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JAL 不当解雇撤回国民共闘第８回総会議案書
第７回総会以降の運動経過と到達点、及び今後の方針(案)
Ⅰ．第７回総会以降の経過と闘いの到達点
１．第 7 回総会以降の主な取り組みについて
●第７回総会では日航に早期解決の決断を迫る闘いを運動の中心に据え、当該労組の闘いと国民共闘
の運動が相乗効果を発揮する中で、統一要求に基づく早期解決の実現を目指すことを確認した。
●また、運動を進めるにあたっては、日航の弱点ともなっている①不当労働行為裁判の判決の活用、②
ILO の 3 次にわたる勧告の活用、③人員不足等の職場実態を武器に決断を迫ることも確認した。
●国民共闘としては、定例の宣伝行動等に加え、当該労組の闘いの状況等を踏まえ、①2 月末の本社包
囲行動、②5 月の全国統一行動（空港宣伝・支店要請）、③9 月の全国統一行動（宣伝・支店要請）を闘
いの節目に対応した重点行動として設定し、日航に早期解決の決断を迫った。
●また、政治及び ILOを動かし日航に解決を迫る状況を切り開くべく、ILO本部への要請行動を実施する
とともに、厚労省・国交省への要請行動、議員への協力要請等を展開してきた。
●当該労組・原告団においては、解決に向けた日航内部から圧力を高めるために、4 月以降、連日の成
田オペセン玄関ビラや事務所詰め等々、日航グループの全社員に向けた運動を飛躍的に強化し、取り
組みを進めてきた。

（１）世論喚起の運動
日航に解決を迫る大きな世論を築くべく、争議団が中心となった各団体等へのオルグ活動、集会等での訴
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（国民共闘は都内6 駅頭宣伝）を実施し
てきた。
定例の JAL デー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）、愛媛等でも宣伝行動が取り組まれた。
東京 6 ブロックにおいては、西部、大田区、目黒等では毎月の JAL デー一斉宣伝とは別に、独自の定例
宣伝や大宣伝行動（地域の共同行動）が実施されてきた。

（２）日航に争議の早期解決を迫る運動
●国民共闘は、統一要求の決定という新たな局面を踏まえ、16 年 10 月より「統一要求を支持し、争議の早期
解決を求める要求書（団体署名）提出運動」に取り組んだ。2017 年 7 月末まで間で、合計で 2,528 団体＋個
人 751 名（一部で個人署名として実施）の要求書を日航に提出することができた。
●春の重点行動として実施した 2 月 28 日の日航本社包囲行動には 700 名が参加した。また、当該労組の
春闘と並行して取り組んだ本社前座り込み（3 月 9～14 日）については、4 日間で延べ 370 名が参加した。
●夏に向けての重点行動として 5 月に実施した全国統一行動では、全国の 33 ヵ所で宣伝行動を実施すると
ともに、日航の 19 支店・本社に要請行動を実施した。この統一行動の一環として 15 ヵ所で支援集会等が実
施された。国民共闘としては、定例の本社前行動で要請を提出するとともに、5 月 27 日に羽田空港で 130 名
が参加し大宣伝行動を実施した。
●夏から秋にかけての行動の重点として、9 月に、全国統一行動（宣伝・支店要請）を実施した。この統一行
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５、９月の「全国統一行動実施状況
支援組織
５月の全国統一行動
（所在地）
北海道
女満別
●宣伝行動（3 ヵ所）
■女満別空港支店要請
札幌

帯広
根室
・釧路
秋田

新潟
山梨
千葉
東京
神奈川
静岡
愛知
京都
大阪

兵庫
岡山
広島
島根
徳島
愛媛
福岡
沖縄
合計

９月の全国統一行動
●宣伝行動（2 ヵ所）
■女満別空港支店要請
◆市内各団体・労組オルグ
●札幌駅宣伝行動
■札幌空港支店
■北海道支店要請

●札幌駅宣伝行動
■札幌空港支店、
■北海道支店要請、
※市内各団体・労組オルグ
●市内・空港宣伝、
■帯広空港支店要請
※支援集会
●根室と釧路市内（2 ヵ所）宣伝
■釧路空港支店要請
◆根室市への要請、
※支援集会、市内オルグ
●宣伝行動（3 ヵ所）
■秋田空港支店要請
■秋田市内支店要請、

●釧路駅宣伝行動
■釧路市内支店要請
●秋田駅宣伝行動
■秋田空港支店要請、
■秋田市内支店要請、
※市内各団体・労組オルグ
●新潟駅宣伝

●市内宣伝行動
■新潟空港支店要請
※新潟、長岡、上越の 3 市内オルグ
●甲府駅宣伝行動
●成田空港宣伝
■成田空港支店要請
●羽田空港宣伝
■本社要請

●成田空港宣伝

●横浜駅宣伝
（定例宣伝行動を統一行動位置付けて実施）
●5 駅頭（清水、草薙、藤枝、焼津、静岡）宣伝
行動
●中部空港宣伝、
■名古屋支店、
■中部空港支店要請
●四条烏丸宣伝
●伊丹空港宣伝
■伊丹空港支店要請
●伊丹空港宣伝
●関西空港宣伝
■伊丹空港支店要請
■関西空港支店要請
●伊丹空港宣伝
■伊丹空港支店要請
●岡山駅宣伝行動、
※市内各団体労・労組オルグ
●広島市内宣伝
■広島支店要請
●徳島駅・空港宣伝
■徳島空港支店要請
●松山空港宣伝
■松山空港支店要請
●宣伝行動（空港、博多、小倉）
■福岡空港支店要請
宣伝３３ヵ所、１８支店に要請
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●羽田空港宣伝
●蒲田駅宣伝（大田）
■本社要請、
●横浜駅宣伝
（定例宣伝行動を統一行動位置付けて実施）
●金山駅宣伝行動
●中部空港宣伝行動
●四条烏丸宣伝
●伊丹空港宣伝
■伊丹空港支店要請
●伊丹空港宣伝
■伊丹空港支店要請
●伊丹空港宣伝
■伊丹空港支店要請
●広島市内宣伝
■広島支店要請
■出雲空港支店要請
●徳島空港宣伝
■徳島空港支店要請
●松山空港宣伝、
■松山空港支店要請
●福岡空港宣伝行動
■福岡空港支店要請
■沖縄支店要請
宣伝１８ヵ所、１４支店に要請

動には 22 の支援組織等が参加し、宣伝行動が 18 ヵ所で、要請行動については 14 支店・本社に実施す
ることができた。国民共闘としては、22 日に、各地の支援組織および国民共闘の代表で要請団を構成し、
日航本社要請を実施した。要請行動では、7 月末から取り組んできた「合同団交を直ちに開催し統一要求
に基づく整理解雇争議の早期解決を求める団体署名」2,440 団体を提出した。また、翌 23 日には 160 名
が参加し羽田空港大宣伝行動を実施した。
●5 月、9 月の行動を通じて、従来は実施できていなかった帯広や女満別、島根、沖縄などでも、宣伝行動
や要請行動が実施されるなど運動の広がりを作り出すこともができた。この全国統一行動については「〇
〇空港でも実施された」といった報告が一部の職場で行われるなど、各地の行動は確実に日航に届いて
いることも明らかとなった。
●日航に早期決断の決断を迫る定例行動として、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、引き続き実施してきた。また、全労連・東京地評、東京争議団が主催する総
行動でも、日航本社前行動やＪＡＬプラザ前行動が実施された。
●6 月 22 日の株主総会に対しては、最寄り駅の舞浜駅で宣伝行動を実施した（60 名参加）。また、8 月 12
日の 123 便御巣鷹山事故当日には、羽田空、伊丹、松山の 3 空港にて、200 名を超える参加を得て、航
空の安全と争議の早期解決を求めて宣伝行動を実施した（詳細は取り組み経過＝日程表を参照）。
●各地の支援組織や支援共闘に参加する各団体の行動としては、北海道、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、同大田等の支援組織（支援共闘や支える会など）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実施する、争議支援の総行動、決起集会や学習会な
どの諸行動でも、日航の不当解雇撤回闘争も取り上げていただき、日航本社前宣伝・要請行動、駅頭宣
伝やデモ等が実施された（詳細は取り組み経過＝日程表を参照）。

（３）政府など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した。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。
●原告団独自の行動として、4 月 6 日には国会前でのアピール行動を、また、支援共闘としても参加を呼び
かけて 6 月 12～15 日の間、国交省前座り込みを実施した（4 日間で 190 名が参加）。
●12 月 6 日には日航に「統一要求に基づく早期解決を求める」院内集会を開催し、170 名が参加した。本集
会には自民党、立憲民主党、民進党、共産党、社民党の 5 党派の議員・秘書が出席し、激励のあいさつ・
メッセージ等を寄せていただいた。
●また、けんり総行動実行委員会主催の東京総行動や東部けんり総行動では国交省に、全労連・東京地評
の争議支援総行動では厚労省に対し、争議の早期解決に向けた日航への指導を求めて、宣伝・要請行
動がそれぞれ実施された。
●ILO に対する行動としては、2016 年の 10 月に追加情報、2017 年 1 月に要請書を提出し、その内容と現
状を補強し、より踏み込んだ対応を要請すべく、2 月に代表団をＩＬＯ本部（ジュネーブ）に派遣した。また、
2017 年 5 月には、来日した ILO ガイライダー事務局長との懇談が実現し、当該労組より改めて現状を報
告し ILO としての対応を要請した。
●以上のような一連の取り組みの中で、「当事者間の話し合い解決」を求めるとともに「不当労働行為は遺
憾」、「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（後退を許さず話し合

- 3 -

い解決を求める姿勢を維持させている）。
●日航が東京オリンピックのオフィシャルパートナーであることを踏まえ、東京オリンピック組織委員会に「日
航がオフィシャルパートナーとしてふさわしい行動をとるよう働きかける」ことを求めて要請を行った。組織
委員会は「調達コードが遵守されること」が必要とする一般論を述べるとともに、また「調達コードを遵守す
ることは一義的には個々の企業の責任の問題」との考え方を述べた。調達コードの実効性を高め、本争議
の早期解決につなげるために、引き続き、組織委員会などの関係先へ要請を強めることが求められる。

（４）新たな支援組織の発足等
5 月の全国統一行動への協力を呼び掛ける中で、支援組織としては 30 番目となるオホーツクの会（支える
会）が 2017 年 5 月 14 日に結成された。
また、前述の通り、加盟各団体の協力のもとで実施した 5、9 月の全国統一行動の中では、新たに沖縄や
島根で宣伝や要請行動が実施しできたこと、また東京目黒では新たな試みとして区内の労組と民主団体が
共同して、争議の早期解決を求める大伝行動を行うなど、運動の広がりも築くことができた。

２．今日までの運動の到達点について
（１）１７秋季年末闘争までの日航の対応の変化と現状
①日航の対応の変化と現状
●解決交渉の場として要求している合同団交については「各労組と交渉しておりその必要がない」と現時
点でも開催を拒否している。こうした中で、当該労組は春闘など各闘争における団交や社長出席の経営
協議会等の中で解雇問題を取り上げて交渉を進めてきた。
●春・夏闘における日航の基本的対応姿勢は、「難しい」として、解決交渉に踏み出そうとしない対応を取
り続けてきた。また、「最高裁で解雇は有効と確定している」といった強気発言の一方で「解決に向け話
し合いは継続する」との姿勢もとりつづけてきた。
●直近の 17 秋季年末闘争において当該労組は、「職場復帰を求める人が何名である」等といった原告の
具体的状況も示して会社に早期解決を迫った。これに対し会社は、「預かる」「持ち帰る」と、従来見せな
かった新たな対応を示してきたが、年明けの 1 月 12 日、経営協議会にてその結果について植木社長に
質すと「今までとスタンスは変わらない」とする一方で「私の代で解決したい」との答弁をした。「今までと
スタンスは変わらない」する不当な対応ではあるが、私たちの運動で「預かる」「持ち帰る」と言わざるを得
ない状況を作り出し、「私の代で解決したい」とも表明していることも踏まえ、引き続き日航攻めを強化す
ることが求められる。
●今日までの交渉で不当労働行為裁判の判決や ILO の勧告を活用した労組の追及に対し、会社はまと
もに対応ができておらず（労組主張に反論ができない。または意図的に「解雇有効の判決は確定してい
る」といった振り出しに引き戻す答弁をする）、これらの点は明らかに会社の弱点であり、追い込むポイン
トともなっている。
●日航は、乗員組合に対しては 2017 年 5 月 1 日に、CCU には 2017 年 10 月 1 日に勤務改悪を強行し
てきた。客室乗務員の勤務改悪については、JALFIO 組合員からも痛烈な批判の声が上がっている。
改悪勤務の下で、体調不良で客室乗務員が救急搬送されるといった異常な事態も発生している。また、
乗員については健康上の問題から乗務離脱を余儀なくされている乗員が 3.5％（70～80 名、ちなみに
整理解雇時点＝2010 年 12 月末時点では病欠者などが退職・解雇されたことから 0％であった）に達し
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その後も増加傾向あることなど、職場実態は深刻を増している。

客室乗務員の勤務改悪の例

〇乗員の勤務改悪の内容
休日（H）が消える？

年間乗務時間制限を 900→960 時間に延長
〇厳しいロンドン便に対する声
①会社の対応は十分か？
はい（十分）………6％
いいえ（不十分）…90％
無回答……………4％
②改善策は（いいえと答えた人）
ダブル編成………40％
現地で 3 泊………12％
帰着後 4 日休日…54％
帰着後配車………54％
その他……………30％

●職場要求の実現を求める切実な声の強まり、
そして、オペレーションセンターの玄関ビラ
など全社員を対象にした当該労組の運動
の広がりが力となり、産前地上勤務問題で
は、希望者全員の地上勤務への配置を勝
ち取るとともに、出退勤時間等の労働時間
管理の見直しをはじめとした勤務の見直し
など、職場要求の実現が進んでいる。これ
らは、人員不足や改悪勤務に対する批判
の声を、会社としても無視できなくなってい
ることを示すと同時に、当該労組・原告団の

【写真】CCU が実施したシール投票。改悪勤務ノー！
の声が圧倒的多数。

運動とその広がりが会社を追い込む大きな力となっていることを示すものである。

②日航の対応を動かしている力は
何よりも被解雇者を組織する当該 3 労組（現 2 労組）が、現実的に争議を解決すための基本的な要求であ
る「統一要求」を打ち出したこと。
勤務改悪のなどの動きに対応し、解雇問題とともに職場要求も積極的に取り上げ、4 月以降のほぼ連日に
わたる成田オペレーションセンター玄関でビラ（4～12 月の間で 10 万枚を上回るチラシを配布）、アンケート
活動や職場での対話運動など全社員を対象にしたと当該労組・原告団が中心となった日航内の運動が前進
したこと。
以上のような日航内で運動に加え、国民共闘やその加盟団体、各地支援組織による日航に解決を迫る運
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動、以下に述べるような政府や国会議員、ILO 等への取り組み等で、確実に日航包囲する状況を築き上げ
てきていること。

（２）国会・政府の動き等
●厚労省・国交省への要請行動では、「不当労働行為は遺憾」「当事者間での話し合いが必要」「日航が
適切に対処すべき」とする大臣の国会答弁を踏襲しつつも、「一企業の争議に介入することは労使自治
の原則に反する」として日航への指導を拒否し、さらには合同団交の拒否や不誠実な団交での会社対
応には「労働委員会の制度の活用を」とする不当な対応を取り続けている。
●ILO 勧告が履行されていない点を指摘し「指導すべき」という主張に対しては、「勧告は『指導せよ』とま
で言っていない」（厚労省）、「解雇したのは日本航空（労使自治の原則からも）日航が適切に対応すべ
き」（厚労省・国交省）とし、日航への指導に踏み出す姿勢は示されていない。
●こうした行政の対応は、日航の再建にかかわってきた当事者として責任を棚上げし、 日本において
ILO 条約違反を許すか否かという問題を、一企業の労使問題に矮小化する態度は、行政責任を放棄す
る不当な対応といわねばならない。

（３）ILO の状況
●前述のとおり 16 年 10 月に追加情報、17 年 1 月には「要請書」を提出し 2 月にはり踏み込んだ対応を
求めて、ILO 本部に対する要請行動を実施した。
●一方政府は、2 月 9 日付けで追加情報を提出している。本追加情報には、「1 月中に日航に報告を求め
日航からの回答も添付した」とのことであり、不当労働行為裁判の判決と「謝罪文」の掲示、その後の団
交状況等が報告されていると思われる。
●5 月 12 日には、来日した ILO ガイライダー事務局長と当該労組・争議団の代表との懇談が、ILO から
の要請で実現した。ILO の事務局長が訪日目的とは直接かかわりのない一個別争議の関係者と懇談を
持つのは異例の対応である。同事務局長は、ILO 議連との懇談会にて日航案件にふれ、「勧告の実現
に向け適切な方法で工夫をしていく」と表明した。こうした対応は、ILO が日航案件を引き続き重視し、
フォローアップを継続していることを示すものである。
●現在日航案件については、2017 年11 月の結社の自由委員会にて、「次回以降速やかに審議すべき案
件」としてリストアップされており、今年 3 月の結社の自由委員会・理事会で何らかの動きが出てくる可能
性が極めて高いものとなっている。

（４）東京オリンピック組織委員会等へ働きかけ
●オリンピック憲章・規則には、フェアプレー原則、差別の禁止がうわれている。また、ILO と東京オリンピ
ック組織委員会は覚書が交すことで合意し、組織委員会は、「ILO の根幹条約の遵守」を盛り込んだ調
達コードを定めており、オフィシャルパートナーも適用対象としている。これらを踏まえれば、ILO の根幹
条約―87 号、98 号条約違反で 3 次にわたる勧告が出されている日航に対し、組織委員会などが「オ
フィシャルパートナーとしてふさわしい対応を取るよう働きかける」ことは当然のことである。
●前述の通り、組織委員会は私たちの要請に対し「調達コードが遵守されること」が必要とする一般論を述
べるとともに、また「調達コードを遵守することは一義的には個々の企業の責任の問題」との考え方を述
べるにとどまり、日航案件にどのように対応するかは言及していない。
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●引き続き、組織委員会、推進本部（政府）、東京都など関係各機関への要請行動を実現し、日航への働
きかけに踏み出すよう、取り組みを進めていくことが求められる。

（５）運動の到達点とまとめ
●交渉に入り口から先に進もうとしない日航の対応ではあるが、話し合い解決の必要性を認めるとともに
「双方が歩み寄よらなければならない」などと発言をするとともに、直近の交渉では労組主張を受けて
「持ち帰る」と発言したことや、社長自らが「私の代で解決したい」と述べるなど、若干なりとも変化の兆し
がうかがえること。
●人員不足を認めようとしない日航の対応に対し、職場実態等取り上げ追及する中で会社も職場に稼働
強化強いている実態を認めざるを得なくなってきていること。
●また、勤務改悪に対する職場の不満の高まりの中で、解雇争議での進展は遅々としているとは言え労
組・原告の運動が職場要求の前進（勤務の一部見直しなど）に結実しており、会社を着実に追い込んで
いること。
●外堀を埋め日航を解決交渉の席に着かせる運動では、政府に引き続き話し合い解決を求める姿勢を取
らせるとともに、ILO においてはこの 3 月にも新たな対応が示される状況を切り開いていること。

Ⅱ．JAL 不当解雇撤回闘争をめぐる情勢の特徴
●1 月 31 日には JAL の 17 年度の第 3 四半期決算が発表された。営業利益は前年同期を 79 億円上回
る 1452 億円、利益見通しについては、2 度目の上方修正した中間決算時の見通しをそのまま据え置き、
営業利益 1660 億円（年度当見通しは 1370 億円）としているが、決算会見では昨年の営業利益 1703
億円上回るべく努力する旨表明している。また配当については、105 円（内半額の 52.5 円を中間配当、
当初見通しは 90 円）と中間決算時の見通しをそのまま踏襲している。
●2017 年 4 月に打ち出された中期事業計画では、「挑戦、そして成長へ」をテーマに持続的・安定した成
長を目指すとし、IT 戦略による事業の改善・革新と新たな収益源の確保等を進め、2020 年の売上高を、
航空部門は 1.1 倍に、航空関連・新規事業では 1.3 倍にする伸ばす計画を打ち出した。加えて、売上高
営業利益率 10％以上、投資利益率 9％以上、また自己資本比率 60％などの財務目標も打ち出した。
●この中期計画を踏まえて新規時事業にチャレンジするとして、2017 年 12 月に BOOM 社（超音速旅客
機開発）、ispace 社（宇宙開発）との資本提携を発表。また、LCC の春秋航空への支援も打ち出した。
●中期計画については、本業である航空運送事業の拡大に消極的であり、路線や便数計画、機材計画も
具体的を欠くことから「成長戦略が見えない」等の批判的報道がされた。そして、6 月 22 日に開催された
株主総会では、成長戦略の見えない中期事業計画に加え、役員報酬の上限をほぼ倍に引き上げる（総
額 4.5 億円から 7 億円＋ストックオプションに引き上げ）議案が提案され、多くの株主から批判の声が出
される異例の株主総会となった。
●日航とは対照的に積極的な事業拡張を進めている全日空は、今年 2 月 1 日に、新中期事業計画を発表
した。国際線の路線網の増強を図り、2022 年には売上高で 2017 年度対比 150％の事業規模を目指す
とし、社員に向けのパンフでは、JAL の赤坂次期社長の「いたずらに規模を追うよりも、しっかりとした収
益性を確保する」という発言を引用した後に、「まずはやってみよう！」こそ、わが社が創立以来脈々と受
け継いできた、また、今後とも受け継いでいくべき挑戦の DNA であるとのべ、2020 年の東京オリンピッ
ク機に積極的な事業拡大を推し進める姿勢を示している。
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●日航の各職場では人員不足が深刻化し、職場実態の悪化とともに、日航の成長戦略にとっても大きな
足かせとなっている。退職が相次ぐ客室乗務員については、2012 年以降 2017 年末までに 3000 名を
超える新人が採用された（総勢は約 6000 名＝単純計算では半数以上の入れ替わったことになる）。ま
た乗員についても、整理解雇以降グループ全体で 300 名以上が退職し、要員（訓練生）の採用は 130
名に達しているが、短期間で人材が育つわけではなく、人員不足は深刻である。
●人員不足に対応し日航は勤務の改悪を強行。その結果前述のとおり、客室乗務員の職場では体調不
良で救急搬送されるといった異常な事態も発生している。また、乗員については健康上の問題から乗務
離脱を余儀なくされている乗員が、整理解雇時点の 0％から 3.5％（約 70～80 名）に増加し、その後も
増加傾向にあり、職場実態は深刻さを増している。
●また客室乗務員においては、従来 55 歳に達すると、その職責を解き一般客室乗務員として乗務させて
いたが（一般的にある役職定年制と同様な制度）、新人が増加する中で上位職をこなせる人材（ベテラ
ン）が不足し、安全・サービス品質の低下を招いていることから、この制度を廃止している。
●人員不足・勤務改悪に対する職場の声は鋭く、CCU や乗員組合など、JJ 労組の闘いに対する期待が
社内で広がっていること、また人員・人材不足が日航の成長戦略の足かせとなっていることも明瞭であり、
こうした実態は、職場要求の前進と合わせ本争議の早期解決を勝ち取る条件は従来以上に広がってい
ることを示すものである。
●ILO においては、JAL 案件が速やかに審議すべき事項にリストアップされた。不当労働行為裁判の判
決が確定し ILO87 及び 98 号条約違反が明確になった状況を踏まえ、今年 3 月の結社の自由委員会
にて日航案件が審議され、第 4 次勧告等の新たな対応が示される可能性が高まっている。新たな対応
が示されれば、政府もオリンピック組織委員会も無視しえない状況がさらに強まることとなる。
●日本航空は 1 月 24 日、4 月 1 日付で、植木社長の代表取締役会長就任・赤坂常務執行役員の社長執
行役員就任を発表した（赤坂新社長の代表取締役社長執行役員への就任は株主総会後）。植木社長
は、社長に就任以降、労使交渉の場で「争議は解決していない」「長引くのはよくない」「労使双方が歩
み寄り解決しなければならない」「（争議は）私の代で解決したい」等々の発言をしてきた。社長退任を前
にし、こうした一連の発言に対し、責任ある対応を示すべきである。
●2018 年の政治の動向では、当面する通常国会で「働かせ方改悪法案」審議が予定されていること。さら
には、憲法改悪の動きも重大な局面を迎えることから、国民的な運動も大きく取り組まれることとなる。
●人員不足の深刻化と日航内の闘いの前進、国民共闘はじめとする運動の広がり、そして社長の交代や
ILO の動き、オリンピック組織委員会の調達コードの制定・発効等々いった状況を、日航に解決の決断
を迫る好機ととらえ、この機を逃すことなく日航に解決の決断を迫る運動を展開することが強く求められ
る情勢にある。

Ⅲ．当面する運動方針
１．運動の基本方針について
JAL 不当解雇撤回国民共闘の当面の獲得目標は、当該労組の統一要求に沿って早期解決を図るため、
解雇問題に特化した解決交渉の場である合同団交を開催させ、解決交渉を軌道に乗せ、2018 年内に本争
議の全面解決を勝ち取ることにある。この目標の獲得に向け、日航内で闘う当該労組の運動と、外から日航
に決断を迫る支援共闘の運動とが相乗効果を生み、より大きな力が発揮できるよう、原告団・当該労組と一体
となった運動を展開する。
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２．今後の具体的取り組みについて
（１）当面する運動の基本方針と組み立てについて
①日航に解決を迫る運動のポイント
当該労組が、安全運航の確保に向け勤務改悪反対・人員増などの職場要求の前進と統一要求に基づく
争議解決に向けた日航内の運動を一層強める方針であることを踏まえ、国民共闘しては以下を基本に運動
を進める。
(1)統一要求に基づく争議の早期解決を求める大きな世論を築き、日航を包囲すること。
(2)2020 年の東京オリンピックを控える中での人員不足深刻化、社長交代、ILO 4 次勧告等の可能性
が高まっている状況、こうした状況を好機ととらえ、機を逸することなく活用し、日航に決断を迫る
大衆行動を展開すること。
(3)政府などへの働きかけを強め、解決に踏み出そうとしない日航の外堀を埋め、政治的解決に向けた
政治的な動きを作り出すこと。

②当面する運動の節目と重点行動
２月 第１の節目＝第 8 回総会を、解決を迫る決起の場として位置づけて開催する
３月 第２の節目＝当該労組の春闘、「私の代で解決したい」述べた植木社長が 3 月末で交代すること、そし
て順調にいけば ILO より第 4 次勧が出る状況を踏まえ、3 月 26 日に日航本社前包囲大行動を配置し、解決
の決断を迫る。
５月 第３の節目＝春闘結果・ILO 勧告の分析を踏まえ、全国各地から日航に解決の決断を迫る全国統一
行動を展開する。
６月 第 4 の節目＝当該労組の夏季闘争状況もにらみつつ、株主総会に対応した行動等を検討する。

（２）今こそ解決の時、「日航は話し合いに応じよ！」の大きな世論の形成を目指す
●各団体へのオルグ活動、JAL デー一斉宣伝、空港での乗客ビラなどの定例宣伝を各支援組織等にも
呼びかけ、引き続き実施する。また、定例宣伝の場所等については、実施地域毎に、出されている意
見等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。
●また当面する春の運動では、国民共闘に加盟する各団体にも協力を訴え、春闘等の諸行動の際に、
JAL の解雇問題を取り上げていただき、集会等での訴えや、JAL 問題を掲載したチラシ（または国民
共闘発行チラシの折り込み）の配布など、協力を要請していく。

（３）日航に合同団交・統一要求に基づく争議早期解決を迫る諸行動
①社長宛緊急要請はがき
1 月 12 日の経営協議会で「私の代で解決したいと思っている」と発言した植木社長が 4 月 1 日付け
て交代することを踏まえ「緊急要請はがき」を取り組む。取り組み期間は 3 月末までとする。
②早期解決を求める社長宛要請署名（個人署名）
●全国、どこでも誰もが行動に参加できる運動として、4 月より、「早期解決を求める社長あて要請署名」（個
人署名）の取り組みを開始する。署名用紙については、3 月中に ILO より何らかの対応が示される状況に
あることから、ILO の対応踏まえた上で作成する。
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●取り組み期間は、一次締め切りを４月末とし、以降毎月末日を集約日として取り組み、最終集約日は日航
の対応等を踏まえ別途提起する
●取り組み目標は、早期に 50,000 筆を集めることを目標とする
●国民共闘としても、定例宣伝の活用をはじめ、様々な機会を活用して署名の浸透を図り、多数の署名を集
める努力を払う。
●署名の提出については、定例の本社前宣伝・要請行動等において提出する。

③3 月の本社前行動
3 月 26 日 18：30 より、運動の節目に当たる重点行動として JAL 本社包囲大行動を実施する。
本行動ついては植木社長在任中の解決、ILO 勧告の履行など、春闘における日航の対応を踏まえて、日
航に解決の決断迫る国民共闘の決意と構えを示す大行動として取り組む。

④院内集会の開催
4 月 9 日に、春闘までの闘いと現状を共有化するとともに、オリンピック委員会の「調達コード」、ILO の第 4
次勧告など新たな対応が出された場合はその意義等を理解し、5 月から夏の闘いにつなげる目的で開催す
る。
会場は衆議院議員会館会議室＝集会は昼休み時間帯に予定。詳細は具体化され次第連絡します。

⑤5 月の全国統一行動について
5 月中旬から 5 月一杯を集中行動期間として、全国統一行動を展開する。各地における行動については、
関係する各団体に協力を呼びかけ、①主要駅頭や空港等での宣伝行動、②各日航支店へ要請行動、③
JAL 争議の早期解決を求める集会など、各地の実態に合わせて行動を具体化していただき、日航に争議の
早期解決を迫る。
JAL 不当解雇撤回国民共闘としては全国統一行動に対応した行動として以下の行動を実施する。
5 月 10 日（木） 18：00～19：00 JAL 本社前宣伝・要請行動
5 月 26 日（土） 11：00～12：00 羽田空港大宣伝・アピール行動

⑥株主総会への行動
6 月の株主総会については、会場近辺での宣伝行動を実施する。また、総会までの闘いの到達点等を踏
まえ、総会での発言等についても準備を進める。

⑦定例行動等について
情勢の進展など踏まえ、空港でのアピール行動、日航本社包囲大行動などを必要により具体化し配置す
ることとし、当面は従来の定例行動を積み重ね、上記の重点行動への結集を図っていくことする。
現在、具体化されている日程は以下の通り。

●JAL プラザ前座り込み
3～5 月については以下の理由等により、実施を見送る。6 月以降については別途検討の上具体化する。
3 月については、当該労組の春闘に対応し、当該労組・原告団が中心となり、日航内への宣伝や空港ビラ
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を重点的に取り組む体制をとりことから中止します。
4 月については、3 月末に ILO の第 4 次勧告等、新たな対応が示されることを想定し、厚労省前行動に置
き換える（詳細後述）。
5 月については、メーデーや憲法集会、その後の全国統一行動など、取り組みが集中する関係から実施を
見送る。

●JAL 本社前宣伝・要請行動
基本的に第二木曜日を定例行動日として引き続き実施する。
3 月 26 日 18：30～（前述の節目の重点行動=JAL 本社包囲大行動）
4 月 12 日 18：00～
5 月 10 日 18：00～（全国統一行動としての本社前宣伝・要請行動）
●空港でのアピール・宣伝行動
5 月 26 日羽田空港大宣伝・アピール行動（全国統一行動としての取り組み）
3、4 月については、当該労組・原告団の主体的取り組みとして羽田空港等で宣伝行動を展開する＝当該
労組・原告団中心の行動であり、支援者への参加要請はしません。

（４）外堀を埋め、日航が解決せざるを得ない情勢を築き上げる運動
①政府（厚労省・国交省）への取り組み
政府に対し日航への指導を求め引き続き要請行動を実施する。また必要に応じ厚労省・国交省前行動等
も配置し、政府に指導の実行を迫る。
要請に当たっては、政府が日航の再建にかかわった当事者であり責任があること、ILO 勧告との関係では、
1 企業における労使間の問題ではなく、ILO 条約違反を正すか否かという日本社会のありよう・行政責任が
問われる問題であること、安全運航確保には争議の早期解決が不可欠であること等を中心に主張し指導に
踏み出すことを求めていく。
具体化されている当面の行動と以下の通り。
4 月 4、5 日、11：00～13：00 厚生労働省前行動＝ILO の勧告を踏まえ日航への指導を求める。

②東京都知事・オリンピック組織委員会等への申し入れ
東京オリンピックのオフィシャルパートナーである日本航空が、ILO の根幹条約違反を犯し、ILO より 3
次にわたる勧告が出され、今でも監視下に置かれている異常な状況を正すため東京都、東京オリンピック組
織委員会、政府の東京オリンピック推進本部など、各関係先への要請行動等を具体化していく。

③議員・政党への協力要請
上記、政府や東京オリンピックの関係先への要請趣旨などを基本に、各政党や国会議員、都議会議
員などへの、協力要請を実施する。
④ILO への働きかけ
ILO に対しては申し立ての主体である当該労組とも調整し、引き続くフォローと、訪日によるアシストなど、
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より踏み込んだ対応を求め、引き続き働きかけを強める。
また、ITF、IFALPA に対しては、加盟している航空連や日乗連と調整・連携し、引く続くサポートの要請等
を実施する

⑤マスコミ対策
マスコミ各社に日航の不当解雇撤回争議状況を取り上げていただくべく、支援共闘の取り組みや日航や
政府の動き、ILO の対応などを踏まえ、タイミングを見計らい記者会見等を開催するなど、マスコミ対策を強
化する。

３．各地の支援組織・加盟団体への協力要請（呼びかけ）
以下のような諸行動等について検討いただき、ぜひとも取り組んでいただきたく協力を呼びかけます
●執行委員会、集会等での訴えなど、オルグの機会の提供
●緊急要請はがき・社長宛の要請署名の実施
●宣伝行動での協力
・定例宣伝に呼応した各地域での宣伝行動の実施
・春闘や「働き方改革」法案の反対などの諸行動等、各団体が取り組む宣伝行動の際に日航のチラシを
折り込む等、工夫した宣伝行動実施
●ILO 勧告等を踏まえて、地元選出国会議員への要請や労働局への要請

第 7 期決算（案）及び第 8 期予算（案）について
１．第７期決算（案）
収
入
の
部

支
出
の
部

繰越金
会費収入
雑収入
その他
収入合計

受取利息

2,276,533
630,000
16
2,906,549

会議費

総会
事務局・幹事会

事務費

残高証明手数料等
封筒印刷代

23,824
23,220

集会費
諸行動費

ILO 要請行動

216
3,230
0
441,586

宣伝

チラシ印刷代

870,091

支出合計
剰余金

（2017 年 11 月 30 日現在）
負債の部
2,000 未払金③
82,465
600,000 剰余金
1,544,382
1,024,847 借入金

（２）貸借対照表

（１）支計算書

1,362,167

資産の部
現金①
未収金②
預金
仮払金等
合計

1,626,847 合計

1,626,847

注
①現金については、決算に際し全てを口座に振り
込み、残高 0 円とする運用をしていましたが、今
期については年度末に現金で払い込まれた会
費（1 口分）が、現金として手元に残りました。8
期については、現金残高 0 円となるよう事務処
理に心がけます。
②未収金については、2 月 20 日現在、全て入金
済みです
③未払金については、2 月 20 日、現在、1 件
（24,515 円）除きすべて清算済みです。

1,544,382
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（３）残高証明書

（４）監査報告書
2 月 15 日に会計監査を実施していただき下記の監査報告書をいただきました。
2018 年 2 月 15 日

監査報告書
JAL 不当解雇撤回国民共闘
共同代表
全労連議長

小田川 義和

全労協議長

金 澤

壽

全国港湾委員長 糸谷 欽一郎
ＭＩＣ議長

小林

基秀

殿
会計監査
野中 恵子 ㊞

JAL 不当解雇撤回国民共闘第 7 期（2016 年 12 月 1 日～2017 年 11 月 30 日）決算報告書類、すな
わち収支計算書、貸借対照表について監査を行った結果について、下記の通り報告します。
記
１．帳簿及び伝票の管理、並びに日常的な会計処理は適切に行われていることを確認した。
２．現金勘定及び預金勘定について残高照会を行い、相違ないことを確認した。
３．したがって第 7 期決算報告書類は、2017 年 11 月 30 日の財政状態、及び第 7 期の収支状況を正確
に表示しているものと認める。
以 上
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２．第８期予算(案)
収入の部 繰越金
会費収入
雑収入

1,544,382
1,000,000
30

受取利息

2,544,412

収入合計
支出の部 会議費
事務費
集会費等
宣伝
予備費
支出合計

総会
その他の会議
集会・諸行動
チラシ代等

30,000
100,000
10,000
800,000
1,000,000
60,4412
2,544,412

第８期の体制について(案)
第８期の体制については、現行第７期体制を維持・継続することを基本に、以下の通り提案する。

１．共同代表の選出（■は新任、●は再任）
●小田川 義和 全労連議長
●金 澤

壽 全労協議

●糸谷 欽一郎 全国港湾委員長
●小 林

基 秀 MIC 議長

２．幹事団体の選出
第 7 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
全国港湾労働組合連合会
全国労働組合連絡協議会
日本婦人団体連合会
航空労組連絡会
日本航空キャビンクルーユニオン

純中立労働組合懇談会
全国商工団体連合会
東京地方労働組合評議会
農民運動全国連合会
日本乗員組合連絡会議

新日本婦人の会
全国労働組合総連合
東京南部法律事務所
日本マスコミ文化情報労組会議
日本航空乗員組合

注：JAL 不当解雇撤回国民共闘の幹事会は、共同代表、幹事団体代表（担当者）
、および事務局で構
成されます。

３．事務局・会計監査の選出
新事務局体制・会計監査について、以下の通り提案します。

＜新事務局体制＞（50 音順、■新任、●再任）
■飯田 幸子

客乗原告団事務局長

＜退任＞
伊藤 浩司 国土交通労組

●市川 康太郎 全国港湾書記次長

笠井 智仁 全労連

■今泉

菊池 光男 東京地評

修一 日航乗組副委員長・日乗連幹事
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●神 田

早 浪 CCU 執行委員

■久 保

桂 子 東京地評・組織局長

●伍

淑 子 婦団連副会長

●杉 山

陽 子 客乗原告団副団長

●鈴木

圭子 客乗原告団副団長

●清 田

均 乗員原告団事務局長

■田中

達也 国土交通労組副委員長

●津 惠

正 三 航空連事務局長

■仲 野

智 全労連常任幹事

●前田

環

■溝口

CCU 副委員長

耕二 全労連

●谷 口

正 明 日本航空乗員組合副書記長

●山 下

一 行 MIC 事務局次長

●柚 木

康 子 全労協幹事・支える会事務局長

＜会計監査＞
●野中 恵子 CCU 書記長
■日航乗組選出を予定（現在人選中）
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＜当面の取り組み＞
①社長宛緊急要請はがき実施中＝3 月末まで実施
②日本航空に争議の早期解決を求める署名 4 月より開始。締め切りは別途提起
③その他の行動
明朝体は定例行動等、ゴシック体は、多くの参加を呼び掛ける重点行動等です。

2 月 21 日（火） JAL 不当解雇撤回国民共闘第 8 回総会（文京区民センター 18：30～）
27 日（火） ＪＡＬデー一斉宣伝（都内６駅頭）
3月

※3 月 1～23 日の間、原告団は当該労組の春闘に対応し、社内への宣伝及び
空港における乗客ビラ等に集中して取り組みます。
26 日（月） 本社大包囲行動（18：30～19：３0）
29 日（木） JAL デー一斉宣伝

4月

4 日（水） 厚労省前行動（11：00～13：00）
5 日（木） 厚労省前行動（11：00～13：00）
9 日（月） 院内集会（開場は衆議院第 2 議員会館、詳細は現在検討中）
12 日（木） JAL 本社前宣伝・要請行動
27 日（金） JAL デー一斉宣伝

5 月 10 日（木） JAL 本社前宣伝・要請行動（統一行動に対応した行動として実施）
14～３1 日 全国統一行動（集中期間）
26 日（土） 羽田空港乗客ビラ （11：00～12：00）＝（全国統一行動して実施）
29 日（火） JAL デー一斉宣伝
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2018 年 2 月

支援団体各位

日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議
共同代表
全国労働組合総連合(全労連)
議 長
小田川義和
全国労働組合連絡協議会(全労協) 議 長
金澤 壽
全国港湾労働組合連合会(全国港湾) 委員長
糸谷欽一郎
日本ﾏｽｺﾐ文化情報労組会議(MIC) 議 長
小林 基秀
JAL 不当解雇撤回原告団

パイロット団長 山口 宏弥
客室乗務員団長 内田 妙子
( 公 印 省 略 )

JAL 植木社長の代で解雇争議の解決を決断させるために、
社長あて「緊急要請ハガキ」の取り組みにご協力ください
貴団体・労働組合の日々の御奮闘に心より敬意を表すると共に、JAL 不当解雇撤回の
闘いに多大なご支援を頂き、改めて御礼申し上げます。
一昨年 9 月に、解雇の過程で JAL 管財人らによって組合の争議権投票に対する不当労
働行為が行われたことが最高裁でも断罪され、この解雇が違法な手続きによる不当な解
雇であることが明らかになった事実を力に、私たちは被解雇者を組織する各労組の「統一
要求」に基づく解決交渉を開催するよう経営に要求し、争議解決の決断を迫るためのさまざま
な大衆行動を行って来ました。
ＪＡＬ経営はいまだに解決にむけた交渉を拒否し続けていますが、本年１月１２日に行われた
植木社長出席の経営協議会において、社長は「自分の代で解決したいと思っている」と発言す
るなど、今までと違った対応も見られています。
４月には植木社長は交代し、会長となります。社長在任中の３月中に争議解決を決断させる
べく、「緊急要請ハガキ」を植木社長宛てに集中させる取り組みを行いますので、ご協力のほど
宜しくお願い申し上げます。
記
１．目的
植木社長の在任中に「自分の代で解決したいと思っている」との発言を有言実行させ
るために、広範な国民の声を「緊急要請ハガキ」で植木社長に直接届ける運動です。
２．緊急取り組みの期間
植木社長の退任日、
2018 年 3 月 31 日までに要請ハガキを集中させることを目指します。
３．問い合わせ先
〒144-0043 東京都大田区羽田 5-11-4 フェニックスビル
JAL 不当解雇撤回原告団 事務局
Tel：03-5705-5716
Fax：03-5737-7819 航空連気付
以上
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2018 年 2 月

支援団体各位

日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議
共同代表
全国労働組合総連合(全労連)
議 長
小田川義和
全国労働組合連絡協議会(全労協) 議 長
金澤 壽
全国港湾労働組合連合会(全国港湾) 委員長
糸谷欽一郎
日本ﾏｽｺﾐ文化情報労組会議(MIC) 議 長
小林 基秀
JAL 不当解雇撤回原告団 パイロット団長
客室乗務員団長

山口 宏弥
内田 妙子

ＪＡＬ本社大包囲行動への参加のお願い
貴労組・団体に於かれましては、日頃から物心両面にわたる多大なご支援を賜り、誠
に有難うございます。
一昨年 9 月に、解雇の過程で JAL 管財人らによって組合の争議権投票に対する不当労
働行為が行われたことが最高裁でも断罪され、この解雇が違法な手続きによる不当な解
雇であることが明らかになった事実を力に、被解雇者を組織する各労組の統一要求に基
づく解決交渉を早期に行うように経営に要請し、さまざまな大衆行動も行ってきましたが、ＪＡＬ
経営はいまだに解決にむけた交渉を拒否し続け、新たな不当労働行為を行っています。
しかしながら本年１月１２日に行われた植木社長出席の経営協議会において、社長は「自分
の代で解決したいと思っている」という発言も行い、今までとは違った対応も見られています。４
月には社長が交代し、植木社長は会長となります。会長となる前に社長在任中の３月中に解決
を日本航空に決断させるべく、多くの仲間と共に本社に押しかけるＪＡＬ本社大包囲行動を行い
ます。
大変御多忙中とは存じますが、一人でも多くの方にＪＡＬ本社大包囲行動へのご参加をいた
だきたく、よろしくお願い申し上げます。
記

ＪＡＬ本社大包囲行動
３月２６日（月）
１８：３０～１９：３０ 天王洲アイルＪＡＬ本社前
（モノレール・臨海線 天王洲アイル駅 徒歩５分）
主催：日本航空の不当解雇撤回をめざす国民支援共闘会議
ＴＥＬ：０３－３７４２－３２５１
以上
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