ＪＡＬ不当解雇撤回国民共闘

第３回総会議案

１．不当判決を跳ね返し、必ず勝利しよう＝今後の方針と行動提起
先に示された地裁判決は、JAL 不当解雇撤回国民共闘が掲げた、①不当解雇を撤回し早期職場復帰を
実現することで、整理解雇の４要件を守り・定着させ、首切り自由の社会を許さない、②国民・利用者の要求
である安全と公共性の確保を第一とする日本航空の再建を目指す、③歪んだ航空政策を改めさせ、国民の
足を守る、という国民的な要求を真っ向から踏みにじる、絶対に許せない不当判決です。この不当判決を跳
ね返し、原告全員の職場復帰を勝ち取るべく、以下の方針を柱に運動の具体化を図ります。
①東京高裁に控訴して闘い、不当判決の取り消しと原告全員の職場復帰を勝ち取る。
②地裁判決の不当性を広く社会に知らせ、判決に対する怒りを組織し反撃の運動の強化図る。
③支える会の会員拡大等、原告の団結を強化し闘いに集中できるよう原告を支える強固な基盤と闘
争体制を築く。

（１）運動の重点を明確にし、さらに大きな運動を築く
不当判決が出された状況を踏まえ、改めて今日までの闘いを振り返るとともに、控訴審も展望して長期的
な戦略も検討し、運動の具体化を図ります。
具体的な運動の検討に際しては、①日本航空、②不当判決を出した地裁や控訴審を扱う高裁、③企業再
生や政府等に対する運動を強化すべく、以下の点について論議を深め具体化を図ります。

①判決の不当性を理解し、広げ、反撃体制の強化を図る
●支援をいただいた各団体を訪問し、今日までの支援へのお礼とともに、判決の内容とその不当性や問
題点を知らせ、引き続く支援を訴えるオルグ活動に取り組む。
●判決の不当性の理解を広げるために、学習会や判決報告集会などの開催を検討する。また各団体対し
てもこうした学習会の開催を呼び掛ける。
②広く社会に訴え、世論を築き、司法の反動化を阻止し、地裁の不当判決の取り消しの展望を切り開く
●定期的な一斉宣伝行動等を検討し、労働者・国民に広く訴える宣伝を強化する。
●学者、文化人の方々の力も借り、法的側面から見てもいかに不当な判決であるかを鮮明にする。
③日本航空や支援機構等に対し、全面解決を迫る運動
●日本航空の本社前行動等、不当判決を跳ね返し、引き続き勝利に向けて闘う決意を示し、日本航空や
企業再生支援機構に対し、早期全面解決迫る運動に取り組む。
●株式の上場の動きをとらえ、幹事証券会社や東証等への働き掛けを行う。
④政府への要求や国会議員への協力要請に取り組
●国土交通大臣や厚生労働大臣に対し、安全と公共性の確保、労働者の権利を守る立場から、引き続き
申し入れ等を行う。
●政党、国会議員に対しても判決の不当性を訴え、安全と公共性の確保、整理解雇の４要件の厳格な適
用などについて、国会で取り上げていただくよう働きかけを行う。
⑤支援体制の強化
●上記運動と並行し、JAL 不当解雇撤回国民共闘への加盟を訴え会員の拡大を進めるとともに、全国的
な運動を可能にする共闘体制の強化を図る。
●支える会の会員拡大を JAL 不当解雇撤回国民共闘の重点取り組みの一つと位置付け、支える会と連携
し会員拡大、特に個人会員の拡大に取り組む。
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（２）当面する具体的取り組み＝行動提起
①オルグ活動の推進
上記（1）で述べたとおり、当面の重点行動としてオルグ活動に取り組みます。原告団・支援共闘として
オルグ日程の点検・調整をしますが、各団体から、執行委員会や集会等、オルグが可能な日時等の連
絡もいただきたいと思いますので、協力をお願いします。
②4 月 6 日：宣伝行動
18:00～19:00 新橋駅 SL 広場にて実施
③4 月 9 日：緊急院内集会
・時間：13：00～15：00（開場は 12：30）
・場所：参議院議員会館 1 階 講堂
・スローガン：早期全面解決！早期職場復帰！安全で明るい JAL を！
不当判決を跳ね返し、空に戻るための国民的運動を
・集会の内容
原告団のあいさつ
弁護団からの報告
参加者の皆さまからの発言
④4 月 12 日：都労委命令取り消し裁判（スト権介入事件の行訴訟）
・宣伝行動＝12：30～13：15
・裁判傍聴＝13：30～ 527 号法廷
・報告集会＝14：00～ （弁護士会館 502EF 会議室）
⑤「JAL 闘争を支える会」の会員拡大運動
「支える会」は会員 5 万人をめざして、拡大運動を進めています。JAL 不当解雇撤回国民共闘としても、
重点行動と位置付け、会員拡大を取り組みます。3 月 20 日時点では下記のとおりであり、一層の努力が
求められます。

加入件数（個人＋団体） 3376 件

4528 口

⑥その他、今後の取り組みについて
前項（１）で述べたとおり、総会後の事務局会議及び幹事会にて検討・討論し、具体化の上お知らせす
ることとします。

２．申し合わせの改訂について
（1）申し合わせの改定案
JAL 不当解雇撤回国民共闘の申し合わせを下記の通り提案します（申し合わせの改訂ヵ所は「９．財政」
のゴシック部分となります）。
改定内容の要点は以下の通りです。
（１）JAL 不当解雇撤回国民共闘として独自の財政を確立するため、会費および定期的組織カンパの制度を
導入する。
①年会費は 1 口 2,000 円とし、組織実態に応じた「応分の負担」ができる制度とする。
②定期的組織カンパは、加盟各団体の方針あるいは慣例にしたがって年１～２回納入する。
（２）会計年度を 12 月～11 月とし、本年 12 月より、会費および定期的組織カンパ制度の運用を開始する。
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日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議申し合わせ（案）
１．名

称

本支援共闘会議の名称は、
「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議」とし、略称を
「JAL 解雇撤回国民共闘」とします。

２．目

的

JAL 解雇撤回国民共闘は、安全運航第一の日本航空の再建を目指し、日本航空グループにおける
整理解雇の撤回を目指すことを目的とします。

３．構

成

JAL 解雇撤回国民共闘は「呼びかけ」
（12 月 20 日付文書「日本航空の不当解雇撤回をめざす国
民共闘会議への参加を心から訴えます」
）および「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘
会議申し合わせ」(以下単に「申し合わせ」という)に賛同し参加登録をした団体（以下加盟団体）
で構成します。ただし、加盟団体を誹謗・中傷し、団結を破壊する諸団体の参加は受け入れないこ
ととします。

４．支援共闘会議の所在地
JAL 解雇撤回国民共闘の事務局は、大田区羽田 5－11－4 フェニックスビル内に置きます。

５．代表者
JAL 解雇撤回国民共闘の代表者として、若干名の共同代表をおきます。

６．総

会

①JAL 解雇撤回国民共闘の総会は、原則として年 1 回開催します。
②総会は加盟団体の代表を持って構成します。
③総会は活動報告及び運動方針の承認、及び共同代表、幹事団体、事務局の選出を行います。

７．幹事会
①幹事会は共同代表、幹事団体の代表、事務局をもって構成し、必要に応じ、適宜会議を開催しま
す。
②幹事会は加盟各団体の英知を結集し、総会から次の総会までの間、情勢の変化等に対応して運動
方針等を決定します。

８．事務局
①JAL 解雇撤回国民共闘の執行機関として事務局を設置します。事務局は加盟団体や当該労組等か
ら若干名の事務局員を選出して構成します。
②事務局は JAL 解雇撤回国民共闘内の連絡調整、当面の運動方針の具体化と実行など、JAL 解雇
撤回国民共闘の日常的活動を推進します。

９．財

政

①JAL 解雇撤回国民共闘の財政は、会費及びカンパ、当該労組と航空連からの拠出金、その他を持っ
てまかないます。
②会費は一口 2,000(年額)とします。ただし、労働組合や市民団体・民主団体など広範な組織が参加する
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JAL 解雇撤回国民共闘の組織実態を踏まえ、会費に代えてカンパでの納入や減免等の措置を講じる
等、柔軟な制度運用を行うこととします。
③会計年度は 12 月～11 月とし、収支決算については、総会に報告することとします。

１０．申し合わせの改定
申し合わせの改定については、幹事会の承認をへて総会にて決定します。
以上

(２)申し合わせ改訂の提案理由と今日までの経過
＜提案理由＞
（１）現在、JAL 不当解雇撤回国民共闘の財政は、「申し合わせ」に基づき、当該労組と航空連の拠出金、及
びカンパをもって賄われている。
（２）しかし、主な財源を当該労組と航空連の拠出金に頼ることには限界があること。また多岐にわたる取り組
みの度に各団体や参加者にカンパ等を訴える方法も、回を重ねて行けば無理が生じること。
（３）こうした、現状の問題点を払拭する上で、加盟各団体が会費として、あるいは定期的な組織カンパとして、
組織実態に応じた「応分の負担」をする方法の方が現実的であること。
（４）また会費の納入や定期的組織カンパを行うことは加盟各団体が自らの課題として取り組むという意思表
示であり JAL の不当解雇撤回闘争の持つ意義にてらしても重要な意味をもつ方法であると同時に、長期
の闘争に耐える体制を築くことを可能にする。
（５）会費の 1 口 2,000 円については、会費を設けず発足した経緯もがあること、また組織の大きさや財政負
担能力も加盟団体よって大きな違いがあること。こうした状況を踏まえ、無理の生じない会費の設定と組
織実態に応じた「応分の負担」を可能にする制度なるよう検討し、設定をした。
＜提案から今日までの経過＞
①昨年 10 月 17 日、加盟各団体に対し、会費制を導入について文書提案をして検討を依頼。
②加盟各団体から出された意見を踏まえ、昨年 11 月 30 日の幹事会にて討論し、
●会費の減免措置等を明確にし、より柔軟な制度運用可能にする修正を行い、
●12 月～11 月を会計年度として、会費制の運用を開始し
●会費制を盛り込んだ「申し合わせ」の改訂は、事後承認となりますが直近に開催する総会で確認するこ
ととし、下記文書をもって加盟各団体に連絡し、会費制の運用を開始しました。

JAL 不当解雇撤回国民共闘の財政の在り方について
（2011 年 11 月 30 日 第 6 回幹事会にて確認）

１．提案内容
（１）JAL 不当解雇撤回国民共闘として独自の財政を確立するため、会費および定期的組織カンパの
制度を導入する。
①年会費は 1 口 2,000 円とし、組織実態に応じた「応分の負担」ができる制度とする。
②定期的組織カンパは、加盟各団体の方針あるいは慣例にしたがって年１～２回納入する。
（２）会計年度を 12 月～11 月とし、本年 12 月より、会費および定期的組織カンパ制度の運用を開始
する。

２．提案理由
（１）現在、JAL 不当解雇撤回国民共闘の財政は、
「申し合わせ」に基づき、当該労組と航空連の拠出
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金、及びカンパをもって賄われている。
（２）しかし、主な財源を当該労組と航空連の拠出金に頼ることには限界があること。また多岐にわ
たる取り組みの度に各団体や参加者にカンパ等を訴える方法も、回を重ねて行けば無理が生じ
ること。
（３）こうした、現状の問題点を払拭する上で、加盟各団体が会費として、あるいは定期的な組織カ
ンパとして、組織実態に応じた「応分の負担」をする方法の方が現実的であること。
（４）また会費の納入や定期的組織カンパを行うことは加盟各団体が自らの課題として取り組むとい
う意思表示であり JAL の不当解雇撤回闘争の持つ意義に照らしても重要な意味をもつ方法であ
ると同時に、長期の闘争に耐える体制を築くことを可能にする。
（５）会費の 1 口 2,000 円については、会費を設けず発足した経緯もがあること、また組織の大きさ
や財政負担能力も加盟団体よって大きな違いがあること。こうした状況を踏まえ、無理の生じ
ない会費の設定と組織実態に応じた「応分の負担」を可能にする制度なるよう検討し、設定を
した。

３．財政規模と財政の運用
（１）財政規模
今日まで発生した費用(設立準備、及び設立総会は除く)等を参考にし、年間の必要経費を概略検
討すると、年間経費として概ね 200 万円程度が必要となる（下記参照）
。
通信費＝ ３０万円（郵送代のみ）
宣伝費＝ ７５万円(チラシの印刷＝カラー印刷が何回か出来るように)
２０万円(ポスター類等)
集 会＝ ７５万円(集会の会場費、備品、横断幕等)
合 計＝２００万円
（２）支える会との関係＝明確に区別
以下のように、明確に区別された財政の運用が行われます。
支援共闘会議の財政は、援共闘が主催する集会や宣伝行動、支援共闘会議の運営等で発生する通
信費等にあくまでも「支援共闘の取り組み等で発生する費用」に限定して支出します。
一方支える会の財政は、原告団の闘争＝原告団の専従者の生活費やオルグのための旅費・交通費
等々に充当される資金です。
（３）柔軟な財政負担が可能な制度で運用
①前述の通り国民共闘は会費のない状況で発足しました。こうした経緯もあり、
「財政負担がない
共闘組織であり、多くの団体が加盟組織として名前を連ねることが、当面の大きな支援になる」
との立場から。傘下の加盟組織に、支部、分会等々、細かい組織単位での加盟を推進してきた加
盟団体も少なくありません。こうした状況を踏まえ、会費納入単位については、共闘会議の参加
登録単位とは区別し、例えば「支部分会等をまとめて本部単位で会費を納入する」といった運用
を行うとともに、定期的な組織カンパ制度を併設する。
②そもそも国民共闘は、JAL 解雇撤回闘争の持つ国民的意義を明らかにして共闘会議への参加を呼
び掛けた「呼び掛け」に応え、JAL の解雇は許せないとし、大小様々な幅広い団体が結集した。
こうした発足の原点を踏まえ、運用にさいしては、財政負担の厳しい団体については、個別に柔
軟な対応(減免等)を行い、無理が生じない運用を行う。
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４．申し合わせの改定手続きについて
今回の新たな闘争財政の確立・強化のための制度の導入には申し合わせの改定が必要となります。こ
の手続きについては以下の通り実施します。
（１）11 月 30 日に開催する第 6 回幹事会にて、各団体の検討状況を踏まえて会費および定期的組織
カンパ制度を発足させます。
（２）上記の確認を経過とともに総会に報告し、事後承認となりますが、申し合わせの改定を行いま
す。

以上

３．新体制について(共同代表・事務局・幹事団体の選出)
（1）共同代表について
共同代表については現共同代表の 4 氏が、引き続きその任に当たることを提案します。
●大 黒 作 治 全労連議長
●金 澤
壽 全労協議長
●糸谷 欽一郎 全国港湾委員長
●東 海 林 智 MIC 議長

（３）幹事団体の選出
第 2 回総会で選出された下記の団体に、引き続き幹事団体を務めていただくことを提案します。
自由法曹団、純中立労働組合懇談会、新日本婦人の会、全国港湾労働組合連合会、全国商工団体連合
会、全国労働組合総連合、全国労働組合連絡協議会、東京地方労働組合評議会、東京南部法律事務所、
日本婦人団体連合会、日本マスコミ文化情報労組会議、農民運動全国連合会、航空労組連絡会、日本乗員
組合連絡会議、日本航空乗員組合、日本航空キャビンクルーユニオン

（２）事務局の選出
新体制について、以下の通り提案します。
＜新体制＞ （50 音順
●井 上

●は再任、■は新任）

久 全労連事務局次長

●遠 藤

一 郎 全労協 全国一般全国協議会副委員長

■賀 数

純 一 国土交通労組副委員長

■菊 池

光 男 東京地評幹事・組織局長

●伍

淑 子 婦団連副会長

●杉 山

陽 子 客乗原告団事務局長

●清 田

均 乗員原告団事務局長

●玉 田

雅 也 全国港湾書記次長

●津 惠

正 三 航空連事務局長

●三 星

宗 弘 日本航空乗員組合副委員長

■茂木 由美子 日本航空キャビンクルーユニオン書記長
●山 下

一 行 MIC 事務局次長

＜退任者の紹介＞
●熊谷 俊介 元全運輸委員長
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日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議申し合わせ
１．名

称

本支援共闘会議の名称は、
「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議」とし、略称を「JAL
解雇撤回国民共闘」とします。

２．目

的

JAL 解雇撤回国民共闘は、安全運航第一の日本航空の再建を目指し、日本航空グループにおける整
理解雇の撤回を目指すことを目的とします。

３．構

成

JAL 解雇撤回国民共闘は「呼びかけ」
（12 月 20 日付文書「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民
共闘会議への参加を心から訴えます」
）および「日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議申
し合わせ」(以下単に「申し合わせ」という)に賛同し参加登録をした団体（以下加盟団体）で構成し
ます。ただし、加盟団体を誹謗・中傷し、団結を破壊する諸団体の参加は受け入れないこととします。

４．支援共闘会議の所在地
JAL 解雇撤回国民共闘の事務局は、大田区羽田 5－11－4 フェニックスビル内に置きます。

５．代表者
JAL 解雇撤回国民共闘の代表者として、若干名の共同代表をおきます。

６．総

会

①JAL 解雇撤回国民共闘の総会は、原則として年 1 回開催します。
②総会は加盟団体の代表を持って構成します。
③総会は活動報告及び運動方針の承認、及び共同代表、幹事団体、事務局の選出を行います。

７．幹事会
①幹事会は共同代表、幹事団体の代表、事務局をもって構成し、必要に応じ、適宜会議を開催します。
②幹事会は加盟各団体の英知を結集し、総会から次の総会までの間、情勢の変化等に対応して運動方
針等を決定します。

８．事務局
①JAL 解雇撤回国民共闘の執行機関として事務局を設置します。事務局は加盟団体や当該労組等から
若干名の事務局員を選出して構成します。
②事務局は JAL 解雇撤回国民共闘内の連絡調整、当面の運動方針の具体化と実行など、JAL 解雇撤
回国民共闘の日常的活動を推進します。

９．財

政

①JAL 解雇撤回国民共闘の財政は、会費及びカンパ、当該労組と航空連からの拠出金、その他を持っ
てまかないます。
②会費は一口 2,000(年額)とします。ただし、労働組合や市民団体・民主団体など広範な組織が参加
する JAL 解雇撤回国民共闘の組織実態を踏まえ、会費に代えてカンパでの納入や減免等の措置を
講じる等、柔軟な制度運用を行うこととします。
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③会計年度は 12 月～11 月とし、収支決算については、総会に報告することとします。

１０．申し合わせの改定
申し合わせの改定については、幹事会の承認をへて総会にて決定します。
以上
制定：2010 年 12 月 27 日
改定：2011 年１7 月 7 日
2012 年 4 月 5 日
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