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中央執行委員長

新年のごあいさつ

ライドシェアについてはコロナ禍の

中、関心は薄くなっていますが、ライ

ドシェア解禁に熱心な竹中平蔵氏が官

邸のブレーンとなりました。８月に出

版した
「ポストコロナの日本改造計画」

では「スーパーシティではライドシェ

アでもできる」
と公言し、 月にはスー

パーシティの迅速な実現を求める意見

明けましておめでとうございます。

組合員とご家族の皆様方におかれま

書を出していますので警戒しておかな

年頭のあいさつとさせていただきます。

故、無違反を心よりご祈念申し上げ、

結びに皆様のご健勝とご多幸、無事

きのご支援をお願いいたします。

も運動を進めてまいりますので引き続

場環境・労働条件の確立に向けて今年

が、組合員の皆様の努力が報われる職

回復も厳しい状況にあります

ナウイルスの影響は大きく、

全自交の職場でも新型コロ

り戻さなければなりません。

く者・生活者目線の政治を取

挙では政権交代を実現し、働

年内には実施される衆議院選

を推し進めようとしています。

ず格差を助長する新自由主義

りだされているにもかかわら

禍によって格差の問題があぶ

ありさまです。また、コロナ

い批判でやっと一時停止する

拡大を招き、医療関係者の強

ＴＯトラベルに固執して感染

らしを守るといいながらＧＯ

策についても、国民の命と暮

で説明を尽くさず、コロナ対

が、学術会議の任命拒否問題

掲げる菅政権が発足しました

９月には安倍路線の継承を

しては、健やかな初春をお迎えのこと
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ければなりません。

請したところです。いつ収束するのか

先が見えず、厳しい状況は続きますが

団結して危機的状況を乗り越えていか

なければなりません。

働く者・生活者目線の政治を取り戻す

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1207号
主な記事

とお慶び申し上げるとともに、旧年中

の諸活動に対するご協力に、

昨年は、新型コロナウイル

心よりお礼を申し上げます。

スが世界中で猛威を振るい、

日本においても感染の拡大は

収まらず、医療崩壊が危惧さ

れる状況となっています。ま

た、コロナ禍の長期化によっ

て新しい生活様式も定着し、

人の行動が制約されてしまっ

たことから、ハイタク産業に

おいても売り上げが激減し、

事業者は厳しい経営状況にな

り、歩合給で働く乗務員は生

活不安と感染リスクに晒され

ています。

全自交では、産業の維持存

続と組合員の雇用と生活を守

るため、雇用調整助成金の特

例措置の延長や減免制度の延

長・拡充、公租公課の特例猶

予、安全対策の徹底や乗務員に対する

団結して危機を乗り越えよう！

危険手当・慰労金を 月 日にタク

18

シー政策議員連盟の総会を開催して要
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THE ZENJIKO
２面・
３面：新春対談
4面：逢坂誠二衆議院議員プ
ロフィール、東北地方運
輸 行 政 懇 談 会 、第１回
中央執行委員会

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

コロナ危機を団結力で乗り越え
明るい未来をみんなで拓く
ライドシェア導入を許さず、タクシーを地域交通の主役に

い生活様式が広がる中、人と

接する仕事に就く方々を支援

することは大きな政治的課題

だと思っています。

国交省の資料によれば、タ

クシー事業者の ％が資金繰

り支援を受けており、 ％が
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コロナ危機は戦後、最も深刻で影響が大きく長期の危機

今年は、戦後の日本社会がこれまで経験したことのない深刻な危機の中で新年を迎えまし

これまでもオイルショッ

逢坂誠二衆議院議員

程、甚大な影響を社会に与えています。本年を「コロナ危機を乗り越え、ライドシェア不要

ク、バブル経済の崩壊、金融

た。新型コロナウイルスの感染拡大は多くの人命を奪い、これまでの生活様式を変容させる

の地域交通を作り出す年」にしなければなりません。立憲民主党の逢坂誠二衆議院議員を迎

危機などいろんな危機があり

政治的にはこれに対応する

い「以前には戻らない」と多 ために３回も補正予算を組み

社会の状況が変わってしま

ましたし、そのことによって ません。

ディスタンス」が定着してき 機は私の人生では経験があり

避ける」とか、
「ソーシャル が長く続いている。こんな危

を覆っていますが、
「三密を 全体への影響が大きく、それ

するかわからない不安が社会 と比べても深刻でしかも国民

を及ぼしています。いつ収束 ましたが、コロナ危機はどれ

えて新春対談を行いました。

とに敬意を表します。

昨年から大きな影響を与え くの人が感じていると思いま ました。そのいずれの補正予

逢坂誠二衆議院議員には、 ている新型コロナ感染症対策 す。私たち全自交労連として 算も借金で組んだわけです。

一方で明らかになったの 仕事をしている人がいっぱい です。医療・介護従事者、保

逢坂誠二衆議院議員（立憲民主党）

雇用調整助成金を申請してい

ます。つまり、休業している

わけですが、タクシーは人が

生きていくために必要な仕事

であり、それを維持していか

なければなりません。雇用

調整助成金のコロナ特例の

延長は非常に重要で、絶対

に必要だと考えてきました。

２０２１年２月までの延長が

決まりました。この延長を政

府に強く求めて来ましたが、

必要に応じて再延長も要請し

ます。

予備費を使って、生活が困

公共交通は公共性が高いの めの事業者支援を継続するこ 数料を大盤振る舞いするわけ

ループ等に対しては、その手

の業務を請け負った電通グ

今の政府は、持続化給付金

だと思います。

大変な状況に即した取り組み

みは、実際に現場で働く人の

ければ人の命に係わるような センシャルワーカーの人たち 担っている人などです。新し 必要だと考えています。

バス・タクシーの交通従事者

に対しても１人につき２万円 ですが、その多くの部分を民 とが必要ですし、タクシー運 ですが、エッセンシャルワー

がない企業も多く、ハイタク 低下し、生活不安に晒されて 生活に困窮して苦しんでいる

何を見て政治をしているの

かと思います。政治の使命と

して新型コロナ感染症から国

います。交通事業者を守るた 労金を支給するという取り組 いわけですから。

タクシー運転者に対して慰 民の命を救わなければならな

逢坂誠二衆議院議員

コロナ禍の影響でタクシー まれているのが現状です。

の個人への直接支援が待ち望 な態度です。

全自交として、感染リスク 産業などは中小事業者の比率 いる現状にあり、危険手当等 個人への給付には極めて慎重

現場で働いているハイタク乗

１人につき５万円を支給し、 せたいと思っています。

道の旭川市が保育士に対して れからも要求を続けて実現さ 動に大きな影響を与えてしま

の直接的な支援として、北海 しいと要求していますが、こ に、地域住民の生活や経済活

エッセンシャルワーカーへ 務員に危険手当を支給してほ 事業者が倒れていったとき

だと思います。

おり、そのことが大きな問題 を抱えながら昼夜にわたって が圧倒的に高い産業です。

カーの人々が低賃金で働いて

ているエッセンシャルワー ました。

社会に欠かせない仕事をし の直接給付を決定して実行し 間企業が担っています。体力 転者のほとんどの人は収入が カーとして頑張っている人や

伊藤実中央執行委員長

個人給付に慎重な政府は何を見て政治をしているのか

ハイタク乗務員に危険手当の支給を実現させたい

てきていると思っています。 す。
タクシーは重要な公共交通

ら感染を拡大させてきた新型 機関でありますし、今年こそ
コロナウイルスは、
「世の中 この危機を乗り越えて生活の

に大きなダメージを与えなが きるほど、社会に甚大な影響 と思います。

伊藤実中央執行委員長

昨年の２月から世界と日本 の風景が変わった」と表現で 向上が実感できる年にしたい

伊藤実中央執行委員長

進にご尽力いただいているこ きたいと思います。

バーとしてタクシー政策の前 の課題についてお話しいただ 運動と政策要求が必要になっ 戦後の歴史ではないことで は、直接生身の人間が接しな いることです。いわゆるエッ 育士の皆さん、物流や交通を 難な人への支援に回すことも

タクシー政策議員連盟のメン や危機に瀕している公共交通 も新しい生活様式に順応した こんなことは前代未聞です。
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雇用調整助成金の特例期間延長は絶対に必要

個人の懐が潤い、希望を生む社会へ
司会・松永次央書記長

松永次央書記長
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エッセンシャルワーカーへの支援は重要な政治課題

ライドシェアは最悪の仕組み、
絶対にやってはならない

て、相当に苦労しました。
は国民にとって最悪の仕組み

タクシーも大幅に規制緩和 になると思いますよ。いいの

ライドシェアは好意的に思
われている面もあるので、輸

えるんですが、その時に安全

はどう確保するのか、サービ

スの質はどう保つのか。顔が

見える人だけならいいのです

が、いろんな業者が付け込ん

で来て、全く顔が見えない人

たちが入ってきたら地域に不

安だけが広がります。

で、バス・タクシーも参入自 の世界になりました。事業者 けです。運転手さんも大変、「シェアリングエコノミーが 罪の温床になっている現状、

にコストが高くつくというこ

そうに見えるものは、実は後

最初はコストが安くて良さ

由になったわけですが、これ も淘汰されるような状況に 利用者も大変。だって責任の 進んでいないのは既得権益者 雇用の問題などライドシェア

とになるんです。タクシー事

現在、国家戦略会議などで 送の安全の問題や海外では犯

の抵抗が原因だ」と言う主張 の危険性や問題点をもう少し

新しい言葉に国民もすぐに が出ています。

ない仕組みですから。

業者については今の地域の実

地域や事業の実態に応じ

態に併せて普通のタクシー営

また、スーパーシティ構想 発信していかなければならな

まり過疎地など不採算地域で て、必要な規制見直しもある 飛びつきがちなんだけれども

海外で発生した犯罪を見る とが何もない状況です。コロ

いるのかも知れませんが、そ

高齢者も多くなるし、歳を れはタクシー事業者と議論す

心を与えるのか、そういうこ います。

補償するのか、どうやって安 場泥棒よりなお悪いと思って いくことが必要になってきて

業以外の取り組みも検討して

るようになったのです。当時、 シェアなんてちょっと見は良 やってはならないと強く思っ れている状況にあり、警戒を
強めています。規制改革推進

ナの影響で運収が激減した
２０２０年４～５月の輸送実
績を含めない中での判断であ
り、現状はもっと異常な供給

た場合、お客様にどうやって か。わたしにしてみれば火事 て移動するのは良さそうに見 てすごく問題だと感じますよ。

営できる環境を作り、働いて

いる皆さんも「タクシーで食

べていける」とならないとダ

くして対応できるように頑張っ が無くなってしまうと地域はよ スの役割も大事ですが、路線バ メです。規制緩和の荒波を受

タクシー事業者が安定的に経 ことが大事なんです。

心して利用できる社会にする

ていきます。
なぜなら、
タクシー り衰退の方向に向かっていきま スだけでは住民の全部の需要に けたタクシーを立て直し、安

逢坂誠二衆議院議員

だけが儲かって、内部留保が い。しかも早く。あの「３年

史上最高を記録したのに、従 ３か月」の政権交代の経験を

私たち立憲民主党の基本的 業員の皆さんは食うや食わず した人がいるうちにやらなけ

ならない。経済の調子が良く が潤う経済にしたいと思うん

伊藤実中央執行委員長

立憲民主党の綱領を読ませ

ていきたいと考えています。

全自交の皆さんとも同じ方 タクシー政策も政治の流れを

なって、
「人にやさしい経済」 です。そうすることで人生に 向で進める仲間だと思ってい 変えないと良くならないとも

うぞよろしくお願いします。

にならなければならないとい ハリが出ますし、希望も持て ますので、応援よろしくお願 考えておりますし、今年もど

指定基準の見直しは全力を尽 う考えです。だから、大企業 る。そういう社会を実現した いします。

逢坂誠二衆議院議員

い。

化を進める年にしていきた 国民が増えることであっては ではダメなんです。個人の懐 うことではいけない。

の見直しを是非実現し、適正 くなった結果、不幸せになる 規労働者が４割を超える状況 たけど、いちから勉強」とい が一緒だと思っており応援し

回のコロナ禍を機に指定基準 な考え方は、経済の調子が良 の生活をしているとか、非正 ればならない。
「政権交代し てもらったんですが、考え方

過剰状態になっています。今

経験者がいるうちに政権交代を実現し、希望が持てる社会に

日まで延 がっているからです。タクシー 域はやっぱり暮らしやすい。バ
30

長されましたが、新型コロ

２０２１年９月

準 特 定 地 域 の 指 定 が の存在は地域を守ることにつな す。タクシーが機能している地 は応えられません。

伊藤実中央執行委員長

特定・準特定の指定基準を見直し、
適正化を進める

きも顕著になっています。

は物流版のライドシェアの動 にない。何かトラブルがあっ うな話がどうして出てくるの るから、便利なアプリを使っ ローチでやっている事につい

がしろにする内容です。最近 と、責任がマッチング事業者 ナ禍の中でライドシェアのよ とれば車の運転もできなくな ればいいのに全く違うアプ

会議の答申も運行管理をない

逢坂誠二衆議院議員

は、バス路線の廃止が議論され と思います。でもね、ライド こんなライドシェアは絶対に でもライドシェア解禁が狙わ いと思っています。

都市部では客の奪い合いが始

で大変な状況になりました。 なってしまったのです。

リアルに我々が社会に向けて

小泉政権時代の規制緩和 されて「食うか食われるか」 は中間搾取している事業者だ

伊藤実中央執行委員長

「スーパーシティ構想」
でのライドシェア解禁に警戒

ライドシェア問題

逢坂誠二衆議院議員

2021 新春対談
私はニセコという町の町長とし さそうに見えますが、最終的 ています。

新年の抱負を語り合い思いを一つにする伊藤実委員長と逢坂衆議院議員
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年

全

２０２１年１月１日

自

各支局長が自治体の首長にバス・タクシーへの交付金支援を要請

コロナ対策を求めた東北地方運輸行政懇談会

東北交運労協は 月 日、 挨拶で、コロナ禍の中での開

12
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2021年１月25日（月）
13時30分～

※前日の２４日（日）１４時～、全自交会館にて
第２回中央執行委員会を開催します。

第１２０７号（ 4 ）
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逢坂誠二衆議院議員プロフィール

1959年4月24日生まれ 衆議院議員（立憲民主党北海道８区）
経歴
2020年 9月～ 立憲民主党代表特命補佐、立憲民主党北海道総支部連合会代表、
立憲民主党北海道第８区総支部代表
2019年 8月～ 立憲民主党北海道連合代表
2019年 1月～ 政務調査会長、予算委員会野党筆頭理事
2018年10月～ 予算委員会野党筆頭理事、政務調査会会長代行、エネルギー調査会会長
2017年11月～ 予算委員会野党筆頭理事、政務調査会会長代理、エネルギー調査会会長
2017年10月～ 北海道第8選挙区から4回目当選
2014年12月～ 北海道第8選挙区から3回目当選
2013年 3月～ 民主党北海道総支部連合会・副代表
2012年 1月～2012年12月 民主党・総括副幹事長
2011年 9月～2012年 1月 民主党・副幹事長
201 1年 1月～9月（菅第２次改造内閣）総務大臣政務官（人事行政、行政管理、行政評価、統
計、地方行政、地方財政、地方税制、消防、地域主権改革、地域活性化、新しい公共）
2010年 9月～2011年1月（菅改造内閣）総務大臣政務官（地域主権の推進、新しい公共、市民活
動の推進、地域活性化、総務大臣・国家戦略担当大臣の補佐、総務省、内閣府、内閣官房にま
たがる政府の地方行政全般の調整）
2010年 6月～2010年9月（菅内閣）内閣総理大臣補佐官（地域主権、地域活性化及び地方行政）
200 9年12月～2010年6月（鳩山内閣）内閣総理大臣補佐官（地域主権、地域活性化及び地方行
政）
2009年 9月～ 民主党北海道第8総支部代表
2009年 8月～ 北海道第8選挙区から2回目当選
2005年 9月～ 民主党北海道ブロックから出馬し、衆議院議員に初当選
1983年北海道大学薬学部卒業後、ニセコ町役場勤務。総務課財政係長などを経て、1994年11月か
ら2005年8月までニセコ町長（3期）を務める。この間、全国初の自治基本条例となった「ニセコ
町まちづくり基本条例」の制定や、予算を町民に分かりやすく解説した「もっと知りたいことし
の仕事」を発行するなど、独創的な発想で地方自治に新風を吹き込む。2005年民主党北海道比例
区単独で衆議院議員に初当選。2009年北海道第８選挙区から2回目当選。
北大高度法制研究センター研究員、政策投資銀行北海道支店アドバイザリーボードメンバー、九
州大学非常勤講師、札幌国際大学非常勤講師、小樽商科大学経営協議会委員、自治体学会会員な
どを歴任。
主な著書は、『わたしたちのまちの憲法』（日本経済評論社・共同編者）、『自治体再生へ舵を
とれ』（学陽書房）、『非戦』（幻冬社）、『いま首相公選制を考える』（弘文堂）、『自治体
法務入門』（ぎょうせい）、『地方分権と司法分権』（日本評論社）（以上、共同執筆）、『自
治体のカタチはこう変わる』（ぎょうせい）、『自治の課題とこれから』（北海道町村会）、
『町長室日記 逢坂誠二の眼』（柏艪舎）、『町長室日記 完結編』(柏艪舎)など。

２０２１春闘スローガン（案）

団結力でコロナ危機を乗り越える２０２１春闘
～社会の脆弱さを賃上げで克服～

ライドシェア導入阻止！タクシーを地域交通の主役に
記スローガン参照）
、第 回 貫二氏の３名が新たに中央執

また、名古屋自動車学校地

中央委員会の開催日程・運営 行委員に就任しました。

方法を確認しました。

また、要請があった中央執 位確認等請求事件訴訟の継続

行委員の交代を承認し、中部 支援を決定しました。
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第１回中央執行委員会

傍聴者は参加できません。

ん

春闘方針を審議し、
春闘スローガン案を決定

中央委員のみの参加とします。オブザーバー・

ぶ

全自交労連は 月 日、全 闘われる２０２１春闘方針を 地連（愛知）の岡山尚志氏、

※新型コロナの感染拡大を考慮し、役員及び

ん

自交会館で第１回中央執行委 審議するとともに、春闘ス 九州地連（長崎）の中村満雄

ＡＰ東京八重洲・会議室

（東京都中央区京橋１丁目10-7KKP 八重洲ビル）

し

員会を開き、コロナ禍の中で ローガン（案）を決定し（上 氏、関西地連（大阪）の森田

●ところ

の要請の中から、タクシー乗 首長を訪問し、タクシー・バ

き

務員の感染防止について、「対 スに対する交付金による支援

●と

策費用を引き続き支援してい を要請している」との答弁が

第99回中央委員会

きたい」との回答がなされま ありました。

全自交労連

した。

意見交換では、全自交東北

仙台市「ハーネル仙台」で第 催に感謝を述べるとともに、 地連の江良委員長が運賃改定

回東北地方運輸行政懇談会 「迅速かつ徹底した新型コロ で公定幅運賃の幅が縮まった

を開き、東北交運労協からは ナ感染症への対応を運輸局と ことを評価するとともに、こ

加盟産別・地方組織の 名が 連携して取り組んでいきた のコロナ禍での厳しい現場の

実態を訴え、協力を要請しま

東北運輸局の亀山局長が日 した。さらに、タクシー事業

出席。全自交東北地連から４ い」と述べました。

名が出席しました。また、東

北運輸局からは亀山局長をは 頃からの協力に感謝する挨拶 者のほとんどが中小零細企業

じめ７名が出席し、コロナ禍 をしたのに続き、運輸局の担 であるため、事業継続への支

東北運輸局からは「運輸局

における東北地方の交通・運 当者が東北における運輸と観 援協力についても要請しまし

に回答しました。

タクシー関係では、 項目 としても各支局長が自治体の

輸の厳しい課題について意見 光の動向を報告し、要請事項 た。

交換しました。

東北交運労協の小池議長は
16

28

31

コロナ禍の厳しい実態を訴え、支援求める

東 北 地 方
運輸行政懇談会

交

