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働く仲間のベストパートナーでありたい。

交通労連

全国交通運輸労働組合総連合

新たな半世紀に向けて、
仲間との絆を育む交通労連へ ̶
私たち交通労連は１９６４年の結成から半世紀を迎えました。より一層、国民生活を支える交通運

輸産業で働く仲間を中心に一致団結し、職場や労働条件の改善に取り組んでいきます。

産業別労働組合として、産業や企業の発展を目指して、産業政策活動を積極的に展開し、
また、

わが国のナショナルセンターである連合の構成組織として、国全体に関わる政策や活動にも取り組

んでいきます。

労 使が良きパートナーとして
全国交通運輸労働組合総連合
中央執行委員長

トラック
部会

園田 龍一

交通運輸業界を取り巻く状況は厳しさを増しています。交通労連は「自
この厳しい状況を乗り越え
由にして民主的労働運動」を基本理念として、
ていくために積極的に労使協議を行い、労使が良きパートナーとして産
業・企業の発展に邁進できる関係の構築を目指しています。

軌道バス
部会

業種別部会を設置
トラック、軌 道・バス、ハイヤー・タク

シー、自動車学校・一般業種の４つの部
会を設置しています。

業種ごとに固有の政策課題や労働条

件の改善に取り組んでいます。

ハイタク
部会
自校一般
部会

三位一体の取り組み
「産業政策」
「労働条件の向上」
「仲

間づくり」を主要活動として、一体となっ

産業政策

労働条件
の向上

て取り組んでいます。

組織拡大
強化
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人材育成
交流

仲間づくり
人材・絆づくり
全国の交通労連ネットワークを活用し、

各種研修会および集会などを通じて、

社会貢献

人材育成・交流を行っています。

また、各種カンパ活動やボランティア派

遣など社会貢献にも積極的に取り組んで

います。

業種に合わせて全力で課題に取り組む
交通労連はトラック、
軌道・バス、
ハイヤー・タクシー、
自動車学校・一般業種の４つの部会を設置しています。

各部会で業種特有の政策制度や課題、労働条件の改善に取り組んでいます。

Group
activities

トラック 部 会
トラック運送、倉庫、生コンなどで働く仲間の部会

国民生
活を支え 物流 を担う産業で働く仲間が集まり、産
国民生活を支える

業の発展および労働条件の向上を目指して取り組んでいます。
国土交通省に設置されている「トラック産業における取引条件・
労働時間改善中央協議会」などの諸会議に委員として参画、積
極的に行政との関係を密にした産業政策活動を行っていきます。
また、全日本トラック協会との意見交換、中央・地方での労使
懇談会、労使協議などを通じて労使が共に産業政策課題や労
働問題などについて議論を行い、産業の持続的な発展や働く職
場環境の充実にも取り組んでいます。

Group
activities

軌 道・バ ス 部 会
乗合バス、貸切バス、民鉄などで働く仲間の部会

地域住民の「足」
「足 となる生活路線を確保し、公共交通として

のバス事業の維持・活性化に向けて取り組んでいます。
国土交通省の「バス事業のあり方検討会」や「バス運転者の
雇用確保に向けた検討会」、
「貸切バスの運賃・料金ワーキング
グループ」などの諸会議に委員として参画、
ツアーバスを排除し、
新高速乗合バス制度を導入。
また、業界の健全な発展に向けて、
安全対策や運賃・料金制度の構築などにも取り組んでいます。
日本バス協会と政策懇談会を開催するとともに、労使で共に
議論する「全国バス事業労使懇談会」やドライバーやバスガイ
ドが課題を議論する「バスフォーラム全国交流会」など、中央・地
方で研修・交流会を開催しています。
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Group
activities

ハ イヤ ー・タクシ ー 部 会
ハイヤー、タクシーで働く仲間の部会

タクシー事業
地域の足
域の足
足 として、公共交通の一躍を担うハイヤー、
災害発生時など輸送機関と
してその重要性を増しています。
は、災害発生
発生時など輸
しかし、重要な産業でありながら、行き過ぎた規制緩和により
需給バランスが崩れ過度な運賃競争により、厳しい労働環境を
強いられています。
タクシー運転者の労働条件改善は、安心・安
全の確保を担保するうえでも喫緊の課題です。
国土交通省の「新しいタクシーのあり方検討会」などの諸会
議に委員として参画しタクシー産業の健全化を目指し、全国ハ
イヤー・タクシー連合会や事業者の方々とも協力しながら、国会
や関係省庁への働きかけを行っています。

Group
activities

自動車学校・一般業種部会
自動車学校、整備、ホテル、ターミナルなどで働く仲間の部会

自動車学校・教習所と、
自動車整備やホテル、旅行、
ターミナ
ル、
ビル管理、
ルートセールスなど幅広い業種で働く仲間が集ま
っています。多様な意見を出しあうことで視野を拡げ、学び合い
ながら互いの活動を高めています。また、
自校部門の政策討論
集会、整備士交流会をはじめとする業種別の交流会にも力を入
れ、講師を招いた学習会も行っています。
少子高齢化 や 車離れ 、 人手不足 など取り巻く課題は
山積していますが、政策提言や労使懇談会、全日本指定自動車
教習所協会連合会など業界団体との連携を通じて、労使一体
で産業の活性化に取り組んでいます。
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重点活動を三位一体で展開
交通労連は産業別労働組合として、
「産業政策」
「労働条件の向上」
「仲間づくり」
を主要活動として取り組んでいます。

３つの活動を一体として推進することで相乗効果を高め、
より質の高い活動として展開しています。

産業政策を展開
交通運輸産業を取り巻く、
さまざまな産業課題について、関係省庁との

Indus
ustrial
Policy

政策交渉や業界団体との政策懇談会などを通じて、解決に向け全力で取
り組んでいます。
また、交通労連の政策に賛同する国会議員と交通運輸政策研究会を設
置しており、総会や業種別研究会の場で意見交換を行っています。

春季生活闘争を強力に推進
働く仲間の雇用の維持、労働条件の総合的な向上を目指し、
それぞれの

Decent
Work

業種実態を的確に踏まえた春季生活闘争の取り組みを推進しています。
各部会および地方総支部、都府県支部が連携して必要な情報提供や支
援を積極的に行っているほか、各地域で研修会も開催しています。
また、安全確保に向けたワークルールの見直し、特定（産業別）最低賃金
の確立に取り組み、職場環境の改善を後押ししています。

仲間づくりが力になる
仲
厳
厳しい産業実態の中で、地域や企業の枠を超えて働く仲間が団結し、産

Making
Friend
dss

業課
業課題の解決や活性化に取り組まなければなりません。交通労連は交通運

輸産業はもちろん、一般業種で働く人達にも広く加盟を呼びかけています。
輸産
また、
よりよい職場づくりや健全な労使関係の構築をめざし、地方総支
ま
部、都府県支部が加盟組合に対して手厚くサポートしています。
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人材育成・交流や社会貢献が絆を育てる
組合も会社も、人が一番の財産であることに変わりはありません。人を育て、仲間同士が繋がりを深める

ことで組織は強くなります。交通労連は、将来を担う人材の育成や交流に取り組むとともに、社会貢献にも
積極的に参画し、産業や国全体の絆を育てています。

中央・地方で研修会やセミナーを開催

震災被災地へ救援ボランティアを派遣

交通労連では、中央・地方で積極的に人材の育成や交流の場を
提供しています。具体的には政策討論集会やユニオンリーダーセミ
ナー、青年女性研修会などを毎年開催しており、全国の仲間が共
通の課題について話し合い、学び、交流を深めています。

2011年３月11日に発生した東日本大震災、2016年４月に発生し
た熊本地震では、交通労連も多くの仲間が被災しました。交通労連
は迅速に「救援物資の輸送」や「被災組合員救援カンパ活動」を行
うとともに、被災地へ救援ボランティアを派遣しました。

企業経営者の皆様へ

労使が良きパートナーとして
ともに企業の発展を目指します
交通労連は、労使は対立する関係ではなく、相対的な関係として捉え、企業や産業の発展のた
めに協力する“良きパートナー”としての関係づくりを目指しています。
中央・地方で労使懇談会を開催し、問題解決や政策について意見交換を行っています。

◎生産性３原則を推進
交通労連は日本生産性本部に加盟し、企業の生産性運動として「生産性３原則」の遵守を提唱しています。
労使がともに会社の発展に向けて話し合い、生産性向上に努め、適正な成果配分を行うことで、ともに幸福になる関係を築きます。

生産性３原則
●雇用の維持・拡大

●労使の協力と協議

●成果の公正配分

「雇用の安定」を通じて得られる企業
や社会との長期的な信頼関係こそが生
産性向上の基盤です。企業における長
期雇用、個人のキャリア形成、雇用の創
出とともに、
これらを支える社会的セー
フティネットを構築し、雇用の質を高める
ことがますます重要となっています。

労使の信頼関係に基づく
「協力・協議、相互理解」
が生産性向上の取り組みの前提となります。働く者全
てが関与できる集団的労使関係の枠組みの下で、職
場から産業・社会まで各レベルでの一貫性のある労
使協議とその過程における働く者同士や経営者など
との相互理解に基づく運動実践、社会の生産性向上
に向けた社会的対話の推進が強く求められています。

「成果の公正な配分」は、 豊かな生
活 を実現する基盤です。公正さは「平
等」
「納得性」
「透明性」によって確保さ
れ、それぞれについて、企業内のみなら
ず社会的な視点を持つとともに、税・財
政を含めた所得の再配分について公正
さを追求していくことが重要です。
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私たちにご相談ください。
全国で、約500組合・5万人の仲間のネットワークを持つ
交通労連は、9地方総支部・34都府県支部の体制で加盟
組合を手厚くサポートします。
交通運輸産業で働く仲間の労働組合はもとより、他産
業の労働組合についても広く加盟を募っています。
労働問題や組合づくり、加盟についてのご相談は、お気
軽に各地方総支部へお問い合わせ下さい。

▶メールでのお問い合わせも受け付けています。

■北海道地方総支部

info-jft@drive.ocn.ne.jp へ

〒060-0042
北海道札幌市中央区大通西１６
北海道勤労文化会館内
ＴＥＬ 011−641−4433
ＦＡＸ 011−642−4076

■信越地方総支部

■関西地方総支部

〒950-0965
新潟県新潟市中央区新光町６−２
勤労福祉会館内
ＴＥＬ 025−281−1781
ＦＡＸ 025−281−1782

■東北地方総支部

〒980-0014
宮城県仙台市青葉区本町２−１２−７
ハーネル仙台内
ＴＥＬ 022−261−4293
ＦＡＸ 022−224−2280

〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀１−６−３
ＪＡＭ西日本会館内
ＴＥＬ 06−6448−0212
ＦＡＸ 06−6448−0214

■中国地方総支部

〒732-0825
広島県広島市南区金屋町1−17
広島労働会館３階
ＴＥＬ 082−567−4375
ＦＡＸ 082−567−4376

■関東地方総支部

■中部地方総支部

■四国地方総支部

■九州地方総支部

〒860-0004
熊本県熊本市中央区新町2−12−33
守永ビル２階 203号
ＴＥＬ 096−227−6953
ＦＡＸ 096−227−6954

〒460-0015
愛知県名古屋市中区大井町6−26
同盟福祉会館内
ＴＥＬ 052−322−6101
ＦＡＸ 052−331−8109

〒116-0013
東京都荒川区西日暮里２−２６−１２
ガーネットビル内
ＴＥＬ 03−6458−3145
ＦＡＸ 03−6458−3146

〒791-8026
愛媛県松山市山西町150
四国西濃運輸労組内
ＴＥＬ 089−990−1211
ＦＡＸ 089−990−1411

Japan Federation of Transport worker s unions

交通労連（全国交通運輸労働組合総連合）

〒105-0014 東京都港区芝2-20-12 友愛会館15F
TEL.050-3540-1254 FAX.03-3454-7393
MAIL info-jft@drive.ocn.ne.jp

https://jft.jimdo.com
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