尼崎 てある」と応じ、参加者にそ

性を訴えました。

兵庫県下のＪＲ兵庫駅から神 駅で今回の組織拡大街宣行動 うした認識を広めていく重要
戸、新神戸駅、ＪＲ三ノ宮駅、 を締めくくりました。
今回の行動で１２００枚の

日はＪＲ京都駅八条口を皮 橋界隈、
ナンバ周辺、
梅田周辺、 た後、ＪＲ宝塚、阪急川西能 チラシと宣伝用ティッシュ・

ライドシェア導入反対の署名に共感

52

滋賀県立県民交流センター」 人が出席しました。
で「 ライドシェア 」を考え

タクシー乗務員に１２００枚のビラ配布

日と 日の三日間、延べ

庫の各主要ターミナルのタク 京阪枚方市駅、北大阪急行千
シー乗り場でライドシェア合 里中央駅をまわりました。

27

61

11

20

名が参加し、京都、大阪、兵 切りにＪＲ高槻、摂津富田駅、 ＪＲ新大阪駅、京阪・ＪＲ京 勢口、伊丹駅、ＪＲ立花駅を マスクを配布しました。

27

法化阻止と組織拡大を訴える 日は大阪府の南海堺駅から堺

12

11

11

全自交関西地連は 月 、 街頭宣伝行動を行いました。 東、ＪＲ天王寺、近鉄阿部野 六甲道、住吉、西宮駅をまわっ
44 27

30

月２日は、高知市内でハ とテイッシュを配布しました。
翌日の３日は、徳島県内の

元気よく団結ガンバロウを三唱する参加者

30

山形地本
定期大会

39

開会挨拶する玉木昌美弁護士
全自交四国地連（四タク労

四 国 地 連
組織拡大行動

連）は 月２日、
３日の両日、 ンドマイクを使って街頭宣伝

魅力あるタクシー産業に再生しよう！

「ライドシェア」特区を求める大津市長を批判
11

質疑討論
12

28

のぼりを立てチラシを配布する参加者

組織拡大行動を行いました。 を行い、四国地連作成のビラ 徳島市、鳴門市、香川県内の
高松市、坂出市を精力的にま
わりました。
また、待機するタクシー乗

協力を呼びかけ、多くの乗務

アの導入に反対する署名への

を訴えるとともに、
ライドシェ

務員にライドシェアの危険性

署名に協力する乗務員

員が共感し、協力しました。

全自交富山地連第39回定期大会

「ライドシェア」問題を考える 市民会議in滋賀
関 西 地 連
組織拡大行動
28
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