
23年第１号            自交労働者情報             2023.１.24 (1) 

【電子版】                    2023年 第１号 2023年１月24日 

                         発行：自交総連本部 

                          〒110-0003 東京都台東区根岸2-18-2-201 
                                  tel.03-3875-8071 
                           fax.03-3874-4997 
                           メール info@jikosoren.jp 
                                 ホームページ→ 

 

「とにかく不安だ」と切実な声 
 23春闘アンケート  借入の返済「厳しい」22％、「不可能」6％ 
 

 23春闘アンケートの集計結果を、収入・生活の質問についての答えを中心に紹介

します。集計は、2023年１月10日現在、14地方2961枚の回収でした。前年より543枚

減っています。（回答時期は22年秋～冬） 

 全体の平均年齢は56.9歳でした。 

 

図１ 回収率、平均勤続･経験･年齢 
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2020年 17  3,817  47.4% 11.8  14.4  58.3  

2021年 17  3,504  46.8% 11.8  14.8  58.4  

2022年 14  2,961  45.8% 11.6  14.7  56.9  

 

図２ 職種別の勤続・経験・年齢の推移 

職種 
平均勤続（年） 平均経験（年） 平均年齢（歳） 

2020 2021 2022 2020 2021 2022  2020 2021 2022  

ハイタク 11.8 12.1 11.5  14.4 14.7 14.5  58.7 58.6 57.1  

技 職 15.2 13.0 14.5  25.7 26.8 26.9  47.2 48.4 48.8  

自 教 24.0 36.5 19.0  23.6 19.4 18.9  53.3 49.7 47.6  

バ ス 9.1 10.6 11.9  12.4 14.6 17.7  50.4 55.6 55.6  

 

賃上げ要求額減少、職場の不満は①賃金②退職金③福利厚生 

 賃上げ要求は平均２万6227円（前年２万9437円）でした。 

 職場での不満では、①賃金が安い、②退職金がない、③福利厚生の充実ない、④

労働時間が長い、⑤休暇が取れない――が上位です。 

 定時制など非正規の労働者の場合は、契約更新の不安が多くなっています。 

 職種ごと、地方ごとに、かなり違いがありますので、自分のところの要求をよく

確かめることが必要です。 

 政府に対する要求では、①最賃引き上げ、②白タク合法化反対、③年金充実、④
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消費税廃止、⑤景気対策――が上位でした。 

 

最賃「支払われていない」と17％が回答 

 生活実感では、「かなり苦しい」と「やや苦しい」を合わせて64％の人が苦しい

と答えています。これは前年の77％から減少しました。推移をみると（図３）、コ

ロナ禍が本格的にはじまった2020年から生活実感は急激に悪化しており、続く2021

年も同様の傾向になっています。2022年は政府の行動制限解除や自粛ムード緩和に

よって、コロナ以前の水準とはいかないものの街に人が戻ったことで、安堵による

揺り戻しが起きたと推察できます。 

 

図３ 「生活実感」の変化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 「収入（年間）」の変化  

 

 

 

 

 

 

 

収入の増減を確認すると、年収で53％が「減った」と回答。さらに年内で一番

ひどかったときの月収は、10万円未満だった人が37％、６万円未満が13％、２万

円未満が４％と答えました。 

その月収が最低賃金を下回っていた場合に最低賃金が補填されたかどうかの質

問には、法令違反であるにもかかわらず「支払われていない」と17％が回答しま

した。「わからない」との回答も34％あり、会社がコロナによる経営不振を言い

訳にして労働者へまともな賃金を支払っていない実態が窺えます。 
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図５ 今年（2022年）一番ひどかったときの月収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 最低賃金の補填は支払われたか 

 

 

 

 

 

 

 

図７ 公的資金の借入があるか       図８ 借入の返済は可能か 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 コロナ危機が発生して以降、生活困窮により緊急小口資金等の特例貸付などの公

的資金の借入を利用しているか否かの質問には、37％が「利用している」と答えま

した。さらにその利用者へ返済開始期限が近づいているが借入の返済は可能か尋ね

たところ、「厳しい」が22％、「わからない」が37％、「不可能」が６％という結

果となりました。 
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自由設問回答では…… 

 自由設問回答では、「現状をどうにかしてくれ」「とにかく不安だ」という切実

な声が多く寄せられました。 

〇 今の世の中なんとかして下さい！【埼玉県】 

〇 年金の減額や退職への延長等、たのしみがみえない【大阪府】 

〇 苦しい。助けて～【東京都】 

〇 もう死にたいです…【東京都】 

〇 最近買い物に行って物価高騰を実感しています。この先どうなるか不安です【大

分県】 

〇 今の状態では若い人たちが入ってくることが不可能なので５年先がとても不安で

す（組織の高齢化による弱体化）【埼玉県】 

〇 タクシー業の将来が収入や働き方などの変化があるのでは、と不安がある【東京

都】 

 

政府への意見・要望では、 

〇 「新型コロナウイルス」が流行してから２年以上経過している。いまだに後遺症

に苦しむ人々がいるとはいえ、現状は軽い症状の方が多いと聞く。そろそろ「イン

フルエンザ」などと同等の扱いでもよいのではないか？【静岡県】 

〇 コロナ！騒ぎ過ぎだと思う【埼玉県】 

〇 コロナに関しては全国保健所長が言う通り、普通のカゼレベルにコロナ以前の状

態に戻してほしい、ワクチンは終了するべき【大阪府】 

〇 新型コロナはこの先も付き合っていくウイルスでしょうから、コロナを皆が理解

しないといけないと思う【大分県】 

……という、コロナ対策について、さらなる緩和を希望する意見が各地で上がりま

したが、諸外国で新たな変異株が発生したという報道や、国内で第八波がいまだ続

くなど油断できない情勢もあります。日々変動する感染状況をしっかりと見極め、

適切な措置を求めていく必要があります。 

 

他には、物価高騰・急激な円安などの対処、大幅な賃金アップや消費税減税、

一律給付金などの支援の要望が寄せられました。 

〇 円安をなんとかしろ【東京都】 

〇 物価が高くなるのを防いでもらいたい【愛知県】 

〇 消費税反対・物価上昇反対・タクシー運転手の最低賃金保障【埼玉県】 

〇 一人ひとりの生活は違いますが、庶民に寄り添った政治をお願いします【宮城県】 

〇 物価が高くなると並行して賃金も上昇すべきだが、どの業種も連動していないよ

うに感じる。このままでは労働意欲の低下につながると共に、日本全体が活気のな

い閉塞感に満ちた社会になっていくおそれがあると強く思う【福岡県】 

〇 緊急小口資金の返済をのばしてほしい。生活が大変【静岡県】 

〇 物価上昇とインフレが同時に起こってスタグフレーションになっている日本なの

で手取り収入をふやすしかないと思います。一番簡単な対策が消費税ゼロ、固定資
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産税ゼロの対策だと思います。お金を使いやすくする、20万の給料なら20万円全部

を手取り収入として使えるようにするのが一番だと思います【福岡県】 

〇 金持ちからどんどん税金を取り、貧者に分け与えてください。賃金上げてくださ

い【東京都】 

〇 電気料金が二倍になったのでどーにかしてほしい【東京都】 

〇 物価高騰に伴い、もう少し生活しやすい何か対策を考えてほしい。出費ばかりで、

負担が多く、収入が増えるわけでもない【鹿児島県】 

〇 物価高騰において出費も増えるため賃金を上げてもらわないと払うもんも払えな

くなるため、企業への賃金ＵＰの命令を出していただきたい！【静岡県】 

〇 収入の高低はあるものの物価高騰が辛いです。今の政治家は国民の事を考えて政

治をしているとは思えない。代々政治家はいらない。国の為に何ができるか国民が

安心して暮らせる国を考えられる人こそ政治家に成るべきです。政治家のほとんど

が嘘つきと言うイメージが強くて信用していません。コロナ禍にあって仕事は辛い

です。コロナ前の倍働いています。結果収入はそこそこで疲れは倍です。本当に先

が心配です【大阪府】 

 

 また、次のような不満・怒りの声も寄せられました。 

〇 自民党のアラが出まくりで、この先の政治はどうなっていくのか不安【大分県】 

〇 どうしようもないと思っている。何もできませんよ！【静岡県】 

〇 年金受給が少なくなるのは不公平です【大阪府】 

〇 安倍国葬すべきでなかった！ 自民党と統一協会、票を集めるための手段、まと

もでない宗教を利用するなど虫けら以下【東京都】 

〇 透明性ある政治を【東京都】 

〇 今の日本の政治では、日本は良くならない。年寄りの年金を減らすのはバカのす

ること多くすべきである。日だけの政治家は自分だけが安定していればいいと思っ

ている（陰で悪いことばかりしている）。国民の税金で成り立っている政治家！ 

お前を選挙で選んでないぞ!国会議員、国家公務員の収入を減らせ！【埼玉県】 

〇 政治家はうまいことばかり話して僕たちから金を吸い上げて、その金はどこかに

消えてます。おかしいと思います。許せん、許せません【東京都】 

 

 自交総連に対する意見を以下列挙します。 

〇 頑張ってください【埼玉県】 

〇 自交総連は生活支援を一番に考えてもらい行動・実行してください。強く要望申

し上げます【福島県】 

〇 国に対し、景気・物価対策等につき、もっと働きかけていただきたい【宮城県】 

〇 自分は何もできませんががんばってくださいありがとうございます【埼玉県】 

〇 年金の支給年齢の引き上げの阻止をお願いします【埼玉県】 

〇 請願書の署名やアンケートの記入等後の結果があまり伝わってこない【静岡県】 

〇 自交総連の組合にはいっていてとてもよかったと思います【東京都】 

〇 新型コロナは早くおさまってほしい。自交総連に対してはいままでどおり頑張っ

てほしい。できるだけ協力はしたい【東京都】 
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〇 タクシードライバーの地位・待遇の改善【東京都】 

〇 組合員の高齢化、身体的問題にて退職が多く、組合員の減少、コロナによる売上

の低下、物価高、様々な環境の変化による労働者に対して圧迫感が多くなる今、自

交総連・全労連もその夢も目標も大事であるが、今はもう少し考えての行動を請願

します【東京都】 

〇 社員を守って組合活動頑張ってください【大阪府】 

〇 あらゆる物価が高騰し、生活が苦しくなっています。毎年このようなアンケート

をしてますが、なかなか目に見えた改善はされてません。自交総連、全労連はその

辺はどう思われてますか？【東京都】 

〇 もっと現実的な要求を考えては？【東京都】 

 ……など、やや手厳しい意見もありましたが、昨今の厳しい情勢によって労働組

合に対する期待値がそれだけ上がっていることの現れともといえます。 

 『はたらくみんなの要求アンケート』（春闘アンケート）は、2023年春闘へむけ、

各職場で要求を練り上げる際の参考資料、未組織労働者との対話のきっかけづくり

を目的として実施しています。集計結果は、「自交労働者」や情報電子版、ホーム

ページなどで毎年公表していますが、情報発信が不十分という指摘がありました。

自交総連として期待に応えられるように、さらにわかりやすく伝わる情報の提供手

段を模索していきますので、今後も叱咤・激励の声をお待ちしています。 

 

 その他にも、様々な意見が上がりました。 

〇 組織拡大と一致団結（東北地連）。税の軽減（政府）。自交総連加盟会社への需

要拡大・営業行動（東北地連、各社）。通勤費の支払い義務（政府）【福島県】 

〇 バス乗務員労働において、当日勤務終了から翌日勤務までの最低８時間30分あけ

るという時間を最低12時間あけると改正してほしい【福岡県】 

〇 最低８時間30分では、十分な休息がとれていないのが現実で、睡眠不足等が現実

で、事故につながる可能性が高いというのが現実である【福岡県】 

〇 物価高騰も世界が平和なら各国が助け合い問題はないでしょうが世界平和は難し

いと思う【大分県】 

〇 70歳以上の保険料下げましょう！ 死ぬまで働けということか！【大分県】 

〇 これから感染者が申告せず平気で出勤し、街中を徘徊するようになる、従って当

然タクシーに平気で乗車してくる、もっと感染対策をしっかりやるべきだと思う

【埼玉県】 

〇 これからの日本、その未来に対するビジョンが全く見えてこず、政治家、政府は

どうしたいのか、また目指すのか、日先の問題に右往左往、日先のそれすらも行き

当たりの対応のみの気がする、物価高騰、円高、少子化、年金問題、教育医療の問

題、考慮対応がお粗末すぎる【埼玉県】 

〇 健康で快活な生活をのぞんでいる（病院などの充実など） 【愛知県】 

〇 野党統一で頑張る【福岡県】 


