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安全を守る
職場風土へ
変える先頭に
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５月、６月に入っても拡大続く
北陸地本、近畿地本で拡大進む！

１．公示日
２０１４年 ６月７日（土）

北海道１ 名 盛岡 ５名、 秋田 １名 、
仙台４名 、新潟１ 名、高 崎３ 名、 水
戸２名、 千葉３名 、東京 １８ 名、 長
野２名、 静岡１名 、名古 屋１ 名、 新
幹線３名 、北陸１ 名、近 畿４ 名、 米
子１名、 岡山１名 、広島 １名 、四 国
１名、九州１名
８．特別代議員
国鉄労働組合規約第 条２項（ 全
国協議会 から代表 者１名 を特 別代 議
員として 選出する ）の代 議員 につ い

２．投票日
２０１４年 ６月 日（水）

４．不在者投票日
２０１４年６月 日（日）

ては、全 国協議会 よりそ れぞ れ選 出
し、本部に報告すること。 以上

国労北陸地方本部

編集責任者

田中 守
羽柴 二郎
発行責任者
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「 国 労の 人 は 、 所属 組 合 に 関 係 な く 、 真 剣 に 話 を 聞 いて く れ る 」
「国労と接するな！と、職場の人間関係を壊そうとする」
国労敵視の態度と会社の言いなりなる態度に疑問を持ち、国労の
運動をまじかに見て決意したなど、５月、６月に入っても国労加入
が続いています。さらに対話をし職場で目に見える運動を作り上げ、
要求前進とともに組織拡大を進めましょう。

近畿地方本部大阪地区本部

国労西日本本部

種委 員会への 参加を半 強制 的に 言っ
てくる。会社で言えば『指示する側』

16

と『 指示され る側』で あり なが ら、
同じ 組合員で あること に矛 盾を 感じ

５月２３日付

２０１４年度定期全国大会代議員選挙の実施

話を聞いてくれる」

NO.２１９
ている」大阪 歳。 「他労組 の役員
をしていたが、自分自身は『活動家』
にな りたいと は思わな かっ た。 組合
に対 する無関 心が広ま って おり 、役
員に なり手が いない。 政治 活動 への
動員はおかしいと思う」
「 管理者か ら暴言を 受け た。 国労
の人は他労組である自分に親身になっ
て話 を聞いて くれた。 人と して どう
かと 思い、国 労加入を 考え た」 「職
場配 属時に歓 迎会があ り、 その 場で
国労に加入した」 横浜・ 歳 。「入
社後 年目に加入し た。他労 組の人
にこ んなに話 せる人が いる かな あ」
貨物・吹田 歳。
こ の間、東 日本では 昨年 ８月 に開
催された定期大会 より 人が 加入。
九州においても、 連続し て 代の青
年が 加入して きていま す。 会社 の代
弁を している だけの労 働組 合に 明日
はあ りません 。本当に 安全 と、 働く
者の ことを考 え行動し てい るの は、
国労 だけです 。自信を 持っ て全 組合
員が行動を起こしましょう。
ま ず声をか けよう、 「国 労に 入っ
て一緒にがんばろう」と。
（国労西日本本部 組織部）

６月１日付

第８回組織強化・拡大
西ブロック経験交流集会を開催
国労本部は、６月１日～２日大阪コロナホテルを会場にして、「第８回
組織強化・拡大西ブロック経験交流集会」を開催しました。交流会には西
日本をはじめ全国から１１７名が参加。また、青年労働者も 人以上参加
するという大規模なものとなりました。西日本本部からも委員長・書記長・
組織部長・青年部はじめ各地方から代表者が参加し、全国で巻き起こる国
労加入の流れを生の声で聞き、肌で感じ、参加者全員が国労運動の正当性
と必要性を再確認するとともに、教訓をこれからの運動に生かし、組織拡
大に全力で奮闘する決意を固めました
「国労の みなさん 、帰れ る場 所を
ありがとう」。
交流集会 において 、米子 地方 本部
で 復帰加入 し、熱く 語った 笹木 さん
の 言葉に、 胸が熱く なった のは 私だ
け ではない でしょう 。国鉄 「分 割・
民営化」の 年前 、国労組 合員では
新 会社（Ｊ Ｒ）に残 れない と、 深く
悩み苦しみ、そして一旦は国労を去っ
て しまった が、いま 国労に 戻っ てく
れた。心より歓迎したいと思います。
６月１日 ・２日に 大阪で 開催 され
た 「第８回 組織強化 ・拡大 西ブ ロッ
ク 経験交流 集会」に は、北 海道 から
九 州まで１ １７人が 参加。 その うち
青年労働者 が 人 以上参加 し、大い

「国労は真剣に

～ 日（火）
５．代議員定数（総数 名）

３．立候補締切日
２０１４年６月 日（水）
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に盛り上がりました。
「係長・ 助役が非 番日の 残業 や各

27

「人間関係を崩す
行動や言動は許せない」

55
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このような、解雇の違法を裏付ける決定的な事実について、会社は何一つ反論・反証出来なかった。にもかか

わらず判決は、そのことを悉く無視し、専ら「更生計画ありき、よって解雇有効」という論理によって解雇を認

容した。このような、事実と道理を無視した判決は断じて許されない。私達は、これまでの国民支援共闘会議、
支える会の皆様の熱いご支援に心から感謝申し上げ、この不当判決を乗り越えて勝利まで闘い抜く決意である。

会社の言いなりにならない労働者と、

信義則違反・不当労働行為は、これに先立つ過去何10年にわたる会社の一貫した労組分裂・差別政策と一体であ
る。

用不安が なく、 心身 と もに 健康 で安

交渉では解雇時点の在籍者数（削減目標を超過達成していた筈）を隠蔽したまま解雇を強行した。（ｴ）以上の

労働 組合つ ぶしの 不 当労 働行 為は 絶
対に 許せま せん。 西 日本 本部 は、 本

めの解雇回避措置を各労組に約束しながら、会社は後にその約束を破って乗務外しの圧力下の「希望」退職強要

定した状 態で働 くこ と は、 安全 運航
の基本的 条件で す。 ま た過 度な 人員

信義則違反・不当労働行為の連鎖・集中。（ｱ）更生手続開始当初、管財人が、ワークシェアなど雇用継続のた
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に終始し、肝心の解雇回避努力を一切放棄した。（ｲ）解雇の人選基準（年齢、病欠）も、安全無視の不合理と
労組の中心メンバーの狙い撃ちが明らかになった。（ｳ）対等の交渉確保のための争議権確立投票に不法介入し、

回国労西日本本部大会代議員選挙の実施

こに解雇の違法を裏付ける、次のような決定的な事実が証明された。
①解雇の時点で会社の人員削減目標は既に超過達成され、解雇の必要性はなかった事実。②解雇に至る会社の

部闘 争指示 号に基づ き不当 判決 を
乗り 越え、 勝利ま で 闘い 抜く 決意 を

万通の証人採用葉書の結果、ついに私たちが必要とする証人尋問、本人尋問、本人意見陳述の機会を確保し、こ

削減やベ テラン 乗員 の 切り 捨て も安
全運航の 基盤を 揺る が し、 利用 者の

た意見書が、続々と高裁に提出された。あわせて高裁では、全国25 万筆の公正な裁判を求める要請書名、1.５

固め た原告 に対す る 激励 行動 を、 緊
急に取り組むことを指示しました。

これに対して東京高裁では、徹底的な反撃・追及が行われた。まず、更生手続きの解雇だから特別だという論
理に対して、名だたる労働法学、倒産法学、会計学の学者・研究者の方々から、その理論的誤りを追及する優れ

信頼を失うことになります。
国労は これま で署 名 や物 販、 オル

続きで予定された人員削減体制にするために解雇は必要だった」と解雇を容認した。

「 あの空 に帰ろ う 」Ｊ ＡＬ 原告 団
全員が職場に帰る日まで闘おう！

時の年間営業費用の僅か 0.13％。従来の判例基準からすれば、解雇が許されないことは明白であった。ところ
が東京地裁判決は、「本件は会社更生手続きの解雇だから特別だ。どんなに営業利益が上がっていても、更生手

グ等運航 乗務員 原告 団 及び 客室 乗務
員原告団 の支援 を行 っ てき まし た。
会社は解雇当時、史上最高の営業利益を挙げていて、客室乗務員を含めた 165名の解雇によるコスト削減は当

第

割する場合は、西日本本部の承認
を得ること。
６．選挙権及び被選挙権その他選
挙管理に関する事項は、選挙規則
によること。
７．代議員定数 名（総数 名）
北陸 ２名、近畿１４名、岡山
２名、米子 ２名、広島 ２名、
（博多 １名）
JAL不当解雇撤回裁判運航乗務員弁護団 労働者の存在と事実と道理を無視したJAL運航乗務員高裁判決

国労西日本本部は、５月 日、２０１４年度国労西日本本部大会代議
員選挙を、西日本本部規約第 条及び国労本部選挙規則にもとづき実施
するよう、指令第８号を発しました。なお、大会日程等詳細は別途指令
します。

条により選挙区を分

東京高裁

視し た判決 は断じ て 許せ ない 」と し
て直 ちに最 高裁へ の 上告 を決 定し ま
した。
日 航の整 理解雇 は 、「 整理 解雇 ４
要件 」を真 っ向か ら 踏み にじ る行 為
であ り、国 鉄の分 割 民営 化の 際に 行
われ た採用 差別と 同 じく 、企 業の 言
いな りにな らない 労 働者 の排 除と 、
労働 組合の 弱体化 を 狙っ た不 当労 働
行為 でもあ ります 。 安全 ・安 心な 空
の旅 を願う 利用者 ・ 市民 の立 場か ら
も、 今回の 不当解 雇 は重 大な 問題 で
19

23
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日本航 空が２ ０１０ 年１月 日に
破綻しそ の年 月 の大晦 日に、 パイ
ロット 名 と客室乗 務員 名 を不当
に整理解 雇した 事件 で 、東 京高 裁は
６月３日 客室乗 務員 裁 判に つい て、
続いて翌 ４日に はパ イ ロッ ト裁 判の
控訴審判決が言い渡されました。
二つの 判決は 、原 告 の主 張・ 立証
を全く受 け入れ ず、 解 雇を 適法 とし
た一審東 京地裁 判決 を 支持 し、 「更
生計画に 必要な 解雇 だ った 」と 判断
して不当 な判決 です 。 まさ に一 審の
84

22

15

１．公示日
２０１４年６月７日（土）
２．投票日
２０１４年６月 日（水）
３．立候補及び辞退締切
２０１４年６月 日（水）
４．不在者投票日
２０１４年６月 日（日）
～ 日（火）
18

11

17 15

す。
公 共交通 機関で 働 く労 働者 が、 雇

12

ＪＡＬ不当解雇撤回裁判
事実と道理を無視した不当判決

５．選挙区
選挙規則第
14

不当判決 をも上 回る 、 極め て不 当な
判決です 。原告 は「 事 実と 道理 を無

６月５日パイロット判決をうけての「JAL不当解雇撤回裁判運航乗務員原告団・弁護団」の抗議声明

28
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