職 場では ︑退職を した
くて も待っ てくれと 言わ
れ︑ すぐに 退職でき ない
ほど人員不足が深刻となっ
てい る現状 を見れば ︑日
本航 空は直 ちに原告 を職
場に戻すべきです！

都内６ヵ所
一斉宣伝行動！

援共 闘会議主 催によ り一
斉駅頭宣伝を行いました︒
当 日は雷雨 ︑雹が 夕方
から 予想され ていま した
が︑ 東京地裁 不当判 決に
対す る皆の怒 りで進 行方
向を 北に変え たため ︑何
とか 大雨にあ わず予 定通
り街 宣︑ビラ の配布 を行
うことが出来ました︒
各 駅には所 属労働 団体
を超 えて不当 解雇撤 回に
向け て闘うこ とを新 たに
決意 した支援 団体︑ 原告
団が 集まり︑ 次々と マイ
クを握って駅前を通る人々
に訴えました︒
台 風並みの 強風で 街宣
車の 上は大揺 れ︑幟 ︑横
断幕 も飛ばさ れそう な状
況の 下︑熱心 に訴え を聞
く人 や︑ビラ を撒く 支援
者︑ 原告に話 しかけ 激励
して くれる人 やこん なこ
とが ＪＡＬで 行われ てい
るの かと質問 をする 人も
少な からず︑ この問 題の
異常さに対する世間の人々
の驚 きも実感 される 行動
でした︒
各 駅の詳細 は次の 通り
です︒
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http://sasaerukai.com/

支える会ホームページ
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30

18
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TEL03(6423)7878
FAX03(6423)7430

直ちに原告らを
職場に戻せ！

必要 と なる と いう こ
とは ︑ 不当 解 雇を 強
行する必要性がなかっ
たと い うこ と を証 明
しています︒
新 人を採用 すれば 訓練
に数 か月を要 します が︑
原告 は５日間 の訓練 で仕
事に 復帰でき ます︒ しか
も長 年の経験 を積ん だ仕
事が すぐでき る客室 乗務
員を 名職場に投 入する
ことができるのです︒

都 内６ヵ 所一斉宣 伝行
動を行いました！
のべ参
加者数３
１４名！
ビラ配布
数６千６
４０枚！
５月 日
時︵有
楽町のみ
時 分︶
から１時
間︑都内
６ ヵ 所
︵立川︑
新宿︑有
楽町︑品
川︑錦糸
町︑池袋︶
で国民支
2012年5月29日 一斉街頭宣伝の品川駅港南口

発行責任者
柚木康子
大田区羽田
4-10-4
石井ビル3階

地 裁の不当 判決が 出さ
れた 直後の４ 月９日 に日
本航 空が新規 採用を 三年
ぶり に再開し ︑客室 乗務
員も ２００名 程度採 用す
ると 発表した のは記 憶に
新し いところ です︒ その
折既 卒者も併 せて募 集す
ると していま したが ︑採
用数 は明らか にされ てい
ませんでした︒
５月 日の労使 交渉の
場で なんと客 室乗務 員に
つい ては今年 ７月入 社の
既卒 の日本人 ２５０ 名︑
外国 人２６０ 名計５ １０
名の 採用を行 ってい るこ
とが明らかとなりました︒
来 年４月の 新卒者 とあ
わせ ると７１ ０名に もな
ります︒
解 雇して１ 年５か 月で
この ように大 量の採 用が
21
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★三 多摩地 区︵立川 駅北
口︶参 加者 名 ︑参加支
援団 体８ ビラ配布 数７
００ 枚︒立 川は他の 駅に
比べ てビラ の受取が 良い
です︒
★東 部地区 ︵錦糸町 駅︶
参加者 名︑参 加支援団
体７ ︑ビラ 配布数５ ００
枚︒ 茶髪の ジーンズ にア
クセ をいろ いろつけ たイ
ケメ ンの若 者が街宣 終了
後に 拍手を してくれ まし
た︒
★西部地区︵新宿駅南口︶
参加者 名︑参 加支援団
体 ︑ビラ配布 数７００
枚︒ 歳前後の サラリー
マン 風の人 がビラを 受け
取りに来て︑﹁昨年リコー
を退 職強要 により大 量に
自主 退職さ せられた ︒企
業の やり方 はひどい ︒自
分に は組合 がなかっ たが
本当に頑張ってほしい︒﹂
と握手をしていきました︒
★中 部地区 ︵有楽町 マリ
オン前 ︶参加者 名︑参
加支援 団体 ︑ ビラ配布
数３ ５０枚 ︒ＪＡＬ を早
期退職した人が駆け寄り︑
﹁労 働組合 の大切さ が辞
めた 今にな って本当 によ
くわ かりま す︒何か でき
ることはありませんか？﹂
と励ましてくれました︒
★北部地区︵池袋駅北口︶
参加者 名︑参 加支援団
体８ ︑ビラ 配布数４ ９０
枚
★南 部地区 ︵品川駅 港南
口︶参 加者 名 ︑参加支
援団体 ︑ビラ 配布数８
００ 枚︒お 子さん連 れの
若い お母さ んに﹁頑 張っ
てく ださい ！﹂と励 まさ
れ︑感激しました︒
★東 京以外 では以下 の日
程で 宣伝行 動を行い まし
た︒
◆大阪 伊丹空港︵ 日︶
参加者 名 ビ ラ配布数
千枚︒ ◆京都駅︵ 日︶
参加者 名︒ビ ラ配布数
５００枚︒◆福岡︵ 日︶
福岡空 港︒参加者 名︒
ビラ 配布数 ３００枚 ︒◆
博多駅 ︒参加者 名︒ビ
ラ配 布数８ ００枚︒ ◆小
倉︒参 加者 名 ︒ビラ配
布数５００枚︒
50

30

24

18

11 30

29

11

年 末の解雇事案 発生を
受け︑ 翌 年 月 に開催
した 一泊学習 会︵主 テー
マは ﹁震災を うけて の交
通体系の在り方﹂︶では︑
原告 団から４ 名参加 して
もら い︑空の 安全問 題・
交通 体系問題 を含め ︑Ｊ
ＡＬ 争議のネ ライに つい
て議 論を深め ました ︒そ
の際 ︑愛知で の支援 組織
づく りに着手 するこ とを
確認 し︑準備 に入り まし
た︒
年 月 には︑呼びか
け人 に名古屋 大学の 和田
肇教 授や桜花 学園大 学の
森田 優巳教授 ︑名古 屋法
律事 務所の松 本篤周 弁護
士︑ 愛労連の 榑松佐 一議
長を むかえて 結成準 備会
を発足させてきました︒
そ の後事務 局体制 を整
備して ３月 日に 正式結
成と なったわ けです ︒判
決直 後の結成 総会と いう
事も あり︑会 場には 定員

オー バーの立 ち見状 態の
参加 で熱気に あふれ まし
た︒ 前段に行 なった 名古
屋駅 前での街 頭宣伝 行動
には ︑強い風 雨にも 関わ
らず 名の仲間が 参加し
ました︒
本 争議は︑ ＪＡＬ を舞
台と していま すが︑ 本質
は国 の航空政 策・労 働政
策と のたたか いです ︒ま
た︑ 航空運賃 の安売 合戦
が激 化する流 れのな かで
起き ているこ とも見 逃す
わけにはいきません︒
Ｊ ＡＬ争議 は︑原 告団
のみ ならず交 通運輸 労働
者の たたかい でもあ りま
す︒ また︑東 京地裁 判決
は﹁ 解雇 要 件﹂を 形骸
化す る内容で もあり ︑全
労働 者への挑 戦でも あり
ます︒
私 たちは︑ 安全・ 安心
な交 通運輸の 実現と 戦時
︵事 ︶協力を 許さな い交
通現 場労働者 の権利 確立
を視 野に入れ て︑Ｊ ＡＬ
解雇 撤回闘争 の勝利 ・早
期の 職場復帰 をめざ し︑
原告 団ととも にたた かっ
ていきます︒
事務局 谷藤︵建交労︶

40

4
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ＪＡＬ解雇撤回
愛知の会を結成
月 日︑愛知 でＪＡ
Ｌ解 雇撤回愛 知の会 を結
成しました︒
愛 知でＡＩ ＣＨＩ 陸海
空港 湾労組連 絡会が 中心
となっ て 月 日 ︑不当
解雇 とたたか う日本 航空
労働 者を支え る愛知 の会
︵略 称：ＪＡ Ｌ解雇 撤回
愛知 の会︶が 会場あ ふれ
る 名の支援者の 参加で
結成されました︒
愛知 では︑ 年 以降︑
交通 関係労組 が集ま り︑
ガイ ドライン 法や有 事関
連法 など平和 に取り 組む
運動を 進め︑ 年 にはＡ
ＩＣ ＨＩ陸海 空港湾 労組
連絡 会が結成 されて いま
した︒
交 通運輸の 現場で 働く
労働 組合の立 場から 平和
の問 題に取り 組み︑ 定例
の会 議や年１ 〜２回 の学
習会を積重ねてきました︒
年頃からはＪ ＡＬ問
題について議論を行ない︑
31
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今後の
取り組み予定

30

部長 ︶︑副 代表 ・佐
藤美雪︵県教組書記︶︑
事務 局長・ 伊藤 正通
︵県 教組委 員長 ︶︑
事務 局︵秋 田市 山王

４〜 ４〜
秋 田県
教組本部内︶
結成日
月 日
◆ 附記 副代 表は
あと数名増える予定︒

18

秋田で支える会が
結成されました！

原告団の１ 人として
頑張ってい ます︒少
しでもお役 に立てれ
ばと︑秋田 でも﹁支
える会﹂を 結成し︑
私が代表を 務めるこ
とになりました︒
会員を拡 大するこ
とで原告団 のたたか
いに連帯します︒
加藤麻里︵秋田県議・
社民︶
＊秋田支える会
代表・加藤 麻里︵県
議︶︑副代 表・菅谷
由美子︵県 教組女性
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﹁ 新 時代 の ﹃ 日 本
的 経 営﹄ ﹂ な る 雇
用流動化策を発表︒
Ｊ Ａ Ｌ経 営 陣 は 率
先 し て雇 用 崩 し に
ト ラ イし て い ま し
た︒

まいました︒
そのＪＡ Ｌ経営
陣が今度は 正社員
の強制解雇 に打っ
て出たわけ です︒財
界による解 雇自由の
社会実験と みて間違
いはないでしょう︒
裁判で敗訴すれば︑
不安定雇用 社会に続
いて﹁解雇 自由﹂社
会が到来す ること必
至です︒
その昔︑ 秋田で講
演した方も 強制解雇
の対象とな り︑いま

６月 日 日航本社 前行動
： 〜天王洲アイル
６月 日 解雇自由にＮｏ！
Ｊ ＡＬ地 裁判 決を問 うシ
ンポジ ウム
： 〜新
宿文化センター
６月 日 都内６カ 所駅頭
宣伝 ： 〜︵ 有楽町の
み ： 〜︶︵新宿南口︑
池 袋東口 ︑錦 糸町北 口︑
品川駅港南口︑立川北口︑
有楽町マリオン前︶
７月 日 日航本社 前行動
： 〜天王洲アイル
７月 日 高裁勝利に向け︑
原告団を励ます集い
： 〜日比谷公会堂
７月 日 都内６カ 所駅頭
宣伝 ： 〜︵ 有楽町の
み ： 〜︶
８月 日 都内６カ 所駅頭
宣伝 ： 〜︵ 有楽町の
み ： 〜︶
＊多 数の御 参加 をお願 い致
します︒
＊時 間等は 変更 になる こと
が ありま す︒ ご確認 くだ
さい︒
連絡先・共闘会議
０３〜３７４２〜３２５１
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00

00
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30

30

17
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29

18

14

5

会員入会ありがとうございました。
支える会の入会目標数は５万口ですが、
現在目標には遠い状況にあります。雇用
保険も昨年秋から１月には原告全員が切
れ、生活費、活動費を稼ぎながら支援要
請・行動・支える会への呼び掛け等を行
う毎日です。力いっぱい活動し、勝利を
もぎ取るために財政支援が急務となって
おります。会員の皆様の職場のお仲間、
お知り合いに是非入会をお勧めいただけ
ますようお願いいたします！
入会書は支える会HPからダウンロード
できます。又事務局までご連絡いただけ
れば入会リーフレットをお送りいたしま
す。ご協力お願いいたします。
事務局 HP http://sasaerukai.com
℡：03-6423-7878 Fax：03-6423-7430
Eメール：sasaerukai@lemon.plala.or.jp

30

30

17

18

30

あ れ以 来 年 ︒
不 安 定雇 用 は 全 産
業 に 広が り ︑ 日 本
は 格 差と 貧 困 の 社
会 に 改造 さ れ て し

支える会会員拡大にご協力を！

12

30

18

18

95

自宅メールにJALからカードについての
アンケートが届いた。最後にご意見欄が
あり以下のように記入して送信した。顧
客としてJALへ直接意見を届けるチャンス
だ。
「会社再建中と聞いていますが、利益
よりも安全第一でお願いします。
そのためには2010年に解雇したパイロッ
ト、客室乗務員、契約制客室乗務員を職
場にもどしてください。
また、JALの契約打ち切りで会社が無く
なってしまった日東整の整備士をJALの責
任で整備職として採用してください。」
（昭和シェル労組 川島健次）
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18

26
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29 18

18

思いおこせば 年
夏 のこと︒秋 田県教
組 が講演会を 開催し
ま した︒その ときの
司 会が私で︑ 講師は
Ｊ ＡＬの客室 乗務員
組合の方︒
そして講演 内容は
ア ルバイト・ スチュ
ワ ーデス導入 に反対
す る闘いの報 告でし
た ︒当時︑日 経連は

ＪＡＬへのアンケートに
皆様のご意見を！
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原告団・事務局紹介
藤田浩司︵高知県出身︶
航空 自 衛
隊航 空 学
生第 期
生出 身 で
す︒
１ ９７８ 年に日本 航空
へ入社 ︑ 年間 航空機関
士と してＤ ＣＣ︱８ ︑Ｂ
７４７に乗務しました︒
そ の後︑ 職種変更 し操
縦士 として Ｂ７４７ ︑Ｂ
７４４に乗務しました︒
２０１０年 月 日に
整理 解雇さ れました が︑
解雇 無効を 訴え裁判 闘争
中です︒

石賀 田鶴子 ︵北海道 室蘭
市出身︶
こ の 一
年 間 ︑
本 当 に
多く の皆様 に支えら れて
ここ まで来 ることが でき
ました︒
私 たちの 闘いは﹁ 解雇
自由な社会を許さない！﹂
という意義があるとも思っ
ています︒
皆 様から の更なる ご支
援をお願い致します︒

突 然 心 変 わり す る な ん
て ・ ・ ・ ︒ 私達は 最後ま
で諦 めずに 頑張りま すの
で︑ 今後と もご支援 をよ
ろしくお願いいたします︒
神 瀬︵こ うのせ ︶麻里 子
︵大阪
府堺市
出身︶
大阪の
拠 点を閉 めるか ら東京 に
転勤せよと言われて転勤︒
そ の半年 後に解 雇にな り
ま した︒ 理由は 過去の 病
歴でした︒
退職す る日は 自分で 決
め たいで す︒豊 中市在 住
です︒

ました︒
一日も 早く職 場に戻 れ
る ように ︑団結 して頑 張
り ますの で︑更 なるご 支
援をお願い致します︒

下村京子︵熊本市出身︶
夢 と 希
望を持っ
て 日 本

歳と
いう 年
齢で 整
理解 雇

遠藤謙二︵岐阜県出身︶
曾村佐知子︵東京都出身︶
いつ も 暖
かい ご 支
援あ り が

航 空 に
入社し︑
子育 て後も 女性とし て母
とし て自立 できる仕 事と
年間頑 張ってき

51

ものです︒
最 後まで 頑張りま すの
でよ ろしく お願いい たし
ます︒

山本 仁士︵和歌山県︶
支 え る
会 の 皆
様 ︑ ご
声 援 ︑
ご 支 援
ありがとうございます︒
﹁ まさか 自分が整 理解
雇？ ﹂誰し もこのよ うに
考えてしまいます︒
し かし︑ 現実にそ のこ
とが 私の身 に起こり まし
た︒ このよ うなこと が普
通の ことと ならない よう
解雇 撤回を 求め︑皆 と共
に原告に加わりました︒

野中広秀︵高知県出身︶
現住所：
茨 城 県
守谷市︑
趣 味 ：
ドライブ︑ウォーキング
海 上自衛 隊から民 間航
空に 入社︑ ＡＴＰＬ の訓
練開 始直前 に整理解 雇の

対象となった︒
会 社に人生 をつま ずか
され たので︑ 私生活 では
杖を もって日 々歩ん でい
こうと思います︒

︿事務局﹀
原田 洋一︵横 浜市神 奈川
区出身︶
元 国 労
闘 争 団
全 国 連
絡 会 議
副議長・東京闘争団
解 雇された 者の怒 りと
苦し みを身を もって 体験
し︑ 支援の有 り難さ と重
要さ を肌身で 知って いる
者と して︑日 航闘争 の勝
利の ため全力 で取り 組み
ます︒

原告団は全国 ヶ所のメー
デーに参加し︑支援を訴
えた︒
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28

になりました︒
今回の 整理解 雇理由 で
あ る﹁病 欠や年 齢の高 い
も のから 切る﹂ といっ た
こ とは到 底認め られな い

31

思い︑

12

とう ご ざ
います︒
公 判の度 に︑あん なに
やさ しい眼 差しで見 つめ
て下さっていた裁判長が︑

36
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