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産業政策特集

　各省庁が例年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
について、今年度は新型コロナウイルス
感染症の影響を受け、9月末までに取り
まとめることとなっています。航空連合
は政策の反映を目的に、取りまとめ前
に「政策実現総行動」を実施しています。
今期は国土交通省や財務省といった要
請先に加え、新型コロナウイルス感染
症への対応として、出入国管理を担当
する外務省や、検疫を担当する厚生労
働省にも要請を行いました。また、国
民民主党、立憲民主党、定期航空協会、
全日本空輸(株)、日本航空(株)などの
関係各所に対しても要請を行うととも
に、新型コロナ対応として令和2年度の
第3次緊急要請も行いました。
　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、雇用調整助成金の特例措
置の期限が年末に迫ること等から、関
係する省庁への働きかけを継続して行
います。

新型コロナウイルスへの
対応として、

政策実現総行動を実施　！！
令和3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3年度概算要求・税制改正に関する要望項目と要請先

令和2年度 第3次緊急要請の項目と要請先

国土交通省 航空局
国土交通省 観光庁
財務省主計局・主税局

外務省
厚生労働省

立憲民主党・国民民主党
定期航空協会
ANA/JAL

国土交通省 航空局
財務省主計局・主税局
厚生労働省

立憲民主党・国民民主党
定期航空協会
ANA/JAL

主な要望項目要請先

主な要望項目要請先

●航空需要の回復を見極めたうえでの公租公課の減免
●航空保安体制の強化と適切な財源の確保
●航空券連帯税の導入には反対
●感染収束状況を見極めたうえでの段階的な入国制限の緩和
●空港における検疫体制強化のための適切な予算措置
●観光関連産業の雇用維持と事業継続への支援
　および観光需要の回復
●ポストコロナを見据えた航空イノベーションの推進
●離島路線を含む地方航空路線を維持する仕組みの構築
　（行政機関に対しては、該当する項目のみを要請）

●雇用調整助成金の特例措置期間の延長
●諸外国に劣後しない公租公課の減免や軽減措置による
　産業の存続
　（行政機関に対しては、該当する項目のみを要請）

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。55の企業別組合の44,152人（うち客室乗
務員約1万4,000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
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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

Instagram
始めました！

　航空関連産業での飲酒に係る不適切事案の根絶に向けて、定期航空協
会が無料の相談窓口を設けております。航空会社に所属する方のみならず、
航空連合加盟組織の皆様も利用可能です。相談内容は決して、勤め先企
業にも定期航空協会にも伝わりませんので、お気軽にご相談ください。

アルコール関連相談窓口をご活用ください。

左から）道下 大樹 事務局次長(衆)、稲富 修二 
事務局長(衆 )、礒﨑 哲史 事務局次長(参)、
島会長、海谷航空局次長

国土交通省航空局
8月24日

左から）道下 大樹 事務局次長(衆)、稲富 修二 
事務局長(衆 )、礒﨑 哲史 事務局次長(参)、
島会長、小野 地球規模課題審議官

外務省
8月24日

左から）中尾副会長、浜口 誠(参)、稲富 修二 
事務局長 ( 衆 )、住澤主税局長、島会長、
礒﨑 哲史 事務局次長(参)、　道下 大樹 事務局
次長(衆)

財務省主税局
8月25日

左から）中尾副会長、浜口 誠(参)、礒﨑 哲史 
事務局次長 (参 )、島会長、矢野主計局長、
道下 大樹 事務局次長(衆)、　稲富 修二 事務局
長(衆)

財務省主計局
8月25日

中尾副会長、道下 大樹 事務局次長 (衆 )、
礒﨑 哲史 事務局次長 (参 )、島会長、浅沼
審議官、浜口 誠(参)、稲富 修二 事務局長(衆)

厚生労働省　生活衛生・食品安全審議官
（※空港における検疫所や検疫体制を担当）8月25日

左から）中尾副会長、礒﨑 哲史 事務局次長(参)、
島会長、達谷窟審議官、浜口 誠(参)、道下 大樹 
事務局次長(衆)、　稲富 修二 事務局長(衆)

厚生労働省　高齢・障害者雇用開発審議官
（※雇用調整助成金を担当）8月25日

中尾副会長、礒﨑 哲史 事務局次長 (参 )、
野田 国義(参)、広田 一(衆)、島会長、蒲生観光
庁長官、稲富 修二 事務局長(衆)、道下 大樹 
事務局次長(衆)、浜口 誠(参)

国土交通省観光庁
8月25日

礒﨑 哲史 事務局次長(参)、中尾副会長、島会
長、大島 敦 副代表（当時）、泉 健太 政務調査
会長（当時）、谷田川 元(衆)、浜口 誠(参)

国民民主党
8月26日

中尾副会長、島会長、枝野 幸男 代表（当時）、
逢坂 誠二 政務調査会長（当時）、佐々木 隆博(衆)

立憲民主党
8月27日
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保安検査の位置付け
　　　　保安検査の役割分担
　　　　　　　　保安検査の量的・質的向上

　国土交通省において「保安検査に関する有識者会議」
が設置され、これまで計3回の有識者会議が開催され
ました。本会議の委員として全日本交通運輸産業労働
組合協議会（以下、交運労協）の住野議長が出席し、航
空連合の提言をふまえ、航空保安体制強化に向け、国
の責任の明確化などを主張しました。今後は、短期的
な課題と中長期的な課題とで進め方を整理しつつ、
2020年の年末に中間取りまとめが出される予定です。

●航空機や空港を標的とした国際テロ等の脅威を防ぎ、乗客乗員の安全を確保する上で保安検査は必要不可欠である。
●一方、機内持込制限品の未検出事案等の問題が発生しており、その要因として、保安検査員の人手不足、旅客の保安
検査への認識不足等が挙げられる。
●保安対策の強化を進め、将来の航空需要の増加を見据え、保安検査の「質」の高度化、増加する「量」への対応、旅客
の利便性との両立が求められている。
●これらを踏まえ、保安検査に係る包括的な検討を行うため、会議を設置する。

短期的な課題 中長期的な課題

航空保安に対する国の一層の関与、リーダーシップ
の観点から、国の保安に対する責任を航空法に明確
に位置付けるべき。

国のリーダーシップの下、空港特性をふまえた一元
的な責任体制のあり方を検討すべき。
最終的には国が一義的な責任を負うべき。

保安検査の位置付けを航空法に明記すべき。 保安検査の責任主体を航空事業者から国に見直す
べき。

先進機器の導入と保安検査員の確保を進めるため、
国が財源を一層負担すべき。

保安に関する財源のあり方を見直し、全額国が負担
すべき。また、航空保安検査員の資格制度の見直し
を検討すべき。

1
論点

2
論点

3
論点
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論点
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論点

3
論点

航空連合の有識者会議における主張

航空保安の位置付けや国の責任の明確化に向けた法制化を

『保安検査に関する有識者会議』
開催

保安検査に関する有識者会議 設置趣旨

保安検査に関する有識者会議 論点

住野議長



　4、5歳でしょうか。羽田空港の展望デッキでの一枚
のスナップ写真。その白黒写真には、握った柵に顔を押
し当て、飛び立つ飛行機を見つめる半ズボンの私が写っ
ています。他の数枚の仕事着の父と一緒に収まっていま
す。仕事の合間を縫って連れてきてくれたのでしょう。
現代なら直ぐにSNSにアップ。動画となれば、若き父
の声に空港を訪れた「動機」が残されていたかもしれま
せん。それも今となっては無理な話。自営業を切り盛り
し、搭乗券を手にする機会などは皆無に近かった父が、
幼い息子に見せたかったものは何だったのだろう。一息
ついて空を見上げる父は何を思ったのだろう。今でも私
の想像力を掻き立ててくれます。何十年経っても、また、
今そこに居なくても、「空港」には人々の気持ちを動かす
「不思議な力」があります。ただ、その不思議な力を支
える、多くの働く皆さんの一人ひとりの顔があったこと
を、幼い私はまだ知らないでいたのです。

　幼い頃、体の弱かった私が、見違えるほど「逞しく」
なった時期があります。小学6年生の夏でした。ひょん
なことから、大親友と二人で同級生の母上の実家に夏休
み中、お邪魔することになったのです。行先は八丈島。
往路は、夜の竹芝桟橋からふりいじあ丸に乗船。八丈
島なんて目と鼻の先だ。大きな船だもの、すぐ到着だ。
程なくこの考えの甘さを思い知らされます。船酔いで
す。やっとの思いで上陸したのは、すっかり明るくなっ
てからでした。その反動か、毎日これでもかと、島を走
り回り、泳ぎ、食べ。夏休みも終わり間際。いよいよ帰
京。離れ難き島ですが、反面、気持ちをうきうきさせた
のは、復路は人生初の「搭乗」だったから。「YS－11」で
す。程なく、羽田空港から家に戻った私が家族に放っ
たのは「東京の空気は汚いね」の一言でした。まるで長
旅を終えた大人気取りの余裕の一言。ただそれを放つ
ことができたのは、行き届いた快適な空の旅のお蔭で
あることも、安全に羽田空港に送り届けてくれた多くの
人の見えない努力の賜物であることも、その当時、知る
由もなかったのです。

　毎度、出かける前には、「楽しいかしら」と娘との二人
旅にそれほど乗り気じゃなさそうな妻。でも暫くすると、
きまって到着地の空港から満面の笑みのツーショットが
時差を伴って私の手元に届きます。難問に直面する私

が置かれる状況とのギャップをグッと飲み込みながら、
「楽しんで」と短く返信する私。ただ、彼女たちの自撮り
写真の傍らでは、家族が使い慣れた頼りのスーツケース
が、静かに自分の役目を果たしていました。
　そして、現在。私の国内外の出張に大活躍してくれた
そのタフなスーツケース。今では、所在なさそうに部屋
の片隅に佇んでいます。また、出張の際には、好んで持
参し、スーツケースの収まり場所も決まっていた、お気
に入りの紺色の上下パジャマ。枕が変わっても確実に深
い眠りに誘ってくれた安心のパジャマも、今では自宅で
の普段使いになってしまいました。佇むスーツケースも、
仕事場を変えたパジャマも、最も輝く場所はそこではあ
りません。世界中のスーツケースが静かにそのお役目を
果たし、世界中のパジャマが旅先で安心を届ける日を、
私たちは新しい形で取り戻さなくてはなりません。

　連合は、6月からの3ヶ月間、コロナ時代を考えると
題し、計12回、各分野の専門家とオンラインで結び緊
急勉強会を開催してきました。
　コロナ禍を機に、DX（デジタルトランスフォーメーショ
ン）をはじめ、様々な変化が加速する。いや、コロナ禍で
も社会の仕組みが根本的に変化することなく、日本の仕
組みが劣化していくだけ。日本全体が大きく動くまでには
至らない、など識者の間でも現状の捉え方と将来予測に
は、相当程度の開きがありました。それは同時に、産業・
企業、そして、一人ひとりが、時代に身を委ね傍観者の
側に立つのか、それとも、行動を見つめ直し、時代をつ
くる側に立つのかの分水嶺にある証左とも言えます。
　一方、不安や困難に直面する中でも、職場を支える
仲間がいます。そこには「必ずそばにいる存在」が必要
です。そのためには、私たち労働組合には、「新たな運
動、新たな活動様式」が求められています。派手さはな
くても組織運営や活動手法の見直しを進めることはそ
の第一歩です。時代の変革期であればこそ、私たちの
チャレンジは、必ずや組合員の、そして社会の誘導灯に
なるはずです。
　貴重な誌面を頂戴した私が、親愛なる航空連合の皆
さんへお伝えしたかったことは、私の思い出話でもなけ
れば、私の出張用パジャマの行く末でもありません。人
生に刻まれるほどの瞬間を提供し続けてきた航空産業
です。その産業で働く誇りを持つことが許されるのは、
その産業で働く人だけだということなのです。「翼の向
こうに」航空連合の明日を、産業の明日を見つけにいき
ましょう。
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この印刷物は再生紙を使用しています。

組織運営・組合活動の維持

航空連合でこれまでお世話になっている有識者の方から、今後の航空関連産業や労働
組合のあり方について寄稿いただき、ご意見を参考に航空連合全体で「今後のあるべき
姿」をつくりあげていきたいと考えています。第3回目は私たちの上部団体である連合
の相原 康伸 事務局長です。

「翼の向こうに」
相原 康伸（連合 事務局長）

「w
ith
コ
ロ
ナ
、after

コ
ロ
ナ
」を
考
え
る

1 モノトーンの思い出

2夏休みの思い出

4 私たちが未来を変える

3所在なさそうなスーツケース
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