８月15日

都内で連続街頭宣伝活動を実施

無責任な白タクなどこの国には必要ない
上野駅浅草口に集合し、日暮
里駅、南千住駅、北千住駅、

し、白タク合法化反対を地道 参加しました。

厚生労働省２０１７年監督指導・送検状況

ハイタクの違反率がさらに悪化

厚生労働省は７月 日、自 ７％にのぼり、前年の ・

動車を使用する事業場に対す ７％からさらに悪化しまし

る２０１７年の監督指導・送 た。主な違反事項は労働時間

検状況を公表。ハイヤー・タ に関するものが ・１％で最

・７％となっています。ま

労働時間を規制する改善

法令違反と改善基準告示違反 た、休日は３・６％でした。

３日間合計で約２０００枚 の事業場数を明らかにしまし

基準告示違反の違反率が ・

労働基準法違反は、 ・ ０％に達し、前年の ・０％

３日間の行動でのべ 人の のビラを配布。今後も共闘・ た。

３日目は、 時から東京駅 に訴えました。

行動を終了しました。

をまわり、東京駅八重洲口で シュを１０００枚ずつ配布 絡協議会からも 人の仲間が 監督を実施し、労働基準関係

新小岩駅、押上駅、錦糸町駅 この日だけでビラとティッ 行動には日本交通グループ連 クシーの事業場３９１カ所に も多く、次いで割増賃金が

50

全自交東京地連は、８月２・３・４日の３日間、猛暑が続く東京都内で連続街頭宣伝活
動を実施しました。東京駅・品川駅・上野駅等の主要ターミナル駅を中心に都内 カ所
で「無責任な白タクなどこの国には必要ない」と訴えるビラを配布し、タクシー乗務員
に対しては「全自交東京地連に結集してともに運動を進めよう」と呼びかけました。
今回の街頭宣伝行動の初 ウエットティッシュを配布し 伝を行い、この日の行動を終

八重洲口で約 人の仲間が集

30

次央

（有料制1000号）

31

が７月 日、岩手県滝沢市の

１講義室で「ライドシェアと が司会を担当し、最初に「い

から悪化しました。主な違反

総拘束時間が ・６％を占め

のサンドボックス制度」に対 議事務局の山口広弁護士が挨 ０％でもっとも多く、次いで

このシンポジウムは地元 始まると労働者がいなくなり アの問題点と地域交通政策に

シーがなくなったらどうなる がりを実感しました。

ており、この２つとも前年の

違反率を上回っています。ま

こうした労働基準法違反や

陥ってしまいます。

と呼びかけ、
「地元からタク 数人参加するなど、運動の広 の確保もままならない状況に

でつくっていくかが重要だ」 ともに、制服姿の高校生も複 遠される産業となり、乗務員

域にふさわしい交通をみんな 地元の住民が多数参加すると ければますます若年者から敬

状況下にあり、いかにこの地 えました。シンポジウムには 態化する実態を早急に改めな

た、
「地方は行政に頼れない 拶を行い、シンポジウムを終 の監査を強化させ、違反が常

アの危険性を訴えました。ま 介弁護士がまとめと閉会の挨 法精神の乏しい悪質事業場へ

大都市に移る」とライドシェ わての会」共同代表の山中俊 ぼす原因になっています。遵

たら儲からない地方を捨てて を提起しました。最後に「い 乗務員の健康にも悪影響を及

れる流れになるが、そうなっ 市における交通の現状と課題 損なう要因であるとともに、

方で認めたら大都市も認めら の主浜了アドバイザーが滝沢 改善基準違反は、安全輸送を

というのが推進派の本音。地 た。また
「たきざわセミナー」

ず、地方から規制を破りたい 積極的活用について述べまし ります。

べき」と述べるとともに、「ま 財源確保の方法やタクシーの 協議で廃止になった事例もあ

本の良いものを残し改良する 性を強調し、それを維持する 指導を実施し、労働組合との

準。ライドシェアではなく日 題して講演。公共交通の重要 の他、累進歩合に対する監督

本のタクシーは世界最高水 公共交通活性化のために」と り送検したのは６件あり、そ

また、労働基準法違反によ

次に「たきざわセミナー」 しました。

年の８・１％から僅かに改善

続いて、首都大学東京の戸 かを想像して対策を考えよ た、休息期間は７・７％で前

地元の高校生も参加

「いわての会」の山岸伸行 し、反対することを参加者に 拶しました。

市民会議の公開シンポジウム ナー」が共催しました。

交通の安全と労働を考える 会 」と「 たきざわ政策セミ る」と危機感を述べ、
「規制 訴えました。その後、市民会 事項は、最大拘束時間が ・

翌日の８月３日は、 時に まり、
街頭宣伝を行いました。 仲間が行動に参加。３日目の 連携を拡大し活動します。

日である８月２日（木）は、 ました。その後、東陽町駅、 えました。

北千住駅前でビラをまく仲間

約１００人が参加しました。 秀弁護士が「ライドシェアが 崎肇特任教授が「ライドシェ う」と述べました。

生活交通」をテーマに開かれ わての会」共同代表の石橋乙

35

分に東京駅八重洲口 新木場駅、有明駅、田町駅東

88
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45

23

の「生活交通を守るいわての 個人事業主だらけの社会にな ついて」と題して講演し、「日 の畑浩治運営委員長が「地域

岩手県滝沢市でのシンポジウムに地元から１００人が参加

24

10

ライドシェアが拡大すれば個人事業主だらけの社会に

９時

40

16

地域にふさわしい交通をいかにつくるかが課題

41

30 12

（運輸労連岩手県連）
岩手県立大学共通講義棟１０ 事務局長

28

に集合し、街頭宣伝を開始。 口を順番にまわり、最後に品
１８３枚のビラと１８８個の 川駅の東口と高輪口で街頭宣

東京駅八重洲口に集合し、街宣の準備をする仲間

交通の安全と労働を考える市民会議 in たきざわ
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〒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1176号
主な記事

全自交東京地連
50

THE ZENJIKO
2面
：
「雇用によらない働き方」
公開シンポジウム・
ＫＰＵ
釘本委員長が被災組合
員に支 援カンパ・ライド
シェア導入反対の意見
書採択が前進
3 面：被 爆 7 4 周 年 原 水 爆 禁
止 世 界 大 会・東日本自
主経営学習会・2018年
度の地域別最低賃金が
出そろう
4面：長崎県タクへの組織破
壊を許さない・関西地連
学 習 会・札 幌 交 通 圏の
特定地域協議会

公式ツイッター＠zenjiko_roren
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ハイタク・観光バス・自教労働者の新聞

「雇用によらない働き方」を考える

次に、交通と安全を考える ウムのまとめと閉会挨拶を行

市民会議・事務局の川上資人 い「雇用によらない働き方や

弁護士が、市民会議の「規制 多様で柔軟な働き方を推進し

のサンドボックス制度」に反 ているのは一体だれなのか？

対する意見書を参加者に紹介 それは、安倍内閣と経団連で

し、
「規制のサンドボックス ある。労働者は労組法の適用

制度」の問題点やその危険性 されない働き方を自ら望んで

いるわけではない」と述べる

採択。市区町村議会でも の

山形県議会、福島県議会、

と 新潟県議会等、６月議会で新

なっています。
この意見書は、 たに の地方議会で意見書が

議会で採択され、合計

戸崎 肇 特任教授
坂本 正 教授
川上資人 弁護士

日本労働弁護団と「交通の をやって行きたい」と述べま

その後、法政大学の浜村彰

安全と労働を考える市民会 した。
議」は７月 日、東京・連合
会館で「雇用によらない働き 教授が「働き方の多様化と法
方」をテーマに２団体共催に 的保障のあり方～曖昧な雇用

講演し「ウーバー等によるラ

よる公開シンポジウムを開き 関係の実態と課題」と題して
ました。

進こそ時代遅れだ」と述べま を訴えました。

その後に行われた質疑では とともに、
「労働者を置き去

その後、日本労働弁護団の ３人の参加者が発言し、内容 りにするこうした働き方を許

続いて、労働政策研究・研 した。

日本労働弁護団の棗（なつ イドシェアリングの運転者は を示しました。
め）一郎弁護士が開会挨拶を 使用従属性の観点から労働者
行い、「労働者かどうかもはっ と認めるべき」と主張すると 修機構の山崎憲主任調査員が

さず、世論を味方につけて運

そして、交通と安全を考え 動をさらに広げて行こう」と

きりしない中で雇用によらな ともに、
「事業組織に組み入 「フリーランスを活用するビ 菅俊治弁護士が「フリーラン を豊富化しました。
い働き方が拡大しようとして れられていない場合でも相手 ジネスモデルから考える」と スの保護における独禁法と労

る宮里邦雄弁護士がシンポジ ウムを終了しました。

いて危険だ。６月に労働者性 方との交渉力で不均衡が存在 題して講演し、ウーバー運転 組法の可能性」について講演 る市民会議の代表世話人であ 参加者に呼びかけ、シンポジ
に関する検討会を立ち上げた する場合は広く労組法上の労 者の雇用関係を認定したイギ しました。

紹介しながら、
「フリーラン

交通の安全と労働を考える
市民会議 in 熊本

衆・参議院議長、内閣総理大 採択されており、運動は着実

臣、総務大臣、国土交通大臣、 に前進しています。

都道府県別では岩手 、北

着実に前進しています。全国 当大臣（規制改革）宛てに提 海道 、東京４、広島４等と

地方自治法第 条に基づく 入に反対する意見書採択運動 方議員と連携した取り組みが 内閣官房長官、内閣府特命担

、市区町村議会

ライドシェア導入反対の意見書採択が前進
都道府県議会

32

ス労働者の保護規制が必要」
と訴えました。
また、ＩＴＦ（国際運輸労
連）の浦田誠さんは「ライド

●ところ

2018年９月23日（日）、
14：00 ～
熊本県教育会館
熊本市中央ホール

き

●と

閉会挨拶する宮里弁護士

によらない働き方」の講演の 都道府県及び市区町村の地方 は、７月末日現在、全国で

90

シェアの現実から考える雇用

21

◎講演予定者
首都大学東京
熊本学園大学
市民会議事務局

27

72

の都道府県議会で意見書が 出されています。

21

なっています。

26

99

中で、ライドシェアの世界情 議会によるライドシェアの導 を超え各地の事業者団体や地
勢を説明し「禁止の動きが広
まっており、ライドシェア推

いをしている仲間の生活再建
に役立てて頂きたい」と被災

ロッカーと食堂が被害に会い

ので心配している。大変な思 ています。

の中にも被災された方がいる 根損傷１件
（大阪地連）
となっ

二委員長は「全自交の組合員 北部地震で、組合員の自宅屋

を伝えた後、ＫＰＵの釘本健 害が出た（福岡地連）
。大阪

伊藤実委員長が感謝の言葉 営業中のタクシー車両にも被

贈呈しました。

連の伊藤実中央執行委員長に 会社内への土砂水流入で社員

支援カンパを持参。全自交労 水１件（いずれも広島地本）
。

あった全自交組合員に対する 床上土砂流入１件、床上浸

雨と大阪北部地震の被害に 合員の家屋倒壊（全損）１件、

自交会館を訪問し、西日本豪 害状況は、西日本豪雨で、組

23

地方議会

が、今後、労働政策的な提言 働者とするべきだ」との見解 リス・フランスの労働判例を

伊藤委員長（左）に支援カンパを手渡す釘本委員長（右）

93 72

18

釘本委員長が被災組合員に支援カンパ

した組合員を気づかいまし
ＫＰＵの釘本建二中央執行 た。全自交労連が８月 日ま

講演する浜村教授

委員長ら３人が８月 日、全 でに集約した組合関係者の被

22

共催：日本労働弁護団、交通の安全と労働を考える市民会議
ＫＰＵ

第１１７６号（ 2 ）
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続いて福島県平和フォーラ 災害が発生し、復旧作業の最

発再稼働反対」
「全てのヒバ とがあっても戦争や核はあっ

挨拶した田上富久・長崎市 に大きな拍手が送られまし

クシャの権利拡大」とシュプ てはならない。多くの犠牲の 長は「世界には何万発の核兵 た。また、核兵器の廃絶と平

兵器の無い世界をめざすこと 校生１万人署名活動」を担う

◆８月７日、長崎市ブリッ であり、そのために、 年前 高校生など、１００人を超え

たい」と訴えました。

レヒコールを上げ、会場まで 上にある今の平和を大切にし 器がある。運動の原点は、核 和な世界の実現をめざす「高
行進しました。
広島県立総合体育館を会場

世界大会」は７月 日に福島 水禁国民会議副議長）は、「原 ムの角田政志代表は「避難者 中にも関わらず、全国から に開かれた開会総会では、

◆「被爆 周年原水爆禁止 尾漠・大会副実行委員長（原

安倍政権の再稼働許さず脱原発社会へ

部及び東北地連・新潟地連の

員会の審査の不十分性を強く で、広島大会が開かれ、広島

クホールで長崎大会の開会総 に何がおきたのかを伝え続け る若者が壇上を埋めました。

島地本の仲間も積極的に参加 めている」などとし、規制委 ◆８月４日から３日間の日程 兵器禁止条約を批准せよ」「原 事を克明に語り、
「どんなこ に参加しました。

日、 を公表しました。改定額・引

の地域別最低賃金の改定状況 日は左表のとおりです。

る東京都の９８５円に対する

最低額の鹿児島県７６１円の

比率は、 ・３％となり、昨

都道府県ごとに順次発効され ８７４円となり昨年より 円 しました。

改定額の全国加重平均額は 年より地域間格差はやや改善

答申された改定額は、 月 る予定となっています。

アップしました。最高額であ

和賞の候補に推薦されたこと した。

ら６４０人が参加。全自交福 や輸出など原発推進政策を進 いく」と決意を述べました。 横断幕やのぼり旗を手に、「核 んが、８月６日の壮絶な出来 タクシー労組の仲間も積極的 紹介され、今年のノーベル平 を確認し、閉会総会を終えま

や東北各県をはじめ、全国か ない中で、安倍政権は再稼働 い。国 東･電に責任を求めて 料館前に集まった参加者は、 者団体協議会の桑原千代子さ ら１７００人が参加。長崎県 よる高校生平和大使の活動が と人類は共存できない」こと

タートし、福島大会には県内 が、いまだ収束のめどもたた ど、事故の終わりは見えな 炎天下の中、平和公園原爆資 の地点で被爆した広島県被爆 や九州各県をはじめ、全国か 校生を中心に全国の代表者に 大会」は８月９日、
長崎で「核

73

77

２０１８年度の地域別最低賃金が出そろう
厚生労働省は８月

２０１８年度（平成 年度） き上げ額および発効予定年月 １日から 月中旬までの間に

10

しました。

続いて、全自交労連の伊藤 の喜屋武貞夫社長が講演し、 クラブ、秋南、黒石の各職場

役員と自主経営を担う仲間ら 実委員長が「乗務員教育の基 創世期の苦労や社内での接 代表が取り組み報告を行い、
本と接客接遇の水準確保につ 客・マナー改善講習を地道に 松永書記長が本部の対策委員

交流会では新潟地連の海藤

を務め、学習・交流会実行委 交通の責務、乗務員の体調管 意欲が向上する時短・賃金体 しました。
員会の谷地田恒夫代表が開会 理、接客の心得、クレーム対 系改善の取り組み等を参加者

「また、長 正彦書記長と秋田地連の北川
の挨拶を述べ、本部の伊藤実 応、身だしなみの重要性を述 に紹介しました。
委員長と東北地連の江良實委 べ「乗務員一人一人の考えは 期間の自主経営の中において 正美委員長が挨拶を行い、自

10

や岡山などで集中豪雨による

次に、沖縄で 年にわたっ の「山あり谷あり」の歴史を

た」と述べるなど、これまで

夫と努力で乗り越えてきまし

ありましたが、困難を創意工

えるべし』と後悔するときも

原水禁長崎大会の会場

員長が共催団体の挨拶を行っ 違うが、みんなが共通の価値 は、労働条件の向上に力を入 主経営の経営を担う者同士の
た後、佐藤英夫税理士が企業 観を持つことが大切」と訴え れるも『益があったら乱に備 交流を深めました。

26

10

30

主催者あいさつに立った西 批判しました。

共同交通の歴史と乗務員教育を学ぶ

原水禁福島大会の会場

本部の髙橋書記次長が司会 いて」と題して講演し、公共 継続してきた取り組み、労働 会設置について参加者に報告

約 人が参加しました。

73

市で開かれた福島大会からス 発事故から７年以上が経った への支援策が縮小されるな ２２００人が参加しました。 歳の時に爆心地から８００ｍ 会が開かれました。長崎県内 る」と述べました。長崎の高 「被爆 周年原水爆禁止世界

28

その後、
温泉郷のホテルで開かれ、本 回答について講演しました。 て自主経営を続ける共同交通 参加者に伝えました。

10

13

73

東日本自主経営学習・交流 会計の重要なポイントと事前 ました。

自主経営学習会

核も戦争もない平和な社会を築こう

会が８月 日、秋田県の湯瀬 に集約した質問事項に対する

43

被爆７４周年原水爆禁止世界大会
東日本
30
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し、交渉相手である事業者側 が、精神的苦痛を受けたので

三役不在の組織混乱に乗じ が８月２日、長崎地方裁判所 春闘妥結前の情報を表に晒 により除名処分を受けた原告

たら「書記が勝手にやった」

き出したことについて問われ

代に闘争積立金を秘密裏に引

動し、闘争積立金の山分けを

て全自交脱退・組合解散を扇 で行われました。
今回の弁論は相手側原告と から指摘を受けるなど信用失 損害賠償を支払えと長崎県タ

「
（何に使ったか）私は全く

裁判闘争を全面支援する地域
共闘の仲間が集まり、事前集
会が行われ「組織破壊行為は
断固として許さない！」と意
思統一。横断幕を掲げる中、

で起こった原告の暴力的な威 ていないなど、傍聴席からも

第２部では、成田書記長が

えました。来賓者として、森 の違いを説明しました。
田貫二全自交労連書記次長

と、来年７月の参議院議員選 「就業規則の運用」
について、
挙の立候補予定者（全自交労 Ｑ＆Ａ方式で詳細に説明し、

また、原告の尋問の際にも

こうした卑劣な原告に対し

て、長崎県タク組合員や支援

者の地域共闘の仲間は、
「組

織破壊行為を許さず、徹底的

に闘う」という思いを一層強

く持ちました。なお、共闘仲

間として自治労県本部、県職

労、市職労、自治労全国一般、

自治労全国一般合同労組、長

崎バスユニオン、長崎県地方

参加しました。

次回は９月 日に進行協議

2019年 全自交手帳

１冊 ７５０円
９月２０日

特定地域の指定延長に同意

当時の長崎県タク執行委員会 るはずの証人陳述書を理解し 原告が長崎県タクの書記長時 が行われます。

相手側（原告側）証人は、 自分自身が書いて提出してい

長が連帯の挨拶を行いました。 ヤラセ」
と突然言い出したり、 始しました。

全自交労連本部の森田書記次 圧行為を「あれは相談の上の 失笑が漏れるような内容に終 自治研究センターなど 人が

長崎地区労の加世田書記長と

知らない」と証言しました。

画策した長崎県タクシー労働 その証人、そして被告側と 墜を招いた裏切り行為や、執 クを相手に訴えてきた本末転

裁判は８月２日 時 分か

組合の元組合員（龍美氏）が、 なっている長崎県タクの寺田 行委員会の場での暴力的威圧 倒な訴訟です。
組織除名されたことで精神的 書記長の主尋問と反対尋問が 行為、また、複数の支部で別
の団体を組織し、長崎県タク ら始まりましたが、その前に

合員 名の他、長崎県タクの

この裁判は、長崎県タクの を脱退に導いた組織破壊行為 長崎地裁前で、長崎県タク組

労働条件変更と就業規則の運用を学ぶ

横断幕を掲げ結集した仲間

学習会では、加藤直人委員 運用について」の講演をし、 た。経営者側は経費が上がっ

最賃を論じなければならない環境は地域公共交通の危機

札幌交通圏の特定地域協議 の鈴木書記長は「日車営収の れれば、自動的に延長を求め

ついて協議し、全会一致で た。また、ハイヤー協会の今 趣旨は労働条件を改善し、若

を指摘し、その問題点につい かれ、特定地域の指定延長に 判断できない」と発言しまし
講演の第１部では、加藤委 て解説しました。

社・４２６５両が延長に同 と。住民の足を守り、人の命

て「ハイヤー協会加盟事業者 に入ってくる環境にするこ

また、成田書記長自ら作成 ２０１９年３月 日までの指 井会長は延長の必要性につい 年者が希望を持ってこの業界

札幌交通圏の特定地域計画

くる可能性がある。
就業規則、 し、問題提起をしました。加 した「タクシー会社のモデル 定延長に同意しました。

それに対する活発な質疑応答 た分、労働条件を引き下げて 員長が「労働条件変更」と題

※購入ご希望の方は、職場の組合、又は全自交労連に申し出ください

全自交委員は、
「特措法の

長が「労働条件の変更」
、成 賃金について触れ「最低賃金 拶。ライドシェア導入阻止を 目で致命的な欠陥があること 会が７月 日、札幌市内で開 推移など、取り組みの効果が たい、と述べました。

連推薦）の森屋たかし氏が挨 加盟組合数社の就業規則の項

38

苦痛を受けたとして損害賠償 それぞれ行われました。

15

加藤委員長は主催者挨拶 労使協約をきっちり学習して 藤委員長は、関西地連が事前 就業規則」を説明。
「会社の

が行われました。

25

を求めてきた裁判の証人尋問

13

ト結果を説明し、就業規則の しなところがあれば変更させ 可を受け、各事業者が事業者 して、①労働条件等の改善を 賃を論じなければならない環

把握について、大半の組合が ていくこと、
団体交渉の結果、 計画を申請して減車や全日制 延長の要件に、②公定幅運賃 境は、地域公共交通を維持し

把握していること、就業規則 労働条件が改善されたら、就 限による休車で対策をとって に従わなかったり事業者計画 ていく上で危機的だ」と主張

エムケイ関係者も出席して

に問題があって変更の交渉を 業規則にすぐに反映させてい きました。４８７１両あった を提出しない会社
（エムケイ） し、指定延長を求めました。

おこなっている組合が２労組 くことが重要である」と力説 車両数は４２６両の減・休車 もあり、
「正直者が馬鹿を見

で４３６４両まで適正化が進 る」ことのないように、③平 いましたが、一言の発言も無

成 年度実績が出そろい経営 く、採決では全会一致で特定

て出席した全自交北海道地連 要件に合致していると判断さ ととなりました。

この日の協議会で委員とし の内容が悪くなっていて指定 地域の指定延長に同意するこ

二人の講師の問題提起に対 んでいる状況にあります。

あること等を報告しました。 しました。
また、労働条件の変更におい

ての手続きや、労働協約、就 して、６名の参加者から質問
業規則、労働契約のそれぞれ がありました。

29

全自交関西地方連合会は８ ル・おおさか」で開催し、

13

定
価
注文締切

予約受付中

19

田次雄書記長が「就業規則の がここ５年で百円も上がっ 訴えました。

30

で、 月にアップされる最低 闘いの糧にしてほしい」と訴 に加盟労組に行ったアンケー 就業規則を総点検して、おか は、５月に北海道運輸局の認 意している」と報告。要望と を運んで働いている者が、最

49

31

月６日、
「２０１８活動家学 名が参加しました。
習会」を、
大阪市中央区の「エ

就業規則の運用について講演する成田書記長

札幌交通圏
特定協議会

長崎県タクへの組織破壊を許さない

次期参議院選挙の「森屋たかし」予定候補者がライドシェア導入阻止を訴える

裁判所前で事前集会を開く長崎県タクと支援者
連帯の挨拶をする森屋たかし氏

長崎県タクシー労組破壊を狙った損害賠償請求裁判
関西地連
学 習 会

10
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