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４月 19 日（火）JAL 羽田整備ビルにて、4 回目の解雇争議の解決交渉を行いました。昨年 11 月 22

日から 5 か月間交渉拒否をしていた会社が漸く交渉に応じました。今回の交渉には、代理人弁護士と支

援者代理人（2 人）に加え、JHU 執行委員から 7 名、合計 10 名で交渉に臨みました。 

交渉内容のダイジェスト版を 3 回シリーズで報告します。 
 

 
 
 

《会社》3 月 1 日付「解雇争議の早期解決に向けて

の要求（解決金）」に対する回答書をお渡しす

る。整理解雇の有効性は最高裁で確定しており、

被解雇者の他にも退職を余儀なくされた社員

が多数いることに併せて、多くの関係者の皆様

にも多大なるご迷惑をおかけした。その中で、

被解雇者のみに金銭等、何らかの補償や解決金

という形での要求に応じる考えはない。 

【JHU】要求について会社なりの試算はしたか。 

《会社》65 歳まで雇用が継続された場合の賃金と

一時金、厚生年金、慰謝料も含めた額だと理解

している。 

【JHU】解決金以外の名目で何か考えているのか。 

《会社》既存の組合とマッチングの話をして成立も

している。雇用を通じて何らかの解決に持って

行きたい。 

【JHU】マッチングに対応できない「戻らない」「戻

れない」人たちはどうするのか。 

《会社》現時点で具体的な話はない。今後どうする

か、これから考える。 

【JHU 代理人】最高裁の判決が確定しているから、

法的な責任はもうないと言いたいのか。 

《会社》・・・ 

【JHU】法的責任はともかく、整理解雇には社会

的な責任がある。 

《会社》社会的な責任はああいったことが二度と起

きないことが経営陣の未来形の話だ。ここまで

起こったことは判決が確定しているので、雇用

を通じて解決できないか今話し合っている最

中だ。 

【JHU 代理人】2010 年の国連人権理事会で「ビジ

ネスと人権に関する指導原則」が採択され、企

業は社会的責任を負うことが明言された。JAL

もその基での方針を出している。 

【JHU】マッチングだけでは 100％解決しない。

解決金なしにこの争議の解決はないことをは

っきり申し上げる。これから回答の問題点を明

らかにする。再回答を要求する。 
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＝「原職復帰」の回答に向けて＝ 

 

【JHU】昨年 11 月 22 日の交渉で「対象者がいれ

ば ILO 第 166 号勧告との関係に言及する」と

約束した。対象者がいることは確認したか。 

《会社》正式に把握していないが、原職復帰の可能

性のある方が入られたと認識している。 

【JHU】会社の考え方を示して下さい。 

《会社》会社としては雇用機会を提供することで今

対応している。 

【JHU】回答になっていない。166 号勧告は、会

社の経済的理由によって解雇された者は、会社

が同等の資格を有する者を再び採用する時は、

優先雇用されるべきとされている。 

《会社》勧告は、正確な訳の内容で理解している。 

【JHU】166 号勧告には従わないということか。 

《会社》2018 年に出した方針で解決していこうと

思っている。従わないということではない。 

【JHU】166 号勧告の Rehiring はもう一度雇用す

るということ。会社が今やっている募集して試

験を受けて採用する、これは Recruit であり

Rehiring ではない。今の方針は 166 号勧告に

合致しているという認識か。 

《会社》今の方針で対応していくということだ。 

【JHU 代理人】合致しているのか。それとも認識

した内容に従って履行しているつもりなのか、

少し違う内容で履行しているつもりなのか。 

《会社》合致しているかどうかは分かりません。 

【JHU】会社は、国際労働基準 ILO166 号勧告に

従っていない。回答拒否と受け取る。 

 

 

 

 
 

 
 

【JHU】代理人も法律家の立場で同じ考えなのか。 

《会社代理人》ILO 勧告は元々拘束力がない。ILO

の主旨をどこまで会社が忖度するか、再雇用に

反映させるか、これは会社の判断だ。 

【JHU 代理人】拘束力ないから、従わなくて良い

という前提で従わないということか。 

《会社》法的にと専門的な立場で聞かれて、専門的

にお答えしている。 

【JHU 代理人】法的にはそうだ。それを会社はど

う捉えているのか。 

《会社代理人》会社は、再雇用のあり方として雇用

の機会を提供するという今のやり方を進めて

行きたいと、そのように回答している。 

【JHU】会社の策は 166 号勧告に従っているのか。 

《会社代理人》拘束力がないんだから、従う従わな

いの議論をする理由がない。 

【JHU 代理人】従うか従わないかは会社の判断だ

と仰った。だから議論している。 

【JHU】従うつもりはないと一言言って貰っても

良いがそれも言わない。日本航空の社会的な立

場・責任を回りがどう評価するかという問題。

とんでもない発言だ。 
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【JHU】「解雇の必要はなかった」ことは稲盛元会

長も認めたこと。会社として「解雇は必要なか

った」という認識でいいか。 

《会社》それも含めて、その後の判決で有効性が支

持されたと思っている。 

【JHU】判決はこんな酷い解雇を有効だと認めた、

如何に判決が酷かったかという話だ。これは判

決の話ではない。会社は「必要がなく解雇をし

た」という認識があるのかという質問だ。 

《会社》最終的には有効だったということだ。 

【JHU】「2010年度 JALグループ安全報告書」は

2011年 7月に会社が出したものだ。これは解

雇が必要なかったという明確な証拠だ。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

《会社》会社は必要だったと思っている。 

【JHU】稲盛発言は間違っていたと言ってるのか。 

《会社代理人》稲盛さんの発言は稲盛さんの発言だ。

 

 
 

【JHU】では、会社の「安全報告書」の数字は何 だ。 
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《会社》「安全報告書」は 2011年 3月 31日付けの

人数を報告しているだけだ。 

【JHU】整理解雇後の在籍人数だ。人員削減の目

標は別に説明されている。解雇の必要がなかっ

たという証拠ではないか。 

《会社》報告書の中に必要がなかったと書かれては

いない。 

【JHU】何を言っているのか。 

《会社》・・・・ 

《会社代理人》全部含めて、整理解雇の有効性は裁

判所でハッキリ確認されたということだ。 

【JHU】「裁判は裁判」と植木会長が言っている。 

【JHU】そこが法的な責任から逃れられるかもし

れないが、社会的責任からは逃れられないとい

う話だ。 

《会社代理人》社会的責任は範囲が漠として良く理

解できない。 

【JHU】「必要なかった」と言われて解雇され未だ

に解決しない。12 年だ。人権侵害以外の何物

でもない。この間にパイロットは 397 名、客

室乗務員は 6205名以上採用している。 

《会社代理人》それはその後の変動だ。会社の業績

回復に応じて、欠員が生じればそれは補充して

いきますよ。 

【JHU】では 2012年に客室乗務員の採用が始まっ

た頃、なぜ私達を職場に戻さなかったのか。 

《会社代理人》それは会社の方針でしょう。 

【JHU】だから世界の常識からも、ILO 勧告から

も外れていると言われるのだ。 

 

 

《会社代理人》ILO166号勧告って、僕は不勉強で

覚えてないが何年に出されたものか。 

【JHU】1982年だ。日本政府、使用者側、労働者

側の代表者三者が賛成して採択された。 

《会社代理人》昭和 57年だとするとその後、日本

国内で整理解雇は多数あったが、ILO 勧告に

従って再雇用したケースはあるのか。 

【JHU】何を言っているのか。日本航空の話をし

てる。 

《会社代理人》ILO は不変的に従うべきものだと

言うのであれば、日本航空も他にあれば従うべ

きではないかと言っている。 

【JHU】日本航空はグローバルな企業だ。見本を

示すのがあなた方の役目だ。 

《会社代理人》わかりました。事例がないんだね。

国内では。 

【JHU】他の会社がやってないから、うちもやら

ないと言ってるのか。「必要もなく」165 人の

首を切って、12 年も解決しない。他の会社が

やらないことをやってる。 

《会社代理人》発言の趣旨を歪曲しないで。事実関

係を確認しているだけ。あなた達が ILOの百

８０何号（組合注：166号）を強調されるから、

それが何年に出されたもので、その後、日本国

内でそれに従ったっていうことで対応したと

ころが・・ 

【JHU 代理人】4 度の ILO勧告は JALを名宛人

として出されている。JAL にしか出されてな

いから他社は関係ない。 

《会社代理人》ILO166号が 1982年だという前提

に僕はずっと聞いてたんだけどね。それを僕は

不勉強で覚えていなかったものだから・・ 

【JHU 代理人】労働組合が ILO へ申し立てて、

2012年 6月 15日に第 1次、2013年 10月 30

日に第 2次、2015年 11月 12日に第 3次、2018

年 11月に第 4次と、ILOは 4回勧告を出して

いる。 

その中で、1982年の ILO166号勧告があり、

新規採用をする場合には、整理解雇した人たち

から優先雇用ということが、ILO から勧告さ

れている。 

《会社代理人》だったらそういう風に言ってもらわ

ないと。166号が強調されて今までやってきた

かそればっかりが頭に入っていてね。 
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【JHU代理人】今「それは会社の方針だ」と仰っ

たが、その方針は何だったのかお聞きしたい。 

《会社》特早退と希望退職者は、JAL グループへ

の再就職はしないという前提が当時はあった。

それが続いている中での2012年の採用再開で、

その後 2018年にその前提を解いて、対象から

排除しない、受ける方は受けて下さいという流

れだ。 

【JHU代理人】特早退と希望退職者は、その前提

で、合意のもとに雇用契約を解除した。一方、

整理解雇者は会社の一方的な解雇なのでその

縛りはない。であれば、会社の方針で新規採用

する時に、なぜその時点で整理解雇者に「戻る

か」という声をかけなかったのかお聞きしたい。

それは最高裁の地位確認の会社の勝訴判決と

はまた別の話だ。 

《会社》そこは 2018年以降、経験者採用があれば

対象となるとお伝えしている。 

【JHU】その間、12 年から 18 年までの間はどう

だったのか。 

《会社》それまでは対象としないというのが会社の

方針だ。 

【JHU代理人】何故、そういう方針だったのかを

お聞きしている。 

《会社》なぜって、、、そういう方針だった。 

【JHU代理人】方針には理由がある。理由もなく

そういう判断はしない。もしていたとしたら、

それはそれで問題だが。 

《会社》方針というか、2010年当時は、多くの特

早退・希望退職者の方にお辞め頂いている。そ

の流れの中で、破綻当時やむなく辞めていった

方々には、グループとして採用しないという方

針が続いてたけれど、18年に変更して・・・ 

【JHU】そんなことを聞いているのではない。こ

の質問には次回の団交で答えて頂く。 
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【JHU】会社は 2018年に、特早退と希望退職者の

グループ内再就職禁止の条件を解除し、グルー

プ会社の全職種において経験者募集の対象者

にした。この条件解除は、特早退と希望退職者

に対する回答だな。 

《会社》いや皆さんと話をする中での回答だ。 

【JHU】元々被解雇者にその制限がないことは先

程確認した。 

《会社》被解雇者の皆さんも対象とすると、お伝え

している。 

【JHU】特早退と希望退職者に対する制限をなく

したから、被解雇者も応募したかったら応募し

ていいよと言っているだけだ。去年の株主総会

で、「条件をなくし、退職を余儀なくされた多

くの社員から再雇用した」と答えている。 

《会社》「100名程度」とお答えした記憶はある。 

【JHU】他の役員は 110 名と発言している。この

他にも客室ではキャビンエクスパートとして、

2018年と 2019年に 140名程採用している。

会社が言う「余儀なく退職された方」からすで

に 240~250名を採用する一方で、解雇され原

告となった者から誰一人原職採用していない。 

金融機関はどうか。第三者割当増資や経営破綻

後の再上場等で、沢山の利益を還元している。 

《会社》会社が通常状態に戻りつつある中で、金融

機関との通常の商取引だ。何か特別なプレゼン

トを差し上げているわけではない。 

【JHU】やむなく辞めていった多くの方々や金融

機関には手当てをしているのに、ILO166号勧

告には従わないし、「解決金」の要求も含めて

被解雇者の要求には全拒否だ。 

《会社》金融機関への手当という事自体が、捉え方

の違いですわねえ。 

【JHU代理人】逆に聞くが、会社は、迷惑をかけ

たステークホルダーに対し誠意をもって対応

していないのか。いろんな形でしている。 

《会社》解決金みたいな形でお金を払ったりはし

てない。 

【JHU】金融機関にはお金を払っている。 

《会社》お返しするのはきちんとした企業として、

ちゃんと税金を払って、まともな企業活動をし

つつ、恩返しするということです。 

【JHU】その言葉通り、まともな企業活動をして

もらいたい。 
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【JHU】2011年に国連人権理事会で「ビジネスと

人権に関する行動原則」が決められた。その大

きな柱が「人権を尊重する企業の責任」だ。 

《会社代理人》それは尊重されなければいけない。 

【JHU】2019年 8月 1日に「JALグループ人権方

針」が定められた。どういう方針かご存じか。 

《会社》・・・ 

【JHU】「事業活動が人権に対する負の影響を引き

起こした、または負の影響を助長したことが明

らかになった場合には、適切な是正措置および

救済措置を講じます」と定めている。 

《会社代理人》はい、それで？ 

【JHU】必要のなかった解雇をして 11年以上も解

決しないで放置している。しかも解雇の必要が

なかった事を、会社自身が「安全報告書」で国

交省に報告している。 

会社は、法的な責任は免れたかもしれないが、

必要もなく解雇した者に対する人権上、社会的

な責任から逃れることはできない。人権を尊重

する企業の責任において、是正措置、救済措置

として解決金は不可欠だ。 

《会社代理人》あなたが言う人権は、違法な個人の

利益の侵害だ。解雇は一つの手段として法人に

認められている。 

【JHU】労働権は人権の一つだ。労働権をどう考

えているのか。少なくとも解雇に至る過程で不

当労働行為をやっている。これは法的に確定し

ている事だ。 

《会社代理人》それは人権とは関係ない話だ。 

【JHU 代理人】いや関係がある。憲法 28 条の労

働基本権の話だ。 

《会社代理人》仰ってることはわかるけど、それは

人権とは関係ない。 

【JHU代理人】いや関係ある。解雇そのものは仰

る面もあるかもしれないが、労働基本権は人権

であり ILOの基本的な原則だ。 

《会社》すみません。時間ですので。 

【JHU代理人】「ビジネスと人権」について次回団

交までに少し勉強して下さい。 

【JHU】次回の団交を早急に入れて下さい。 

《会社》（頷く）以上で終わります。 

 
 

【JHU】人権の問題を認識してもらわないと困り

ます。我々は期待しているわけですから。 

《会社代理人》そういう役割をさせない働きを私は

果たしてきたんでね、人権について理解がない

ような言い方をされるとちょっと困っちゃう

ね。解雇はね、使用者の一つの権限の行使だか

ら、それを即、人権に結びつけるわけにはいか

ない。それははっきりしている。 

【JHU】労働する権利との関係ではどうですか。 

《会社代理人》だからそのせめぎ合いが解雇に現れ

るわけですよ。そうするとお互いの主張が対立

する。 

【JHU】すると先生は人権の立場は取らないとい

うことですね。 

《会社代理人》そういう風に発言を歪曲しないで、

素直に受け止めて下さいな。 

《会社》これで終わります。ありがとうございまし

た。 
 


