
http://www.jfaiu.gr.jp

航空連合NEWS
発行：航空連合／発行人：内藤 晃　〒144-0041東京都大田区羽田空港1-6-5 第5綜合ビル5階　TEL（03）5708-7161  FAX（03）5708-7163

GO!

1

第20期9号（通刊218号）
2019.8.28

産業政策特集

　各省庁が8月末までに取りまとめ
る次年度予算概算要求および税制
改正へ航空連合の政策を反映させ
ることを目的に、例年6～8月にか
けて「政策実現総行動」を実施して
います。
　今期は国土交通省、財務省、
立憲民主党、国民民主党、定期
航空協会、全日本空輸(株)、日
本航空(株)などの関係各所に対
し、右記の項目を要請するととも
に、航空連合政策議員フォーラム
メンバーに対しても働きかけを行い
ました。今後は12月末を目処に予
算、税制に関する政府案の取りま
とめが行われる予定であり、今年
度末で航空機燃料税の軽減措置が
終了するなど、大きな節目を迎え
ることから、関係する省庁への働
きかけを引き続き行います。

！！

令和2年度予算概算要求および
税制改正に関する政策要望の実現に向けて

令和2年度概算要求・税制改正に関する
航空連合の要請先と主な要望項目

国土交通省 航空局

財務省主計局・主税局

立憲民主党・国民民主党

定期航空協会

ANA/JAL

国土交通省 観光庁

主な要望項目要請先
概算要求・税制改正
航空機燃料税の継続措置の継続
概算要求
航空保安体制の強化と適切な予算措置
概算要求
国際観光旅客税の空港手続きの効率化への充当
税制改正
航空券連帯税の導入には反対

概算要求
首都圏空港の機能強化（都心上空通過）の着実な推進（※）
※立憲民主党・国民民主党にのみ要請

概算要求
航空イノベーションの一層の推進

概算要求
国際観光旅客税の空港手続きの効率化への充当

概算要求
全国民による日本ブランドの発信に向けた意識改革の促進
概算要求
閑散期における需要創出に向けた環境整備

概算要求
空港における訪日外国人旅行者の受入れ体制の更なる充実

政
策
実
現
総
行
動
を
実
施

財務省主税局　7月29日
左から）稲富 修二 事務局次長(衆)、浜口 誠(参)、
矢野主税局長、島会長、礒﨑 哲史 事務局次長(参)

国土交通省航空局　7月30日
左から）稲富 修二 事務局次長(衆)、広田 一(衆)、
島会長、飯嶋航空局次長、野田 国義(参)、浜口 誠(参)

立憲民主党　8月20日
左から）岡田副会長、島会長、枝野 幸男 代表・航空連合政策
議員フォーラム会長（衆）、佐々木 隆博 副代表（衆）

財務省主計局　7月29日
左から）稲富 修二 事務局次長(衆)、浜口 誠(参)、
島会長、太田主計局長

国土交通省観光庁　7月30日
左から）野田 国義(参)、広田 一(衆)、髙橋観光庁次長、
島会長、浜口 誠(参)、稲富 修二 事務局次長(衆)

国民民主党　8月20日
左から）岡田副会長、島会長、玉木 雄一郎 代表・航空連合政策議員フォーラム副会長（衆）、
礒﨑 哲史フォーラム事務局次長（参）、矢田 わか子（参）、浜口 誠（参）



2ドリンク相当（1単位）の飲酒量
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航空連合 　7月11日（木）東京・田町交通ビルにて、第20
期安全シンポジウムを開催し、総勢140名（マスコ
ミ含む）が参加しました。
　2018年10月以降、航空会社における飲酒にか
かわる不適切事案が連続して発生し、本邦航空会社
は国土交通省から業務改善命令、業務改善勧告等
の不利益処分を受け、社会に対して航空の安全への
大きな不安、不信を与えました。こうした状況下で、
航空の安全への信頼回復に向け、「航空従事者の飲
酒基準に関する検討会」が設置され、航空従事者に
対する新たな飲酒基準が取りまとめられました。
そのような環境を踏まえ、二度と飲酒によって航空
の安全に影響を与えることがないよう、航空関連産
業に携わる全てのものの意識改革・風土改革を行う
とともに、その前提となるアルコールが心身に与え
る影響について理解・浸透を図る機会として、安全
シンポジウムを開催しました。

「航空従事者の
　飲酒基準について」
講師：藏　 智彦　氏
　　　　 国土交通省航空局 安全部運航安全課　企画調整官

●一連の航空会社における飲酒にかかわる不適切な事案を受け、
2018年11月に「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」を設置し、
まずは操縦士の飲酒基準について検討を進め、2019年1月に操縦士の
飲酒基準を制改定した。

●同検討会において、操縦士以外の航空従事者に関する飲酒基準についても
検討を進め、客室乗務員、整備従事者及び運航管理従事者に関する飲酒基
準の考えを2019 年4 月にとりまとめた。

●アルコールは微量であっても、人の注意力の低下や業務の正確性などに影響し、
またその日の体調や個人の体質によりその度合いも異なる特性をもつ。このため、
航空運送サービスを提供するもののうち「瞬時に正確な判断・行動が求められる
業務を実施するもの」であって、そのものの「単独の判断・行動により航空機
の運航に影響を与える場合」は、そのものについて「酒気帯び状態での業務
を禁止」とすることとした。

●飲酒については規制対象者のみならず、航空業界共通の問題として航空
に携わる全ての人が「自らのこと」として捉え、業界全体でアルコール
に関する知識の共有・啓蒙、意識・風土改革などを継続的に進めて
いくことが重要であると考える。

●なお、基準の運用が開始された以降も、引き続き国及び航空運
送事業者が連携を密にし、飲酒による不適切事案の撲滅に向
けた対策を進めるとともに、飲酒基準の有効性や運用面で
の不具合等を検証し、飲酒基準の見直しや更なる改善に向
けた検討を定期的に行う必要がある。

講演1

「公共交通機関と飲酒問題防止
～重要な依存症予防教育対策　適切な酒との付き合い方～」
講師：山村　陽一　氏
　　　　 特定非営利活動法人ASK　飲酒運転対策特別委員会委員長

●飲酒習慣は長年をかけて形成されており、アルコール知識教育、ア
ルコール検知器の貸与だけでは不足である。現に航空事業者におい
て知識を共有し、アルコール検知器の使用など対策を実施したにもか
かわらず、勤務前検査で陽性反応が出てしまう事例も発生している。

●「アルコール検知器にかからないよう、量と時間を守れ」と徹底するだけで
はなく、次の二つの対策が必要だ。

●一つ目は「酒の害を受けない良質な睡眠と心身の休養がとれる飲み方」の推進
である。各人の体質、体調、勤務条件などに合った適量「0，1，2ドリンク（1単
位）」を教え、自らが日々工夫・訓練し、習慣化する「適切な酒との付き合い方」が
重要である。

●二つ目は「依存症を早期に発見し、対応する体制の整備」である。待ち受けで
の相談やカウンセリングなどの体制整備だけでは不十分と言える。前述の「適
切な酒との付き合い方」の教育を実施してもなお、日常的に2ドリンク（1
単位）の飲酒では満足できないものへは、「節酒・断酒」を指導する必要
がある。「節酒・断酒」は、過度の飲酒を自覚し、自らが決意・工夫し、
日々実行することが必須条件だ。本人の自主的な申し出が望ましい
が、アルコール依存が進んでいるものは相談しない傾向にあるた
め、健康診断結果の要注意者を集め、指導するのも一つの方法
だ。個別指導でも節酒ができなければ専門医療機関につなぐ
必要がある。また、会社が積極的に、依存症者の「発見・治
療・回復・職場復帰」のコースを明示し、周知徹底をはか
ることも重要だ。

講演2

「安全運航の堅持に向けた
　航空連合の取り組みについて」
報告者：飯田　進一
　　　　　   航空連合 副会長、航空安全委員長

●航空連合は、「航空従事者の飲酒基準に関する検討会」に出席し、
客室乗務員、運航管理者、整備従事者を対象とした基準の見直しに
対して、働くものの立場で意見を主張してきた。さらには、航空局安
全部長に対して、安全運航堅持に向けた航空連合の決意を伝えるととも
に、検討中の基準に対する要請を実施してきた。その結果、飲酒基準の最
終とりまとめに航空連合の意見が一部反映されることになった。

●安全運航の確保は航空産業の存立基盤であるとの認識のもと、今般の飲酒にかか
わる不適切事例を重く受け止め、飲酒によって安全に影響を与えることが決してあっ
てはならないということを、すべての航空従事者が固く決意する必要があると考える。

●利用者の不安の払拭に向け、今一度、飲酒が安全に及ぼす影響を正しく認識し、
個々人の意識改革や職場の風土改革に仲間と協力しながら率先して取り組まな
ければならない。

●航空連合としては、以下の3点に取り組んでいきたい。一つ目は、若手組
合員を対象にしたリーダーズカレッジ（11月開催）や航空連合の各会議な
ど、様々な機会を通じて、航空関連産業で働く仲間が、飲酒に関する
正しい知識を得る機会や、意識・風土改革につなげるための機運醸
成などに主体的に取り組む。二つ目は、事業者団体の定期航空協
会と連携し、「飲酒にかかわる不適切事案の撲滅」に向けたキャン
ペーンの実施等を検討する。最後に、対策や意識改革に取り組
むなか、職場の声をもとに運用状況などを点検し、事業者・
行政など関係各所に課題や提言を伝えるとともに、必要に
応じて基準の見直しなどを働きかけ、実効性・持続性の
ある基準・制度によって安全運航の堅持に取り組む。

報告

安全運航の堅持に向けて
～航空従事者の飲酒基準・
　　　アルコールが心身に与える影響～

テーマ

純アルコール量＝飲酒量（ml）×アルコール度数（%）×0.8（アルコールの比重）

ビール
500ml
（1缶）

アルコール度
5%

日本酒
160ml
（0.8合）

アルコール度
15%

ウィスキー
60ml

（ダブル1杯）

アルコール度
40%

ワイン
200ml

（小グラス2杯）

アルコール度
12%

焼酎
100ml

（コップ半分）

アルコール度
25%

缶酎ハイ
350ml
（1缶）

アルコール度
7%

第20期 安全シンポジウムを開催！
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　盗撮・無断撮影の経験が「ある」または「断定できないが、あると思う」と
の回答が合計で61.6%となっており、多くの客室乗務員が機内で盗撮また
は無断撮影の経験があることが判明しました。盗撮・無断撮影の経験が「あ
る」と回答された客室乗務員のうち、「対処することができなかった」割合が
57.7%となっており、半数以上が盗撮・無断撮影行為に対し具体的なアク
ションを起こすことができなかったことも明らかになっています。
　「対処することができなかった」理由としては、「大きなトラブルにしたくな
い」「悪気があるわけではなく、気分を害される可能性があると思った」「他
のお客様がいるなか当該旅客にやめていただくよう声をかけづらかった」な
どお客様と客室乗務員の立場との関係性や、「注意して自分に恨みを持たれ
るのではないかと恐怖を覚えた」などの恐怖感、「はっきりとした確証がない」
「わいせつ目的かどうかわからない」などの不確実性にともなう意見が大半
を占めています。

　航空法により禁止命令の対象となる行為（安全阻害行為等）のうち、日常
的に目にする行為は「客室乗務員の職務の執行を妨げる行為、または機内の
秩序、規律の維持に支障を及ぼすおそれのある行為」（31.7%）がもっとも高
く、次いで「化粧室において喫煙する行為」（23.6%）が高くなっています。
前回調査では「航空機の運航の安全に支障を及ぼすおそれがある携帯電話
その他の電子機器の使用」が次点だったため、安全阻害行為の傾向の変化
がみられます。
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この印刷物は再生紙を使用しています。

お願いします
!!いいね!

Facebookを
はじめました！

facebook.com/jfaiu

ニュース・航空連合へのご意見は
E-mailでお受けしています。

avinet00＠jfaiu.gr.jp
ホームページ

アドレス

http://www.jfaiu.gr.jp

は、航空関連産業で働く仲間・労働組合が大同団結し、産業の魅力の向上や基盤の強化に向けて１９９９年１０月
に結成された、航空労働界を代表する最大の産業別労働組合です。54の企業別組合の41,419人（うち客室乗
務員約1万4000人）で構成され、ナショナルセンター「連合」に加盟しています。

航空連合

機内迷惑行為等に関する
アンケート調査を実施しました！

※乗務歴・乗務資格の区分はせず、すべての客室乗務員を対象に調査

客室乗務員のみなさま、アンケート調査へのご協力、ありがとうございました！！

アンケート
の目的
●航空法（機内迷惑行為等）の運用状況を確認し、
過去のアンケート結果等との比較を通じ、新た
な課題の抽出を行う。
●特に機内での盗撮事案を懸念する職場の声が
増加している現状をふまえ、職場の状況を把握
するとともに、今後の課題の抽出を行う。

調査実施期間

2019年4月5日～2019年6月7日

回答者数

客室乗務員　1,623名

アンケート対象組織

ANA労働組合、JAL労働組合、ANAウィングス労働組合、
ユニオン・エア・ドゥ、JTA労働組合、
琉球エアコミューター労働組合

■調査結果の概要
機内における盗撮・無断撮影行為

安全阻害行為等の発生状況

今後は、アンケートの調査結果を「2019-2020産業政策提言」に反映するとともに、
客室乗務員のみなさんが安心して働ける環境の実現に向けて、引き続き取り組んでいきます！

ご自身の乗務する便において、盗撮・無断撮影にあった
ことはありますか？

8月3日（土）読売新聞夕刊にアンケートの結果が記事として掲載されました

Q1で「ある」と回答した方にお聞きします。盗撮・無断
撮影行為に対し、あなたはどのように対処しましたか？

Q1

Q2

ある

無回答

対処することができなかった

無回答

ない

断定できないが
あると思う

旅客に画像の削除を依頼、旅客への口頭注意、
旅客への命令書の手交、警察・地上係員への
引き渡しなど、適切に対処することができた
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