私 は 全逓 信労 働 組合 （全 逓 ） の
ＯＢで す。 解雇攻 撃は 自分に かけ
られた 攻撃 だとと らえ ること が必
要だと 思い ます。 不当 解雇と 闘う
ＪＡＬ 争議 団の皆 さん と解雇 撤回
まで一緒に闘っていきます。
私 は １９ ７７ 年 ８月 松山 中 央 郵
便局に 採用 されま した 。翌年 の１
９７８年から 年にかけ「郵政反
マル生 闘争 」が当 時の 全逓本 部の
指導で 闘わ れまし た。 １月中 旬の
闘争指 令の 解除ま で、 私も集 配労
働者で あり ながら １９ ７９年 版の
年賀状 は配 るどこ ろか 触れも しま
せんでした。
１９７９年の４月 日、郵政省
はこの 闘争 に対し 東京 の現場 労働
者 人の懲戒免職をはじめ、全国
で８１８３人に処分を下しまし
た。
全 逓 は人 事院 に 処分 取り 消 し の
公平審査を申し立て、 年５月に
１人を 除い て退け られ ると、 １９
８６年 ８月 、東京 地裁 に処分 取り
消し訴 訟を 起しま した 。被処 分労

働者に は犠 牲者給 付金 で生活 を支
えました。
総 評 が解 散し 連 合に 加盟 し た 全
逓は、 郵政 省との 関係 を対立 から
協調へ 転換 する中 で、 １９９ ０年
８月反 処分 闘争の 終結 を決定 し、
１９９１年６月 日、全国大会で
犠牲者 給付 金の打 ち切 りと組 合員
資格剥奪を強行しました。
自 力 で裁 判を 継 続し た６ 人 （ 後
で１人 合流 ）に対 し、 東京地 裁は
２００２年３月 日原告全面敗
訴。東京高裁は２００４年６月
日原判 決破 棄、処 分取 り消し の全
面勝訴 。最 高裁は 上告 不受理 の決
定を行い勝訴が確定しました。
私 は 打ち 切り の 方針 を討 議 す る
第 回臨時中央委員会が開催さ
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れた伊 豆・ 長岡の 会場 まで行 き、
被免職者の仲間と抗議をしまし
た。それ以来最高裁決定まで 年
間支援 をし 続けま した 。高輪 郵便
局で懲 戒免 職にな った 新居浜 出身
の黒瀬さんの高裁での本人尋問
で、弁 護士 から「 １９ ７８年 ４月
日の朝、課長から首切りを告げ
られた時の思いは？」と質問され、
悔しさ がこ み上げ 涙で 答えら れな
くなっ たの を見て 、私 ももら い泣
きしたのを思い出します。
あ き らめ ずに 闘 い続 けた 結 果 、
戦後の 労働 運動史 に残 る大争 議を
労働者 の完 全勝利 で終 わらせ るこ
とがで きま した。 ＪＡ Ｌ争議 団も
あきらめなければ絶対大丈夫で
す。ともに勝利しましょう。

３０

（裏面に続く）

梅雨明けはしたが殆ど雨
は降らず危険な暑さが続い
ている。湿気と暑さが苦手な
私には一年で一番つらい季
節だ。５月に四国キャラバン
を終えておいて良かった。
今年で３回目になる四国
キャラバン（通算では４回目
だが最賃１５００円の実現
と共同してやるのは３回目）
は４日間で四国一周とかな
りの強行軍だが、各県の支援
の皆様のお陰でつつがなく
実施できたことに感謝した
い。

９９

２８
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今年は愛媛民報だけでなく、
愛媛新聞にも労働局要請の様
子が掲載された。３回目ともな
ると本省への上申はすると杓
子定規の対応だが、厚労省は労
働者のための監督官庁なのだ
からもっと寄り添って解決の
ために行動してほしいものだ。
いずれ自分達にも形は違って
も跳ね返ることになるかも知
れないのに。
四国キャラバンのうねりは
その後関東キャラバンへ引き
継がれた。ＪＡＬ内２労組が運
動を中止し、争議終結を示して
いる中でもＪＡＬ被解雇者労
働組合（ＪＨＵ）は旗幟鮮明に
運動を継続、支援の輪は確実に
広がっている。

ＪＡＬは４度も受けたＩＬ
Ｏ勧告には拘束力がないから
従う必要はないと豪語し、逆に

日本に従っている企業がある
のか、と嘯いている。日本の大
企業の悪の本質を見る思いだ。
株主総会では、２労組と解決
へ向けて話が進んでいると臆
面もなく赤坂社長が発言し、そ
の内容はと言えば乗務復帰で
はなく「業務委託」という労働
界がこぞって反対している「企
業に都合のいい働かせ方」の提
示である。なぜこれが理不尽な
１６５名の解雇の解決策とし
て提示されるのか！
このようなやり方がまかり
通ると労働者は法の保護が受
けられなくなる。傲岸不遜で狡
猾なＪＡＬ経営陣（＝財界）に
は解雇争議を真摯に解決する
気はなさそうだ。

６月 日には全国の学者 ・
研究者１３０名によって国交
省とＪＡＬへ早期解決を求め
るアピールが提出された。無法
解雇の解決は、ＪＡＬ経営の英
断にかかっている。
労働者の権利を侵害し、国民
の空の安全を脅かす許されな
い解雇である。これまで事故に
よる７３３名の犠牲者を出し
たＪＡＬ経営がこの解雇の重
大さを理解し、解決のために真
摯な態度で臨まない限り、日本
最大の解雇争議の真の解決は
ない。
私たちは 年分の怒りを 胸
に、全国の支援者とともに粛々
と運動を広め続ける。
１２
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