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高裁の審議は 月 日
︵客 室乗務員 ︶︑ 日︵パ
イロ ット︶に 結審し ︑判決
日は５月 日︵客室乗務員︶︑
６月 ５日︵パ イロッ ト︶に
いず れも１０ １号法廷 で
時 分に出 されるこ とが決
まりました︒
判 決までの 数か月 ︑更に
運動 を拡大し ︑裁判 所や国
土交 通省前座 り込み ・裁判
所宛 要請はが きの取 り組み
等が 予定され ますの で︑早
期解 決の為に 是非会 員の方
のご 参加をよ ろしく お願い
いた します！ また支 える会
の継 続会費の 早期納 入︑会
員拡 大へのご 協力も お願い
致します︒
結 審では︑ それぞ れ弁護
士と 原告によ る︑裁 判所の
公正 な判断を 求める 陳述が
行わ れました ︒以下 原告陳
述の要旨です︒
15
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林惠美さん
意見陳述要旨

常な 労務政策 の集大 成とし
て︑ 破綻を口 実に行 われた
事について陳述致します︒
私 は１９７ ７年に 日本航
空に 入社し︑ 客室乗 務員と
して の専門訓 練を受 ける前
に大 阪支店で 研修を 命じら
れま した︒そ してお 世話係
から 勧められ るまま に全労
組合︵現在のＪＡＬＦＩＯ︶
に加入しました︒
当 時は全国 に配属 された
スチ ュワーデ ス訓練 生のほ
ぼ全 員が全労 組合に 加入さ
せら れていま した︒ 日航は
１９ ７５年に 客乗組 合︵現
在の キャビン クルー ユニオ
ン＝ ＣＣＵ︶ を分裂 させ全
労組 合客乗支 部を作 りまし
たが 組合員が 思うよ うに増

え なかっ たため︑ この地 上
研修制度を作ったのです︒
入社後 すぐにク アラル ン
プ ールで 墜落事故 が起き ︑
翌日にはダッカでハイジャッ
ク 事件が 起きまし た︒乗 務
員 と言う 仕事は︑ 否応な く
生 命の危 険にさら される の
だ と痛感 しました ︒それ か
ら 乗務が 始まり︑ 客乗組 合
の 先輩達 から﹁会 社任せ で
は 命は守 れない﹂ と︑事 故
の 背景と 安全を守 る取り 組
み の大切 さ︑保安 要員の 役
割について話を聞きました︒
そ して︑ 安全とサ ービス の
た めに真 摯に活動 をして い
る客乗組合を選びました︒
１９８ ５年８月 御巣鷹 山
事 故の直 後︑会社 が行な っ
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私 はこの解 雇には 道理も
倫理 もなく︑ 日本航 空の異

１月17日、20〜22日、12時〜16時まで、
東京高等裁判所前座り込み行動を行いま
した。全日お天気にも恵まれ、連日100人
を超える参加者で４日間のべ約530人の参
加で裁判所に強くアッピールすることが
できました。参加できない支援の方々か
らも20通を超えるメッセージをいただき
ました。配布したビラは3450枚、署名500
筆、たくさんのカンパもいただきました。
参加者は次々とリレートークを行い、裁
判所に対して公正な判決を求めましたが、
通行人の方からも「頑張れ！」との声を
かけていただきました。
3・4月にも座り込み行動が予定されて
います。会員の皆様にも是非短時間でも
結構ですのでご参加いただき、裁判所に
要請を、原告には激励をお願い致します。
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た記 者会見の ＴＶ画 面で白
板に 事故機の 客室乗 務員の
名前 の横に所 属組合 別の印
がつ けられて いるの が写り
まし た︒全社 一丸と なるべ
き非 常時でさ え︑社 員の安
否よ りまず組 合所属 を優先
させ るという 会社の 姿勢を
表し ています ︒更に ︑会社
は現 場に駆け つけた 客乗組
合の 役員の援 助を拒 否した
のです︒
い ずれも日 航の労 務政策
の異 常さを象 徴する 出来事
であ り公共交 通機関 として
あるまじき事です︒
こ の事故後 ︑新経 営陣が
確立 した方針 が﹁絶 対安全
の確 立﹂﹁現 場第一 主義﹂
﹁労使関係の安定﹂でした︒
これ こそが日 航再建 の原点
であるべきです︒
２ ００７年 ︑会社 とＪＡ
ＬＦ ＩＯが一 体とな って９
８０ ０名以上 の乗務 員の個
人情 報をファ イルし ていた
事が 発覚し︑ 人権侵 害事件
とし て１９３ 名が提 訴しま
した ︒この裁 判でＪ ＡＬＦ
ＩＯ の５名の 歴代委 員長は
断罪 されたに も拘ら ず︑会
社は 客乗職３ 名を昇 格させ
たのです︒

日 航は﹁労 務政策 ﹂を常
に優 先し︑Ｃ ＣＵ組 合員は
昇格 させず︑ 才以 上とい
う年 齢で排除 されて しまっ
たのです︒
公 共交通機 関の存 立基盤
であ る﹁安全 ﹂を盤 石なも
のに するため に私達 は一日
も早 く職場に 戻り︑ これま
での 経験を生 かし日 航の真
の再 生の為に 全力で 働きた
いと心から思っています︒

原告Ａさん
意見陳述要旨

を変 わろうと 思った 事は一
度もありません︒
そ して︑昇 格差別 を受け
続け ても︑腐 ること なく︑
常に 仕事に対 する情 熱と誇
りを 持ち続け ︑同時 に乗務
でき る喜びと 楽しさ に感謝
する 気持ちも 失わず にきま
した ︒しかし ︑私は 解雇さ
れ︑ その全て を奪わ れてし
まいました︒
２ ００７年 夫が突 然倒れ
他界 しました ︒途方 にくれ
なが らも介護 休職か ら復帰
しま したが︑ 絶望感 から前
に進 まなけれ ば︑と 気持ち
を切 り替える 事がで きたの
は︑ すべてを 忘れて 打ち込
める 大好きな 仕事が あった
からです︒
解 雇された 時点で ︑多額
の住 宅ローン が残っ ていま
した が︑仕事 を続け ていれ
ば︑ 何とか返 済する 事は可
能で した︒希 望退職 に応じ
なけ れば整理 解雇だ と屈辱
的な 管理職面 談で退 職強要
され ても︑最 愛の夫 を突然
亡く し︑さら にまだ 多額の
住宅ローンを抱えた私には︑
仕事 を辞める という 選択肢
はありませんでした︒
地 裁で敗訴 判決が 下され

た直後に︑会社より住宅ロー
ンの 残金支払 い命令 の通知
書が届きました︒一方的に︑
退職 金を住宅 ローン の残金
と企 業年金の 一部に 充てら
れた ため︑私 には退 職金は
全く なく︑更 に負債 が残っ
ていました︒
通 知書の内 容は︑ １ヶ月
後ま でに支払 わなけ れば︑
解雇 日に遡り 遅延利 息とし
て年 利１８・ ２５％ もの金
額を 付加する という もので
した︒
そ れを見て 恐怖心 で一睡
も出 来ません でした ︒定年
まで ４年働け ば返済 できた
のに と︑改め て不当 な解雇
に怒 りが込み 上げて きまし
た︒ ＣＣＵの 交渉で も解決
せず ︑最終的 には他 の金融
機関 に借り換 えまし たが︑
このまま復職できなければ︑
家族 の思い出 がいっ ぱい詰
まっ た生活の 場を手 放さな
けれ ばならな い状況 に追い
込まれています︒
生 命保険を 解約し ︑不安
定な ３ヶ月契 約の仕 事でギ
リギ リの生活 を送っ ていま
す︒
ど うか︑貴 裁判所 におか
れま しては︑ 一方的 な解雇

で 私たち が受けた 様々な 被
害 と︑大 きく傷つ けられ た
人 間とし ての尊厳 ︑そし て
人 権を速 やかに回 復して い
た だきま すよう︑ 切にお 願
い申し上げます︒

原告Ｂさんの
意見陳述要旨

休職者 が解雇さ れるこ と
の 苦しみ は︑家族 も巻き 込
み どれほ ど悲惨な もので あ
る かを︑ 裁判所は 一人一 人
の 実情を よく見て 頂きた い
と 思いま す︒私は ︑勤務 の
不 規則性 とストレ スから ︑
体 調不良 になり︑ ある日 突
然 倒れ︑ それから 解雇に 至
る まで休 職を余儀 なくさ れ
ました︒
辛い闘 病中は︑ ﹁戻る 職
場 がある ︑早く仕 事に復 帰
し たい﹂ その思い だけを 心
の 支えに して治療 してき ま
し た︒体 調も安定 し︑復 帰
の めどが ついた矢 先に︑ 解
雇 基準が 発表され ︑管理 職
か ら退職 強要を受 け︑精 神
的に追い詰められました︒
主治医 からの就 労可能 な
診 断書が 出て︑産 業医と の
面 談も予 定されま した︒ し
か し︑解 雇予告の 翌日に 延
期 された ため︑復 帰に向 け
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私 は︑１９ ７３年 に日本
航空 に入社し ︑解雇 される
まで 出産・育 児休職 の期間
を除 き︑約 年間︑ 国際線
の客 室乗務員 として 一生懸
命乗 務し一日 も欠勤 するこ
とな くスケジ ュール を全う
してきました︒
入 社後︑２ 年後に 組合分
裂が あり︑Ｃ ＣＵに 所属す
る限 り昇格は 有り得 ないと
いう事が︑暗黙の了解となっ
ていました︒
同 期入社で ＣＣＵ を脱退
した 人は例外 なく上 位職に
昇格 し︑管理 職にな ってい
きま した︒し かし︑ 私はＣ
ＣＵ 組合員で は昇格 できな
いと わかって いても ︑組合
36

2014年2月号

不当解雇とたたかう日本航空労働者を「支える会」通信
第13号

て の手続 きはすべ て中止 と
なりました︒
職場に 戻りたい という 願
い は叶わ ず︑大み そかに 解
雇 され︑ 回復して いた体 調
を また大 きく崩し ました ︒
体 調も不 安定な上 ︑年齢 的
にも就職は厳しい状況です︒
会社が 決めた期 間にた ま
た ま休ん だ者︑復 帰が間 近
だ った者 ︑病気を 抱えた ま
ま の者が 解雇基準 の一番 に
設 定され ︑非情に も解雇 さ
れました︒
１７８ ０名が新 規採用 さ
れ る中︑ どうして 私たち が
戻 れない のでしょ うか︒ 一
審 判決は 事実から 目を背 け
解 雇を認 めました ︒解雇 さ
れ た時以 上に強い 衝撃を 受
け ました ︒東京高 裁は事 実
に 基づく 公正な判 決をお 願
い致します︒

齋藤

航 空会社は ︑パイ ロット
不足 を補うた めに︑ 訓練期
間が 短く︑費 用も大 幅に削
減で きる自衛 隊出身 のパイ
ロッ トを欲し がって きまし
た︒

一 方防衛省 側は︑ 年齢の
高い パイロッ トの人 事上の
解決 などの為 に︑民 間への
割愛 制度を積 極的に 受け入
れ︑ この制度 は航空 会社・
国土 交通省・ 防衛省 三者合
意のもとに進めてきました︒
そ もそも日 本航空 の﹁経
営破 たんと再 生﹂は 政府が
進め てきたわ けであ り︑解
雇さ れた私た ち 名 の自衛
隊出 身者は︑ 会社に も国に
も裏切られた思いです︒

会社 は︑ 障害 のあ る子
供 の治 療費 の負 担が ある
パ イロ ット ２名 を解 雇対
象 から 除外 した と主 張し
て いま すが ︑同 様の 事情
の ある 私の 後輩 の海 上自
衛 隊出 身の 控訴 人は ︑一
切 考慮 され ず解 雇さ れま
し た︒ どこ に解 雇基 準の
合 理性 があ るの でし ょう
か？
地裁 判決 では ︑﹁ 運航
の 安全 確保 に必 要な 知識
や 経験 の多 寡が 年齢 と相
関 関係 にあ ると 認め るだ
け の根 拠が ない ﹂と 言い
切 って いま す︒ 仕事 を続
け てい けば ︑知 識と 経験
は 積み 重な り︑ 熟練 者と
な るの では ない でし ょう
か ？こ のよ うな 考え は︑
航 空業 界で は国 際的 にも
全く通用しません︒
私た ち自 衛隊 出身 のパ
イ ロッ トは ︑命 がけ で国
防 の任 務を 果た し︑ 多く
の 者は ︑労 働組 合活 動と
は 無縁 と思 って いま した
が ︑解 雇さ れて 初め て労
働 組合 の﹁ 存在 と役 割﹂
を 真剣 に考 える こと にな
りました︒日本全国を廻っ
て 訴え る中 で目 の当 たり

にし たのは︑ 人を物 の様に
扱う 日本社会 の実態 です︒
私た ちが命が けで守 ってき
た日 本という 国がこ ういう
社会 であった のかと 思うと
忸怩 ︵じくじ ︶たる 思いで
す︒ 私は労働 者が尊 重され
る社会でなければならない︑
そし て︑裁判 所は︑ 憲法を
掲げ て私たち を守る 防波堤
であ って欲し いと思 ってい
ます︒
解 雇されて 生活は 一変し
まし た︒長男 は大学 を中退
し︑妻は介護の資格を取り︑
施設 で働いて います ︒私は
再就 職を試み ました が︑年
齢や 乗務して きた機 種を理
由に 書類審査 ではね られま
した ︒私は︑ この理 不尽な
解雇 によって ︑人間 として
働く ことの尊 厳︑パ イロッ
トと しての誇 りを奪 われま
した ︒命を懸 けてき たパイ
ロッ トという 職業の 締めく
くり は自分自 身で決 めたい
と思います︒

倉町公爾さんの
意見陳述要旨

私 は︑２０ ０４年 月に
会社 の緊急脱 出訓練 で負傷
し︑ その後︑ 休職を 余儀な
くさ れました ︒怪我 は労災

10

晃さん
意見陳述要旨

私は１ ９７３年 に海上 自
衛 隊へ入 隊し︑対 潜飛行 艇
Ｐ Ｓ︱１ の機長と して︑ 艦
艇 や潜水 艦の捜索 ・探知 を
行 い︑国 防の一端 を担っ て
き ました が︑１９ ９４年 に
防 衛庁割 愛制度で 日本エ ア
システムへ入社しました︒

24

と認 定されま したが ︑乗務
復帰 は無理で あった ため︑
２０ ０８年 月から 職種変
更手 続きを開 始し︑ ２００
９年 ２月の面 談を最 後に︑
次の 手続きを 待つ状 態とな
りま した︒し かし︑ それ以
来︑ 職種変更 手続き は︑約
２年 間放置さ れたた め︑整
理解 雇されま した︒ 一方こ
の間 に乗員削 減の為 に︑１
００ 名を超え る乗員 が地上
職へ職種変更となりました︒
会 社はこの 裁判で ︑私の
労災 認定その ものを 認めて
いま せん︒私 の手元 には︑
２０ １１年６ 月 日 付の人
事部 長名の通 知があ り︑そ
こに は﹁大田 労基署 より労
災認 定に関す る通知 を受け
た﹂ と書かれ ていま す︒し
かし ︑それか ら約２ 年半が
経過 しますが ︑いま だに手
続き がとられ ていま せん︒
会社 の労災を 否認し ︑国の
決定 に従わな い対応 は決し
て許 されるも のでは ありま
せん︒
傷 病基準に よる解 雇は︑
同じ 病気でも ︑ある 一定期
間の 傷病履歴 だけを 解雇の
対象 とし︑又 ︑病欠 でも︑
年休 を使った 者は︑ 整理解

27
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雇の 対象とな らず︑ 極めて
不公平です︒
さらに乗員の病気欠勤は︑
航空 身体検査 基準に 不適合
だから発生し︑その多くは︑
乗員 でなけれ ば働く ことが
可能 で︑乗員 だから こそ長
期の 休業を強 いられ 傷病基
準に 該当して しまっ ている
ので す︒そし て特定 の期間
に限 定するこ とによ って︑
特定 の者のみ が対象 となる
よう に作られ ︑恣意 的な基
準となっています︒
そ もそも︑ 航空身 体検査
制度 は︑乗員 の自己 申告を
基本 に成りた ってお り︑乗
員が 身体の不 具合を 躊躇な
く申 告できる 環境を 整備す
るこ とは︑安 全を担 保する
上で 重要なこ とです ︒これ
まで は︑乗員 が病気 欠勤と
なっ ても︑不 利益と はなら
ない 施策がと られて きまし
たが ︑今回の 解雇は これま
での 労使交渉 の経緯 を無視
し︑ 信頼関係 を損ね るもの
です︒
傷病基準に該当する者は︑
不規 則・長時 間勤務 など︑
乗員 特有の労 働環境 との因
果関 係が強く 疑われ る傷病
であり︑勤務に励んだ結果︑
乗務 できなく なった 者が多
く含 まれてい ます︒ ところ
が会 社は︑あ たかも 勤務態
度が 不良で︑ ﹁役立 たず﹂
であ ると言わ んばか りに解
雇し ました︒ この行 為は︑
真面 目に働い てきた 私達の
人権 を踏みに じる不 当な行
為で あり︑絶 対に許 すこと
はできません︒
東 京地裁の 判決は ︑各原
告の 特殊事情 を斟酌 するこ
とな く︑十把 一絡げ にし︑
人選 基準につ いての 評価も
推測 で判断し ていま す︒事
実に 基づいた 公正な ご判断
をお願い致します︒

近村一也さん
意見陳述要旨
年 日本航空に 入社し︑
航空 機関士と して発 令され
るま で︑羽田 沖での ﹁逆噴
射﹂ 事故︑御 巣鷹山 事故な
どが 起こりま した︒ 私は︑
乗務 員の組合 活動は 安全に
直結 すると痛 感し︑ その後
長く 組合の役 員を務 めてき
ました︒
年 間航空機関 士として
乗務 した後︑ パイロ ットに
職変 し︑機長 昇格訓 練の途
中で 解雇され ました ︒入社
後︑ 訓練期間 は６年 以上︑

パ イロッ トとして 入社し た
者 に比べ ︑機長昇 格訓練 の
開 始年齢 は高くな ります ︒
こ れは︑ 航空機関 士出身 者
に 共通で ︑会社の 施策の 結
果です︒
現在︑私は台湾でパイロッ
ト として 働いてい ますが ︑
多 額のロ ーンも抱 え家族 も
巻 き込み 生活は一 変しま し
た ︒単身 赴任で働 き︑休 日
に 帰国し た際には 航空連 議
長 として 活動しま すが︑ 納
得できる活動はできません︒
会社は ︑﹁解雇 は更生 計
画 達成の 為﹂と主 張しま す
が ︑真偽 は経営破 たん後 の
労 使関係 をみれば 明らか で
す︒
更生手 続き開始 直後の
年 １月 日︑ 管財人は８ 労

組 合同 説明 会 で︑ ワ ー ク
シ ェア など 解 雇回 避 努 力
を 最大 限尽 く すと 約 束 ︒
し かし ︑第 ２ 次希 望 退 職
募集開始直前の９月 日︑
会 社は ︑突 然 整理 解 雇 の
人選 基準 を発 表し ︑ 月
か ら基 準に 該 当す る 乗 員
を 仕事 から 外 して 個 人 面
談 等で 退職 に 追い 込 み ま
し た︒ この や り方 は ︑ 組
合 の頭 越し に 直接 労 働 者
に 退職 を迫 る ︑不 当 労 働
行 為で す︒ そ して ︑ こ の
人 選基 準は ︑ 労働 者 同 士
を 分断 する ︑ 卑劣 な 団 結
破壊行為だと思います︒
乗員 組合 は ︑解 雇 回 避
に 向け て争 議 権を 確 立 し
よ うと しま し たが ︑ 今 度
は 管財 人が ﹁ 争議 権 が 確
立 した ら３ ５ ００ 億 円 を
出 資し ない ﹂ と恫 喝 を し
ま した ︒こ れ は東 京 都 労
働 委員 会の 判 断通 り ︑ 不
当 労働 行為 そ のも の で し
た︒
組合 はワ ー クシ ェ ア の
提案も３回行いましたが︑
会 社は 一切 応 じま せ ん で
した︒
会社 は︑ 機 長の 人 員 削
減 目標 は１ ３ ０名 と 言 い

な がら ︑そ れ を超 過 達成
す ると ︑﹁ ︵ 誰を 解 雇す
る かは ︶今 後 会社 が 決め
る ﹂と ︑無 謀 な人 員 削減
を進めました︒
この 間に ︑ 組合 活 動を
中 心的 に担 う 特定 の 者の
排 除を 意図 す る文 書 が明
るみに出ました︒
この よう に 日本 航 空経
営 と管 財人 に は︑ 一 貫し
て 不当 労働 行 為の 狙 いが
あ った ので す ︒も の 言う
労 働者 の排 除 は︑ 安 全の
基 盤を 切り 崩 すこ と であ
り ︑そ れは 日 本航 空 の過
去 の連 続事 故 が証 明 済み
です︒
年 月 にはＩ ＬＯか
ら ２次 勧告 と も言 え る見
解 が出 され ま した ︒ 働く
者 の尊 厳が 守 られ て こそ
民 主主 義で は ない で しょ
うか︒
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今後 の行動予定 は、
支え る会または 原告
団のホームページ
http://gkd146hp.wix.
com/topindex、
事務 局までお問 い合
わせ下さい。
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