ＪＡＬ不当解雇撤回国民共闘
第７回総会議案書

１０月２２日、日航は統一要求に答え争議の解決を！と銀座デモでアピール

過去最高の 700 名の参加で日航に争議早期解決の決断を迫る（１１月４日の「デモ＆本社包囲行動」）

２０１７年２月１６日

0

JAL 不当解雇撤回国民共闘第７回総会議案書【付議案件】
第６回総会以降の運動の経過と到達点、及び今後の方針(案)
Ⅰ．第６回総会以降の経過と闘いの到達点
１． 第６回総会で確認した方針とその後の運動
当該労組の闘いと連携し、日本航空に対し解雇争議の早期解決に踏み出す（解決に向けた交渉開始）経営の
決断を引き出し、2016 年中に解決に向けた道筋を切り開くことを目標に取り組むことを確認し、取り組みを進め
てきた。
取り組みを進めるにあたっては、①2015 年 11 月の、解決に向けて「意義ある対話」を求めたＩＬＯの第 3 次勧
告、②2016 年 6 月に高裁より出された不当労働行為裁判の勝利判決、③人員不足、ベテラン不足など、再建合
理化の矛盾が激化している日航の職場実態を力に
①日航を包囲し、争議の早期解決の決断を迫る運動の強化
②政治的解決の動きを作り出すために、国会議員の協力も得て、政府に日航への指導を求める運動の強化
を確認し取り組みを進めてきた。

２．この 1 年間の運動の成果と到達点
（１）この間の運動の成果（到達点の要点）
この 1 年間運動により、不当労働行為裁判の最高裁決定で管財人の不当労働行為が断罪されこと、そして当
該 3 労組が統一要求を確認し日航に「解決に向けた交渉開始」を迫る体制を築くなど、新たな状況を切り開いて
きた。第 6 回総会で掲げた「年内（2016 年中）に解決に向けた道筋を切り開く」という目標との関係では、達成
するには至らなかったものの、解雇を有効とする最高裁決定直後の「決着済み」とする対応から、「争議は解決し
ていない」として話し合い解決の必要性を認めさせるなど、日航の対応を変えさせてきたこと。しかし、現在の日
航の対応は、交渉は続けるとしつつも解決に向けた交渉に踏み出す上で「難しい」点を羅列し、具体的な交渉に
踏み出そうとしない対応を続けており、ここを突破する運動が当面の課題となっている。
①2016 年 9 月 23 日、最高裁の決定により、不当労働行為裁判での勝利が確定した。この決定により、整理解雇
は有効とした「管財人は無謬」という論旨が崩れたこと。また整理解雇の手続きに正当性がないことが明確とな
った。
②原告団の論議を踏まえ、被解雇者を組織する日航乗員組合、CCU、そして日航機長組合の当該 3 労組が解
決に向けた具体的な要求＝統一要求を確認し、この要求に基づく争議の早期解決を迫る新たな闘いのモード
に入ったこと。
③人員・人材不足の深刻化に対応して日航は、勤務の改悪を提案。勤務の改悪阻止、人員・人材の確保を求め
る職場の闘いと被解雇者の職場復帰をはじめとする統一要求の実現を目指す闘いを、原告と現役の職場の組
合員とが一体となって闘える条件が大きく広がってきていること。
④解決に向けた「意義ある対話」を求めた 2015 年 11 月の ILO 第 3 次勧告、そして国会質疑においては「当事
者間での話し合いを」、「日航が適切に対処すべき」と政府は答弁。こうした中で日航は、解決に向けた話し合
いを継続しなければならない立場に立たされている。
⑤ILO においては、不当労働行為裁判の判決の確定、統一要求に基づく新たな運動が開始されたことに強い
関心を示すとともに、引き続き解決に向けたフォローアップ体制をとっていること
以上の諸点は、解決に向けた展望をさらに大きくするこの間の運動の成果である。

(２) 日航の対応＝日航に早期解決を迫る運動の到達点
最高裁の不当決定直後の「決着済み」とする対応から、「不当解雇争議は解決していない」「引き続き話し合う」
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「長引くのはよくない」と言いつつ「不当解雇撤回というが司法の場では解決済み」などと発言。16 年の夏の交渉
では「交渉時期についてはこれと決めているわけではない」「新たな提案があれば検討する」との新たな経営発
言がされた。
この夏での会社発言を踏まえ、16 年の秋季年末闘争で 3 労組は統一要求を提出して交渉。秋季年末闘争の
交渉における会社対応は以下の通り。
●職場復帰については「これまでお伝えしているとおり」、経験者の雇用及び解決金については「応じかねま
す」、労使関係の正常化と安全運航の確保については「建設的・安定的労使関係が企業運営の基本」と、文
書で回答。
●秋季年末闘争における特徴的会社発言は以下の通り
・「整理解雇は有効とする判決は確定している」「手続きも含めて有効と判断された」「不当労働行為裁判の
判決が確定しても解雇の有効性は変わらない」と解雇の有効性を主張。
・「統一要求でより難しくなった」「全員ですか？ 全員の復帰は難しい」「不変の要求というのであれば難し
い」「現時点で会社から提案するのは難しい」と、難しい諸点を羅列し、解決に向けた具体的な交渉に踏
み込もうとしない対応。
・その一方で「互いに歩み寄り妥協点を探すしかない」「（話し合い解決を求める）国会でのやり取りは概ね
理解している」「協議は今後も続ける」等、交渉を継続し解決を模索する発言。
●また、統一要求に基づく解決を目指す交渉の場となる 3 労組との統一団交については、「その必要性がな
ない」として、拒否をしている。
以上のように、当該 3 労組との団体交渉等での経営の対応は、「解雇は有効」とする強気の発言の一方で、
「話し合いは続ける」としているものの、統一要求に基づく解決に向けた交渉については、難しい点を羅列し、
交渉の入り口でとどまり、具体的内容に踏み込んだ交渉には踏み出していないのが現状である。
日航の当該 3 労組との合同団交の拒否、「難しい点」を羅列し交渉に入ろうとしない対応は、「団交否」「誠実
交渉義務違反」＝不当労働行為であり、許される対応ではない。さらには、整理解雇当時日航が主張していた
「人員削減・整理解雇を必要」とする状況（収支計画・財務目標の超過達成と更生債権の返済、事業規模に見合
った運営・人員体制等々）がすべて解消し、その上人員不足が深刻化している状況下においても、経営破たん
の責任を労働者に転嫁したまま経営責任を回避する不当な対応を続けているものといわねばならない。また、
不当労働行為裁判で明らかにされた会社・管財人の不法行為－「整理解雇は考えていない」「自然減とワー
クシェア等も含め、いきなり解雇することはない」とする団交発言を反故にし、ワークシェア等の整理解雇回避策
も含めて話し合いを求めて争議権投票に入るとそれに介入し、まともに交渉をしないまま解雇を強行した－
に対する反省と責任の回避でもある。こうした日航の姿勢は、徹底的に批判されるべきである。
今日本航空が決断すべきは、「新たな提案があれば検討する」「互いに歩み寄り妥協点を探すしかない」「協
議は今後も続ける」等の発言責任をもち、解決に向けた具体的交渉－ILO 勧告の指摘する「意義ある対話」
－に踏み出すことである。

（３）政府等の対応の特徴と評価＝政治的解決の展望を切り開く運動の到達点
政治的解決の動きを作り出すために、政府への要請や、政党・国会議員への協力要請を実施してきた。今日
までの運動で、国会の質疑等で取り上げてくれた会派は、共産党、社民党、生活の党、維新の党（現民進党）。
院内集会等に参加してくれたのは、前述に加え民主党、自民党となっている。会派として積極的に受け止め追
及していただいているのは、共産党、社民党という状況であり、与党の自民・公明は全く取り上げる状況にない。
したがって、超党派で解決を迫る状態とはなっておらず、政治的解決を迫る情勢は、いまだ「未成熟」という現状
にある。
一方、行政の動きについては、ILO の 1 次勧告の際は「勧告は一般論を述べたもの」などと無視する対応がと
られたが、ILO の 2 次告後の国会答弁においては、「当事者間で話し合いを」「厚労省として見守っていく」とす
る塩崎厚労大臣の国会答弁へと変化はしているものの、日航の指導に踏み出すといった具体的な動きは見られ
ない。また 2015 年 11 月に出された ILO の第 3 次勧告、そして昨年 9 月の不当労働行為裁判の判決確定以降
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においては、管財人らの不当労働行為について、「遺憾である」「適切でなかった」と政府として非を認めるととも
に、日航への指導については、「当事者間での話し合いを」「日航が適切に対処すべき」こととし、日航の指導に
はいまだ踏み出していない。

（４）支援の輪の広がりと支援共闘の運動の前進
●直近の重点行動であった 11 月 4 日の本社包囲行動には過去最高の 700 名が参加。10 月より取り組みを
開始した「三労組統一要求を支持し、不当解雇撤回争議の早期全面解決を求める要求書」は 1800 団体を
提出。7～10 月の間で実施したメッセージ・カードは約 5000 通が寄せられた。
●また、支える会の会員数は

団体、

人であり、会員の拡大が引き続き求められる状況にある。

●2016 年に入り、JAL 争議を支援する組織として、1 月には北海道の会、12 月には釧路・根室支える会が発
足し、全国で 29 組織へと広がりを見せた。
●2015 年 2 月に最高裁で解雇有効判決が確定し、さらには争議が 7 年目に入り長期化している中で、駅頭
宣伝や本社前行動等の定例行動や諸取り組みへの参加については、減少傾向にあることは否めない。
●こうした中で、運動を組み立てるにあたっては、重点行動を明確にし、よりメリハリの利いた取り組みを進める
等、一層の結集を図るための工夫も必要となっている。

３．第６回総会以降の主な取り組み（諸取り組みの結果報告）
（１）世論喚起の運動
争議団が中心となり各団体等へのオルグ活動や集会などでの訴えに精力的に取り組むとともに、毎月定例の
JAL デー一斉宣伝行動（都内6 駅頭）を実施してきた。JAL デーの一斉宣伝については、全国各地での実施を
呼びかけ、大阪、京都、福岡、愛知、新潟等の支援共闘等所在地に加えて、千葉、岡山、神奈川（横浜）、愛媛な
どでも宣伝行動が取り組まれてきた。また東京 6 ブロックでは、西部、大田区等で毎月の定例行動として JAL デ
ー一斉宣伝とは別に、独自の宣伝行動が実施されてきた。

（２）不当解雇撤回裁判 最高裁への取り組み
最高裁で勝利判決を確定させるべく、団体署名を実施。また、国民共闘主催の最高裁要請に加え、東京争議
団、国民救援会、全労連、東京地表争議支援総行動、司法総行動などにも参加し、最高裁に要請するとともに、
5020 団体の署名を提出した。

（３）日航に争議の早期解決を迫る運動
●当該労組と連携をした各闘争時の行動
春闘＝2 月 29 日本社包囲行動（600 名が参加）、3 月 7～11 日本社前座り込み（5 日間で 650 名参加）
夏季闘争＝5 月 13 日本社包囲行動（500 名が参加）、6 月 1～3 日 JAL プラザ前宣伝・座り込み（3 日間で
200 名が参加）、6 月 9 日日航本社前宣伝・要請行動（80 名が参加）
秋季年末闘争＝10 月 22 日銀座デモ（160 名参加）、11 月 1、2 日 JAL プラザ前宣伝・座り込み、11 月 4 日、
日航本社包囲大行動（700 名参加）、11 月 7～11 本社前座り込み（5 日間で 357 名）
●毎月の定例行動として、本社前宣伝・要請行動、JAL プラザ前宣伝座り込み、羽田・成田両空港での宣伝を実
施してきた。10 月 26 日の本社前宣伝・要請行動については、不当労働行為裁判の最高裁決定を踏まえ、定
例の一斉宣伝を本社前行動に変更して実施。また 9 月より JAL プラザ前行動は 2 日連続の宣伝・座り込み行
動として実施してきた。
●日航が主催もしくは参加するイベントに対応した宣伝行動も 3 回実施した（6 月 22 日 株主総会、9 月 25 日
ツーリズム、エキスポ、11 月 25 日 JAL マイレージ会員ディズニランド招待デー）
●また、各地の支援組織や支援共闘参加する各団体の行動としては、大阪、京都、福岡、新潟、愛知、兵庫、愛
媛、千葉、神奈川、東京中部、同西部、同大田実行委員会などの各支援共闘や実行委員会等が主催する諸
取り組みに加え、国民共闘に参加する各団体が主催する、争議支援総行動、権利総行動、決起集会や学習
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会などの諸行動においても、日航の不当解雇撤回闘争を織り込み、日航本社前行動、新浦安駅（社長宅最寄
り駅）での宣伝・デモ等が実施されました（詳細は経過報告（取り組み日程）を参照）。
●運動が繰り広げられる中、日本航空は 2017 年 1 月 5 日付の書面で、原告団及び JAL 不当解雇撤回国民共
闘に対し、本社等での宣伝・要請行動の中止を求めるとともに「今後もこうした行為が繰り返すなら法的手段も
講じる」とする「申し入れ」を送付してきた。これに対し JAL 不当解雇撤回国民共闘は、原告団と連名で抗議す
るとともに、解決に向けた交渉に踏み出すことを求める書面を日航に提出した。

（４）政府・国会に争議解決に向けた指導等を求める運動
ILO の第 3 次勧告や不当労行為裁判の判決、及び交渉における日航の対応等、時々の変化に対応し、国民
共闘として国交省・国交省への要請行動を実施。あわせて国土交通委員、厚生労働委員、ILO 議連に所属する
衆参の全議員に対して、早期可決に向けての協力要請を実施してきた。
また、各地の支援組織の特徴的動きとして、兵庫連絡会の地元選出国会議員への要請、大田実行委員会の
「争議解決に向けて日航への指導を求める請願書の提出（区議会にて不採択）、新潟支援共闘、国交省新潟空
港事務所への要請等、各支援組織独自の取り組みも実施された。
運動の到達点の項で述べた通り、こうした一連の取り組みの中で、話し合い解決を求めるとともに日航が適切
に対応をすべきとする今日の政府答弁を引き出すに至っている。

Ⅱ．不当解雇撤回闘争をめぐる情勢と闘いの展望
１．JAL 不当解雇撤回をめぐる情勢
（１）日本の政治経済の動向
●安倍政権の民意とかけ離れた暴走政治が続いている。労働法制に関連しては、「働き方改革」等の検討が
進んでいる。多様で柔軟な働き方を推し進め、雇用破壊を促進するものであり、一部の改善を誇大宣伝し、
全体としては「世界で一番企業が活動しやすい国を推進する」という「改革」の全体像が明らかなってきてい
る。また「労働政策の決定プロセスのあり方」の有識者会議報告では、ILOの3者構成の原則を踏みにじり、
労働者代表を排除ないしは発言力を弱める「基本部会」の設置等が打ち出された。
●2017 年は、夏の都議選をはじめとする地方選挙に加え、「秋には衆議院解散か」の報道がされており、暴
走を続ける安倍政権に審判を下す重要な年となる。一方野党は参議院選後も衆院補選、新潟知事選での
共闘に加え、衆議院選での野党共闘でも合意。安倍政権の打倒をめざしさらに共闘を推し進めるべく政策
担当者、選挙実務担当者レベルの協議も始まっている。
●経済面では、減益傾向が見られると言われているものの、大企業は好決算が予想されている。その一方で、
失業率が改善するも就労者は非正規等の低賃金にシフトし、実質賃金は 5 年連続ダウン、年収 200 万円以
下の貧困層が増加するなど、格差社会が一層深刻化している。結果、国民消費は消費税増税以降冷え込
んだままであり、貿易収支は黒字とは言え輸出は連続して減少するなど、日本の経済基盤の脆弱さがあら
わとなっている。今日のこの状況は、アベノミクスの破たんを明瞭に示すものである。
●17 年度予算等では軍事費の増大一方で、社会保障の切り下げに増税、そして非正規労働者の拡大、上が
らない賃金等、国民の負担は増加し、格差社会が一層深刻な事態をもたらしている。
●こうした今日の情勢の下で、闘われる 17 春闘は、暴走を続ける安倍政権と対峙し、平和と民主主義、国民・
労働者の生活と権利を守るという大義ある闘いとなる。同時に統一要求に基づき JAL 不当解雇撤回闘争の
早期解決をめざす私たちの闘いは、憲法でうたわれている個人の尊厳を守る意味で、また「働き方改革」と
いう偽りの看板で雇用破壊を進める安倍暴走政治に反撃する闘いの一翼を担うという、重要な意義をもつ闘
いともなっている。
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（２）直近の航空界・日航の状況
●中間決算で全日空は減収増益（年度見通しは史上最高の営業利益）、日航は減収減益（年度見通しは史上
第 4 位の営業利益）と、両社とも高利益を計上。減収の中での好決算は、原油安による燃油費の低下が大き
く寄与したことによるもの。
●政府は、航空は成長戦略の呼び水の役割を担えるとして、観光立国をめざし、新たな訪日外国人旅客
の目標を盛り込んだ「明日の日本を支える観光ビジョン」を発表（安倍首相が議長の『明日の日本を
支える観光ビジョン構想会議』において策定）
。新たな訪日外国人の目標は、オリンピックイヤーの 20 年
には 4000 万人、30 年には 6000 万人と、当初目標を倍化し、その実現を目指して、首都圏空港（羽田・成
田）の発着枠の拡大、LCC の参入促進等々に加え、各国との航空自由化協定の締結を推し進めている
（2016 年の訪日外国人数は昨年 10 月末時点で 2000 万人を突破し年間 2400 万人ペースで推移）。
●一方日航の職場では、人員・人材不足が一層深刻化している。東京オリンピックが開催される 2020 年を目
指した事業拡張を目指す経営戦略から見ても、現在の人員不足は深刻な問題となっている。
●こうした事態に対応して日本航空は、契約制客室乗務員の正社員化、賃金の見直しや定年後の再雇用等
人材の流出を食い止め確保する方策を打たざるを得なくなってきた。しかしそれでも退職者が後を絶たな
い。パイロットは整理解雇以降グループ全体で 300 名以上が退職、客室乗務員においては大量退職に対
応して毎年大量採用（2011 年以降約 3,000 名を採用。ちなみに JAL の客室乗務員は約 6,000 名）を繰り
返しており、今でも人材の流出が止まっていない。
●日航は、深刻化する人材不足に対応して勤務の改悪を提案するなど新たな「合理化」を打ち出してきた
（CCU への改悪提案：休養日から休養時間＝勤務間隔に、乗務時間制限を 990→1000 時間＝50 人分
に相当。乗員組合への改悪提案：年間乗務時間制限を 900→960 時間＝機長 60 人、副操縦士 60 人、
合計 120 人に相当）。
●被解雇者を一人も戻すことなく勤務の改悪という「合理化」で乗り切ろうとする経営姿勢は、極めて不当であ
り、安全をも軽視する許しがたい対応である。
●また、昨年 11 月末と 12 月初めの 2 回にわたり、「駆け付け警護」等の新任務を付与された自衛隊の南スー
ダンＰＫＯ派遣隊員の輸送が、日航のチャーター便で実施された。平和と安全を脅かす民間航空の軍事利
用は許されない。
●政府は、不足するパイロットや整備士養成強化策（航空大学校・私立大学の活用と養成能力の向上、航空
会社の自社養成の推進、整備士＝専門学校や航空会社等での養成の推進）を打ち出すとともに、航空各
社のコスト削減と人員の高稼働を可能にする乗務時間制限の緩和や資格者の養成をより容易にするライセ
ンス制度の見直し等、企業のコスト削減と事業拡張戦略を後押しする新たな規制緩和策の検討を進めてい
る。
●2020 年のオリンピックや観光立国に対応した首都圏空港の発着枠の拡大は、航空会社にとって大きなビジ
ネスチャンスである。再建を果たした日航は連続して高収益をあげ財務体質はかつてないほど強化された。
しかし安全運航を支える人的基盤は極めて脆弱であり、ビジネスチャンスを目の前にしながら成長戦略が打
ち出せないでいる（2～3 月に中期計画を発表するとしていたが 4 月に延期された）。まさに整理解雇まで強
行しベテラン層を削減した再建「合理化」が、日航の成長戦略に困難をきたすという矛盾に直面している。
被解雇者の復帰等は、再建「合理化」がもたらした矛盾を払拭し日航の発展を確かなものにする上でも不可
欠な課題となっている。
●また、高収益の中での人員不足、さらには勤務の改悪提案という状況は、原告団と職場で日々奮闘す
る現役の組合員とが、勤務改善、人員増・人材の育成と不当解雇撤回を一体の課題として団結して闘
える条件がかつてなく広がっていることを示すものである。こうした条件を生かした日航内での運動
の強化が求められる。

（３）不当労働行為裁判の最高裁決定で管財人の不当労働行為が確定
2016 年 9 月 23 日の不当労働行為裁判（行訴）の最高裁決定は、私たちの運動の成果であると同時に、争議
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の早期解決の展望を切り開く上で、大きな情勢の進展でもある。
今回の最高裁決定は、以下のような意義を持つ。
①更生手続き下にあっても憲法 28 条に規定された団結権は確固として擁護されるとしたこと。同時に整理解雇
が押し迫った下で、争議権投票への介入という重大な不当労働行為を働き、その上で強行した整理解雇
であり、解雇に至る日航の手続きに正当性がないことを明らにした。
②不当解雇撤回裁判での「裁判所の認可した更生計画に基づき、裁判所が選任した管財人の経営判断は合理
的」「管財人は公平であり、判断を誤るはずがない」とする判決の論旨＝整理解雇を有効とする判決の前提を
覆した。
③管財人らの発言が不当働行為でると確定したことは、ILO の結社の自由条約違反が確定したということであり、
国際的常識に照らし謝罪文の掲載だけで済まされないのは当然であり、ILO として放置できない状況を作り
出すものでもある。
④政府責任を改めて浮き彫りにしたこと。政府は公的資金も投入し、日航の再建に深く関与してきた。政府が出
資する特殊法人である支援機構による再建を政府として決定。これを受けて日航が支援を要請し、支援機構
が支援を決定、こうした状況を踏まえ裁判所が支援機構を管財人に選任。その支援機構から送られてきた再
建の実行者による不当労働行為であること。また国交大臣らが「再建が更生計画にのっとり適切に行われるか
否か、見守る」「指導もする」と繰り返し国会等で答弁してきた経緯。こうした経過に照らし、政府の日航への指
導や対処などが適切であったかなど、国の責任を改めて問われるものとなっている。

（４）統一要求の確認と当該 3 労組の闘い
●整理解雇を有効とした最高裁決定が出された以降、日航乗組及び CCU は、交渉による自主解決をめざし
不当解雇撤回要求を正面に掲げて不当労働行為裁判の判決、ILO 勧告や話し合いを求める政府答弁等を
活用し、春闘等の各闘争を運動の節目とし、日航に決断を迫る運動を展開してきた。また、機長組合につい
ては、不当解雇が強行された以降、一貫して「労使交渉による争議の早期解決」を要求し、日航乗組や
CCU と連携した取り組みを進めてきた。
●その後、2015 年 11 月の ILO 第 3 次勧告、16 夏闘での「交渉時期についてはこれと決めているわけでは
ない」「新たな提案があれば検討する」との新たな経営発言等を受け、被解雇者を組織する当該の3労組が
要求を統一して闘い会社に解決の決断を迫るべく調整が図られ、「①被解雇者の職場復帰、②希望退職な
どでやむなく退職した経験者の再雇用、③解決金の支払い、④労使関係の正常化と安全運航の確保」の 4
本の柱からなる統一要求が確認された。
●統一要求が確認されたことにより、「不当解雇撤回」要求を正面に掲げてきた日航乗組と CCU、そして「労
使交渉による争議の早期解決」を求めてきた機長組合が統一要求の下に団結し、共闘を推進するという新
たな局面を築いてきた。

●統一要求は、ILO の三次にわたる勧告に合致し、また、国交大臣、厚労大臣の当事者間の話し合を
強調し「日航が適切に対応すべき」とする、国会答弁にも合致するものであある。そして、人員不足を
補うとともに再建「合理化」がもたらした矛盾を払拭し、日航の発展にも貢献するものでもある。
●整理解雇争議と表裏一体の課題となっている勤務改悪提案に対する闘いでは、日航乗組と機長組合と一
体となった闘い、CCU においては多くの JALFIO 組合員からもアンケートを集めるなど、支持を広げ、組
織拡大も図る中で実施時期を延期させ 2017 年の 3 月末までの勤務協定を締結（乗組の場合は期限切れに
伴う協定の自動延長を再延長）する等、勤務改悪提案の撤回に向けて運動を強めている。
●改悪勤務に合意し 2016 年 11 月より改悪勤務についている JALFIO 組合員からは、改悪された勤務への
強い反発の声が出されている。こうした中で、人員・人材の確保と人材の育成、勤務改悪阻止の闘いと、統
一要求に基づく争議の早期解決を目指す運動を、争議団と JALFIO 組合員も含めた現役労働者が団結し、
一体の課題として取り組める条件が大きく広がってきている。この状況を活用して日航内の運動を強化すべ
く、当該労組は今春闘の諸取り組みを進めている。
●当該労組は今 17 春闘において、統一要求に基づく争議の解決の展望を切り開くべく全力を上げる決
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意である。解雇した労働者を一人も職場復帰させることなく、人員不足に対応して改悪するといった
対応は許されない。統一要求に基づく解決は、先に述べた通り、ILO の三次にわたる勧告に合致し、
また、話し合を求める国交大臣、厚労大臣の国会答弁にも合致するものであある。また、勤務改悪阻
止や人材の育成・確保、そして日航の発展にもつながるものである。
今こそ日航は、争議の早期解決を決断すべき時である。

２．闘いの意義と展望
●闘いの展望を切り開くためには、日航に争議の早期解決を決断させ、話し合いのテーブルにつかせる闘い
を中心に据えた運動の展開が不可欠である。
●日航の団交発言や情勢の項で述べた通り、人員・人材不足は事業拡張戦略を進めるうえで大きな支障とな
っている。この人員・人材不足は、労働組合の弱体化を狙い、人員体制をひた隠し（人員削減目標の超過達
成を隠蔽）にし、当時の最高経営責任者である稲盛会長（当時）が必要とないと明言した整理解雇を強行し
たことが招いたものである。こうした人員・人材不足の中で日航は、「不当解雇撤回裁判で解雇有効は確定
している」とする強気の発言をする一方で、「争議を何とかしたい」とする姿勢も見せている。また日航社内か
らは「経験者を雇うべき」との声も聞こえており、経営陣も決して一枚岩とは言えず、会社が追い込まれてい
るのも事実である。
●こうした中で闘いの展望を切り開くためには、3 労組統一要求を前面に押し出し、日航内の闘いと、支援共
闘を中心とした闘いの連携を深め、以下点を重視し運動に取り組むこと。
①日航内においては、組織の拡大強化を図るとともに、ILO 勧告や不当労働行為裁判の判決も活用し、人員
の確保と育成・ベテラン層の補強、そして勤務改悪阻止を求める現役組合員と、統一要求の実現を目指す
争議団とが一体となって、争議解決に向けた会社対応を迫る運動を一層強化する（当該労組の方針）。
②支援共闘においては、大きな世論と支援の輪を一層広げる努力を払うとともに、統一要求の実現をめざす
当該労組の闘いと連携して、日航を包囲し解決に踏み出す決断を迫る運動を強化する。
③政府の責任を明確にするとともに、ILO 勧告や不当労働行為裁判の判決を活用し、争議解決に向けて政府
が日航への指導に踏み出すよう、国交省や厚労省への要請行動を展開する。また、国会議員への協力を
要請し働きかけを強化する。
④ILO に対しては、年末闘争までの状況を報告し、解決に向けたアシスト（調査団の派遣やアシストのためのＩ
ＬＯ高官の訪日）やより踏み込んだ第 4 次勧告などを要請し、政府や日航に対応を迫る運動につなげる。
整理解雇は有効とする司法判断は確定しているとはいえ、ILO勧告や不当労働行為裁判の判決などを通じて、
日航が強行した整理解雇の不当性、整理解雇を有効とした司法判断の不当性、責任を棚上げし解決に向けて
動こうとしない政府対応の問題、人員・人材不足が深刻化し成長戦略が打ち出せない矛盾に直面している中で
も解決の決断を渋る日航の対応など、整理解雇の不当性と整理解雇まで強行して実施した人員削減の矛盾が浮
き彫りとなっている今こそ、解雇撤回争議の早期解決を迫る好機である。
統一要求に基づく争議の解決を目指す闘いは、当然ながら国民共闘発が足当初、国民的な意義を持つ闘い
であるとして掲げた 4 点（下記）を実現する闘いである。JAL 不当解雇撤回国民共闘が示した闘いの意義を再
確認し、総力を結集した闘いで、日航・政府に、早期解決の決断を迫る運動を強めていこう。
ＪＡＬ不当解雇撤回国民共闘が示した闘いの意義
日本航空の不当解雇撤回闘争は以下に述べるとおり、全労働者的、国民的意義を持つ闘いです。
①整理解雇の４要件を守り、労働者の雇用と生活・権利を守る闘い。
②航空の安全と国民の足を守る闘い。
③破たんの原因ともなったゆがんだ航空政策を正す闘い。
④労組つぶしを許さず、労働者・労働組合の団結権を守る闘い。

7

Ⅲ．当面する運動方針
１．基本方針
現在当該労組は、勤務改悪阻止や人員増をはじめとする要求と統一要求を一体の課題として掲げ、統一要求
に基づく解決に向けた具体的な動きを作り出すために、当面する春闘で全力を上げて取り組む方針である。
JAL 不当解雇撤回国民共闘の今後の運動の基本は、4 本柱の 3 労組統一要求、人員・人材の確保増、勤務
悪阻止などの要求を掲げて闘う当該労組との連携を強化し、争議の早期全面解決を日本航空に迫る運動を中心
にすえて、総力を挙げて取り組むことである。
その際、①不当労働行為事件判決、②ILO の 3 次にわたる勧告、③日航の現状－人員・人材不足等再建
「合理化」がもたらした矛盾が激化し、不当解雇撤回争議の早期全面解決が不可欠な状況となっていること等を
フルに活用する。また同時に、ILO には高官の訪日を含めたアシストを要請するとともに、政府や国会議員等へ
の働きかけを強め政治的解決の動きを作り出すなど、あらゆる方面から日航に争議解決の決断を迫る状況を作り
出すための取り組みも並行して進める。
獲得目標として 17 春闘までの闘いで、日航に争議解決の決断をさせ、争議解決に向けた道筋を切り開き、年
内には争議の全面解決を図ることを目標に運動を展開する。

２．当面する運動の組み立てについて（今春の運動について）
当該労組は 1 月～2 月初旬の間、年末までの闘いを踏まえ、3 労組統一要求に基づく交渉開催の追及と勤務
改悪の反対の運動など、日航内の運動の強化をめざして体制固め（当該各労組は、春闘方針に基づく意思統一
のための職場討議やアンケート活動等が取り組まれる。また乗員においては 3 月の組織統一に向けた取り組み
が進められる）を進めている。そして、3 月 1 日を回答指定日、3 月 17 日を山場とする春闘の中で、賃金の引き
上げや勤務改悪阻止、人員増などの春闘要求とともに、3 労組統一要求に基づく解決に向けた交渉を開始させ
るべく闘いを進める方針である。
以上の当該労組の方針を踏まえ、以下を重点行動や運動の節目として、当面する春の運動を組み立てる。
●2 月後半に、重点行動として日航本社包囲行動を設定し日航に解決の決断を迫る。
●3 月については、当該労組は、回答指定日（3 月 1 日）から山場（3 月 17 日）に向けて、社内世論形を高め、
解決を迫る職場からの運動の強化をめざし、全社員向けの宣伝行動など重点に取り組む方針である。国民共
闘行動としては、山場に向けて解決に踏み出す決断を求める座り込みと、定例の動行動を配置し、当該労組
の闘いを支援する。
●春闘までの闘いで解決交渉が開始されない場合には、5 月半ばから 6 月はじめの間に、夏の闘いで必ず解
決交渉を開始させるべく日航に決断を迫る全国的な統一行動として、全国の空港での宣伝と日航支社への要
請行動を実施すべく検討を進める。また、株主総会に向けての行動についても検討を進める。

３．当面する具体的諸行動
（１）日航に早期解決を迫る運動
①統一要求を支持し争議の解決を求める要求書提出運動を引き続き推進する
●本要求提出運動継続を継続し、本社前行動等の機会を利用し日航に提出し早期解決の決断を迫る。
今までの国民共闘が取り組んだ団体署名の最高集約数は約 6,000 団体である。本要求書の現時点での回
収数は 2,000 団体であり、さらに積み上げるべく取り組む
●また、首都圏以外の支援組織において、可能であれば各地域で要求書を集約し、日航も支店への要請行
動を設定して提出する等、地域の実情に応じた協力を要請する（取りまとめたうえ、かがみ文をつけて要請
行動で提出する等工夫を）また、提出に際しては、宣伝行動や集会等を組み合わせて実施する等の工夫を
していただければ幸いです。
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②当該労組の春闘日程と連携し日航攻め＝節目となる重点行動等
2 月 28 日 春闘の回答指定日である 3 月 1 日に向け、日航の不当労働行為（3 労組との合同団交拒否、難
しい点を羅列して解決交渉に踏みださない経営姿勢）を糾弾し、解決交渉の開始を日航に迫
る重点行動として、日航本社包囲行動を実施する（東京における2月の6駅頭一斉宣伝は本行
動置き換えることとし実施を見送る）
3 月 3～16 日の間＝春闘の山場に向けて闘う当該 3 労組の闘いと呼応し、解決交渉の開始を日航に迫る
行動として、3 月 9～14 日（土日を除く 4 日間 ）11：00～14：00 の間、え日航本社前座り込み
行動を実施する。
また、社長出席の経営協議会の開催日についても、日航本社前座り込みを実施する（具体
的日時は協議会が設定され次第案内）。
※この間、原告団・当該労組は、上記行動と並行して、経営に解決を踏み出す決断を迫り、日
航社内に向けた宣伝などの取り組みを集中的に展開する方針である。
3 月 17 日＝当該労組の春闘の山場
5 月中下旬＝日航便が就航する空港での宣伝行動及び日航空港支店へ要請行動の実施の検討。
春闘おける日航の対応を踏まえつつ、解決交渉の開始を日航に迫る全国規模の統一行動
として実施できるよう、今後、関係各団体と調整し検討を進める。
③日航本社前宣伝、要請行動等、毎月の定例行動につて
●日航本社前行動
毎月第 2 木曜日を基本に実施している日航本社前宣伝・要請行動を引き続き続き実施する。
・2 月については、重点行動として配置した 28 日本社包囲行動に力を集中することとして実施を見送る。
・3 月については、3～16 日の間に上記②で述べた座り込みを行うこととし実施は見送る。
・4 月 13 日 18：00～
・5 月以降については、毎月第 2 木曜日を基本に日航の対応等を踏まえて適宜具体化する。
●ＪＡＬプラザ前座り込み
3 月 1、2 日 11：00～13：00
4 月 5、6 日 11：00～13：00
5 月以降については、毎月第 3 水曜日前後を基本に日航の対応等を踏まえて適宜具体化する
●羽田・成田両空港での乗客ビラ
引き続き争議団及び航空労働者中心に取り組む
羽田空港＝3 月 10 日、4 月 10 日
5 月以降については、現在検討中
成田空港＝3 月 16 日、4 月 20 日
5 月以降については毎月第 3 木曜日を基本に設定していく

（２）日航に解決の決断を迫る世論形成の取り組み
①ＪＡＬデー一斉宣伝（毎月 29 日を基本に設定）
●都内 6 駅頭は
2 については 28 日 JAL 本社包囲行動に置き換えこととし、実施を見送る
3 月 27 日
4 月 28 日
●また、各地でも JAL デーに呼応した一斉宣伝に取り組むことを呼びかける
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②各団体への支援要請オルグの実施
現状を訴え支援の輪を広げるべく各団体への支援要請オルグを実施する。支援要請オルグでは、要求書提
出運動への協力要請、各諸行動への参加要請、支える会への加入（個人・団体）を訴える、また加盟各団体の協
力も得て支援共闘未加盟団体について支援共闘加入を訴えるオルグなど、JAL 争議支援の輪の拡大も目指
す。

（３）解決に向けた政治的動きを作り出す政府・国会への取り組み
①国交省・厚労省要請
●10 月 20 日の参院国土交通委員会及び 11 月 8 日の参院厚生労働委員会での政府答弁＝労働行為につ
いては遺憾の意を表明し「日航が適切に対応すべきとした」政府答弁も踏まえ、改めて日航の指導に踏み
出すよう要請行動を実施する。
●要請行動等での政府対応を踏まえ、必要により厚労省や国交省への抗議行動等を具体化する。

②政党及び議員要請
●国土交通委員、厚生労働委員、ILO 議連の各議員を中心に、統一要求に基づく交渉の状況等闘いの現
状を報告するとともに、引き続く支援要請を展開する。とりわけ民進党や政府与党への働きかけやＩ
ＬＯ議連への要請などを意識的に取り組み、超党派での動きを作り出すべく引き続き努力する。
●また、国会議員の協力のもと、議員同席した国交省や厚労省の担当者を質し日航への指導を求める取
り組みも具体化していく。
●争議の進展状況も見つつ、必要により院内集会等の開催も検討する。
③各地でも実情に合わせて議員や労働局への要請を
各地でも実情に合わせて地元選出国会議員への協力要請や、厚労省として日航の指導に踏み出すよう労働
局への要で等協力要請する。

（４）ＩＬＯには追加情報を提出するとともに要請団を派遣
●ILO 対し、高官の訪日を含めたアシスト等、より踏み込んだ対応を求め、1 月 28 日～2 月 4 日の ILO 本部
に要請団を派遣した。今後もより踏み込んだ対応の実現をめざし、ILO への要請を実施していく。

２． 各地の支援組織等全国各地での運動について（協力要請）
●団体署名（統一要求を支持し早期解決を求める要求書）を集め収穫して日航の支店に提出する運動
署名提出に際し宣伝行動や集会を配置する等の工夫も＝その際には、当該労組や原告団などから派遣
●闘いを支持し支援する組織をさらに広げるため、上記の署名を推進するための地域の労組や民主団体に
集中オルグを設定する等取り組みを＝その際には、当該労組や原告団などから派遣
●現在意見等を進めている日航が就航する空港での宣伝・支店への要請行動＝全国統一行動を実施する際に
も当該労組や原告団などから派遣します。本統一行動を春闘の結果と今後の闘いを報告する集会等を組み
合わせて開催する等の工夫をしていただければ幸いです。
●諸会議や学習会、集会などに際し、争議支援を訴える場の提供していただくこと
●定例の JAL デー（毎月 29 日を基本に設定）に呼応した宣伝行動
●日航の対応や ILO と政府の動き等を踏まえた労働局や地元選出議員への要請行動（協力をお願いする状
況となった際に、国民共闘として、要請文等ひな形を作成するなど必要な対応を講じます）
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