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台 風来襲 が懸念さ れた
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日 ︑午後のＪ ＡＬ本社
前要 請から ︑国交省 ︑裁
判所 ︑厚労 省前での 行動
に続く︑文京シビックホー
10

25

雇が 強行さ れた︑ま さに
組合 潰しの 不当解雇 だと
立証 したが ＪＡＬ側 は何
ら反 証がで きなかっ た﹂
と報告がありました︒
各 地から の挨拶は 愛知
の会 と京都 総評︑大 阪支

援共闘 ︒大阪から ﹁ 名
で参 加した ︑解雇争 議は
まず 支援す ることだ ﹂と
心強 い決意 表明があ りま
した ︒前日 弁連会長 ・宇
都宮 健児さ んは﹁司 法の
役割は人権を守ることだ︑
最後まで応援する﹂とエー
ルがありました︒
海 外ゲス トＯＣＣ Ｃパ

介 され︑ ロック アウト 解
雇 と闘う ＪＭＩ ＵのＩ Ｂ

Ｍ 支部︑郵政 非正規の
歳 解雇撤 回を求 める原 告
か ら闘い 続ける 決意が 表
明されました︒

続いて 壇上に 勢ぞろ い

65

し た２０ ０本近 い組合 旗
やのぼり旗は圧巻でした︒
そ の前で ＪＡＬ 原告ら に
よ るフェ ニック ス合唱 団
他 による ﹁あの 空へ帰 ろ
う ﹂の合 唱が会 場一杯 に
響きました︒
共産党 の穀田 議員︑ 吉
良 議員ほ かの挨 拶︑社 民
党 又市幹 事長の メッセ ー
ジ ︑国労 石上委 員長か ら
の 力強い メッセ ージが 紹
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ルでの ・ 集会は満員
でした︒
全国一般東京労組ミュー
ズ分 会・柳 瀬さんの 司会
でプ ログラ ムが進行 しま
した ︒開会 は全国港 湾の

イロッ ト 人は 制服姿で
舞台に勢ぞろいし︑チャッ
プマ ン委員 長が激励 の挨
拶を 行いま した︒励 ます
会の 醍醐東 大名誉教 授は
﹁そ もそも この裁判 は不
要だ った︑ 地裁判決 は解
雇を しない とまた沈 没す
ると したが ︑解雇に よる

30

コスト 削減は ． ％に
過ぎ ない﹂ と地裁の 誤り
を指摘しました︒
続 いて闘 う争議団 が紹

13

発行責任者
柚木康子
大田区羽田
4-10-4
石井ビル3階

糸谷 委員長 ︒次いで 闘い
のＤ ＶＤが 上映され まし
た︒
弁 護団報 告では上 条弁
護団 長から ﹁全国で 取組
まれ た署名 が高裁で の証
人尋 問を勝 ちとり︑ 会社
は当 初解雇 回避策を 約束
しな がら組 合の解雇 回避
に向 けた提 案を拒否 し︑
解雇 時点で 新要員人 員の
人数 以下で あったの に解

0

http://sasaerukai.com/

支える会ホームページ
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支える会のメンバーを倍に！
拡大に向けご協力を！

動の提起がありました︒
年 内の大 きなポイ ント
は 月 日︵客乗︶︑
日︵ 乗員︶ の結審に 向け
た行 動です ︒原告団 山口
団長 ︑内田 団長から ﹁組
合潰 しの後 押し判決 は絶
対認 めない ！ＪＡＬ 闘争
は安 倍政権 の雇用破 壊攻

撃に 対する 闘いであ り︑
解雇 撤回に 向け法廷 の内
外で 闘う︒ 労働者の 反撃
で倍 返し︑ 解決の道 筋を
つけて復帰を果たしたい﹂
と決意表明がありました︒
集 会は乗 員組合連 絡会
議・ 舘野議 長の提起 で決
議を 確認し ︑ＭＩＣ 日比

24

26

前 でＪＡ Ｌ闘争 支援の 訴
えがありました︒

勝 利 判決 を もぎ 取 る
ために頑張ろう！

この集 会に向 けて以 下
の 支える 会から メッセ ー
ジ をいた だきま した︒ 有
難うございました︒
尚 ︑メッ セージ は支え る

会の HP
でご覧になれます︒
http://sasaerukai.com/m
essage/message.html

ＪＡＬ 不当解 雇とた た
かう愛媛原告を支える会︑
Ｊ ＡＬ争 議団を 支援す る

熊 谷の会 ︑不当 解雇と た
た かう日 航労働 者を支 え
る 秋田の 会︑Ｊ ＡＬ闘 争
を 支える 京都の 会︑Ｊ Ａ
Ｌ闘争を支える新潟の会︑
Ｊ ＡＬ闘 争を支 える徳 島
の 会︑Ｊ ＡＬ闘 争を支 え
る 音威子 府の会 ︑ＪＡ Ｌ
闘争と連帯する兵庫の会︑
Ｊ ＡＬ闘 争を支 えるい ち
はらの会

︵順不同︶
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12

今年も残り僅かとなりました。ＪＡＬ原告団は高裁での証人
尋問をきっちりとやりきりました。その内容からは165人の解雇
は不要であり、まさに企業の危機を奇禍として仕組まれた組合
潰しの解雇であったことがはっきりしました。
まともな裁判官であれば事実の突き付けの前に地裁判決を維
持することはできないだろうと普通の人間なら考えます。でも
油断大敵です。地裁の原告証言もこれで負けるなんて考えられ
なかったのに不当判決でした。だからこそ12月の結審から早け
れば来春かとも言われる高裁判決に向けた取組がとても大事で
す。
支える会は皆様のご協力でこの２年あまり原告団の闘いを応
援してきました。しかし新規に賛同される方がいる一方、会員
継続が繋がらない現実もあります。来年は高裁勝利判決を勝ち
取るためなお一層活動の拡大・強化が必要です。是非3年目の更
新も忘れずに、そして周りの友人・知人にも支える会への加入
を広げて頂くようお願いします。
労働法制の全面改悪攻撃、特定秘密保護法の強行など課題は
いっぱいですが、未来の子供たちに誇れるよう全国で運動を広
げて行きましょう。2014年を希望の年に！
支える会事務局長 柚木 康子

介されました︒
い よいよ 終盤︑乗 員組
合・ ＣＣＵ の各委員 長の
決意 表明で は﹁もの を言
える 職場が 安全を守 る﹂
と 日も早 い原告ら の復
帰を求めました︒
次 いで津 恵国民共 闘会
議事 務局長 より当面 の行

野委 員長の 閉会で終 了し
まし た︒盛 りだくさ んの
プロ グラム が時間内 に終
わっ たのは 奇跡的︒ 準備
をし てきた 原告団と 支援
の皆 さんの チームワ ーク
の成果です︒
こ の集会 の前段に 後楽
園駅 前で婦 団連他の 呼び
掛け で﹁Ｊ ＡＬ不当 解雇
撤回 を！女 性の行動 ﹂の
リレ ートー ク＆署名 も取
り組まれました︒
午 後の取 り組みに も全
国各 地から 結集して いた
だきました︒
大 阪から は宣伝カ ーで

駆け つけて 来た大阪 全労
協・ 大阪教 育合同労 組の
大椿 さんか ら厚生労 働省

大阪教育合同大椿さん

1

2014年を勝利の年に！
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文は 後日 ︑東京 高裁 ︑国
土交 通省 ︑厚生 労働 省に

分寺 労政会館 にて﹁ ＪＡ

平和 労組主催 の活動 家養
成講 座の後︑ ﹁秋田 支え

る会 ・ 連帯 集会﹂が
開催さ れ 人が参 加しま
した︒
鈴 木原告事 務局次 長よ

30 25

ただき ました︒

10

・

集会に連帯する集会
各地で開催

Ｌ支援 三多摩共闘 ・３
集会﹂ が開催され ︑ 名
が参加 しました︒

金 澤壽国民 共闘共 同代
表の 講演に続 いて︑ 原告

り争議 報告 分の 後︑平
和労 組事務局 より争 議支
援要 請が呼び 掛けら れ︑

送ら れま した︒ 最後 にが
んば ろう の合唱 ︑団 結ガ
ンバ ロウ 三唱で 閉会 しま
した︒

の藤田 由美子さん から
分の 争議報告 を行い まし
た︒ 当日会場 カンパ ￥１

30

時より秋田

20

◆徳島
要性が 話されました ︒
原 告団鈴木 事務局 次長
から ９月に高 等裁判 所で
行わ れた証人 尋問に つい

当 日会 場では 自治 労の
方々 の多 大なご 協力 によ
りＪ ＡＬ 争議支 援物 販を
行っ てい ただき ︑約 ５万
円の 売り あげが あり まし

万７ 千３７０ 円︑物 販売
上１ 万５千円 をいた だき
ました ︒

日

た︒

分よ り神 戸市

月

元秋 田教職員 組合内 藤委
員長 の団結が んばろ うで
閉め られまし た︒参 加者
より １万円の カンパ をい

10

◆秋田

50

◆兵庫
月

Ｊ ＡＬ 闘争に 連帯 する
時

兵庫 の会主 催に より
３日

20

と解 決のため に全国 に支
援組 織を広げ ること の重

の 会主催による︑ ・
集 会に連 帯する ﹁ＪＡＬ

月 日
： から徳
島 あわぎ んホー ルにてＪ
Ａ Ｌ闘争 を支援 する徳島

不 当解雇撤回 ・ 徳島
大 集会﹂ が開催 され︑１
５ ０名が参加し ました︒
分ず つ訴えました ︒
徳 島の会大 谷事務 局長
︵自 治労徳島 県本部 書記
長︶ から﹁支 える会 ﹂へ
の加 入呼びか け︑物 販・
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て︑ 愛媛在住 の原告 団林
事務 局次長か ら原告 団・
職場 の状況な どそれ ぞれ

オンザ ロード の合唱で
始 まった 集会は ︑支援す
る 会徳島 の藤岡 代表︵自
治 労徳島 県本部 委員長︶
の 主催者 挨拶に 始まり︑

勤労 会館で 開催 され︑
名が 参加 しまし た︒ ﹁Ｊ
ＡＬ 闘争 の攻防 ライ ン﹂

26

25

富 永徳島 人権平 和運動セ
ン ター議 長︑山 本徳島労
連 議長︑ 中野国 鉄闘争セ
ン ター四 国事務 局長から

署名回 収への協力 ︑ ・
集会 への支援す る徳島
の会 からの代 表派遣 など
行動 提起が行 われ︑ 会場
から 集められ た３万 ３千
円の カンパが 藤岡代 表か

と題 して 佐野事 務局 長に
よる 地裁 判決の 分析 と誤
りが 指摘 され︑ 今後 の運
動へ の結 集が呼 び掛 けら

◆東京・三多摩
月 ３日 ︑国

Ｊ ＡＬ 支援三 多摩 共闘

れまし た︒

ら原 告団に手 渡され まし
た︒
徳 島大集会 の決議 文を
全農 林の野村 さんが 力強

主催 により

18

ＩＬＯからＪＡＬの整理解雇問題で再度勧
告が出されました（2013年10月31日）。
ＩＬＯ（国際労働機関）理事会は２０１２
年６月に、ＪＡＬの整理解雇がＩＬＯ条約に
抵触するとして、整理解雇を巡る労働組
合と会社の協議を保障するよう日本政府
に求める勧告を採択していましたが、今
回日本政府に対する第２次勧告ともいえる
勧告を採択しました。
今回の勧告は、ＪＡＬが２０１２年に客室
乗務員９４０人を新たに採用していることに
注目し、それを踏まえた労使間の協議を
求めています。

10

ＩＬＯ再勧告

10

00

10

16

連 帯のあ いさつ がされま
し た︒
その後 ︑ＪＡ Ｌ解雇撤
回 国民共 闘共同 代表の金

く読 み上げ︑ 全員一 致で
採択 しました ︒この 決議

10

16

澤 全労協 議長に よる﹁Ｊ
Ａ Ｌ闘争 の意義 と私達の
任 務﹂の 講演が 約１時間
行 われ︑ この解 雇の狙い

10

30

10

25

18

18

10

10

25
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年 ８月
に入社し︑
整理解雇
されるま
で 年５カ月勤続しました︒
年長女︑ 年二女︑ 年
三女出産後４週で復帰しま
した︒後輩にも後を追って
ほしく娘３人抱え国際線に
必死で乗務してきました︒
より母子家庭になり︑退
職選択は不可能でした︒

り 歳の定年まで仕事を続
けたいと思っていたのに解
雇されました︒多くの方々
に助けられている事に感謝
し︑励ましを支えに空に戻
れるまで頑張りたいと思っ
ています︒
飯田 幸子︵茨城県出身︶
解雇されて︑
多くの方と
出会い︑世
の中のいろ
んな問題が身近かになりま
した︒そして︑これまでが
何と井の中の蛙だったこと
かと反省しきりです︒多く
の方に支えていただいた３
年間でしたが︑これからも
闘い抜きます︒

最 後ま で頑 張ろ うと いう
気持ちになれました︒

藤 田 由美 子︵ 長崎 県出
身︶事務
局
生き甲斐
を持って
働いてきた 年間でした︒
自 分の 人生 が不 当な 解雇
に よっ て断 ち切 られ たま
ま にな って いる 理不 尽さ
に 言葉 にで きな い憤 りを
覚 えま す︒ 私達 が職 場復
帰 する 事が ︑働 く者 を大
切 にす る社 会へ の一 歩に
つ なが ると の思 いで 闘っ
ています︒

︽今後の日程︾

月 日 客室乗務員裁判結審
９時 分〜裁判所前宣伝
９時 分〜傍聴券抽選︑
時半〜口頭弁論︑
時〜 時半・報告集会
︵日比谷図書館︶︑
時〜日比谷中幸門〜水
谷橋公園までデモ
日 パイロット裁判結審
行動内容は報告集会まで
日同様︑デモは無し
時半〜大阪なんば高島
屋前宣伝行動
２０１４年
１月９日
時〜日航本社前
宣伝行動
日
時〜 時
裁判所前座り込み
日 提訴３周年宣伝行動
時〜有楽町イトシア前
宣伝︑ 時半〜水谷橋公
園出発デモ
日〜 日
時〜 時
裁判所前座り込み
日 全国一斉宣伝行動
時〜立川北口︑新宿南
口︑池袋東口︑錦糸町北
口︑品川港南口︑
時半〜有楽町マリオン
前︑大阪なんば高島屋前︒
福岡未定︒
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77

遠藤 洋子︵山口県下関市
出身︶
高校卒業後︑
夢を 持 っ て
入社し︑
年間働いてきました︒組合
のおかげで労働条件も改善
され︑結婚後も出産後も仕
事を続けることができ︑定
年まで働くつもりが︑不当
に解雇されました︒撤回さ
れるまで頑張ります︒

鈴木 圭子︵東京都出身︶
事務局
子供の頃
から山形
県米沢市
出 身の 両親 から 上杉 鷹山
の ﹁為 せば 成る ︒為 さね
ば なら ぬな にご とも ︒為
さ ぬは 人の 為さ ぬな りけ
り ﹂と 言わ れて 育ち まし
た ︒そ の精 神で こん な無
謀 な解 雇を 許さ ず︑ 勝利
解決めざして頑張ります！

16

60

宝地戸百合子︵神奈川県小
田原市出
身︶
日本航空
は私たち
を長きに渡って差別し続け︑
最後に解雇という形で追い
出したのです︒闘いは厳し
いですが︑多くの支援者の
温かさとともに︑夫の﹁応
援しているよ﹂の一言で︑

13

13

87

宍戸 富美子︵福島市出身︶
幼少の頃︑
機影を見
上げＣＡ
に憧れて
いました︒憧れが現実にな

38

12

原告団・事務局紹介
岡田 敏章︵埼玉県川口市
出身︶
子供の頃か
らの夢であっ
たパイロッ
トになるために苦節 年︒
辛い訓練後やっと副操縦士
になった１年半後に解雇さ
れました︒これほど人間の
尊厳を貶め︑人を不幸にす
る酷い施策は有りません︒
妻と中２の娘の為にも︑安
心して働き普通の生活を送っ
て行けるよう頑張ります︒
城戸 圭介︵神奈川県出身︶
私は 年齢 基
準で 解雇 さ
れま した ︒
裁判 で社 員
や裁判所︑そしてお客様に
対するＪＡＬのウソを元に︑
物を言う人たちを中心に不
当解雇した﹁利益優先︑安
全軽視﹂のＪＡＬの姿勢は
許せません︒解雇自由な社
会を作らせないためにも頑
張ります︒

10

黒崎 奈保子︵北海道出身︶

16
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