５月15日

稼働高に対して０・ ～０・

▼会社設立か

年。破 竹

成田成田営業所労組と京成タ

を、千葉地連の京成タクシー

春闘解決一時金・決算手当

配車アプリ事

たウーバーの

に拡大してき

の勢いで世界

ら

クシー佐倉交通労組、神奈川

業がついに労

％）を獲得しました。

都市交通労組、新潟地連のア

働者の世界的で大規模な反

２０１９春闘
「解決促進ゾーン」
で交渉追い上げ

時に支給）を勝ち取りまし イエムタクシー労組、石川交

５月 日の上場を前の８日、

撃を受けることとなった。

万円を確保していま

その他、乗務員の負担軽減

た。ハイヤーの一時金は年間 通労組が確保しました。
平均

す。また、千葉地連の姉ヶ崎 や各種協力金を６組合が獲得

全自交労連が連帯のメッセージを送る

の上陸を阻止している。輸送秩序と安全を破壊し、運転者の無権

……購読料 1ヵ月 70円……

メーデー前集約で 組合・８００５人が決着
全自交の２０１９春闘は、４月に設定した統一行動ゾーンと解決促進ゾーンを経た４月
日段階の集約で、全国の 地連・地本で 組合、８００５人が決着しました。３月決着を果
たしたのは、 組合・６２９１人で、４月に入って 組合・１７１９人が妥結しました。統
一地方選挙が戦われた中での春闘ですが、現在も多くの仲間が交渉を追い上げています。

全自交労連が４月 日まで 島地本・１支部、愛媛地本・ １０００円、富山地連の富山 タクシー労組が功労金（年間 しています。
に集約した２０１９春闘の妥 ３分会の計 地連で 組合が 交通労組で定昇２１４３円
（ハ
結状況は、北海道地連・６組 妥結しました。統一地方選挙 ネ込み）
を獲得しました。
また、
合、青森地連・１組合、岩手 の影響もあり、昨年より妥結

10

ウーバー等の米・英・仏・

南米・豪の運転者が海を隔

てて一斉にストライキに起

ち上がった。▼市民会議の

東京シンポで来日し、この

ストライキをニューヨーク

要都市やロンドン等、英国の

数十億ドルを手にする一方、

は「上場により、事業主は

で闘うバイラビ・デサイ氏

４都市、中南米、オーストラ

働条件の改善を求めた。▼

産するだろう」と企業に労

運転手らは貧困のまま、破

全自交労連は５月７日、こ

運転手らは、雇用の保障、 ています。

米配車サービス最大手ウー 式上場）を目前に控え、ライ （＝写真・左）
。

10

リアの運転者も参加を表明し

北海道地連の釧路交通労組が
ウーバー等の運転者が全世界で大規模ストライキ

一時金・臨時給では、ス

を実現しています。

地本・１支部、千葉地連・３ 組合数、組合員数ともにペー 嘱託者の支給率改善
（０・５％）

新たに妥結した組合の中

組合、東京地連・１組合、神 スが遅くなっています。
奈川地連・２組合、静岡ハイ

タク連合会・５組合、愛知地 では、月例賃金で新潟地連 トライキを構えて闘った神
連・１組合、新潟地連・３組 の万代タクシー労組が賃上 奈川都市交通労組が、夏季

合、富山地連・１組合、石川 げ１０７３円（ ハネ込み ）
、 一時金の加算と精勤賞（ 平 バー（ＵＢＥＲ）の５月 日 ドシェア運転手らが、労働条

ハイタク連合会・３組合、広 柏崎タクシー労組が賃上げ 均１７４２７円＝夏季賞与 に予定されているＩＰＯ（株 件の改善を求め、５月８日に 生活に必要な賃金保障、運賃

本の地から、心より連帯のメッセージを送る。日本ではウーバー

Ｏに 億円の報酬を出した

米民主党のバーニー・サン

国際ストライキに起ち上がったライドシェア運転者の仲間に日

全世界で大規模なストライキ の手数料の上限の設定を要求。 のストライキ闘争に対し連帯

【全自交労連の連帯のメッセージ】

ダース上院議員は、
「ＣＥ

ウーバー・リフトに訴えよう！

31

10

31

次央

（有料制1010号）

18

ニューヨーク等、全米の主 のメッセージを送りました。

歴史的な闘いの日だ。我々もみなさんと固く連帯する。

31

13

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永

2019年/令和元年

45

を実施すると発表しました

者を人間として蔑ろにしてきた証明であり、権利獲得を目指した

13

支援の輪を拡げ、
２０８９票獲得

さない。本日のストライキは、ウーバーやリフトがこれまで運転

26

山名文世氏が当選！

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1186号

26

当選確実の報を受け支持者らと喜びを表す山名氏

巨大企業の労働者が週 ～

金を出せないと言っている。

ウーバーが、運転手たちに

56

時間も働くとはどういう

70

統一地方選後半戦の八戸市
議会議員選挙は４月 日、投
開票が行われ、全国唯一の全
自交組織内候補として立候補
した山名文世氏（ 社民党公
認）が前回の得票を大きく伸
ばし、２０８９票を獲得して
見事当選を果たしました。
今回の八戸市議会選挙には
人が立候補（定数 ）
。山
名文世氏は「正義・闘志・行
動力」をモットーに活動して
きたこれまでの実績を訴え、

我々は、運転者を犠牲に利益追求に走るウーバーやリフトを許

10

前回から支持労組も拡大して

これに続こう。Ｍ・Ｔ

命は時価評価額より重い。

る歴史的な日になるだろう。

ることを５月８日は証明す

的状況を変える起爆剤であ

労働者の力こそ苦難と絶望

立たない。そして団結した

れを担う労働者なしに成り

んな画期的なサービスもそ

地から支援が広がる。▼ど

と表明。ＩＴＦなど世界各

を打つ運転手と連帯する」

ことか。私は、ストライキ

80

21

32

18

全国自動車交通労働組合連合会（全自交）

41

精力的に戦い、堂々の 位の

運転者の雇用と生活を保障せよ！労働者の権利を認めろ！

２０１９年５月７日

35

当選です。

利労働を拡大させるからだ。

21

統一地方選挙・八戸市議会議員選挙

THE ZENJIKO

主な記事

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

関西生コン支部を支援する会・結成総会と報告集会

団体行動権に対する重大な挑戦だ

「関西生コンを支援する会」 め、平和フォーラムの加盟組 して警察は、昨年８月からス かっています。これは憲法が 竹信美恵子さんが連帯表明 から・・・。彼らが労働組合 ナチス時代の牧師の言葉をか を行いました。その後、支援

Ｓとは何か？新たなモビリ サービスとして提供し、検 地方都市、
地方郊外・過疎地、
ティーサービスについての学 索・予約・決済まで完結す 観光地の類型ごとに推進する
習会」を開き、
約 名が出席。 る。ヘルシンキでは公共交通 ことを説明しました。
出席からは、①プラット

した」と述べるとともに、福 ホームの主体（自治体・運輸

全自交労連・東京地連からも の利用増加と渋滞緩和を実現
積極的に参加しました。

山口広弁護士が進行役を務 岡と伊豆の実証実験を紹介。 行政の主導の重要性）
、②公
め、国土交通省公共交通政策 「今後の方向として、①事業 共交通会議等の重視、③ライ
部の日下部雄介企画調整官が 者のデータ共有、②キャッ ドシェアや「ノッテコ」
「ク
ルー」の排除、④過疎地の実

ました。

会の挨拶を行い、集会を閉じ

最後に木下徹郎弁護士が閉

りました。

する補助等に関する発言があ

止、⑥キャッシュレス化に対

の導入による乗務員負担の防

施主体の育成、⑤定額運賃等

講演する国交省の日下部企画調整官

支援する会の結成総会終了 意思を表明しました。全自交

この日、
「正当な組合活動、 に共産主義者を攻撃したと き、私のために声を上げる者 われ、関西弁護団の位田浩弁 帯と激励の挨拶を行いまし

たり前の組合活動に襲いか 同人であるジャーナリストの 私は共産主義者では無かった と言う言葉を紹介し、そんな の間の不当弾圧との闘争報告 集会を終えました。

をつぶす」とまで公言し、当 犯罪視は許さない署名」の賛 き、私は声を上げなかった。 は誰一人残っていなかった」 護士と関生支部の組合員がこ た。参加者は戦う決意を固め

す。警察・検察は「関生支部

時代の牧師が「ナチスが最初 して、彼らが私を攻撃したと 後、同じ会場で報告集会が行 労連からは森田書記次長が連

いなし組合員 人を逮捕する 絶対に許すことはできませ 鐘を鳴らすとともに、ナチス 組合員ではなかったから。そ
56

全日建関西生コン支部に対 という不当弾圧を続けていま ん。

る市民会議」は４月 日、衆 けて」と題して講演し、
「Ｍ 連携、④自動運転の提供等を

「交通の安全と労働を考え 「日本版ＭａａＳの実現に向 シュレス化、③街づくりとの

支援者に挨拶する宮里邦雄弁護士

議院第２議員会館で「Ｍａａ ａａＳは各交通機関を一つの 進め、大都市、大都市近郊、

24

20

産別労組らの代表らが連帯の

の結成総会が４月 日、参議 織などから多数が参加しまし トライキを「威力業務妨害」
、 保障する団結権・団体行動権 し、
「見過ごせばやがて至る 員たちを攻撃したとき、私は みしめるべき時だと参加者に 団体である平和フォーラムや

護士、内田雅俊弁護士をはじ

れ、呼びかけ人の宮里邦雄弁 しました。

院議員会館・会議室で開か た。全自交労連も３名が参加 ビラまき活動を「恐喝」と言 に対する重大な挑戦であり、 所で権利侵害が始まる」と警 声を上げなかった。私は労働 訴えました。

15

ＭａａＳの実現は自治体・行政主導で

市民会議

第１１８６号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０１９年５月15日

「 タクシー労働問題プロ
北海道・東北５・０％、東

・ ％、中部６・１％、近

ジェクト」は２０１８年９～ 京を除く関東 ・１％、東京

月にタクシー乗務員の労働

間中心） ％、日勤（夜間中
心）８・６％。
隔日勤務の割合（地域別）

同居 ・３。

また、同居家族で収入があ

％、付 け 待 ち ・

隔日勤務、日勤（昼間中心）

Ｂ型賃金の割合（地域別） の順となっている。

「満足している」３・４％、

は、東京 ・２％、県庁所在 ◇賃金水準の満足度

地 ％、その他 ・６％。

「やや
基本給の有無については、「ほぼ満足」 ・９％、

「不満」 ・
「ある」 ・９％、
「ない」 ・ 不満」 ・８％、

不満と感じている者が７割

９％、「わからない」 ・９％。 ２％。

●賃金額

税込給与＝平均 ・７万円、 を超えている。

税込年収＝平均３７５・６万 ●退職金とボーナス

「退職金がある」 ・７％、

「基本給なし」の年収＝平均 地域別の特徴としては、東京

・１％、
県庁所在地 ・２％、 平 均 ３ ９ ９・１ 万 円 に 対 し 「ボーナスがある」 ・７％。

流し比率（地域別）は東京 円。
「基本給有り」の年収＝

５％、無線配車 ・５％。

Ｂ型」 ・２％。

％、民間賃貸 ％、社宅・ 両親と同居 ・８％、子供と 合給、
賞与無し）
」 ・１％、「Ａ 間中心）が最も高く、次いで

●同居家族

代の７割以上、 代の３割 寮１・９％。

代 ・４％、 代 ・９％、 卒 ・０％、
大卒以上 ・４％。

代 ・５％、 代６・１％。

代以上の割合は地域別 近くが大卒以上。

同居家族あり ・２％。そ る者は ・２％。

持ち家 ・４％、公営賃貸 の内、配偶者と同居 ・１％、

条件や働き方に関するアン 畿７・８％、中国１・２％、四 で、東京 ・０％％、県庁所 ●住居の種類

ケート調査を実施しました。 国０・４％、
九州・沖縄１・６％ 在地 ・２％、
その他 ・３％。

東京３４４台、県庁所在地

正社員 ・８％、パート社

％、県庁所在地

39

で ％を超えている他の地域

年収階級では、４００～ のより少ない。

差は ・４万円に達する。

●一勤務当たりの平均拘束時 ３６０・７万円でその年収格 の「退職金がある」が ・２％

・１％、その他 ・６％。 その他７・５％。

員２・９％、
嘱託社員 ・５％。 は、東京
●勤務シフト

流し

基本給の賃金体系が歩合給だけの
年以上（総数） ・３％。
地域別では東京より東京以外
賃金体系より年収で約 万円高い
【２・労働条件】

１％、３社目以上 ・２％、
６社目以上２・７％
●学歴

隔日勤務 ・４％、
日勤（昼 ●多用する営業方法

26

全自交労連などハイタク労働 ●企業規模（平均車両台数） ●経験年齢

８団体が協力しています。
今回のアンケート調査で ２０８台、その他１１６台

●年齢

１社目 ・７％、２社目 ・ ●雇用形態

東京６８１人、県庁所在地 ●現在のタクシー何社目か

８７３４部の回答を得まし ●企業規模（平均乗務員数） の方が長い傾向が見られる。

た。回収率は ・２％です。

男 ・７％、女２・８％

●性別

調査結果の概要は以下の通 ３１３人、その他２０７人

りです。

【１・属性】
高卒 ・７％、専門・短大

33

●賃金制度

東京 ・４％、県庁所在地

・８％、その他 ％。東京

また、勤続年数別では「５ 以外は年金受給者の割合が高

～９年」の年収額が最も高く くなっている。

勤務シフト別では日勤（夜 【３・入職と退職】

「 Ａ型（ 基本給＋歩合給、 ４４０万円となっている。

賞与有り）
」 ・９％、「Ｂ型
（歩

●前の仕事の就業形態

歳 ・７％、 歳 ％、

●タクシー乗務員を選ぶとき ●定年年齢

「高齢になっても続けられ

無職５・８％、自営業 ・ に重視した条件

８％、会社員 ・６％。

～ 歳８・５％の順で、定

前の仕事の職種は、サービ そう」 ・８％、
「自由に仕事 年年齢を 歳以上に定める割

ス業 ％が最も多く、販売従 ができる」 ・９％、
「すぐに 合は７割を超える。

30

「運転が好き」
「学歴が関係な

７％、管理者 ・９％、輸送・ 次いで
「最初から収入がある」

機械運転 ・５％の順。

●前の仕事を辞めた理由

い」の順となっている。

歳 ・４％、 歳 ・４％、

事者 ・２％、専門・技術 ・ 採用されそう」 ％、
が高く、 ●乗務員として働きたい年齢

29

歳 ・４％の順。

歳を超えて働きたい割合

は ・２％、 歳を超えて働

乗務員を続ける ・７％、 きたい割合は ・９％、 歳

会社都合 ・６％、収入が ●今後の仕事

低い ・７％、将来性がない

８・６％。

９％。

75

代３・８％、 代５・５％、

間と休憩時間・実車時間

拘束時間＝ 時間、休憩時

25

41

60

21

●回答者の営業地域

10

月間労働時間数は全産業 間＝２・７時間、実車時間割 ４５０万が ・５％で最も多 ●年金受給者の割合
（地域別）

タクシー運転者の年収改善 倍以上の格差となっています。

22

65

13

・１％、人間関係 ・６％、 個 人 タ ク シ ー を 目 指 す 超は３・１％。

11

20 70

て２００万円以上の格差が続

30

37

29

また、高齢化も深刻で全国 ろが大きく、地域間の格差は （男）では減少しているのと 合 ％。東京の方がそれ以外 く、次いで３００～３５０万

田県で２１２万円となり、２ 増加に転じています。
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は東京等の都市部に負うとこ
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厚生労働省は賃金構造基本 のタクシー運転者（男）の推 となりました。しかし、他 の平均年齢が最高を更新し、 最も高い東京都で４７０万円 は対照的にタクシー運転者 の地域と比べて拘束時間が長 円が ・８％となっている。

万円増の約３４８万円 ２１０万円を超え、依然とし なっています。
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統計調査の結果を公表しまし 定年収は全国平均で前年より 産業（ 男 ）との年収格差は ついに 歳を突破する事態と であるのに対し、最も低い秋 （男）では前年比で５時間の く、実車割合が高い。
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格差をなくし、平和を守 帯で！」
をスローガンに掲げ、

会場には立憲民主党大阪府

連から辻元清美代表など４名

の衆議院議員と国民民主党大

催者を代表して挨拶し、
「日
大阪地方メーデー

交大阪地連からは 名の仲間 拶で、
「豊かな生活時間の確 えた連合推薦の予定候補が出

く仲間が結集しました。全自 阪の山崎弦一会長は主催者挨 文代表や夏の参議院選挙を控

まり、弾圧を受けて開催でき

表明を行いました。

い。違法な働かせ方を一掃す

べきだ」
と強調するとともに、

が４月 日、小雨がちらつく 立った改革でなければならな よう。参議院選挙で北海道選

北海道の「全道メーデー」 き方改革は働く者の立場に 「安倍一強政治を終わりにし

全道メーデー

実行委員長を務めた連合大 う」と訴えました。

月 日（土）
、肌寒さを 場で第 回大阪地方メーデー が参加しました。

なかった時を経て、今回 回 感じる大阪城公園・太陽の広 が開かれ、約３万２千人の働

の節目を迎えた。 年間に積

み上げてきた団結の力で課題

を乗り越えよう。そして参議

院選挙に必ず勝利しよう」と

参加者に呼びかけました。
根本匠厚生労働大臣、小池

百合知事らが挨拶した後、在

左下）
。全自交北海道地連か

間が参加しました（＝写真・

通公園で開かれ、５千人の仲

天候の中、札幌市中央区の大

推薦比例区 名の当選を勝ち

（国民民主党）の必勝と連合

民主党）と『はらやなみ』氏

挙区『勝部けんじ』氏（立憲

らも 名が参加しました。

式典では、長時間労働の撲

滅や働き方改革の推進などを

訴えました。

出村連合北海道会長は「働

愛知県中央メーデー

「愛知県中央メーデー」の

集会が 日、名古屋市の久屋

４月 日、小雨が降る天候の らも「ライドシェア導入阻止」

岩手県中央メーデー

進しました。

幌市内中心部を元気にデモ行

ループに分かれ、それぞれ札

式典後、参加者は３つのグ

呼びかけました。

取ろう」と野党勢力の連携を

10

日ビルマ市民労働組合が技能

実習生の問題を訴えました。

また、昨年の豪雨で被災され

た岡山県の守屋美雪さんが連

合の支援にお礼を述べました。
最後にガンバロウを三唱し

て式典を終えました。

手渡しました。

イドシェア合法化の危険性も 自交しんぶん」も３００部を
あわせて訴えました。

各所で「頑張って下さい」

全自交東京地連は４月 ・ 東京都内のターミナル駅を中 シー労働者と利用者にチラシ 宣伝用マスク３３５５枚を配 「全自交の考えを知りたい」

が参加。チラシ５８３間枚、 との応援を受けました。
また、

３日間の行動にはのべ 人

27

27

99

99

保できる労働時間を実現しよ 席し、それぞれが挨拶と決意

本のメーデーは 年前にはじ
90

月 日（土）
、代々木公

全国各地でメーデー開催

つくろう。すべての仲間の連 集。開会宣言後、神津里季生

阪府総支部連合会から平野博

園を会場に第 回メーデー中 る！」
「笑顔あふれる未来を 労働組合員ら３万７千人が結

央大会を開催しました。
実行委員長（連合会長）が主

３日間の行動で３千枚を超えるチラシを配布

白タク合法化阻止！全自交に結集し共に闘おう

全自交東京地連から250人が参加しこぶしを突き上げる

90

・ 日の３日間、東京駅・ 心に ヵ所で組織拡大行動を とマスクを配布し白タク・ラ 布すると共に、最終日は「全 と言ってチラシを受け取りに
来る人もいました。
竹中平蔵は大嫌い。あいつ
が喋るとあいつが儲かる

最終日の練馬駅では、バス
停でバスを待つ女性から「竹
中平蔵は大嫌いだ。あいつが
喋ればあいつが儲かる」と
言って批判し、
「ライドシェア
の問題は初めて聞いたがもっ
ともっと宣伝した方が良い」
と私たちに檄を飛ばしてくれ
ました。今後とも全自交への
結集を呼びかけていきます。

挨拶する山崎実行委員長（連合大阪会長）

90

新橋駅前で宣伝用マスクを配布する仲間

組合員ら約３千人が参加しま が開かれ、２０００人が参加

べました。

選挙の勝利に向けた決意を述

駆け付け連帯の挨拶と参議院

院議員や国民民主党の議員が

立憲民主党の近藤昭一衆議

参加者に訴えました。

改革の取り組みの強化などを

へのサポート強化や、働き方

拶で春闘を継続している組合

連合愛知の佐々木会長は挨

ました。

愛知地連からも 人が参加し

けました。

利を参加者に呼びか

化と参議院選挙の勝

正に向けた運動の強

正や長時間労働の是

訴え、最低賃金の改

の強化に努める」と

革になるよう、運動

ての、真の働き方改

中心。働く者にとっ

存在していて社会の

ても、労働者は常に

した（＝写真・上）
。全自交 しました。全自交岩手地本か 「生活・働き方がどう変化し

連合岩手・八幡博文会長は

かれ、愛知県内の労働組合の で第 回岩手県中央メーデー 加しました（＝写真・左）
。

大通公園・エンゼル広場で開 もと、盛岡市の盛岡城跡公園 の横断幕を掲げて積極的に参

27

27

27

品川駅・池袋駅・新宿駅等、 実施。タクシー乗り場でタク

東京駅八重洲口でチラシをまく仲間

90
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格差をなくし、平和を守る！
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笑顔あふれる未来をつくろう。全ての仲間の連帯で！
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第90回メーデー中央大会
東京地連
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