職場討議資料

全自交労連は、タクシー改

ません。

ており、道路運送法の抜本改 を絶対に阻止しなくてはなり

正に向けて奮闘します。

また、新経済連盟などが白

タク・ライドシェアの合法 正法の骨抜きと白タク合法化

ゼロ法案や解雇の自由化（解 に、公取委が適正車両数上限 見直され新たな低運賃競争が 化の働きかけを続けており、 を
 許さず、公共交通を担う労

雇の金銭解決）も狙われてお を超えた減車計画は「独禁法 吹き荒れる地域も出現してい 「地方で風穴を開け都市部に 働者にふさわしい労働条件を

題点を広く訴え、世論を変え

る取り組みを進めます。

全自交労連は、特定地域の

指定基準について適正車両数

との乖離率や運転者の所得額

割り込んでいます。

の運営サポート事業を売り込 大 阪、 東 京（ 立 川 ）
、 東 京 域公共交通活性化再生法が施 した結果、当初予定されてい

に出席し、自家用車有償運送 ンポジウムを開催して以来、 す。２０１４年 月に改正地 入し、国土交通省がこれに屈

（ 衆議院議員会館 ）
、 名 古 行され、５月末までに全国で た特定地域の指定が大幅に縮

「のってこ」は、ヒッチハイ 屋、横浜、盛岡で連続的にシ ２９１件の地域公共交通網形 小され、改正法が骨抜きにさ

ドシェアの文言は無いもの 開。北海道天塩町と連携し、

日には、東京・星陵会館で 域公共交通再編実施計画が国 きました。今や改正法は台

15

次央

（有料制988号）

り、不安定雇用と低賃金、長 に抵触する」という立場を崩 ます。
改正タクシー特措法は、 進出する」ことを狙ってうご 実現するよう全国で奮闘して

います。また、地域間格差も 送の配車アプリ提供も始まっ （２）市民会議の運動

２０１６年８月５日に「交 （３）地域公共交通網計画

地方創生の掛け声とは裏腹 を指標とすべきであると一貫

時間を特例で認める内容と えた一方で、宮崎県（１５７ もにタブレットの提供を行 年９月 日に衆議院議員会館 の格差が拡大し続け、地方の 正タクシー特措法の運用段階

２．タクシーの産業動向

んでいます。

11



（２面に続く）

を求めて運動を強化します。

みが大阪では、大阪タクシー い便利で安全な交通のネット える道路運送法の抜本的改正

ジャスタビは、旅行会社で 協会と在阪労働５団体が共同 ワーク構築に奮闘します。

の収受可能な範囲を通達で明 あるＨＩＳの子会社として、 でリーフレットを作成し街宣 （４）青森裁判と特措法

自家用車運送でガソリン代等

され、登録・許可を要しない を提供しています。

送の拡大を意図した内容が示 市専用のマッチングサービス われました。こうした取り組 ます。自家用車輸送によらな しており、この限界を乗り越

の、地方部における自家用輸 天塩と稚内間をつなぐ地方都 シンポジウムとデモ行進が行 土交通大臣より認定されてい 数・運賃の両面で限界を露呈

30
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従属の道をひた走る日本の危

「働き方改革実現会議」は 深刻で東京都（ ４８０７１ ています。リクルートは、自

国・アジアの勃興の中で対米 ければなりません。

口を抱えるＥＵの存在と中 加速させ安倍政権を打倒しな ５１円を依然として下回って た、北海道中頓別町で無償運 事業を開始しました。

促進しています。５億人の人 した。今こそ政治の流動化を ものの、規制緩和前の３０９ リの提供を開始しました。ま ツ」を立ち上げ、料理の宅配 美化する流れに抗し、その問 が出されました。

13

残業規制は過労死ラインの月 千葉県・愛知県で３万円を超 業を展開し、車両や保険とと 会議」を立ち上げ、２０１６ に、安倍政権の下で都市部と して主張してきましたが、改

機は今後一層深刻なものとな 実行計画をまとめましたが、 円）の他、神奈川、埼玉県・ 家用車有償運送のサポート事 通の安全と労働を考える市民
ることは明白です。
安倍政権による「アベノミ

29

（１）白タク・ライドシェア

12

５月 日に規制改革推進会
23

議が第一次答申を出し、ライ ク型のマッチング事業を展 ンポジウムが開催され、９月 成計画が策定され、 件の地 れることで実効性が失われて

2017夏季セミナーで団結した闘いを誓う
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世界情勢は混迷を深めてい 賃金の低下を招き、格差社会 時間労働と過労死をこれ以上 さず、タクシー労働者の労働 台数・運賃の両面で限界を露 めいています。住民から安 いきます。また、タクシーが

条件改善に結びつく取り組み 呈していると言わなければな 全・安心な移動手段を奪うと 若年者や女性にとって魅力あ

タクシー産業は、規制改革 となっていません。さらに、 りません。
「地域限定・期間 ともに、労働者から労働基本 る産業に生まれ変わるために

ます。グローバリズムと新自 と将来不安への不満が全国で 許してはなりません。

由主義の先頭に立っていた英 高まっています。また、森友

米両国でそれを否定する民衆 学園・加計学園問題が噴出 会議の妨害で特定地域の指定 国を訴えた低運賃事業者の影 限定」の対策ではなく、全国 権を取り上げて無権利労働を 全力をあげます。

内外情勢の特徴（略）

全自交青森地連の組合員８

ライバーのマッチング事業を 展しており、東京でもタク 名が「改正タクシー特措法が

沖縄でレンタカー利用者とド 行動を展開する取り組みに発

の動きが急速に広がり、英国 し、金権腐敗政治が追求され が大幅に縮小されるととも 響で、当該地域の下限運賃が 的・恒久的対策こそ求められ 一気に拡大する白タク合法化

がＥＵを離脱し米国大統領に ているにもかかわらず、憲法

トランプが就任する事態とな 記念日に９条改憲を表明し、

りました。これは先進国の国 ６月 日には犯罪を計画段階

展開。その事業形態の違法性 シーの日に合わせ、労働８団 施行されたにもかかわらず、

現在、地方の地域交通や観 官庁が摘発・取り締まりに動 を行いました。また、地方議 指定されなかったことにより

確にするよう求めています。 をマスコミが取り上げ、関係 体による共同の街頭宣伝活動 違法な指定基準で特定地域に

Ⅱ．ハイタク産業の
動向
法人タクシーの日車営収

を求める意見書採択も進んで た」として国に対し損害賠償

さらに、宅配を巡っては、 います。シェアリングエコノ を求めた青森タクシー裁判控

を切り、米国と世界の混迷を 民党は歴史的な大敗を喫しま ショック前の水準を回復した 自家用車有償運送の配車アプ 東京都内で「ウーバー・イー ミー（特にライドシェア）を 訴審で、７月 日に不当判決

断を深めながら保護主義に舵 投開票の東京都議会選挙で自 ２９５４９円でありリーマン 都府京丹後市でＮＰＯによる

るトランプ政権は、国内の分 ぐ失態が重なる中、７月２日 います。しかし、その水準は バーは２０１６年５月には京 の逮捕者が出ています。

「アメリカ第一主義」を掲げ うとしています。閣僚の相次 を見れば６年連続で改善して きが拡大しています。ウー 観光白タク行為でドライバー 対・公共交通の維持・活性化 金の増加・維持が困難となっ

に対する反乱とも言えます。 監視・密告社会への道を開こ は、２０１５年度の全国平均 光分野で白ナンバー輸送の動 き、６月に不法就労と違法な 会でのライドシェア導入反 供給過剰状態が放置され、賃

た超格差社会と金権腐敗政治 反対を押し切って成立させ、

るグローバル資本が作り出し 織犯罪処罰法改正）を国民の １・タクシー事業の現状

民をも収奪して利益追求に走 から処罰する「共謀罪」
（組

15

クス」の失敗が低成長と実質 なっています。また、残業代 １９円）等、 県で２万円を い、各地の地域公共交通会議 多目的ホールで第１回目のシ 危機は一段と深まっていま において、規制改革会議が介
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Ⅰ．はじめに

安全と労働を破壊する白タク合法化阻止し
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ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

治体の使命です。地方自治体 強化し、職場での団体交渉や 止対策の推進（詳細略）

改正法の施行から５年後に、

年９６０時間（＝月平均 時

日、働き方改革実行計画を ととし、かつ、将来的には一

働き方改革実現会議は３月 間）以内の規制を適用するこ

（５）長時間労働の是正

処し、悪質事業者の監視・摘 進に全力をあげます。

に「地域公共交通網形成計画」 地域の交通政策を活発に展開 （３）適正な賃金計算とタク 発を強化します。

（４）雇用形態の違いによる

最低賃金が引き上げられる 差別禁止と「同一労働・同一

の策定を促し、白タク導入阻 して全自交労連への結集を実 シー職場の法違反一掃
現します。タクシー労働者の

毎年求めていますが、強く批 法 条で禁止されています。 労働が可能となっている状況 時間）の長時間労働が認めら

も含めた地域交通の活性化と は組織の拡大・強化が最重要 す。主流派精神をもって組織 書を提出し、改定額の抑制を との不合理な差別は労働契約 例で事実上、上限無く時間外 り年２４０時間（＝月平均

36

Ⅲ．
新年度の運動の基調
止を強く訴えていきます。

決定し、罰則付き時間外労働 般則の適用を目指すとしてい

正社員と有期雇用契約社員 の上限規制の導入が柱となっ ます。この内容では、５年の

（３）産別機能の強化と組織 労働条件改善と社会的地位の につれて、全タク連は中央最 賃金」の推進
向上にむけて、権利拡大と人 低賃金審議会に対して、引き

力強く運動を進めるために 間らしい労働環境を追求しま 上げの慎重審議を求める要望 （定年後の継続雇用者含む） ています。現在の 協定の特 準備期間を設けても一般則よ

（１）魅力あるタクシー産業 や女性にとって魅力ある産業 られることとなります。交通 拡大

件の大幅改善に奮闘します。

80

20

に生まれ変わるための労働条 に生まれ変わるために労働条 政策基本法に基づき、タクシー
件の大幅改善を

28

れる中、経営者には大幅減車 不当な差別的賃金が支払われ と言われる月 時間を超える 努力目標になっていることは

判されなければなりません。 正社員と同じ業務内容であり から、上限を設定する意義は れることになるとともに、将

Ⅳ．
魅力ある産業になるための

営収向上＝賃金改善につなげ してしっかり点検し「同一労 られているばかりでなく、休

改正タクシー特措法が施行さ ながら雇用形態の違いだけで あるとしても、過労死ライン 来にわたって一般則の適用が

労働条件再構築

規
  制改革会議の妨害により、（２）安全を破壊し、無権利 再生を進めることこそ国や自 の課題です。産別機能を維持・ 拡大を実現していきます。
特定地域の指定が限定される 労働を拡大する白タク合法化

安倍政権の下で白タク合法

中、特定地域協議会の議論や 絶対阻止
地域計画・事業計画の実施が
遅延し、改正タクシー特措法 化に向けた動きが加速してい
の実効性が問われる状況にあ ます。国家戦略特区で「自家

20

を即時実行し、一人当たりの ることがないよう労働組合と 時間外労働が条件付きで認め 許されません。

ハイタク産業において、ハ

る責務があります。また、労 働・同一賃金」の原則に照ら 日労働を含む上限規制となっ イヤーの請負業や宿泊を伴う

出さなければ、乗務員確保が 追求、●不当な運転者負担や 基準告示違反を無くすよう闘 ん。また、働く仲間全員を労 けることも容認する内容であ 働が常態化しており、段階的

２０１６年度のハイタク運 困難になるのは明白です。実 賃金カットの排除、●過度な います。法律無視が常態化し 働組合に組織するためにも、 り、強く反対します。さらに、 な見直しを労使で協議してい

た。しかし、全産業男性労働 滅する事態を食い止めていか

自家用有償運送をサポート事

通を担うタクシーに生まれ変わろう

者との年収格差は、前年と比 なければ、ライドシェア等の （１）タクシーを取り巻く環 ために奮闘します。

地方議会で取り組みます。

全国に適用される道路運送法

（３）改正タクシー法の限界 の抜本的改正の実現を目指し

（４）地域公共交通網形成計

を乗り越え、道路運送法の抜 ます。

本改正を

改正「地域公共交通活性化・

特定地域の指定が極めて限 画の推進

（２）タクシーの産業基盤を 業を展開するリクルート、③ 定的になり、改正タクシー特

ヒッチハイク型で長距離の相 措法の立法趣旨に反する運用 再生法」の施行により、タク

白タク・ライドシェア合法 乗りを対象にマッチング事業 となっています。特定地域の シーは重要な公共交通と位

安倍政権の下でシェアリン 奪う白タク合法化阻止

較して縮小したものの、依然 白ナンバー輸送の拡大を許し 境の激変
として２１７・４万円に上っ てしまうことになりかねませ

ん。安全で良質なサービスを グエコノミーの推進とライド

５月 日、規制改革推進会 タビ等の動向を注視し、拡大 いません。運賃面でも、一部 の作成を全国の自治体で進め、
23
58

おり、タクシー産業において

産業の未来にとって、家族を 産業を取り巻く環境は激変し、 録を要しない自家用車運送で

「交通の安全と労働を考え 行われ、熾烈な運賃競争が展 りにされるタクシー」に生ま

タクシーの変革を実現し、白 囲を通達で明確にするよう求 ウムを全国の主要都市に拡大

特措法による「地域限定」（５）運転代行の適正化推進

運転代行の違法行為を根絶

な移動手段として地域交通を が様々な形で拡大されようと 労働面の問題点を広く訴えま 「全国的」
「恒久的」対策が に奮闘するとともに、適正化

●累進歩合制の排除、●固 担うタクシーに生まれ変わる しています。①ウーバー、② す。また、ライドシェアの導 保障される事業の「免許制」 法の改正を求めます。

減したりする動きが拡大して よう

引き上げたり、労働時間を削 帯決議を早期に完全履行させ に地方においては安全で便利 違法性のある白ナンバー輸送 ミー、ライドシェアの安全面・ 明らかになっていることから、

社員の獲得のために初任給を （２）改正法成立時の国会附 タク合法化を阻止すると同時 めました。現在、全国各地で しながらシェアリングエコノ 「期間限定」の対策の限界が と違法行為の根絶

進む中、あらゆる業種が新入 することが喫緊の課題です。

日本の労働力人口の減少が 養える賃金水準を早急に確立 大きな変革期を迎えています。 ガソリン代等の収受可能な範 る市民会議」の公開シンポジ 開される地域が出現しました。 れ変わるために奮闘します。

した。

年齢が ・９歳まで上昇しま が求められています。タクシー の拡大が進んでおり、タクシー 議の第一次答申において、登 を阻止しなれればなりません。 で公定幅運賃の下限見直しが 生活交通として「住民から頼

化に歯止めがかからず、平均 輸送を積極的に展開すること 公共交通の衰退と交通空白地

る傾向が強まるとともに高齢 画に参画し、福祉輸送や観光 は人口減少と高齢化の中で、 展開することこそ目的です。 訪日旅行者に売り込むジャス 上に結び付く対策にはなって 「地域公共交通網形成計画」

よって、若年者から敬遠され ながら、地域の公共交通網計 機にあります。一方、地方で 益が見込まれる都市部で事業 イバーの仲介事業を展開し、 車は困難であり、労働条件向 ワークの構築が求められます。

水準が長期化していることに 輸送モードとの連携を強化し シーの存立基盤が奪われる危 手薄な地方で風穴を開け、収 レンタカー利用者と観光ドラ 正車両数の上限値を下回る減 持続可能性な公共交通ネット

タクシー労働者の低い年収 提供し、地方公共団体や他の シェア合法化が狙われ、タク 化の攻撃は、公共交通機関が を展開する「のってこ」
、④ 指定を受けても地域計画は適 置付けられ、自治体の責任で

ています。

入反対の意見書採択を多くの を柱とし、適正運賃の制度が

の職場で進め、改正法の目的 で風穴を開け都市部に拡大 転者の年収は、厚労省の賃金 際、地方における倒産・廃業 遠距離割引の是正、●過労防 ている現状に怒りをもって対 「同一労働・同一賃金」の推 自動車運転業務については、 く事が必要です。

できる状況を作り出さなけれ 「ライドシェア」は輸送の安 で３３２・０万円となり、３ 業が地域交通を支え、生活に
ばなりません。生活に欠かせ 全を著しく低下させるのは明 年連続で３００万円を超え、 欠かせない「公共交通機関と
ない公共交通労働者にふさわ らかです。また、運転者は無 前年より約 ・２万円改善 しての役割を担う必要性が高
22

しい労働条件を築き、若年者 権利労働者として搾取を強い し、６年連続の増加を見まし い地域においてタクシーが消

白タク合法化阻止で規制を上げるハイタクフォーラムの仲間

Ⅴ．白 タ ク 合 法 化 を 阻 止 し、 地 域 交

である労働条件の改善を実感 することが狙われています。 構
 造基本統計調査からの推計 が多発しており、タクシー産

ます。国会附帯決議をすべて 働きかけを強めており、地方

国で実現するよう全力をあげ 自治体にライドシェア導入の 水準

し、適正需給・適正運賃を全 とともに、ウーバー等が地方 （１）タクシー労働者の賃金 も大幅な労働条件改善に踏み 定給中心の生活安定型賃金の 働基準関係法令の違反や改善 して改善しなければなりませ ていることで休みなく働き続 観光専門の業務では長時間労

ります。こうした状況を突破 用車の活用拡大」を強行する
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公共交通としてのハイタク
政策確立への要求課題
①自家用有償旅客運送につ

ること。②「５千円超５割引」 業行為の根絶について
の廃止に向けて尽力すること。
（３）適正な労働条件の確保 いては、実施主体の弾力化によ
り、新たに自治会や青年団な

違反、改善基準告示違反をタ 実施主体として認められたと

①労基法違反、最低賃金法 どの「権利能力なき社団」も

（１）
ハイタク事業の適正化・ の策定が全国で推進されるよ について

かけを強めること。

活性化とライドシェア導入阻 う、自治体、事業者等に働き
止について
クシー職場から確実に一掃す はいえ、営利目的の自家用有

①公定幅運賃制度を全国に ること。②同一労働・同一賃 償運送は絶対に認めないこと。

①特定地域と準特定地域の （２）運賃の適正化について
指定基準をタクシー乗務員の

するため、
取り締まりを強化し、

賃金指標を柱とする基準に見 適用すること。また、現行の 金や長時間労働の是正に向け ②運転代行の違法行為を根絶
直すこと。とりわけ、人口要 公定幅運賃に従わない事業者 て事業者を指導すること。
件を不要とすること。②特定 に対し強力な指導を行い、公 （４）自家用有償旅客運送の 運転代行業の適正化のために
地域及び準特定地域で日車営 定幅内への運賃変更を行わせ 拡大反対、白タク等の違法営 必要な法改正を行うこと。
収の微増や人口減少をもって

た過去の治安維持法の再来で た。本土復帰後も米軍基地は ために国の責任ある対策を求

らの脱却を求める県民の思い 事故の原因究明、汚染水対策、

ある共謀罪を何としても廃止 無くならず、
「基地の島」か めます。また、福島第一原発

させなければなりません。

（４）脱原発・核兵器廃絶・ を踏みにじり、辺野古新基地 損害賠償などについて国と東

強行しようとしています。地 また、原発再稼働に反対し、

沖縄新基地建設阻止の運動を 建設や高江ヘリパット建設を 電の責任ある対応を求めます。

推進しよう

安倍政権は、原発再稼働を 方自治を無視し、沖縄の自己 青森県六カ所の核燃施設建設

押し進めるとともに、東京電 決定権を認めない政府の対応 阻止を訴え、原発に依存しな

力福島第一原発事故の避難地 を厳しく批判し、沖縄県民と いエネルギー政策への転換を

域を一部解除し避難者を強制 ともに闘い抜かなければなり 求めます。⑤沖縄・辺野古の

新基地建設に反対し、米軍基

私たちは、平和フォーラム 地の縮小・撤去を求めます。

帰還させようと仮設住宅から ません。

の立ち退きや住宅補助打ち切

りを強行しています。また、 とともに次の課題の実現をめ ⑥消費税の ％への増税に反

Ⅵ．
政治課題、反戦・平和運動の

日に、９条に自衛隊を明記す の治安強化と海外での武力行 器禁止条約に日本政府が反対 悪を許さず、憲法違反の安保 した税制で社会的格差をなく

る旨の改憲を表明し、続いて 使を可能にする戦争政策を進 し、加わらなかったことは被 関連法（戦争法）の廃止を求 そう！⑦低賃金と不安定雇用

６月 日には犯罪を計画段階 めてきた安倍政権は、共謀罪 爆者の長年の悲痛な訴えに背 めます。②言論の自由を奪い を拡大させ、労働組合を弱体

７月に国連で可決された核兵 ざして行動します。①憲法改 対します。再配分機能を強化

10

推進

指定を解除するのではなく、
賃金水準の上昇を基準に判断
すること。③ライドシェアと
称する白タク行為は、輸送の

共謀罪反対の大集会（日比谷野外音楽堂）

から処罰する「共謀罪」
（組 を成立させ、日本社会を監視・ く暴挙であり、被爆国として 監視・密告社会をつくりだす 化させる労働法制の改悪に反

率は大きく低下しています。 銭解決）も狙われている中で、 反対を押し切って成立さまし ています。言論の自由を奪い、 沖縄戦やアメリカへの売り渡 核兵器廃絶・脱原発の運動に 大幅引き上げとランク制廃止

安倍政権の経済政策の失敗 国民の生活を顧みず、利権 不安定雇用と低賃金、長時間 た。機密保護法、安保関連法 個人の人権をないがしろにし、 しなど、日本は歴史的に多大 積極的に参加します。④東日 で全国一律・時給１、
５００円

や都市間の相乗りによるヒッ 層的な格差社会を生み出す中、 金権腐敗政治を許さず、政治 化をこれ以上許してはなりま
チハイク型仲介事業（のって 加計学園問題で国家戦略特区 の流れを変える闘いを全力で せん。その上、経済産業省が
「雇われない働き方」として

「働き方改革」
、残業代 労働法の適用を受けない「フ
露され、おごり高ぶってきた （２）

こ）は違法性が高く、白タク を悪用した金権腐敗政治が暴 推し進めます。
行為として摘発すること。

もあります。政府の政策とし

非正規から正社員への転換こ ません。

40

会に提出する予定になってお

強化に向けた取り組み

加盟組合のある職場では、全 体交渉を通じて労働条件を決

ての単組が過半数を維持し、 定しながら、一方でタクシー

強い交渉力を確立しながら積 政策の実現のためには労使が

極的に団体交渉を積み上げ、 協力して交通政策を推進して

労働条件改善に奮闘していく いくあり方を追求していくこ

タクシー産業はその存亡を に職場と地域で労働組合の存 かけた白タク合法化絶対阻止 必要があります。近年、ユニ とが求められます。①職場で

るとともに、経営者に対して 響を与えてきた全自交運動の

政策とその行動・成果を広く を対象に組合加入を働きかけ 労働組合の立場から大きな影

白タク・ライドシェア問題 訴えることが必要です。

職場での労働条件改善やタ ショップ制を要求して実現し 歴史と現在に自信と確信を持

る労働相談や労働組合結成相 いかなければなりません。多 全自交の組織拡大は最重要の

強化しながら、全ての運動の

職場の労働条件については、 成果を組織拡大につなげて行

安倍首相は今年の憲法記念 談が増加しています。積極的 くの地方自治体や議会に働き 課題となっています。全自交 労働基本権を武器に真摯な団 く取り組みに全力をあげます。

「残業代ゼロ法案」も秋の国 せよう

長時間労働の是正とは裏腹に 圧につながる共謀罪を廃止さ 職場での不条理な扱いに対す する危機感をともに共有して らしを守る政治課題にとって です。

そ求められています。さらに、（３）監視社会と労働運動弾 いる厳しい労働環境が続き、 働者に伝え、白タク拡大に対 クシー政策の推進、平和と暮 ていくことも重要な取り組み ち、役員や活動家の学習会を

タクシー労働者の置かれて の危険性を多くのタクシー労

は今や ％を占めるに至り、 陣を迫っていかなければなり 力をあげるときです。

も重要ですが、非正規労働者 て反対し、安倍政権の早期退 ないタクシーを築くために全 れています。

また、
「同一労働・同一賃金」 わるこの法案には総力を挙げ 織として、住民生活に欠かせ 極的に行動することが求めら 全自交が進めてきたタクシー ます。職場のすべての労働者 組織として、タクシー政策に

また、ハイタク産業の産別

死ラインの月 時間を特例で 産業で働く労働者だけでなく、 められており、労働組合も地 を示しながら労働組合の結成 協議会での適正化・活性化の 働条件改善・正社員との格差 しょう。

めようとしていますが、過労 いきません。私たちハイタク にはこれまでにない変革が求 労働者の権利格差・賃金格差 判、各地の特定・準特定地域 拡大しており、嘱託社員の労 推進に向けて全員で奮闘しま

「同一労働・同一賃金」を進 した働き方を認めるわけには 迎えています。タクシー産業 組織された労働者と未組織の 訴えて闘った青森タクシー裁 ンシーショップ協定が各地で 交渉力の強化、③政策闘争の

の美名のもとで、残業規制と い、無権利労働を強いるこう かけた大きな歴史的転換期を 在意義を啓発するとともに、 の取り組み、改正法の不備を オンショップ協定やエイジェ の組織率向上、②経営者との

安倍政権は、
「働き方改革」 て、国民から労働基本権を奪

跳ね返そう

⑤地域公共交通網形成計画 安倍政権の腐敗した実態が国 ゼロ法案、解雇の金銭解決を リーランス」を推奨する動き

ハイタクフォーラムが国交省と交渉

Ⅶ．
地方組織の防衛と組織拡大・

光型仲介事業（ジャスタビ） が実質賃金の低下を招き、重 （公金）をむさぼる自民党の 労働と過労死、労働組合弱体 （戦争法）を成立させ、国内 労働運動の弾圧に使われてき な犠牲を沖縄に強いてきまし 本大震災からの復旧・復興の の最低賃金を求めます。

レンタカーとドライバーの観

り、絶対に認めないこと。④ た金権腐敗政治を許さない

につながることは明らかであ （１）国家戦略特区を悪用し 民の怒りを呼び起こし、支持 り、解雇の自由化（解雇の金 織犯罪処罰法改正）を国民の 密告社会に変貌させようとし 絶対に許されません。また、 共謀罪の廃止を求めます。③ 対します。また、最低賃金の

安全破壊や無権利労働の拡大

15

認める内容となっています。 我が国の労働者すべてにかか 域交通を現場で担う労働者組 や全自交への加盟を訴え、積 推進を求める取り組み等々、 是正の取り組みも前進してい
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Ⅷ．
自動車教習所労組の闘い

（１）自動車教習所を取り巻く情勢

となり、前年より７校減少し、 か、８２２０万５９１１人と おり、指導員の総人件費は明 当労働行為を許さず、真摯な 遵守させ、年間総労働時間の と。⑤普通免許教習生に対し

９年前と比較して 校も減少 なり、過去最高を更新しまし らかに低下しています。現場 団体交渉を通じて、自教指 短縮に取り組むとともに、時 て任意で行っている「原付教

定教習所の役割の高い公益性

するなど、熾烈な生き残り競 たが、伸び率は鈍化し、頭打 で教習生と直接接しながら指 導員にふさわしい賃金・労働 間外割増賃金の割増率の改善 習」を義務化すること。⑥指

争が進行しています。限られ ちの状況になっています。経 導する自教労働者の労働条件 条件の確立を目指します。ま を求めます。

をふまえ、施設改善に関する

①自教労働者の労働条件を 費用を助成するものとし、新

たパイを奪おうと教習料金の 営の厳しさも要因となって自 は、教習の質を大きく左右す た、次世代を担う若い指導員 （２）自教における政策課題

ダンピングや「規定時間内の 動車教習所の経営者の中には、 る重要な要素であり、指導員 を定着・育成する観点から適

卒業」を謳う合宿教習などの 指導員らの労働条件の改悪を のライセンスや自動車交通の 正な定期昇給の確保に奮闘し 悪化させ、教習水準の低下に 型運転シミュレーターの導入

しかし、日本社会の環境変 誇大広告が横行し、安売り競 目論んだり、労働組合への不 安全を支える仕事にふさわし ます。②指導員の嘱託、パー つながる教習料金のダンピン に対して公費負担すること。

多くの自教職場に労働組合

い水準に抑え込まれています。 た生活を確保して指導業務に 契約社員（定年後の再雇用者 自教を地域の「交通安全教育 （３）自教労組の組織拡大

２０１６年の運転免許保有 また、嘱託指導員や契約指導 集中できる労働環境を早急に 含む）との不合理な差別は労 センター」として位置づけ、

年前と比較して 万人も少な ません。

自動車教習所は、地域に根 くなっています。２０１５年

地方の経済的低迷は人口減少 得者の減少が予想されます。

要因となっています。また、 将来的にも人口減少と免許取 前年より約１万人減少し、９ 退させることがあってはなり 自教労働者の賃金改善は、低 長時間労働をなくし、安定し す。また、正社員と有期雇用 に監督・指導を行うこと。② な助成を行うこと。

消費の低迷が内需拡大の阻害 所産業に大きな影響を及ぼし、 １５６万１３６１人となり、 える」という社会的任務を後 存在します。事実、この間の 兼務することで蔓延している までの雇用保障に取り組みま な教習が行われているか厳格 とならないよう配慮し、必要

会的格差も拡大する中、個人 入校生の減少は、自動車教習 年の指定教習所・卒業者数は させ「自動車交通の安全を支 法等を軽んじる悪質経営者も 不可欠です。送迎業務などを と連動した定年延長と６５歳 現と、それらの教習所で適正 指定教習所に過大な費用負担

の実質賃金の低下が続き、社 呼ばれる状況となっています。 得者は減少を続け、２０１６ このことが、教習の質を劣化 ワハラに手を染め、労働基準 良質な教習を維持するうえで せるとともに、年金支給年齢 大広告などに対する規制の実 許の指定校とするに当たり、

ミクス」の失敗により労働者 し、
「車離れ・免許離れ」と 化が進行する中で新規免許取 争が激しく展開されています。 当労働行為や組合役員へのパ い労働条件を確保することが トなどの不安定雇用を改善さ グや規定時間内卒業を謳う誇 ⑦新たに創設される準中型免

安倍政権が進めた「アベノ や自家用車購入の関心は低下

92

続いています。
普通車の免許取得が可能と ②各種法定講習の機関、③地
なる 歳人口は１９９２年を 域の交通安全教育センターと

取得に消費が向かい、バイク す。

地域に欠かせない自動車教習所

状況にあります。こうした厳 け、 歳で普通免許と一緒に

全 労 済 運 動

いることから、正社員と同じ 新時講習など、免許関連業務 なっています。こうした自教

計画を盾に特例の制限まで自 業務内容でありながら雇用形 を指定教習所に委託すること。 職場では、不安定雇用に置か

教職場の残業が拡大されない 態の違いだけで不当な差別的 ③高齢者講習指導員資格が地 れ、指導員や職員は長時間労

０時間」の遵守を求めていき の原則に照らして有期雇用契 習、講習予備検査の料金を適 していない未組織労働者に組

約社員の待遇を改善します。 正化するとともに、受講者 合結成を力強く呼びかけ、全

組合員のライフサイクルに

特に、労金のキャッシュ

合わせた生活を応援するため、 カードは、多くのコンビニＡ

労金と連携して生活改善・生 ＴＭで利用手数料が不要であ

活防衛・生活設計の三本柱に ることや、他行利用時の手数

があるなど、手数料負担の軽

労働者自主福祉運動の発展 また、組合員とその家族の よる「生活応援運動」を推進 料に対してキャッシュバック

と組合員の福祉向上をはかる 「いのちと暮らしを守る」活 します。

労金への預金結集と融資利 減をつうじた組合員の可処分

て、組合員・組合役員を対象 取り組みます。①セット共済 用などに取り組み、労金の利 所得の向上に資することから

組合員の生活を守り、豊か とした労働者共済運動に関す （新ハンドル共済・火災共済・ 用を通じた組合員の福利厚生 周知を進めます。

労 金 運 動

（１）生活応援運動の推進

労働者自主福祉運動の発展

（３）労金運動に関する研修

自然災害共済・交通災害共済・ の充実を図っていきます。
にすることを目的に全労済と る研修会を実施します。

を原点に労済運動を労働者自

取り組みを進めます。

組みます。

催を推進します。

サービスに関する周知に取り て労金と連携し、研修会の開

組合員に対して労金の商品や ため、傘下単組・支部におい

生活応援運動の一環として、 と組合員の福祉向上をはかる

組合員の相互扶助の精神に 新ねんきん共済、③マイカー 関する周知

反者講習、処分者講習、更新 となっています。

設計運動」を展開し、組合員

個人賠償責任共済）
、②全自交 （２）労金の商品サービスに 会の実施

なども求めてきました。若年

入校生の減少を業務拡大で補 １７年３月 日、働き方改革 ます。

もに、地域の「交通安全教育 時間外労働の上限規制の導入 る研修会の実施

う方向を今後とも強めるとと 実行計画を決定し、罰則付き （２）労働者共済運動に関す 主福祉運動の柱の１つとして

28

「人と人との協同」 共済
働き方改革実現会議は２０ に必要な保障を提供していき もとづき、

教習生への原付教習の義務化 取り組み

時講習の委託拡大や普通免許 （１）雇用・労働条件改善の 連携し、引き続き「生活保障 （３）全労済の共済制度推進

許の業務を拡大し、さらに違 性を検討していくことも必要

講習、講習予備検査や二種免 中型免許や大型免許との整合 実・強化

めに、安全運転講習、高齢者 免許制度の問題として既存の （１）生活保障設計運動の充 ため、傘下単組・支部におい 動として次の共済を積極的に

こうした現状を改善するた うな対策を求めます。また、

せる結果をもたらしています。 過度な費用負担とならないよ

営を圧迫し、廃校数を増加さ ているととともに、指定校が

金ダンピング競争がさらに経 につなげる努力が必要とされ

を激化させてきましたが、料

時間、年間３６０時間」を の公的補助制度を導入するこ 全力をあげます。

具体的取り組みの柱として、 ③時間外労働の制限は「月間 （受験者）の負担軽減のため 自交への結集を実現するよう

また、配送業務やマイクロ 時間を超える時間外労働が認 ます。

過労死ラインと言われる月

45

パソコンや就職に必要な資格 得の場としても貴重な存在で 今後も趨勢的に避けられない こうした業界からの要請を受 ければなりません。この実行 ①労働条件の不利益変更や不

し、携帯・スマートフォン、 就職の際に欠かせない資格取 動車教習所の入校生の減少は、 バス運転等の要員不足が進み、 められており、強く反対しな

また、若者の支出内容も変化 とより、市民生活にとっても、 が、社会情勢の変化の中で自

80

に創設されました。需要拡大
Ⅸ．労働者自主福祉運動について

45

も年々減り続けてきました。 り、今日の交通運輸産業はも としてあった普通免許でした ばなりません。

ピークに減少に転じてその後 しての社会的役割を担ってお れ、
「同一労働・同一賃金」 ようにすること。④高齢者講 います。こうした組合に加入
「就職に欠かせない資格」 ついても要求していかなけれ ました。しかし、その内容は る「月 時間、かつ、年３６ よう、

18

20

「国民皆免許時代」といわ センター」として公的助成に など長時間労働の是正を掲げ よう、原則として示されてい 賃金が支払われることがない 方公安委員会でも取得できる 働と低賃金を押し付けられて

許を取得するための教育施設、
（２）自 教 労 組 の 運 動 課 題

も歯止めが掛からない状況が 場であるとともに、①運転免

り、高齢化と少子化の進行に ざし雇用を確保する貴重な職 の指定教習所数も１３３２校 者数は、国民階免許時代のな 員等の非正規社員化も進んで 確立することが求められます。 働契約法 条で禁止さられて 違反者講習、処分者講習、更 が存在せず、未組織のままと

と相まって深刻さを増してお

22

しい状況が入校生の獲得競争 取得できる準中型免許が新た

18
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