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第15回UNI-LCJ年次総会 
 ジェニングスUNI書記長とウン

UNI Apro地域書記長を迎え、2014

年2月5日、第15回UNI-LCJ年次総会

が東京で開催された。2013年度活

動報告及び会計報告、監査報告、

2014年度活動計画、予算が確認・

承認された。また、これまでUNI-

LCJ運営委員を務めていたJP労組の

福島秀紀国際部長がUNI-LCJ事務局

次長に、福島国際部長に代わって

増田喜三郎JP労組書記次長が新た

にUNI-LCJ運営委員に就任すること

が承認された。 

 ジェニングス書記長による記念

講演「UNIケープタウン世界大会に

向けて」には、加盟組合を含め、

100名以上が集まった。冒頭では1

月に開催されたダボス会議での議

論に触れ、「誰も取り残さない」

ための国際的な枠組み作りの必要

性を訴えた。また、安倍政権が掲

げる「アベノミクス」の3本の矢

を、ウィリアムテルが子供の頭に

林檎を乗せ、矢を放つ寓話に例え

た。①解雇しやすく、②三者構成

のドアを閉ざし、③底辺への競争

を意味するとして、正規雇用より

派遣労働者への依存を助長するも

のであると批判した。これは、本

年12月に南アフリカ・ケープタウ

ンで開催される第4回UNI世界大会

のテーマ「Including You！（イン

クルーディング・ユー！絆‐排除

なき共生社会を目指して‐）」と

は逆の方向へ向かうものである。 

 レセプションでは、相原康伸UNI

-LCJ議長が「UNIケープタウン世

界大会を目前に控え、我々には

UNI-LCJ加盟人員110万人達成とい

う課題がある。事務局、加盟組合

が協力し、達成したい」と開会挨

拶をした。続いて堀江裕厚生労働

省大臣官房国際課長、南部美智代

連合副事務局長、ウン地域書記長

が連帯挨拶を述べた。 

 ジェニングス書記長、ウン地域

書記長は、2月4日に自動車総連を

訪問し、相原会長と懇談した。

LCJ金融部会との懇談会では、

「欧州の経験から学ぶ－欧州金融

危機とUNIの活動－」と題した講

演を行い、参加者と活発に意見交

換を行った。最後に連合を訪問

し、神津里季生事務局長を表敬し

た。2月5日はUAゼンセンを訪問

し、逢見直人会長、新妻健治イオ

ン労連会長と懇談した。2月6日は

大日本印刷労組、JP労組、プロ野

球選手会を訪問し、意見交換を

行った後、情報労連役員との夕食

会に出席した。 

 

  

UNI-LCJラオス・タイ

セミナー 
ラオスセミナー  

 2012年、UNI-LCJとして初めて

首都ビエンチャンにおいてLFTU

（ラオス労働組合連盟）支援セミ

ナーを開催した。2013年は2回目

として、12月3～4日、LFTU地方組

織の役員向けにルアンパバーンで

開催した。ラオス側からは、LFTU
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本部及び地方6県より郵便、テレコ

ム、銀行、水道局、学校、商工会

等の労働者及びLFTU地方組織役員

等、計28人が参加した。日本から

は、情報労連の高梨NTT労組中執を

団長に10人の講師が出席した。 

 LFTUを代表して、開会式でオン

カム労働保護局長は日本代表団を

歓迎、昨年のセミナーの成果を評

価するとともに、今年は首都以外

の役員にも学ぶ機会が与えられた

ことに感謝した。高梨団長は、

2011年末のラオスによるアジア欧

州会合受入成功や、2013年11月の

安倍首相・トンシン首相による

「包括的パートナーシップ」強化

の共同声明発表に言及した。ラオ

スがグローバル経済に統合されよ

うとしているが、労働組合は政府

や民間企業の素早い動きに対応

し、労働者の視点から建設的な意

見をタイムリーに提言・要求して

いく必要があると警鐘した。この

点で、UNIと日本加盟組合は、サー

ビス産業労働組合のグローバルな

ネットワークとパートナーシップ

労使関係の経験を生かし、ラオス

労働運動に有益な情報を提供でき

るだろうと述べた。 

 高梨団長のUNI及びUNI-LCJ紹介

に続き、「労働組合の役割と責

任」というテーマで日本から、立

川講師（損保労連 あいおいニッ

セイ同和損害保険労働組合執行委

員長）が産別労組とナショナルセ

ンターそれぞれの役割について、

飛田講師（全信連 三菱UFJ信託銀

行従業員組合書記長）は目的と機

能、単組の具体的活動事例を紹介

した。「団体協約交渉」のテーマ

では、矢澤講師（自動車総連 業

種政策局部長）は団体交渉と労使

協議の違いや“対立”と“協力”

が併存する労使関係を概説し、北

﨑講師（JP労組 中央執行委員）

からはJP労組の様々なコミュニ

ケーションチャンネルを通じた労

使対話が例示された。「賃金交

渉」については、横田講師（自動

車総連 労働条件局部長）が日本

の賃金の特徴とその変遷、賃金交

渉を説明し、田中講師（損保労連 

エイアイユー労働組合執行委員

長）は外資保険会社の世界共通の

職務基準・職務等級・評価システ

ムを紹介した。「組織化・新規組

合員獲得」のテーマでは、高梨団

長が日本全体の組織率の変遷を非

正規労働者の増加を主要因として

報告した他、川橋講師（UAゼンセ

ン 流通部門産業政策部長）はい

くつかの事例を挙げて具体的手法

を説明した。 

 日本人講師は1日半の意見交換を

踏まえて様々なアドバイスを行っ

た。オンカム局長は最後に「労働

は商品ではない」と強調し、状況

は異なるがラオスも日本も労働条

件・福祉向上という同じ目標に向

かって、情報交換しながら努力し

ていこうとまとめた。3年目の2014

年は、ラオス側代表を招いて日本

でのセミナー開催を検討する。 

タイセミナー 

 反政府デモが収拾しない中、

2013年12月6～7日、タイ加盟協支

援セミナーをバンコクで開催し

た。UNI-LCJ部会合同セミナーとし

ては2008年2月以来約6年ぶりであ

る。タイからは、ニライモンUNIタ

イ加盟協（UNI-TLC）議長、ソン

ブーンUNI組合強化・組織化セン

ター所長をはじめとして、加盟組

合及び未加盟労組から20人が参加

した。日本からは、情報労連の高

梨NTT労組中執を団長に8人の講師

が出席した。 

 開会式に先立ち、ソンブーン所

長から反政府デモについて説明が

あり、国営企業労組メンバーの一

部はデモに参加しているが、暴力

に訴えるものではないと述べると

ともに、政治が安定しないと経済

も安定しないと懸念した。ニライ

モン議長の歓迎挨拶に続き、高梨

団長は開会挨拶の中で、2013年8月

のUNI Apro6部会大会を成功に導い

たUNI-TLCに敬意を表した。更に

UNI-LCJの13年を振り返り、UNI統

合後の日本加盟組合の統合・融和

が討論の積み重ねで成し遂げられ

たことと、UNI長崎世界大会までに

明確な目標を設定し全員で実現し
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たことにより連帯が強化された点

を強調した。 

 「労働組合の役割と責任」の

テーマでは、日本から飛田講師が

目的と機能、単組の具体的活動事

例を紹介した。 

 「団体協約交渉」のテーマで

は、矢澤講師は団体交渉と労使協

議の違いや“対立”と“協力”が

併存する労使関係を概説し、北﨑

講師はJP労組の様々なコミュニ

ケーションチャンネルを通じた労

使対話を例示した。タイからはワ

スパット郵便労組書記長が「団交

は経営側との戦争」と表現し、録

音しない、交渉経緯を公表しな

い、経営側の立場でも考える、互

いを理解する努力をする、因果関

係・利益と不利益を具体的に提示

するといった交渉の手法を示し、

最近の交渉の成果を報告した。 

 「賃金交渉」については、横田

講師が日本の賃金の特徴とその遍

歴、賃金交渉を説明した。ワイ

ティットBFUN（銀行金融労組ネッ

トワーク）議長は、組合側は労使

双方に有益となる要求している

が、タイの労働法が労働者を保護

するというより使用者に有利であ

る点を指摘した。 

 「組織化・新規組合員獲得」の

テーマでは、高梨団長が日本全体

の組織率の変遷を非正規労働者の

増加を主要因として報告した他、

川橋講師は事例を挙げて具体的手

法を説明した。ワイティットBFUN

議長は、7単組で2013年4月に発足

したBFUNの現状を説明した。 

 最後に日本人講師から、青年メ

ンバーを活性化する（チームワー

ク醸成、次世代役員育成）；生産

性向上で会社に協力していること

を示す；同じ産業内でライバルで

も労組どうしは定期的に情報交換

し連携する；連合も違いを乗り越

え様々な組織が統一を成し遂げ

た；勉強会・セミナー・家族参加

イベントを開催する；他業種との

ネットワークを構築する；女性の

活躍を促進する等、様々なアドバ

イスがあった。ニライモン議長

は、日本とタイのUNI加盟組合の交

流の歴史は長く、今後も継続して

いきたいと希望し、「労働者の力

で世界を変えたい」との決意を

もって閉会した。 

 

 

UNI Apro 専門職・監

督職（P&M）大会 
 2013年12月2～3日、UNI Apro専

門職・監督職（P&M）大会がマレー

シア・クアラルンプールで開催さ

れた。12ヶ国102名が参加し、日本

は情報労連から余田NTT労組交渉部

長、吉田NTT労組持株本部中央執行

委員、宮原情報労連中央執行委員

が参加した。本大会で、余田交渉

部長が正委員として選出された。 

 ウルフ・ベンソンUNI P&M議長

は、開会挨拶の中で「専門職と監

督職の重要さが増してきている

が、専門職という概念がなく組織

化されていない実状がある。どの

国においても、専門職・監督職の

人たちが増えており、このグルー

プの人たちを勧誘していく」と組

織化の重要性を強調した。また、

ウンUNI Apro地域書記長は、基調

講演で「グローバル化の恩恵は多

くの人に行き届いておらず、

ディーセントワークが大幅に欠け

ている。労働者の権利が守られる

ような取組みをUNIは継続的に進め

ていく」と訴えた。 

 活動報告では、パブ・アクター

UNI P&M委員会担当局長が作成した

ビデオを通じて、アルジェリアの

石油工場で命を落としたエンジニ

アに黙祷を捧げ、安全教育を徹底

する取組み、エンジニアのための

宣言がオスロでなされたこと、南

アフリカの監督職の支援行動等が

紹介された。プリヤラルUNI Apro 

P&M活動担当部長は、コロンボで開

催されたワークライフマネジメン

ト 会 議 で、重 要 業 績 評 価 指 標

（KPI）について討議し、会計士を

招いて年金に関する勉強会を開催

した事を報告した。また、東京で

開催された会議では、ワークライ

フマネジメントについて討議し、

ジェンダー平等におけるワークラ

イフバランスの重要性やエンパ

ワーメントコースで女性を支援し

ている取組みが紹介されたと報告

した。若い人たちのニーズを取り

込み、労働運動に参加してもらう

トピックを採り上げ、ネットワー

クを作っていきたいと述べた。 

 アジア太平洋地域における活発
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なP&Mネットワーク構築に関して、

アクター局長が現状報告をした。

「テレノールは20ヶ国以上で活動

しており、どの企業でもスタン

ダードが実施されるよう枠組み協

定を結ぶことで基本合意がなされ

ている。バングラデシュでラナプ

ラザの労働者1000人以上が亡く

なった事故を受けて、多国籍企業

が労働安全衛生に取組むことに同

意しており、今後バングラデシュ

の組織化に取組む。ウォルマート

に関しては、会社は労働組合を嫌

う傾向にあるが、最低賃金が補償

されるよう取組んでいる。青年労

働者の声に耳を傾け、発言できる

ようにしていく。7300万人の若者

が失業しており、研修を受ける機

会もない。ディーセントワークど

ころか、あらゆる仕事に就けてい

ないことに対応していく。女性が

専門職の中でも増えていくと想定

される。私たちはもっと包摂的な

運動として、若い女性を取り込ん

でいかなくてはならない。労働市

場はどこに向かっているのか、

マッピングをして対応していきた

い」と述べた。 

 「流動性と移住の時代」の背景

説明として、オーストラリアの

パービン・ダーカ―教授が講演し

た。アジアの移住の47％は大卒で

あり、スキルを持った労働者が

OECD諸国へ移動している。良い大

学を卒業してもその国に残らない

ことが課題である。P&Mの労働者に

リーダーシップを取らせて、P&Mの

ニーズを組合活動に反映させるこ

とが必要だと説明した。 

 その後、グループに分かれて、

下記のテーマをもとに具体的な行

動を討議した。 

・専門職としての政治姿勢 

・環境の労働者への影響 

・P&M革新のための21世紀のスキル 

・移民労働者の課題 

 ジョン・デペイバUNI Apro P&M

委員会議長は、多くの参加と、そ

れぞれの貢献に感謝するととも

に、P&Mの具体的成果に向けて行動

しようと呼びかけ、閉会した。 

 

 

UNI-LCJ金融部会、欧州

の経験から学ぶ 
 第15回UNI-LCJ年次総会にあわせ

て来日したジェニングスUNI書記長

は、2014年2月4日にLCJ金融部会主

催の懇談会で、「欧州の経験から

学ぶ－欧州金融危機とUNIの活動」

と題した講演を行った。 同懇談会

にはUNI-LCJ金融部会加盟組合の全

信連、生保労連、労済労連、全労

金、損保労連から15人が参加し、

ジェニングス書記長の講演の後、

活発な質疑応答と意見交換が行わ

れた。 開会にあたり、田原將一

UNI-LCJ金融部会議長（損保労連委

員長）がジェニングス書記長を紹

介し、このような貴重な対話の機

会を日々の活動に生かして欲しい

と挨拶した。 

 講演の中で、ジェニングス書記

長は、米国の連邦準備制度理事会

による量的緩和策の縮小が新興国

市場に混乱を引き起こしている状

況を示した。そして2010年の欧州

ソブリン危機により、多くの雇用

が失われただけでなく、巨額の税

金が銀行再生のために投入された

事例を挙げ、金融産業の短期的な

利益のみを追求しリスクを顧みな

い強欲な経営が、労働者とその生

活に与える打撃がいかに大きいか

を指摘した。こうした状況の中、

金融産業が本来の社会的責任を果

たすよう、UNIはL20や世界経済

フォーラム等様々な場で労働者の

立場から発言を続けており、IMF、

世銀、欧州中央銀行、金融安定理

事会等の関係機関との直接対話の

機会を持つことで欧州では社会的

パートナーとして認められてき

た。「我々は、欧州委員会、欧州

議会レベルで、積極的にロビー活

動を行っており、様々なレベルで

チャンネルを有している。より大

きな発言力を確保するためにUNI金

融部会がより強くなることが重要

であり、米国でも銀行労働者の組

織化に着手した。危機に責任があ

るのは、金融労働者ではなく、劣

悪な経営であり、大きすぎるリス

クと強欲だ。金融労働者にはリス

クのある商品を販売しなければな

らないという大きなプレッシャー

がかけられている。我々は、今ま

での金融危機の経験から学ぶこと

が必要であり、本来のビジネスの

在り方に戻るべきだ」ジェニング

ス書記長はこのように述べ、世界

経済の安定に資するグローバルな

金融監督・規制の枠組み作りにお

いて、労働組合のネットワーク組

織として、UNIが果たす役割は大き

いと強調した。  

 日本の参加者から、デリバティ

ブの社会的意義やダボス会議での

若年労働者の失業問題の議論等に

ついて質問が出た。 

 閉会にあたり全労金の石田委員

長は、「このように世界の金融動

向についてジェニングス書記長と

直接対話できるのもUNIに加盟した



5  www.uniglobalunion.org 

からであり、私達はUNI加盟を通じ

て経営側よりもより多くの情報を

持つことができるようになった。

経営側の判断によって実際に動く

のは、労働者であり、金融機関の

信頼損失によって損われた金融労

働者の信頼を取り戻すためにも、

経営側に対する組合の発言力を強

めることが重要だ」と述べた。 

 

 

UNI-LCJ金融部会海外

調査 
 UNI-LCJ金融部会海外調査が5年

ぶりに行われた。今回の訪問国は

インドネシアとシンガポールだ。

両国とも今日本の金融部門にとっ

て進出のターゲットとなっている

国である。しかも代表団として

は、田 原 UNI-LCJ 金 融 部 会 議 長

（UNI Apro金融部会議長、損保労

連委員長）を団長に、全信連の田

中三井住友信託銀行従組委員長、

染谷同副委員長、西村同副委員

長、西村三菱UFJ信託銀行従組副書

記長、重富労済労連委員長、上田

損保労連副委員長、伊藤UNI-LCJ事

務局長という大規模なものとなっ

た。代表団としては、事前に学習

会を行うなど万全の体制で臨み、

訪問を実りあるものとした。 

 

インドネシア 

 UNI-LCJ金融部会のカウンター

パートであるAspek金融部会から、

りそなプルダニア労組、CIMB銀行

労組、タカフル保険労組など約20

人が集まった。UNI-LCJ金融部会か

らは、田原議長が「日本とインド

ネシアの金融労組間の友好が深ま

ることを期待する」と挨拶し、西

村三井住友信託銀行従組副委員

長、西村三菱UFJ信託銀行従組副書

記長が、それぞれの組合の活動を

報告した。インドネシア側から

は、アルピンAspek金融部会議長が

Aspekの活動について報告した。討

論は主に産前産後休暇の取り方

で、労使間に問題があるりそなプ

ルダニア労組、銀行は合併したが

組合は4つあるCIMB労組などから問

題提起がなされ、日本側と意見交

換した。予定した時間を大幅に過

ぎるほど煮詰まった討論が行わ

れ、インドネシア労働運動の息吹

を感じることができた。 

 

シンガポール 

 UNI Apro地域事務所を訪問し、

ウンUNI Apro地域書記長、プリヤ

ラルUNI Apro金融部会担当部長、

玉井UNI Apro組織化担当部長が、

UNI Aproが進めるパートナーシッ

プ労使関係確立の取組み、その金

融部門における例、今後の活動等

について説明した。 

 NTUC Income：シンガポールのナ

ショナルセンターであるNTUCが持

つ社会的企業の1つで、日本で言え

ば全労済に対応する。NTUC Income

からはケン・ウンCEOが説明、日本

側は重富労済労連委員長が主に対

応した。NTUCインカムは、シンガ

ポールで最も大きな保険会社であ

り、損保と生保を共にカバーして

いる。 

 SIEU（保 険 労 連）： ル ー ク・

ヒーSIEU書記長が中心となって話

をした。SIEUはシンガポール唯一

の保険労連であり、日系企業も多

く組織している。保険労連の歴史

等、討論は多岐にわたった。 

 NTUC：フロレンスNTUC国際部長

が労働運動全体について話した。 

 損保協会：デレク・テオ会長か

ら協会の説明を受けた後、上田損

保労連副委員長が消費者教育、不

正請求の防止、保険人材教育など

について聞き取り調査を行った。 

 銀行労連、銀行上級職協議会、

DBS職員労組：全信連を中心に質

問、討論した。染谷三井住友信託

銀行従組副委員長は、DBS職員労組

の歓迎に感謝し、交流を深めた。

西村三菱UFJ信託銀行従組副書記長

は、どのように女性が労組で高い

地位を占めるようになったのか等

を質問し、女性の機会均等、地位

向上について意見交換した。 

 田原議長のイニシアチブで、短

期間だが濃密な討論が行われ、交

流を深めた。   

 

 

UNI Apro／ICTJ青年ワ 

ークショップ  

2013年11月27日～12月1日、マ

レーシア・クアラルンプールで青

年労働組合活動家を対象にした
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ワークショップが開催され、10カ

国41人が参加した（日本、マレー

シア、フィリピン、シンガポー

ル、インドネシア、ベトナム、ネ

パール、スリランカ、ナイジェリ

ア、ケニア）。講師としてウンUNI 

Apro地域書記長、アリス・チャン

UNI Apro商業部会担当部長、小川

陽子UNI Apro機会均等部長、玉井

諭UNI Apro組織化担当部長を迎え

た。国際労働運動の基礎知識を学

び、国境を越えたヒューマンネッ

トワークを構築した。 

開会式では、モハメド・シャ

フィーUNIマレーシア加盟協議長、

及び後藤一宏情報労連副委員長

（KDDI労組委員長）が連帯挨拶を

した。後藤副委員長は「今の社

会・労働問題に対する解決策を見

つけられずにいるが、青年には、

『自分たちの未来は自ら作る』と

の気持ちを持って、様々な活動に

取組んで欲しい」と激励した。 

参加者は、①リポート委員会

（毎日の活動報告を作成）、②

ソーシャル・ファン委員会（プロ

グラムの合間に行うゲームの企

画・運営）、③マーケティング委

員会（UNIフィリピン加盟協青年委

員会のパヤタス給食プロジェクト

の資金集めの取組み）―のいずれ

かに所属し、グループワークと並

行して活動した。 

また、各国の代表者が、青年を

取り巻く課題を報告した。日本か

ら、齋藤情報労連・NTT労組コミュ

ニケーションズ本部執行委員が、

組織率が低下し、若者の組合離れ

が進行しているので、組織化に向

けた地道な説得、SNSを使った情報

提供、青年が興味を持つイベント

の開催等に取組んでいると報告し

た。また、シンガポールやマレー

シアでも、若者の組合離れが見ら

れるが、知恵を出し合い、組織化

に取組んでいると報告があった。 

翌日には、グループごとに中央

郵便局やモスク（イスラム教寺

院）、チャイナタウン等を回り、

クアラルンプール市民へ労働組合

の印象についてインタビュー、市

内のグローバル化調査を行った。

終了後のグループ発表では、組合

の認知度の低さや、増加する出稼

ぎ労働者が十分に組織化されてい

ない現状が報告された。 

5日間の活動を通じて、参加者は

国際労働運動やUNIの活動だけでは

なく、各国参加者との共同作業を

通じて、リーダーシップやチーム

ワークの重要性を学んだ。参加者

は今回築いたネットワークを継続

し、国際労働運動の発展に貢献し

ていくことを確認し、終了した。 

 

 

UNI Apro郵便･ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ

部会／APPU共同セミナー  
 2013年12月9～10日、バンコク

で、UNI Apro郵便・ロジスティク

ス部会（以下同部会）の活動の中

心の1つ、APPU（アジア太平洋郵便

連合）共同セミナーが開催され

た。日本からは、五十嵐ゆかりJP

労組組合員が参加した。 

 今回で14回目を迎えたこのセミ

ナーは、アジア太平洋地域におけ

る郵便部門の経営者の組織である

APPUと同部会が、アジア太平洋郵

便大学（APPC）において共同で開

催するものである。自国の郵便事

業について相応の経験がある各国

郵便労組の若手組合員が参加す

る。国際郵便制度、UPU、APPU等の

国際的な郵便機構、郵便を取り巻

く諸問題、人事問題やオペレー

ションの改善等について講義を聞

き、各国郵政から派遣されている

APPU講師と、郵便事業の一般的問

題、各々の出身国が抱える特殊的

問題について自由に討論する。こ

れまで各国労組から多くの優秀な

労組指導者が参加し、修了生の多

くが各国の郵便労組で指導的地位

に就いている。 

 今回のセミナー参加者22人中、

半数が女性だった。女性が各国で

さらに活躍し、リーダーとなる第1

歩である。「各意思決定機構にお

ける女性代表を40％に引き上げ

る」というUNIの40 for 40キャン

ペーン達成にも近づくだろう。 

 また、今回、組合のないイラン

ポストから参加の申し出があった

が、使用者側から申し出があるこ

とは初めてだった。今後も続くこ

とを期待する。 

 

JP労組後援タイ郵便労組支援セミ

ナー 

UNI Apro郵便・ロジスティクス

部会／APPU共同セミナーに続いて

開催されるタイ郵便労組（SEWU-

THP）支援セミナーでは、タイ郵便

労組委員長以下全ての幹部が集ま

り、参加者と討論する。今回も20

人が参加し、お互いの郵政事業を

紹介し合い、討論を積み重ねた。

同部会が比較的良くまとまってい
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るのは、郵便という事業の共通性

もさることながら、この両セミ

ナーを毎年継続的に開催している

面が強い。 

タイ郵便労組支援セミナーで

は、国営企業であるタイポストが

赤字から黒字体質に転換した秘密

を見た。まず多角化、そして良好

な労使関係だ。タイポストはオー

プンショップだが、組合組織率は

60％である。今後の更なる飛躍を

期待したい。 

 

 

第3回UNI Apro/JP労組

共同英語セミナー  
 2013年11月23～24日、青梅で第3

回UNI Apro／JP労組共同英語セミ

ナーが開催された。スリランカ、

マレーシア、台湾の講師が各国の

郵政事業や労働組合の取組みを紹

介し、参加者がグループディス

カッション、プレゼンを行った。

全日程を基本的に英語で進行し、

JP労組組合員の英語力向上と、国

際労働運動への参画意識の向上を

はかった。全国から様々な英語レ

ベルの参加者36人が集まり、お互

いにサポートしながら運営した。 

 UNIスリランカ加盟協のサマン・

アルーナシャンテ氏は、JP労組東

京地本の活動である郵便労働者の

子供に対するスリランカ奨学金プ

ログラム、スマトラ津波災害支援

活動について紹介した。次に、マ

レーシア郵便内勤労組、アフマー

ド・ファイルーツ・ビン・シャレ

デン副委員長は、マレーシアの組

合運動や郵便サービスについて講

演をした。台湾のアリス・ツァイ

氏は、中華郵政工会の活動と事業

展開について講演した。その他、

伊藤UNI-LCJ事務局長がUNIのアジ

ア太平洋地域における活動を紹介

し、JP労組栗原職員（元UNI郵便・

ロジスティクス部会プロジェク

ト・オフィサー）がUNI本部の役割

や自由貿易協定の郵便サービスへ

の影響についてプレゼンした。 

 その後、参加者は5つのグループ

に分かれ、「JP労組における情報

発信と共有化」について討議し

た。参加者は英語でのコミュニ

ケーションに苦労したが、最終日

には、リソースパーソンの助けを

借りて報告書をまとめ、英語で発

表した。 

 

JP労組後援PEUP/KKKP

共同セミナー 

 JP労組のUNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会支援の一環として、1

月24～25日に「PEUP/KKKP共同セミ

ナー：フィルポスト合理化計画の

評価-実施後1年」がフィリピン・

アンチポロで開催された。両組合

から25人が集まり、合理化計画実

施後の状況を討論、今後の戦略を

練り、組合の課題を明確にした。 

 開会にあたって、伊藤UNI Apro

郵便・ロジスティクス部会担当部

長は「現在世界の郵便事業は一時

的な落ち込みに対応し、人減らし

を敢行するか、じっと耐えて新し

いサービスを提供するか迫られて

いる。フィリピンは、真ん中の

道、未来に賭けるため人を減らし

た」とフィルポスト合理化計画を

特徴付けた。フィルポストは、1万

2000人いた職員を7900人に減ら

し、小包を中心とした事業体に生

まれ変わろうとしている。ダド

PEUP委員長は、今回のテーマであ

る合理化計画に触れ、「今後労使

協議会で労働者の立場を代表する

には、2つある組合が組織を統合す

るしかない」と述べた。さらに

「現在組合費のチェックオフが中

止されている。もう一度組織を見

つめ、立て直す必要がある」と窮

状を訴えた。 

 セミナーでは、JP労組から参加

した和田会津若松分会書記長が、

「日本郵政グループの現状」と

「JP労組の現状」というプレゼン

をした。「郵便、貯金、保険の3事

業とも民営化以降、物量・収入と

も実績が落ちているが、その原因

は何か」「新しい時代にふさわし

い新しいサービス、新しい商品を

提供しなければならないことは分

かるが、具体的には何か」「日本

郵政では、正規職員と非正規職員

が半々だと言うが、非正規職員と

はどのような人々か」「組合費は

どのくらいか」等の質問が出て、

お互いの状況を比較し解明した。 

 その後、グループに分かれて合

理化計画が実施されて1年経った現

在の問題点を話し合い、発表し

た。PEUPは、「合理化計画の結

果、フィルポストには現在労使関

係が存在しない。今やほとんどの

職員が契約社員になり、協約の適

用範囲に含まれないからである。

当局側は、人がいないところを契

約社員の力で乗り切ろうとしてい

る。問題は契約社員には雇用保証

がないことだ。当局は、施策は収

入アップにつながったと言うが、

実際には人減らしによるものであ

り、真の意味での収入アップでは

ない」と発表した。KKKPは、「多

くの職員サービスがなくなった、

例えば病院も今ではない。またポ

ジションと能力の間に不均衡があ

り、能力のない職員が新しいポジ

ションを与えられている例があ
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る。給与標準化法通り実施して欲

しい。ユニフォーム手当、オート

バイ手当等、問題は多い」と述べ

た。これらを受けて、フィルポス

トの経営側は「予算が立てられな

いことが問題」と述べた。 

 2日目、両組合によるまとめに際

し、これまで統一に消極的だった

KKKPのラクソン委員長代行は、

「昨日夜委員長と話し合い、我々

としても統合を申し入れたい」と

述べた。もし統合が実現されれ

ば、フィルポストの労働運動史に

とって画期的な出来事となる。 

 

 

JP労組東京地本による

PEUP、KKKP奨学生認証式  
 2013年11月29日、マニラにある

UNIフィリピン加盟協事務所で、JP

労組東京地本によるフィリピン郵

便労働者子弟奨学金制度の認証式

が行われた。日本から平野JP労組

東京地本副委員長が参加した。 

 ダニーPEUP書記長の司会の下、

ウマリUNI-PLC事務局長から挨拶が

あった。ウマリ事務局長は「労働

運動のヒューマニズムの発現とい

う点で、またそれを未来の世代の

育成にかけているという点で、こ

の制度は非常にユニークである」

と述べ、過去11年にわたるJP労組

東京地本の取組みに感謝した。平

野副委員長は、「この制度が看護

師、コンピューターエンジニア、

公認会計士等多くの専門家を生み

出しており、ぜひ皆さんも見習っ

て勉学に努めて欲しい」と奨学生

を激励し、同時に台風の被害に

あった郵便労働者への支援金を手

渡した。続いて3人の奨学生がJP労

組東京地本に感謝を述べた。 

 今回から奨学金制度を手助けす

るフィリピン大学のレオ・オフレ

ネオ教授は、「日本の経済力はマ

ンパワーを基礎にしており、その

ベースは教育にある点をフィリピ

ンも見習うべきだ。そのための奨

学金制度であり、皆さんも最後ま

で良い成績を継続してもらいた

い」と述べた。ここで新しいMOUに

サインし、アルヴィンKKKP委員

長、ダドPEUP委員長が感謝の挨拶

をし、閉会した。 

 翌11月30日、フィリピン大学に

オフレネオ教授を訪ね、平野副委

員長、伊藤部長が約20人の学生を

前に、日本の労働運動、JP労組の

現状について話した。学生から、

「JP労組の組合員の資格」、「組

合費の仕組み」、「高齢化してい

る日本の経済力が未だ強力なのは

なぜか」、「郵便とロジスティク

スの関係」等、多くの質問が出

た。その後、新しい奨学生の家を

訪問した。 

 

 

UNI機会均等局長と意

見交換 
 2014年2月24日、日本のUNI Apro

女性委員は、4月シンガポールでの

UNI Apro女性委員会に向けた準備

と打合せを行った。また、ベロニ

カ・フェルナンデス・メンデスUNI

機会均等局長から、本年12月ケー

プタウンでのUNI世界女性大会の概

要について説明を受けた。  

 

UNI & UNI-LCJ 
UNIはスキル及びサービス労働者

のためのグローバルユニオン。世

界900労組、2000万人が加盟。 

UNI-LCJapan（UNI日本加盟組織

連絡協議会）は、日本のUNI加盟

組織がUNI活動への対応を検討し

たり、意見調整をするための国内

の協議会。UNI統合に併せて2000

年1月に発足し、現在12組織、

103万2200人が加盟。  
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