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【JHU】 既存 2 労組への業務委託の提案および協

定（案）・合意書（案）の提示は 6 月 23 日だと 

確認した。間違いないか。 

《会社》そうだ。 

【JHU】 前回（8/3）の交渉で会社が「預かる」「確

認する」とした 3 点に回答を求める。 

《会社》今回の業務委託は「家内労働（内職）にあ

たらないか」について、家内労働は材料の提供

を受け製造加工する業務が原則となっているの

で、内職にあたる業務ではないと認識している。 

【JHU】 はい。 

《会社》続いて「改正高齢者雇用安定法の創業支援

等措置に基づく委託契約にならないか」「労災も

適用されるのではないか」について、基本的に

この制度は定年後に雇用を継続されている労働 

者が対象で、既存の社員の継続就労の一つとし

ての位置付けなので、解雇者は対象外だ。また、

被解雇者には 65 歳未満の方がいるので対象に

はできない。少なくとも今回の業務委託契約の

中で解決する考えはない。 

【JHU】 「改正高齢者雇用安定法」の対象者だが、

「業務委託契約」は、現行の社員が 60 歳や 65

歳になった時にも適用できる働き方だが、一般

社員に広げる考えはあるのか。 

《会社》現時点ではない。 

 

《会社》「2023 年からインボイス制度の導入に伴

い業務委託契約の受託者が消費税を払う義務

が生じ、負担が大きくならないか」について、 

個人事業者で 1 千万円以上の売り上げがある事

業者以外は、基本的に受託者は課税事業者では

なく、消費税の納税の必要はない。インボイス制

info@jhu-wing.main.jp   https://jhu-wing.main.jp/  

2022.11.06 No.56 JHU NEWS 

mailto:info@jhu-wing.main.jp
https://jhu-wing.main.jp/


－ 2 － 

度では、免税事業者は「適格請求書」（注：イン

ボイス／領収書）を発行できず、その「適格請求

書」がないと、委託者は「仕入税額控除」を受け

られない。その場合も、会社が還付を受けられな

いだけで、特に受託者に消費税の納税義務を課

すことは考えていない。 

【JHU】 今回の業務委託の受託者は、税務署に登

録しインボイスが発行できる課税事業者にな

らずに、免税事業者のままで良いのか。 

《会社》免税事業者のままで構わない。 

【JHU】 発注元の会社は業務委託報酬の消費税

分は、仕入税額控除の対象とならないがそれ

で良いのか。 

《会社》その通りだ。 

 

【JHU】 前々回（7/15）の交渉で、「契約形態」は、

「リモートワーク」ではだめなのかとの質問に、

リモートワークは「時間制限や就業時間管理が

出てくる」「成果が出て働き方がフレキシブルに

なる」「自由度が上がりハードルが低くなる」と

答えた。会社はこれまで「雇用で解決する」と

言ってきた。「業務委託」は雇用関係がない。し

かし、「フレックス制」のリモートワークであれ

ば雇用関係もあるし、自由度も上がる。 

《会社》今、フレックス制をやっているが、月間 160

時間以上働くという制限があり、それに比べ業

務委託は自由度が高い。 

【JHU】 就業時間の問題と言ったが、会社が委託す

る業務例①∼⑨は、一月当たり何時間で果たせ

る業務なのか。成果が出ないと報酬を減額した

り契約を打ち切ったりされれば、時間制限もな

く、成果が出るまで働くことにならないか。 

《会社》業務を遂行して頂くのが条件だ。 

【JHU】 質問は、雇用関係があるフレックス制のリ

モートワークでは何故駄目だったのかだ。それ

に対し、就業時間の制限、時間管理の問題が出

てくるというから、では業務委託して一体どれ

ぐらい働かせるのかという質問だ。 

《会社》フレックス制でも、時間が自由になるわけ

ではない。月間の就業時間の縛りもあり、今、 

働いていて兼業する方は、今の就業先での兼業

が取り難くなってしまう。その意味で、業務委

託が皆さんに適用しやすい案だとして提案した。 

【JHU】 そもそも、会社は再雇用の施策として出し

たのではないのか。 

《会社》解決金という形では出せない中で、マッチ

ングにも応募できない方に対して、何らか労務

の提供をして頂ければ、それに見合った形でお

支払いするという提案だ。 

【JHU】 これは解決金の代用ということか。 

《会社》雇用を軸にマッチングをやり、その延長の

施策として提案したものだ。 

【JHU】 業務委託は雇用を軸にではなく、軸から外

れているのではないのか。 

《会社》雇用ではないが、業務機会を提供した。 

【JHU】 フレックス制であれば、雇用で解決すると

いう会社の考え方に沿うのではないか。 

《会社》フレックスと業務委託を比べたときに業務

委託がよりフレキシブルだ。フレックスだと手

を挙げられない方がいる。誰でも手を挙げられ

るように選んだ。 

【JHU】 会社は雇用で解決する、雇用を軸に解決す

ると言ってきた。これは自由度が上がるとかい

う問題ではない。時間管理も、解雇争議を解決

するためには会社が対応するべき問題だ。 
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【JHU】 雇用関係のあるフレキシブル・リモートワ

ークの選択もできた。雇用関係がなくなること

に会社として何か意味があるのか。 

《会社》業務委託契約の方がより柔軟性が高い。マ

ッチングに手を挙げられない方がいる中で、よ

り多くの方ができる方法として選択した。 

【JHU】 解決金は払えない、雇用はできない、それ

で業務委託を採ったのか。 

《会社》考えた結果、これだったら全員できるので

はないかと思い提案した。 

【JHU】 質問は、雇用関係がない業務委託を選んだ

ことに何か意味があるのかだ。何故なら、解雇

争議の解決に向けた会社姿勢として、大きな意

味を持つからだ。 

《会社》今、お話した通りだ。業務委託の方がより

柔軟性が高まる。 

【JHU】 フレックスを選べなかった理由、そして、

雇用関係がなくなることに何か意味があるのか

の質問に正面から答えていない。 

 

 

【JHU】前回（7/15）の交渉で、業務委託に応募

しても不採用になることがあるのか質問した。

これに対し、会社は「応募すれば、組合と応募

者個人の双方と話す」としか答えていない。不

採用はあるのか。 

《会社》基本的にはないと思っている。 

【JHU】基本的にはないが、採用されないことも

あるということだな。 

《会社》想定はしていないが、個別の事情等で、

可能性として否定するものではない。基本的

には希望者には業務を提供するスタンスでや

ろうと思っている。 

【JHU】応募した人が不採用になったら協定に違

反することにならないか。 

《会社》「原則希望者全員」にと書いている。 

【JHU】不採用になることは原則として「ない」

ということだな。 

info@jhu-wing.main.jp   https://jhu-wing.main.jp/  

2022.11.06 No.57 

 

JHU NEWS 

mailto:info@jhu-wing.main.jp
https://jhu-wing.main.jp/


－ 2 － 

【JHU】会社は、「業務委託は業務にかかる時間概

念はない、結果的に 12 万 5 千円になる仕事を

お願いする」と説明した。時間概念がない中で、

結果的に 12 万 5 千円となる仕事量をどの様な

尺度で決めるつもりか。 

《会社》12 万 5 千円に見合った業務としてバラン

スを見て考えている。 

【JHU】やってみないとわからないということか。 

《会社》給料も各企業により決めている。会社がこ

の業務を遂行すれば、12 万 5 千円相当だと思っ

てお願いする。 

【JHU】 業務内容が違うと、業務にかかる時間も負

荷も違う。結果的に 12 万 5 千円となる仕事量

をどういう尺度で決めるか、大変重要な問題だ。 

業務例①∼⑨自体平等ではない。乗務員は

元々これらの仕事をやってきていない。新たに

経験もないことをやるので、人によりスキルレ

ベルも違い、業務負荷も大きく変わってくる。 

《会社》スキルレベルが違うので、実際に業務にか

かる時間は個人により異なると思っている。仕

事量は、各自治体の情報等のリサーチであれば、

10 カ所以内とか決めて、それが 12 万 5 千円に

見合っているのか、仕事量が多すぎて契約でき

ない、できるは、最終的な判断になってくると

思う。 

【JHU】 結果的に 12 万 5 千円となる仕事を公平に

分配する尺度はない、個人の判断ということか。 

 

《会社》業務例はお示ししている。リサーチ或いは

提言業務をきちんとやって頂ければ 12 万 5 千

円をお支払いする。 

【JHU】 今度は、希望する業務をやってもらうとい

ってるのか。 

《会社》希望は勿論お伺いする。ただ、自治体の業

務だと 10 名とか人数の制限があり、その中で

希望も踏まえて最終的に決定していく。 

【JHU】 ある人は希望しないものをやらされると

いうことか。 

《会社》希望を取り、できる限り希望に沿った形で

決めていく。もう組合と一緒に話しをしている。

平等性が人により凸凹するのは問題だというこ

とか。 

【JHU】 業務量が違うと、成果にも、その結果、評

価にも差が出て、会社提案では報酬にも違いが

出る。乗員はリソースマネジメントで、チーム

として同じクォリティーになるよう訓練されて

いる。だが、業務委託は個々人で、全然違うか

ら聞いている。 

《会社》評価により月々の収入が変わればそうだが、

そもそも 12 万 5 千円相当の仕事なので、評価

と言っても、お願いした業務をちゃんと遂行す

るかどうかだ。 

【JHU】 評価については別に聞く。どの様に公平に

分配するのか、その尺度はない、業務の配分は

個人の希望を聞いて組合とも調整する、最終的

には個人の判断ということだな。 

 

《会社》時間だ。 

【JHU】 「契約期間（2 年間）」、「業務委託、委託

する内容は会社が決定する」、「報告書・提言書

の評価方法」、「委託する業務例」、「受託者と委

託者の間で紛争が起きた場合の処理」等、質問

が山ほど残っている。 

《会社》疑問を全てクリアした上で、反対もしくは

受け入れるかもしれない、そういうやり取りか。 

【JHU】 質問して、その回答を聞いた上で判断する

と繰り返し伝えている。既存の労組とは 6 回も

交渉している。会社には説明する責任がある。 
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【JHU】 既存の労組とは 6 回も交渉して、9 月末か

ら 10 月頭に、業務委託に関する説明会もやっ

たと聞いた。 

《会社》始める段階になっているので、勿論やった。 

【JHU】どういう枠組みなのか。特別協議か、組合

は参加したのか。 

《会社》他組合とは 1 対 1 の関係だ。何か問題が

あるのか。 

【JHU】 他組合には 6 月 23 日に協定書案・合意書

案を出し、我々に資料を出したのは 7 月 8 日だ。

組合差別をしおいてまだそんな事を言うのか。 

《会社》6 月 23 日の協議で出したわけではない。 

【JHU】6 月 23 日だと交渉の冒頭で確認した。騙

したのか。協定書案はいつ出したのか。 

《会社》確認の協議の時には出していない。 

【JHU】両労組の見解に 6 月 24 日だと出ている。

会社は 23 日だと答えた。協定書案はいつ提示 

したのか。 

《会社》じゃ、撤回でいいですよ。 

【JHU】 今、何と言ったのか。 

《会社》それを撤回でいいんじゃないですか。 

【JHU】 撤回でいい？ 

《会社》撤回っていうか、正しく言うと 6 月 23 日

のはじめの協議の時は口頭でしかご説明してお

りません。あと協定書に関しては、その後に提

示している。 

【JHU】 いつ出したのか。 

《会社》何故それをここで言わなきゃならないんで

すか。 

【JHU】 組合に虚偽の説明、発言をして、今になっ

て「23 日は、じゃ撤回でいいですよ」と言う。

いつ出したのか質問したら言わない。どこまで

ふざけているのか。組合を差別した上に、交渉

態度も最悪ではないか。（大紛糾！） 
 

【JHU】 両労組の共同声明には「6 月 23 日および

24 日に会社から希望者全員へ業務委託契約と

共に、解雇問題解決に関する協定書・合意書が 

提案されました」と出てる。 

《会社》そこに書いてある通りじゃないですか。 

【JHU】 だったらさっさと認めたらどうか。 
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《会社》協定書・合意書は前提が違う。両労組から

協定書案なり合意書案をその前に頂いていて、

それに対して会社は回答しただけだ。皆さんに

協定書案、合意書案を出していないことで何か

差別的な対応をしているとは思いません。 

【JHU】 組合が協定書案を出すのは要求だ。それは

当たり前のことだ。我々の要求に対して会社が

どう文書で回答を出したかが問題なのだ。何年

労務をやっているのか。 

 

【JHU】 8 月 2 日付会社文書ついて、前回（8/3）

の事務折衝終了後の夕刻に、「稲盛氏宅以外の第

三者宅に業務委託に係る会社資料を配布した事

実を再確認した」との報告があった。3 点質問

する。今後の交渉で回答を求める。 

【JHU】 1 点目。「稲盛氏宅以外の何軒に会社資料

が配られたのか。その範囲・規模について、確

認した内容を報告すること。」 

2 点目。「再確認の情報は、誰にどのように確

認したのか。稲盛氏宅周辺にお住いのご親族宅

は情報確認先に含まれているのか否か。」 

3 点目。「再確認した相手は、8 月 2 日付申入

れ書に係る第一報が送られたお宅なのか、それ

以外のお宅に再確認する方法を取ったのか。」 

《会社》個人の生活圏、ましてや個人宅へ、それを

皆さん是とするんですね。 

【JHU】 稲盛氏宅以外の「周辺宅には会社資料は配

布していない」とはっきり伝えた。 

《会社》質問を受けた内容は置いておいて、稲盛さ

んは元々会長だが、個人のテリトリーも OK と

いうことか。 

【JHU】 OK とかそんな話ではない。一般的に首を

切られれば、社長宅に行くこともある。稲盛さ

んのところへ行き、奥さんとも話をした。 

《会社》架空の話だが、逆に皆さんの個人の宅にや

られてもいいんですか。 

【JHU】 要請でくるのは構わない。ただし、反社会

的な団体はダメだ。私は 1 回やられている。日

本航空は暴力団まで使って私を脅した。 

《会社》確認だけだ。それが良い悪いということで

はない。 

【JHU】 先程の 3 点の質問に回答を求める。 
 

【JHU】 10 月 3 日の団交で、「希望者を乗務職に戻

せ」という話をした。その当日、会社は来年度

のパイロット 80 人、客室乗務員 120 人の内定

式をやった。要求に対しては知らぬ存ぜずの態

度をとる一方で、肝心なことを一言も報告して

いない。非常に裏切られた思いだ。乗務委託に 

ついては、まだ山ほど追加質問事項が残ってい

る。早急に次の事務折衝の設定をすること。 

【JHU】 次回の団交について、前回 10 月 3 日の団

交は 9 月 20 日の交渉が台風で延期されたもの

だ。次回の都労委は 11 月 16 日。それまでに次

回の団交を設定するよう申し入れる。  以上 

 


