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【JHU】 業務委託例に係る追加質問について、交渉

を効率的に進めるためと理由を伝え、組合は文

書回答を求めたことは承知か。 

《会社》うん。（頷く） 

【JHU】 追加質問事項は 19 項目だ。口頭だと 10

分はかかかる。 

《会社》口頭で回答させて頂くつもりで準備した。

5 分程度だ。 

【JHU】 文書で回答すれば時間はかからない。会社

は交渉時間を無駄に使おうとしている。交渉の

進行を妨げる不誠実な対応であることを指摘し

ておく。 
 

１．【定型、定例の確認・報告業務】に係る追加質問 

 ＜委託業務例：①、③、④、⑤、⑥、⑨＞ 
 
① 各省庁・自治体等からの各種発信情報等の

リサーチ 

Q1：省庁・自治体一人あたり 10 カ所以内を担当

とあるが、現在の市町村数は 1,718 市町村（市

792、町 743、村 183）、都道府県が 47、国は 1

府 12 省庁で其々都道府県に機関（ブロック機

関）を持ち、その全てにホームページを有し情 

 

 

報発信している。一人 10 カ所以内の担当では全

てをカバーできないが、どの様に対応するのか。 

《会社》各省庁・自治体全てを網羅するものではな

い。一人 10 カ所の範囲内で主要な自治体を抽出

して担当して頂くので、特に問題ないと思って

いる。 

 

③ ベンチマーク各社（日本航空と比較対象す

る企業）の企業理念・経営方針等のリサーチ 

④ ベンチマーク各社 プレスリリース調査 

Q1：今後、海外の航空会社・企業リサーチ範囲を

拡大する可能性ありとしているが、いつ頃から

どれくらいの範囲で拡大するのか。 

《会社》可能性としてお伝えしているだけだ。現時

点で決まっているものはない。 

Q2：拡大したときの人員体制はとれるのか。 

 

 

 

《会社》拡大可能か否かは受託者数も踏まえて検討

していくので、人員体制は問題ないと思ってい

る。誰かの負荷が高まるとかはない。 

Q3：なぜ、プレスリリースは一人 5 社以内で、企

業理念等は一人 10 社以内なのか。 

《会社》業務負荷等、総合的に勘案して其々対象企

業数を決定している。 
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⑤ 業界情報誌などのトピックス リスト化 

Q1：業界情報誌の目次（コピー）を送付するので、

目次の見出し内容を指定の Excel フォームにリ

スト化して提出とあるが、目次だけでは内容がわ

からないではないか。内容を分析しなくてもよい

のか。 

 

Q2：業界情報誌の目次をリスト化して、どのよう

に活用するのか。 

《会社》書庫にハードの業界情報誌が大量にある。

目次をリスト化しておけば、キーワード検索で

何年何月号だとパッと分かる、そういう方式だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ SNS コメント抽出・レポート 

Q1：JAL・ANA の１日分の SNS コメントをメー

ルで送付とのことだが、一人が１日分全てを調

査するのか、それとも１日分のコメントを数名

に分けて送付するのか。一人が１日分全てを調

査するなら、一週間（７日間）で７人いればこ

の業務は行えるが、そういう捉え方でよいのか。 

《会社》一人が ANA か JAL の一日分のコメントを

担当。7 人で 1 週間分、トータルで 14 人だ。 

【JHU】 ANA と JAL だけか。 

《会社》そうだ。他は特に取っていない。 

Q2：送付される１日分のコメント量は、一人当た

り何件程度になるのか。 

《会社》一日分のコメント量は日によって異なる。

一日当たり数千件から 1 万件位だ。 

 

 

 

Q3：現状ではツイッターのコメントを対象とし、

今後、状況により対象が拡大する可能性ありと

しているが、具体的にどの対象まで拡大する予

定なのか。また、拡大する必要性は何か。 

《会社》拡大はあくまでも可能性。受託者が多い場

合はツイッター以外もあるというだけで、現時

点で考えているわけではない。 

Q4：拡大した時の人員体制はとれるのか。 

《会社》受託者数を踏まえて拡大するか判断するの

で問題はない。 

Q5：日本航空のホームページや乗客アンケートに

寄せられたコメントの分析は含まれないとして

いるが、直接の利用者のコメントをなぜ分析しな

いのか。 

《会社》今回の業務委託は、SNS のコメント分析の

深掘りを依頼している。利用者のコメントは別

途分析しているので対象としていない。 

⑨ セミナー等の議事録の作成 

Q1：セミナー概要レポート（A４用紙１～２枚程

度）を作成とあるが、それだけで、セミナー全

体の内容を把握できるのか。重要なセミナーは、

反訳をして、経営幹部が情報を共有する必要は

ないのか。 

 

《会社》受講する場合、セミナーに関する資料を頂

けることが一般的。頂いた資料を A4 レポート

1∼2 枚に纏める、それで十分だと考えている。 

Q2：セミナー概要レポートを会社としてどのよう

に活用するのか。 

《会社》有用と判断した場合は、担当部からベンダ

ー等にコンタクトして商談する事になっている。 
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２．【提言を行う業務】に係る追加質問事項 ＜委託業務例：②、⑦、⑧＞ 
 

② アクセシブルツーリズムに関するリサーチ・

提言 

⑦ JALVISION 2030「すべてのお客様が安心

してご旅行できる環境づくり」に関するリサ

ーチ・提言 

⑧ 「全員参加型社会の実現加速」を目指し

て、企業に求められるもののリサーチ・提言 

Q1：3 つの業務が提案され、3 ヶ月毎に提言をす

ることとしているが、業務受託者の全員が提言

をしなければいけないのか。 

《会社》原則として、週 1 回提出する定例業務と 3

ヶ月に 1 回提出する提言業務をセットにしてい

る。なので、全員提言業務を行なう事になる。 

【JHU】 どちらが優先なのか。 

《会社》両方だ。1 週間と 3 ヶ月を選んだ方は、1

週間毎に出して頂き、併せて 3 ヶ月に 1 回は提

言を出して頂く。 

 

 

 

 

 

 

 

Q2：業務受託者全員が提言書提出の義務がある場

合、提出しない場合のペナルティはあるのか。 

《会社》 業務が遂行されない場合、早くきちんと

出して下さいとの警告、業務の遂行を促

す。それでも提出されない場合は、契約解

除の可能性はある。 

Q3：グループで議論して、一つの提言として提出

することもありえるのか。 

《会社》複数名で提言することも可能としている。 

 

 

 

 

 

【JHU】 開始から 1 ヶ月半以上経っている。問題

点とか何もないのか。 

《会社》準備に時間がかかり、スタートが若干遅

れた。スタートしてからは、どうやれば良いの

かといった個別の質問はあるが、何か大きな問

題点は今のところない。 

 

 

【JHU】 受託者が増えたら拡大を考えると言った

が、客乗部門は 11 月 1 日スタートのみで、こ

れ以上人数は拡大しないのではないか。 

《会社》受託者の数に応じて判断する。 

【JHU】 改めて業務委託例について質問書を出

す。次は文書で回答してもらう。 

《会社》質問書を頂いた上で、回答の仕方は会社

が検討する。 
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【JHU】 会社は、「委託金報酬は委託業務が適正に

履行されていない場合、委託金の減額や期間途

中で契約解除を行なう場合がある」としている。

だが、肝心の「評価基準」は、８月３日の交渉

で「まだ決まっていない、人財戦略部でこれか

ら考える」と答えた。11 月 1 日から業務委託が

始まった。報告書や提言書を誰がどのような基

準で評価するのか決まったはずだ。 

《会社》業務遂行にあたっての基準はキチンと決ま

っている。基本的に業務がキチンと履行されて

いる限り減額はしない。業務が遂行されていな

い時には、キチンとやって下さいと先ず声かけ

し、その上で、全然業務が遂行されていかなけ

れば、最終的には契約解除という可能性もある。 

【JHU】 「キチンと」だけで、具体的なものはない

ということか。契約が履行されているどうか、

どうやって判断するのか。 

《会社》報告内容は会社も確認する。 

【JHU】 会社も確認しているのか。 

《会社》全部ではないがチェックしている。何もあ

ら探しをして減額しようとは思っていない。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【JHU】既存二労組との協定書・合意書、覚書には、

「委託金の減額や契約期間途中での契約解除の

場合がある」という中身は入っていない。 

《会社》他組合の協定書や合意書のお話はできない。 

【JHU】他二労組との関係でいえば、減額や契約解

除は協定上できるのか。 

《会社》協定書・合意書に入っていなくても、皆さ

んと同様に、７月８日に業務委託契約の概要を

文章で示している。 

【JHU】 それで７月 13日に合意の意向を会社に伝

えたということか。 

《会社》二組合ともそれを確認した上で、協定書、

合意書を結んでいるんではないですか。 

【JHU】 既存労組の説明資料では、報酬額が減額さ

れたり、契約期間が解除されたりすることがあ

ることは、組合員に説明されていない。 
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《会社》組合情宣上のことでお話することはない。 

【JHU】 確認だけだ。会社は、二労組に減額や契約

解除があることを説明したのか。 

《会社》はい。文書を渡しているから分りますよね。

要は今都労委でやっている所に持ち込みたい訳

ですよね。そのための材料探しでしょ。～紛糾～ 

【JHU】 違う。今、業務委託の説明を聞いている。 

《会社》今答えた通りだ。ちゃんと遂行していれば

お支払いする。評価をして分析が浅いねで減額

しようとは思っていない。 

【JHU】 当然だ。準委任契約だからそれはあり得な

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《会社》業務を遂行したらお支払いする、それだ

けだ。 

【JHU】 先ほど、7 月 8 日の文書で説明している

から、報酬の減額や契約期間の解除は、今の協

定の範囲内でもできると言った。 

《会社》併せて、個々人とも契約書を結んでおり、

その中にもある。 

【JHU】 質問への説明もできない。個々人との契

約にも細かな説明はないだろう。報告業務で

は、週一回報告すれば、12 万 5 千円が支払わ

れるのだな。 

《会社》何も調べず虚偽で「ありませんでした」

では報酬はない。 

【JHU】 人間だから見逃し、エラーがある。虚偽

かどうか、どう見分けるのか。 

《会社》それは今後気を付けてやってくださいと

まず注意する。 

【JHU】 注意された場合、減額になるのか。 

《会社》一回の注意くらいでは減額にならない。 

【JHU】 何回だったら減額になるのか。 

《会社》そこはもう本人との個別の話だ。業務が

違うので、一回でアウト、二回でアウトという

線引きは持っていない。 

【JHU】そうすると個別の説明が必要になる。 

【JHU】 「提言書」の評価は誰がどの様にするの

か。 

《会社》テーマを幾つか決めて、その目的とか、

課題が何か、そのための打ち手は何かという

所を整理して提言としてまとめて頂く。それ

が揃っていなかったり、提言になっていなか

ったり、レポートとして成立しないものがあ

れば、きちんと書いてくださいねといったこ

とは起こり得る。 

【JHU】 乗員はその様な文書を書くことを専門

にしてきた集団ではない。とても厳しく聞こ

える。 

《会社》色々な知識も経験もお持ちなので、グル

ープでもやって頂いて、参考になることも

多々ある。 

【JHU】 グループはその代表者が提言書を出せ

ばいいということか。 

《会社》グループ内でキチンと議論をして、複数

の連名で出すのは問題ない。定例業務で、一週

間に一回とか定点観測があり、それプラス提

言はグループで話し合う形式でもいいし、一

人で出す方もいる。 

【JHU】 グループはどうやって決めるのか。 

《会社》ご本人たちに決めてもらっている。
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【JHU】 先ほどから、「定例業務と提言業務をセッ

トで」と当たり前のように言ってるが、7 月 8

日の説明資料の中には書かれていない。 

《会社》はい。そこは入っていない。 

【JHU】 これは、二労組が協定書・合意書を締結し

た後の新たな提案だ。 

《会社》それを話し合った上で決めている。 

【JHU】 今、二労組と話し合った上でこの提案を出

したと言ったのか。 

《会社》違います。会社として最終的に決めている。 

【JHU】 これは、8 月 28 日に組合から提出した「業

務委託例に係る質問書」に対する 9 月 30 日付

の「回答」の中に書かれていたことだ。二労組

が協定書・合意書を結んだ 7 月 29 日の後に、

この提案を作ったということではないか。これ

はいつ決めたのか。 

《会社》その後に決めている。あくまでも業務例と

して出していて、それをどうコンバインするか

とか、一つだけ委託するとかは、まだ提示して

いなかったと思います。 

【JHU】 既存二労組にはいつ説明したのか。 

《会社》基本的なとこだが、他の組合との交渉経緯

について話す必要はない。 

【JHU】 えっ、何故だ。JHU への文書は 9 月 30 日

付だ。 

《会社》6 月 23 日に提案したことが全てだ。皆さ

んは聞く耳を持たないぐらい大声を出して、拒

絶して、それでもちゃんと交渉をして・・ 

【JHU】 6 月 23 日にちゃんと話をしたか。後から

責任をかぶるのが嫌で色々言っているが、説明

してないのは間違いない。 

《会社》その後の交渉過程では、若干のブレはでて

きますよ。今になって振り返って、遡って材料

探しをしてるということなんでしょうが・・・ 

【JHU】 あら捜しのために交渉していると言った

のか。7 月 8 日の説明資料にも、7 月 15 日の最

初の交渉も含め、これまでこの様な説明は一度

もしていない。組合を差別し、部長がそんなこ

とを言っていいのか。 

《会社》材料探しなんじゃないんですか。 
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【JHU】 聞き捨てならない。材料探しとは何のこと

か。会社が提案した中身を話すのが交渉だ。 

《会社》本題と違う話から入ってくるから、今日の

本題はまさに業務委託の内容の話ですよね。 

【JHU】 だから、この 9 月 30 日の内容はいつどう

やって決めて出したのか聞いている。 

《会社》その日に正式に決まったから出したんじゃ

ないですか。 

【JHU】 じゃ、9 月 30 日に既存の二労組にも同じ

文書を出したということか。 

《会社》それは、JHU の質問に対する回答文です。 

【JHU】 我々が 8 月 28 日に質問書を出さなかった

ら、言わなかったということか。 

《会社》いや、業務委託を具体的に決めていく中で、

もちろん説明してましたよ。 

【JHU】セットでやると説明してきたというのか。 

《会社》いや、ず～っとではないですね。 

【JHU】JHU には「定例業務と提言業務をセット

で」等という説明は一度もしていない。9 月 30

日のこの文書で初めて言い出したことだ。 

《会社》色々質問を頂く中で、実際どういう業務を

割り振り進めていくか検討して、最終的に定例

業務と提言業務をセットでやって頂くことに決

めたということだ。 

【JHU】7 月の提案内容から、変わっているではな

いか。 

《会社》変わっているんではなくて、業務委託例に

入っているものだ。 

【JHU】組み合わせてやるとは一言も言ってない。 

《会社》だから、改めてご提案してるじゃないです

か。6 月の正式提案の時にすべてが固まってな

くても、実際に始まる 11月の過程において色々

と決まることもある。全く不自然ではない。 

【JHU】どんどん業務量を増やしてる。これは不自

然なことではないのか。 

《会社》そんなつもりはない。 

【JHU】業務量が増えているのに、12 万 5 千円は

変わっていない。 

《会社》12 万 5 千円とのバランスを考えて、セッ

トで受託頂いたということだ。 

【JHU】えっ？お～。（驚きの声！） 

《会社》以上で終わりたいと思います。よろしいで

すか。 

【JHU】 今の「セットで」も含めて、「業務内容は

応募者の状況を見て会社が決定する」という所、

「契約期間 2 年」、「業務委託で問題が発生した

時の問題処理の方法」について、まだ質疑が残

っている。早急に次の交渉をセットしてくださ

い。 

《会社》はい。では終わります。 

 

 



－ 1 － 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 12 月 21日（12/22 業務委託に係る事務折衝前日）、会社より「申入書」が届きました。「申入書」に

は、支援者による社長宅へのハガキ送付は「社長とその家族の平穏を侵害する違法行為である」「今後同

様の行為が繰り返された場合、法的措置を含む方策を講じる用意があることを警告する」と記されてい

ました。以下はこの「申入書」に係る質疑の報告です。（参照：「申入書」は 3ページ目に添付） 

 

 

 

 

 

【JHU】 12 月 21 日付の「申入書」、所謂「警告文」

について、組合の考えを話しておきたい。文書

の中に「社長と家族の私的生活の平穏を侵害す

る違法行為である」とあるが、どこが違法行為

なのか確認したい。私生活の平穏を乱されたの

は、首を切られた人だ。「法的措置を含む方策を

講じる」とも警告している。 

「沈まぬ太陽」の映画化にあたり、原作者の

山崎豊子氏に対し、文書で警告を発したことが、

2009 年 10 月 21 日の社内報「ルート・エクス

プレス」に出ている。実際に映画化されテレビ

ドラマ化されたが、山崎豊子氏には警告の後、

どうなったのか。 

《会社》山崎さんのことはここで話す事ではない。

とにかく今回、「申入書」という形にしたので、

ぜひ検討して頂きたい。 

【JHU】 この件に関しては、我々が検討することで

はない。 

《会社》どういうことか。ハガキは色々な団体に皆

さんが依頼したわけで、皆さんのコントロール

下の施策ですよね。 

【JHU】違う。 

《会社》北部集会で社長宛ハガキを引き受けて頂き

ましたとある。皆さんがお願いしたのではない

のか。 

【JHU】違う。支援者が自主的にやっていることだ。

我々は支援者の方がこういう運動をやっていま

す、皆さんも協力してもらえますかという話は

する。皆さん支援者だから。 

《会社》仮に支援者から始まったとしても、皆さん

から支援者に対して言うことはできますよね。 
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【JHU】 我々に何が言いたいのか。 

《会社》一緒に住んでいる家族のことを想像できま

すか。私的領域にまで入り込んで。団体交渉も

事務折衝もこうしてやっている。 

【JHU】 ～皆で抗議～ あなた方は我々の方を想像

できますか。あなた方は、必要のない解雇をし

て我々の生活、私的領域を破壊した。 

《会社》それは裁判で決まって、それを乗り越えた

上で、こうして話をしている。 

【JHU】 社長が解決に踏み出すと言って 4 年以上

が経つ。まもなく 5 年になろうとしている。 

《会社》社長は解決したいという意思は示している。

そのために今年は業務委託も提案している。 

【JHU】赤坂祐二氏は、家に帰っても日本航空の代

表取締役社長だ。労使交渉だけでは何も解決し

ない。我々は当然労使交渉以外に運動もやる。 

《会社》運動それ自体をどうこう言っていない。皆

さんからそういう事を止めてくれと言うことは

できますよね。 

【JHU】 なぜそれを組合が言わなければならない

のか。 

《会社》ハガキを自宅に送るのを止めてくれと言っ

ているだけですよ。これ共感得られますかね。 

【JHU】 得られますね。 

 

 

 

 

 
 
 

【JHU】 支援者に対して、違法行為とまで言ってい

る。どういう法律に違反しているのか。 

《会社》申入書の通りです。 

【JHU】 何も書いてないから聞いている。 

《会社》・・・～沈黙～、違法行為は違法行為です。 

【JHU】 道路交通法にでも違反するのか。 

《会社》そんな訳ないですよね。申入書がもうザッ

ツオールです。 

《会社》社長は当社の代表として対応しているので

あって、社長個人の私的問題として対応してい

るものではありません。自宅に対して大量のハ

ガキを送る行為は、社長とその家族の私的生活

の平穏を侵害する違法行為であり・・～紛糾～ 

【JHU】 だから何の法律に違反するのか。 

《会社》私的生活を侵害する。 

【JHU】 支援者が、ハガキ代を払って社長宅にハガ

キを送るのは違法行為なのか。 

《会社》私的生活の平穏を侵害する違法行為である

可能性があるということだ。 

【JHU】 私的生活を侵害する法律があるのか。 

《会社》ご検討頂きたいと申入書の通りです。 

【JHU】 ご検討ではない。刑事告発するぞと恫喝し

ている。 

《会社》申入れじゃないですか。 

【JHU】 本文の最後に「警告する」と書いてある。

何とか運動を止めて貰えないかというお願いの

ために、この文書を出したということか。 

《会社》運動をやめて下さいなんて一言も言ってい

ません。 

【JHU】 文書には書いてないが、会社は、支援者に

止めて貰うように言ってくれと先ほどから何度

も発言している。 

《会社》また揚げ足を取っていますけど、運動止め

ろとは一言も言ってませんよね。 

【JHU】 交渉で解決することをやっているんだか

ら、止めて貰うよう皆さんから言って貰えませ

んかと先ほど言った。 

《会社》法律以前に、自宅に送るのを止めて下さい

という申入れです。 

【JHU】 この文書にはその様なことは書かれてい

ない。違法行為ときたら支援者だって驚く。過

去の労働運動の中で、色んな争議で支援者が代

表者のお宅にハガキ作戦を行って捕まった人は

一人もいない。違法行為とくると黙ってはいら

れない。何の法律に違反しているのか。これは

単なる文書のやりとりだけではすまない。 

《会社》・・・～沈黙～ 
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