地域の信頼でタクシーの未来を築く！
10月15日

を退任した服部達彦氏（ 中

で確認し、本大会で副委員長

の後、役員変更について全体

のおにぎり」

と噂の「 悪魔

みつきになる

▼この秋、病

が発売開始と

部・愛知）と中央執行委員の

地方選挙と参議院選挙に全力 査が会計監査報告を行いまし 佐藤豊氏（関東・千葉）が退

なり話題に

なった。もう

を上げることを確認する大会 た。続いて新年度方針案と新 任の挨拶を行いました。

ライドシェア導入阻止！違法な白タク摘発
兵庫県神戸市・兵庫県民会館内の
「けんみんホー
全自交労連は 月 日と 日の両日、

また、７月に副委員長に補

一つ話題になったのは「悪

年度予算案を提案しました。

大会第一日目には来賓とし その後、報告事項について質 充された江良實氏（東北・青

魔の税制＝消費税」を来年

にしよう」と訴えました。

て、神戸市の久元喜造市長、 疑・討論を行い、全体で了承 森）と同じく７月に中央執行

月から ％に上げると安

策労働局長、交運労協の慶島 関紙コンクールの結果発表を （東北・山形）が挨拶すると

団連も歓迎し、マスコミも

倍首相が宣言したこと。経

兵庫県産業労働部の安部斉政 しました。その後、第 回機 委員に補充された遠藤栄二氏

北坂隆生副委員長が地元 の雪岡清二代議員と神奈川地 阪地連の橋口学代議員が勤め 譲治事務局次長、立憲民主党 行い、代表して最優秀賞に輝 ともに、服部達彦氏から副委

後、議長団を選出。兵庫地連 議長に選出し、大会書記は大 部達彦副委員長が出席状況を の平野博文幹事長、社会民主 を表彰し終了しました。

て挨拶し、最初に多発した自 ともに、労働金庫と全労済の 所の宮里邦雄弁護士が駆けつ 提案し採択した後、江良實副

執行委員長が主催者を代表し を激励し連帯の挨拶を行うと 事務局長と東京共同法律事務 人中央執行委員が大会宣言を

そして、大阪地連の加藤直

の内、６兆円は払いもしな

潤すだけ。消費税収 兆円

ら取り立てて輸出大企業を

大企業は負担せず、弱者か

第２日目は資格審査の後、 の挨拶を行いました。

然災害の被災者をお見舞いす 代表者が定期大会開催のお祝 け参加者に連帯挨拶を行いま 委員長が閉会の挨拶を行い、

い輸出大企業に還付される。

報告し大会の成立を確認した 党の吉川元幹事長と吉田忠智

した。その後、前日に提案し 最後に伊藤実中央執行委員長

また、零細企業は価格転嫁

後、全自交労連の伊藤実中央 常任幹事が駆けつけ、参加者 来賓として、連合の相原康伸

議事に入り、松永書記長が た新年度運動方針案と新年度 の音頭で元気にガンバロウを

もままならず最も滞納が多

援を続ける決意を表明しまし

るとともに、復興に向けた支 いを述べました。

た。そして「ライドシェア導 活動報告を行い、服部副委員 予算案について質疑・討論を 三唱して２日間の定期大会を

い税金も消費税だ。税率が

り下げられる不条理▼法人

上がるたびに社会保障は切

兵庫地連、関西地連の仲間を

税が下がったが大企業はそ

ハイタク労働者の総決起集会

はじめ、連合兵庫の辻会長

れもまともに払わない。結

や市民会議のシンポジウムを
開催し、地方自治体の意見書

等の労働団体や兵庫県タク

局、庶民と零細企業に税負
し、ソフトバンクの孫会長の

シー協会の吉川会長らの事業

全自交兵庫地連主催

19

採択も１００を超えた。しか
優雅な中国伝統舞踊を鑑賞

歓迎レセプション

入反対を柱に活動してきた。 長が会計報告し、成田会計監 行い全て承認されました。そ 成功裏に終了しました。

する」は全くのウソで輸出

確定と報じた▼「消費税は

利に向けて奮闘を誓い合いました。

築く等の新年度運動方針を確立するとともに、２０１９統一地方選挙・参議院選挙の勝

会となり、ライドシェア導入阻止、違法な白タク摘発、地域の信頼でタクシーの未来を

ともに、多数の来賓が駆けつけました。ライドシェア解禁の世論誘導が強まる中での大

ル」を会場に第 回定期大会を開催。全国から代議員ら約２００名の仲間が参加すると

17

歓迎挨拶と開会を宣言した 連の佐藤秀幸代議員の２名を ました。資格審査委員長の服 の枝野幸男代表、国民民主党 いた
「いしずえ」（日交労本部） 員長を交代した本田有（たも

10

1ヵ月 70円……

……購読料

次央

2018年/平成30年
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社会保障のために広く負担

10

全自交兵庫地連は第 回定 で歓迎レセプションを開きま 者、近畿運輸局自動車交通部

担がのしかかる。そして

％の悪魔が消費にとどめ

表者らと全自交労連役員が一

主党・社会民主党の兵庫県代

レセプションには、地元の 関係者、立憲民主党・国民民

が、高税率の欧州でも旅客

シー運賃は高いと言われる

破滅へと進む▼日本のタク

を刺し
「大廃業」
時代が到来。

の藤原旅客第二課長らの行政

堂に会し、全自交第 回定期

するバカな国』発言やソフト 期大会前日の 月 日、神戸 した。
バンクとトヨタの『無人ライ 市のホテル北野プラザ六甲荘
ドシェア構想』には危機感を
持って対応しなければならな
い」と述べ、
「ライドシェア
禁止や規制強化が世界の流れ
だ。広く連携して世論を動か
そう」
と参加者に訴えました。
そして、
「生活に欠かせない
タクシーとして誇りを持って
働ける職場にしよう」と呼び
かけるとともに、
「政治の流
れを変えるために来年の統一

10

『日本はライドシェアを禁止

74

原則毎月15日発行（月１回）

発行責任者＝松永

（有料制1003号）

74 10

つ）氏（中部・愛知）が新任

全自交労連第 74 回定期大会
運動方針の実現に向けて決意を固める

舞踊を鑑賞しました。

が披露され、優雅な中国伝統

よる
「アジア交流の歌と踊り」

人・神戸国際文化振興協会に

の挨拶を受けた後、ＮＰＯ法

隆生委員長の歓迎挨拶と来賓

に、懇親を深めました。北坂

大会の成功を祈念するととも

悪魔を退治しよう。Ｍ・Ｔ

こそおにぎりで腹を満たし

出ない」と言われるが、今

「一国の政治は、その民度を

ない。税率８％は高すぎる。

賃の税率。米には消費税が

５％、独７％がタクシー運

運送は減免。英０％、仏５・

74
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レセプションで挨拶する北坂委員長

10

THE ZENJIKO
２面〜４面：全自交労連第74
回定期大会
4面：地方組織の定期大会

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

伊藤実中央執行委員長あいさつ
（要旨）
ライドシェア導入を阻止し、
誇り を持てる環境つくる

こうした動きに危機感をもっ
同時に、訪日外国人を対象に

ず、徹底した取り締まりを求め

てしっかり対応していかなけ した観光白タクの拡大を許さ
ればなりません。
ニューヨークではタクシー ていかなければなりませんし、
運転者の相次ぐ自殺が大きな 労働条件改善を目的に施行され
しかし、ソフトバンクの孫会 社会問題になりウーバーへの たタクシー特措法の取り組みを

被災者と共に復興に向けた支 ライドシェアの実証は法令に います。さらに、ウーバーと滴 れ、ライドシェア禁止の国や地 され、生活に欠かせない公共交

ように」という附帯決議を盛り 配車として日本に上陸する事 韓国・台湾でも禁止の措置が 労働者が誇りを持って働ける環

援を続けたいという思いをお 違反するものが認定されない 滴が名古屋と大阪でタクシー 域がほとんどになっています。 通として認知され、そこで働く
伝え申し上げます。

さて、ライドシェア導入反 込むこともできました。全国の 態となっています。
「タクシー とられています。世界の流れは 境を作るために共に汗を流して

「長時間労働で低賃金」とい

対の運動を精力的に展開して 仲間の協力に感謝申し上げま 会社と協力する」と言っていま 「ライドシェアの禁止」であり いきたいと思います。

（順不同・敬称略）

すが、ライドシェア解禁に向け 規制強化です。ライドシェア解

て布石と受け止めざるを得ま 禁が狙われているのは日本だ うタクシー産業の現状を早急
せんし、
「庇を貸して母屋を取 けであることをしっかりと確 に改善し、魅力ある産業に生ま

われてきた日本のタクシーを 必要があります。安倍政権の憲

られる」ことにならないよう警 認して、世界一のサービスと言 れ変わるために全力を上げる
戒しなければなりません。

さらに、トヨタがソフトバン 守っていくために、自治体や議 法改正の動きと対決し、来年



先の石川県豪雨災害に対し

石川ハイタク 山本中央委員

新潟地連 宮沢中央委員

北海道地震の際は全道が停 ＫＰＵとの組織統合について

北海道地連 長谷川中央委員

活動報告・会計報告等に関する質疑・討論

広島地本 松井代議員
西日本豪雨で広島地本の組

平野 博文

 吉川

元



国からの支援に感謝する。

安部

斉

髙橋 精一

全国労働金庫協会専務理事



全労済常務執行役員
濱田 毅司



兵庫県産業労働政策労働局長

ていただく。ありがとう。

社民党幹事長

クと提携し、
「無人ライドシェ 員・市民団体との連携をさら の統一地方選挙と参議院選挙
大 会 議 長 を 務 め た 関 西・ 兵 庫 地 連 の
ア構想」を打ち上げましたが、 に拡大し、世論を動かす運動に に勝利し政治の流れを変えま 雪 岡 清 二 代 議 員（ 左 ） と 関 東・ 神 奈
川地連の佐藤秀幸代議員（右）
しょう。

国民民主党幹事長

東京共同法律事務所  宮里 邦雄

答弁する松永書記長

皆様にお見舞い申し上げます。 ドシェアの実証に対して「特に に向けた世論誘導も強まって 対する反対運動が各地で闘わ す。タクシーが利用者から信頼 せられたことに感謝する。

対応しているのでご理解を。

登録についてお願いしながら

減少している現状で極限まで

の質問も出されたが、組織が

上部団体の加盟費について

報告したい。

況にあることだけはこの場で

を向いて協議を進めている状

互いが組織の統合について前

協議状況を報告している。お

ては、中央執行委員会の中で

ＫＰＵとの組織統合につい

きたい。

興に向けて支援を継続してい

ている支援であり、今後も復

いが全国の仲間の心がこもっ

べられた。十分な支援ではな

支援カンパに対するお礼が述

をしてきたが、数人から災害

援カンパを要請する等の対応

交労連として全国の仲間に支

自然災害が相次ぐ中で、全自

松永書記長 答弁

う願っている。

日も早く日常を取り戻せるよ

ているが、多くの被災者が一

が被害を受けた。災害が続い

豪雨で会社の社屋と整備工場

福岡地連 河合中央委員

ではないか。

についても見直しが必要なの

み申し上げますし、被災された ボックス制度」を活用したライ スコミがこれを取り上げ、解禁 に責任を取らないウーバーに は大きな転換期を迎えていま なった。全国からカンパが寄 ンパは被災者のために使わせ うするか考えさせられた。全 いる中で、上部団体の加盟費

になられた方に心からお悔や 意見書採択や「規制のサンド 止するバカな国」と発言し、マ ロッパでも安全・雇用・納税 りません。現在、ハイタク産業 家屋倒壊、２人が床上浸水と 受けることができた。支援カ した。災害時にタクシーをど ているのか。組織が減少して

自然災害が多発しました。犠牲 １００を超える地方議会での 長が「日本はライドシェアを禁 規制が強化されました。ヨー 実効性あるものにしなければな 合員３人が被災した。１人は て、全自交から早急に支援を 電するブラックアウトを経験 どのような話し合いが行われ

みなさんこんにちは。今年は 会議と連携してシンポジウム、

第１日目

社民党特別常任幹事  吉田 忠智

が寄せられました。

公共交通を根底から揺さぶる 全力を上げたいと思います。

 枝野 幸男

立憲民主党代表

久元 喜造

神戸市長 

交運労協事務局次長  慶島 譲治

65通の祝電・メッセージ

挨拶する伊藤実中央執行委員長

連合事務局長  相原 康伸

大会に団体・個人から

きました。総決起集会、市民 す。

ご挨拶を頂いた来賓の皆様

第１１７９号（ 2 ）
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
２０１８年10月15日

回機関紙コンクールの表彰
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式が行われ、応募 紙を代表 台風」
「湾岸新木場」
「中央」

特別賞には「千住」
「常盤

大会１日目に全自交労連第 れました。

「湾岸新木場」「中央」の４紙が入賞

特別賞に
「千住」「常盤台風」

最優秀賞は日交労本部の「いしずえ」
して最優秀賞に輝いた日交労 の日交労支部機関紙の４紙が

26

本部の「いしずえ」が表彰さ 入賞しています。

最優秀に輝き表彰を受ける黒木教宣部長

第１１７９号
原則毎月15日発行

ん
ぶ
ん
し
交
自
全
（ 3 ）２０１８年10月15日

全自交労連第 4 6 回機関紙コンクール

代もあった。組合員数は昔と
比べれば減少しているのに自
分も含めこのことに役員も本

愛媛近鉄とも今は別々に活

特定地域の指定解除の問題 部も行動を起こしていない。

一日も早い復興を祈る。

松永書記長 答弁

運動方針案・予算案に関する質疑討論

大阪地連 権藤中央委員
まず、大阪北部地震と台風
被害では、瓦が飛んだり大変
だったが、全自交本部と全国 が出されたが、
「指定基準を

たが未だに変わっていないの が経過しても先が見えないの

の仲間からお見舞いを頂き、 変えるべきだ」と主張してき 動している状況にある。４年
ありがとうございました。
もう一つは、大阪市交通圏 が現状だ。減車の努力をしな が現状だ。どう決着するかは
の特定地域指定の延長が来年 いうちに指定解除となること 難しいが、本部として協議の

部としてもこの間、お願いし

合いを進めてもらうことを本

愛媛地本と愛媛近鉄の話し

松永書記長 答弁

３月までとなったが、やっと は許されない。国交省との意 場をつくってほしい。
の思いで作成した地域計画・ 見交換や議員に働きかけ、指
事業者計画が実施されて間が 定延長がどのように可能なの

愛媛地本 正岡代議員

ない。事業者計画を実行して か報告したい。
いる最中に特定地域から外さ
れるのはどう考えても不条理
現在、愛媛地本は１００名 てきた。今後も協議を進める

大会２日目に役員の交代を 服部達彦副委員長（中部・愛

となり退任の挨拶を行いまし

執行部から提案し、全体で確 知）が本大会で勇退すること
認しました。

２期・４年間、
副委員長
（財 た。また、 月退任予定の佐

大会旗が兵庫から東京に引き継がれる

大会２日目、大会宣言を採

択した後、大会旗が兵庫地連

の北坂隆生委員長から次年度

の開催地である東京地連の溝

上泰央委員長に引き継がれま

した。溝上委員長は「東京地

連の委員長に就任して来年で

４年になるが、４年間で３回

目の全国大会となる」と笑み

を浮かべました。

また、２０１９年の統一地 を逆手にとってライドシェア

西本委員長は「新経済連盟 方選挙と次期参議院選挙に勝 新法を提案する新経済連盟の

副委員長に就任した江 参加者を激励しました。

おいて役員補充として

れた中央執行委員会に

また、７月に開催さ

た。

就任の挨拶を行いまし

本田有（たもつ）氏が

に副委員長に就任した

達彦氏に代わって新た

拶するとともに、服部

政部長）として貢献してきた 藤豊中執（関東・千葉）も挨

退任した服部達彦氏

副委員長に就任した本田有氏

良實氏（東北・青森）

と同じく７月に中央執 は乗務員不足とインバウンド 利し、
「一強多弱」と言われ 主張などは、利用者の利便と

行委員に就任した遠藤 需要を理由にライドシェア導 る政治を終焉させるために全 安全・安心を蔑ろにするもの

栄二（東北・山形）の 入を主張している。熊本で市 員が奮闘することを強く訴え であり、けっして許されるも

のではない」と述べ、ライド

来賓の挨拶後、重光書記長 シェア解禁の動きを批判する

と参加者に訴えるとともに、 うとともに、新年度活動方針 る各級議員の必勝の取り組み

に精力的に活動していこう」 算報告、労信販事業報告を行 体選挙では、全自交が推薦す

シェア導入阻止に向けてさら が１年間の活動経過報告、決 とともに、
「来年の統一自治

参加で開催したが、ライド

２名が本大会で新任の 民会議の集会を約２００名の ました。
挨拶を行いました。

運動を継承し組織強化・発展へ

「これまでの熊自交の運動を 案を提案し、３名の代議員か を行い、また、参議院選挙で

熊自交は 月７日、熊本県 が出席し、新年度活動方針を 木事務局長、交運労協の濱田 継承し、組織の強化・発展に ら組織拡大に関する発言を受 は北海道選挙区
『勝部けんじ』

されました。

連合北海道、交運労協、道

加者に訴えました。

党ねじれを実現しよう」と参

さんの当選を勝ち取り、与野

議長、社民党の今泉代表、森 向けて成果を上げて行こう」 け、採決では満場一致で承認 さん、
比例区では『岸まきこ』

来賓として連合熊本の佐々 田常任顧問の４名が出席し、 と呼びかけました。

教育会館で第 回定期大会を 確立しました。

大会には連合岩手をはじめ、 開き、代議員・役員ら約 人

40

だと思っている。何とか議員
に働きかけるなどして指定を 余りで活動しているが、以前 ことに対し、本部も精一杯必
は６００名の組合員がいた時 要な支援をしていきたい。

全自交岩手地本は９月 日、 多数の地方議会でライドシェ
盛岡市勤労福祉会館で第 回 ア反対の意見書が採択された。
定期大会を開き、ライドシェ 一致団結してさらに運動を進
ア導入阻止と組織拡大・強化 め、組織を拡大していこう」

12

次期参議院選挙で「岸まきこ」の勝利を

ガンバロウの音頭をとる長谷川委員長

森茂委員長は挨拶で「市民 岩手県平和センターや社民党

出席し、連帯の挨拶を

全自交北海道地連は９月 下大樹・本多平直両議員らが

激励しました。その後、鈴木

・ の両日、定山渓温泉「ホ 来賓として駆けつけ参加者を

26

ボックス制度や、乗務員不足 大会を終了しました。

させるような規制のサンド ンバロウを三唱し、成功裏に

に繋がるライドシェアを加速 長谷川委員長の音頭で団結ガ

谷川委員長は「白タク合法化 予算を確立しました。最後に

主催者を代表し挨拶した長 論を経て新年度の運動方針と

針及び予算等を確立しました。 行いました。２日目に質疑討

の運動の総括と新年度運動方 佐藤顧問弁護士が基調報告を

回定期大会を開催し、１年間 書記長が活動経過等を報告。

テル花もみじ」を会場に第

25

行いました。

北海道地連
第17回大会

を柱とする新年度運動方針を と参加者に呼びかけました。

服部副委員長が退任し、新たに本田氏が就任
10

62

57 29

会議のシンポを２度開催し、 岩手県連合など多数の来賓が

運動の強化を誓い合う参加者

延長してもらいたい。

ライドシェア導入阻止し、組織拡大しよう！

大会旗を引き継ぐ溝上委員長（左）

17

東舘政芳書記長が活動
経過報告、決算報告を
行い、承認を得るとと
もに、２０１８年度の
運動方針案と予算案を
提案。満場一致で新年
度運動方針を確立しま
した。大会後、本部の
高橋書記次長が講演
し、終了しました。

力強くガンバロウを三唱する参加者

確立しました。
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