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第16回UNI Apro執行委

員会  
 2013年4月6～7日、第26回UNI 

Apro運営委員会、第16回UNI Apro

執行委員会がシンガポールで開催

された。開会で、加藤UNI Apro会

長は、日本の状況について「株価

上昇、円安等が見られるが、実体

経済は機能しておらず、公共投資

に主力が置かれ、雇用も一過的

だ。私たちは冷静にアベノミクス

を見ている」と挨拶した。 

 鈴木ITUC-AP書記長は、ミャン

マー情勢、ITUC中国ミッション等

に触れた後、UNIブレイキングス

ルー戦略との共通性を強調し、

「ITUCの組織率は全世界で7％に過

ぎない。地域の組織化を進めなけ

ればならない」と結んだ。 

 第4回UNI  Apro部会大会準備

（2013年8月、バンコク）の議題で

は、「機会均等」、「雇用におけ

るフレキシビリティーと非正規労

働者の増大」等、合同大会で取り

上げるテーマ案について議論し

た。更に各部会大会では、それぞ

れの産業で何が起こっているか調

査し、検討していく考えである報

告した。例えば金融部会はADBと、

郵便・ロジスティクス部会はAPPU

と連携して調査を行っていく。タ

イ通信省を通じて、インラック首

相に正式な招待状を送った。第4回

UNI Apro地域大会の議題では、

2015年11月にカトマンズでの開催

が提案され、承認された。第4回

UNI世界大会（2014年12月、ケー

プタウン）の準備状況について、

ジェニングス書記長より、「“イ

ンクルーディング・ユー”のス

ローガンの下、組合の力の復活を

訴える大会としたい。世界的に組

織率が低下する中、政治的準備を

しつつ徹底した討論を行う。ズマ

南ア大統領、ルラ前ブラジル大統

領にも来てもらおうと考えてい

る」と説明があった。 

 中国に関する取組みでは、ジェ

ニングス書記長が、「政治指導

者、ACFTU指導部等多くの変化が

見られた。協力関係は続けるが、

基本的に人権が欠けている」と述

べた。加藤会長は、「中国は動い

ている。我々はどうするか。あく

までも組織として交流することを

忘れてはならない。香港、台湾の

状況を認識した上で、多様性を探

りながら、協議していこう」とま

とめた。 

 ミャンマー組織化の課題に対す

るUNI Aproの対応について、ウン

UNI Apro地域書記長は、「50年以

上組合を作れなかった状況があ

り、国民全体が能力構築をしてい

く方向性が必要だ。自発的に組合

が作れることを目標に、UNIの管

轄の中にある事業所で取組みを開

始したい。既にミャンマー郵政長

官とは話し合いが続いており、JP

労組の協力も得て、研修等に取組

みたい」と報告した。逢見UNI 
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Apro副会長は、「GUFが共同支援セ

ンターを設立すると書かれてい

る。ITUCミャンマー事務所が開設

されており、GUFの担当者を置くこ

とを決めている。UNIとしても考え

る必要があるのではないか」と述

べた。ウンUNI Apro地域書記長は

FTUM（ミャンマー労働組合連盟）

の評価をめぐって意見を述べ、

ジェニングス書記長は「まずミャ

ンマーで民主主義が勝利を収めて

いることを喜ぼう。ステップ・バ

イ・ステップだ」とまとめた。 

 2日目は、UNI Aproブレイキング

スルー戦略について成果を振り返

り、2013年の計画を承認した。  

 冒頭、プロモド・ラエUNIフィ

ジー加盟協事務局長からフィジー

の情勢について報告を受けた。 

 続いて、部会別報告を受けた。

臼杵UNI Apro郵便・ロジスティク

ス部会議長は、世界的に郵便物数

の鈍化が見られる中、ミャンマー

とオーストラリアを主なターゲッ

トとし組織化を進めていると述

べ、ミャンマーに対するこれまで

のJP労組の取組みを報告した。経

営側の業務改善努力と結びつかな

ければ、人材育成も成果が見られ

ないという側面も強調した。關UNI 

Apro金融部会議長は、昨年UNI-LCJ

金融部会として1万人増加に成功し

たことを報告し、アジア開発銀行

との対話、ANZ銀行の組織化、UNI-

LCJ金融部会の銀行労組組織化等、

今年の取組み計画を述べた。加藤

UNI Apro ICTS部会議長は、テレ

ノールとのグローバル協定締結と

いう成果を受け、マレーシア、タ

イ等で子会社の組織化が進んでい

ること、最近テレコムセルの労使

が来日した際、活動基盤の強化、

財政の重要性を説明したことを報

告し、全体として組織基盤の強化

が求められていると強調した。ア

リス・チャンUNI Apro商業部会担

当部長は、パートナーシップ労使

関係の普及に基づいて、ベトナ

ム、ネパール、マレーシア等で組

織化が進んでいること、流通産業

における安全衛生ガイドラインが

発行されたこと等を報告した。

ジャヤスリ・プリヤラルUNI Apro 

専門職・監督職（P&M）担当部長

は、今年4月にノルウェーでエンジ

ニア会議、ロンドンで欧州及び世

界のP&M大会が開催されると述べ、

ネパールで専門職組織が確立した

のも、NTT労組の地道な支援の取組

みがあったからであると感謝し

た。マグダレン・コーンUNIメディ

ア部会Aproコーディネーターは、

ADBとのグローバル協定が積極的な

役割を果たし、マレーシア、台

湾、タイ等各国で組織化が進んで

いると報告した。 

 素晴らしい成果を挙げている加

盟協の事例として、相原UNI-LCJ議

長は、UNI長崎世界大会を経て、

UNI-LCJが地道に組織拡大努力を続

け、現在103万人以上の組織となっ

たことを報告した。この他、シン

ガポール、マレーシア、香港の各

加盟協の取組みについて報告が

あった。 

 次に、以下の成功事例が共有さ

れた。逢見UNI Apro副会長は、UA

ゼンセン統合に至る歴史的経過と

課題について説明した。ジェラル

ド・ドワイヤーUNI Apro副会長

は、マクドナルドにおける組織化

を例に、オーストラリアSDAのきめ

細かい組織作りを説明した。UNIネ

パール加盟協の組織率は10％を超

え、これは南アジア諸国では最高

の数字である。UNIネパール加盟協

はG4S、テリアソネラNセル、DHL、

TNT、メットライフ、LIC等の組織

化を進めている。ベトナム商業労

組ネットワークの形成と産別組織

への発展の方向性が示された。 

 

機会均等 

 宇田UNI Apro女性委員会議長

が、2012年度の活動の成果を、南

アジアの女性強化活動を中心に紹

介した。続いてマクシン・ゲイ副

議長よりニュージーランド・

ファースト労組の活動報告があっ

た。小川UNI Apro女性担当部長と

アンジャリ・ベデカーUNIインド加

盟協コーディネーターは、スリラ

ンカ加盟協女性委員会のイニシア

チブを事例に2013年度も引き続き

南アジア女性ネットワークの強化

を図り、南アジア各国加盟協の活

性化につなげたいと述べた。ミッ

シェル・ベリーノUNI Apro青年委

員会議長は、社会運動としての

ユースの運動を発展させたいと決

意を述べた。 

 

2013年度UNI Apro戦略重点課題 

 ラジェンドラ・アチャラヤUNI 

Apro労働組合強化部長が、ブレイ

キングスルー戦略の5つの目標に

沿って、2013年度の活動計画を説

明し、承認された。カンボジアに

ついては、元林UNI Apro組織部長

が説明した。 

 

第14回UNI-LCJ年次総会 
 2013年2月8日、クリスティー・

ホフマンUNI副書記長、ウンUNI 

Apro地域書記長を迎えて、第14回

UNI-LCJ年次総会が盛大に開催され

た。今回の総会は、全信連、印刷

労連の2組織を新しい仲間として

UNI-LCJに迎え入れ、加盟人員数も

前年比1万5000人増、103万2200人

となる記念すべき総会となった。 

 総会は落合議長が議事を取り仕

切り、最後に相原自動車総連会長

を新議長として選出した。落合議

長は退任の挨拶で「UNI-LCJのこの

勢いをキープしていってほしい」

と述べ、「遺言」とすることで参

加者の笑いを誘った。相原新UNI-

LCJ議長は就任の挨拶で、「大変重
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い言葉を落合さんから頂いた。他

の加盟組合と相談し、ぜひ実現し

ていきたい」と述べた。更に政府

を代表して妹尾厚生労働省総括審

議官、労働側を代表して南雲連合

事務局長から挨拶を受けた。 

 ホフマンUNI副書記長は、「米国

労働運動とUNI」の演題で講演し、

貧富の格差著しい米国社会、ユニ

オンショップを破壊する労働権州

の動きなどを描写、日本に警告を

与えた。ウンUNI Apro地域書記長

は、ASEANプラス10の動きに触れ、

「労働運動は真にグローバル化し

なければならない」と訴えた。 

 ホフマンUNI副書記長、ウンUNI 

Apro地域書記長は、2月6日、UAゼ

ンセンを訪問し、逢見会長、八野

副会長と、組織化、グローバル協

定などについて意見交換を行っ

た。自動車総連では、相原会長と

産業政策について懇談した。全信

連との夕食会では、中元三菱UFJ信

託銀行従組委員長と銀行産業の状

況について意見交換した。 

 2月7日には、情報労連を表敬

し、加藤委員長とUNI Apro地域の

情勢について意見交換し、損保労

連では、關委員長とUNI-LCJ金融部

会グローバル・ワークショップの

開催について懇談した。続いてJP

労組を訪問し、臼杵委員長と米国

のUSPSの状況などについて意見交

換を行った。 

 2月8日は印刷労連を訪問し、田

倉委員長代行から、新しい産業動

向について学んだ。ホフマンUNI副

書記長は、日本訪問は2度目だが、

加盟組合と会って話を聞くのは今

回初めてであり、各組合から産

業・組合事情についてブリーフィ

ングを受け、日本の社会・労働運

動について理解を深めた。 

 

UNI世界女性委員会   
 UNI世界女性委員会が2013年3月

25～26日、UNI本部で開催され、ア

ジア太平洋地域からは、テレー

ズ・ブライアントUNI世界女性委員

会 副 議 長（オ ー ス ト ラ リ ア、

SDA）、和田UNI Apro女性委員（日

本、UAゼンセン、今回欠席の宇田

UNI Apro女性委員会議長の第2予備

委員）、小川UNI Apro女性担当部

長が出席した。 

 40for40キャンペーンは2012年11

月現在、68カ国204組合298人の組

合役員から40％達成宣言に署名を

得た。委員からは、「2014年とい

う達成期限を再認識させるべ

き」、「女性委員会だけでなく各

部会委員会でもっとアピールすべ

き」という意見が出された。2012

年12月に発行されたUNI加盟組合の

平等に関する最良事例集「組合文

化における平等」には、UNI Apro

からも、日本・情報労連、オース

トラリアSDA、シンガポールDBS銀

行労組、ベトナム郵電労組、ネ

パールUNI COME（商業労組）の事

例が掲載されている。  

 和田委員は、多種多様な産業の

労働者を組織するUAゼンセンの特

徴として、女性・短時間組合員が

多いことを紹介し、昨年の統合を

経てUAゼンセンが新たにスタート

した際の4つの運動課題の中で「男

女共同参画社会実現に向けた運動

の強化」と「ワークライフバラン

ス社会の実現」を掲げていると述

べた。その実現に向けた具体策と

して、各レベルに男女共同参画推

進委員会を設置したことや、暮ら

しチェック等の全国キャンペー

ン、女性役員のネットワーク作り

といった加盟組合の取組み事例を

報告した。 

 ブライアント副議長は、平等に

関するオーストラリアの最近の法

制度の変更を報告した。2012年12

月に「職場のジェンダー平等法」

が「働く女性のための機会均等

法」に代わるものとして法制化さ

れた。2013年1月から導入された有

給両親休暇及び有給父親休暇につ

いては、施行後6週間で9,400人の

父親が申請した。 

 国連女性の地位委員会は毎年異

なるテーマで開催されるが、第57

回（2013年3月4～15日、ニュー

ヨーク）では「女性及び女児に対

する暴力の防止と撲滅」が取り上

げられた。これはUNI機会均等局が

継続して取り組んできた課題でも

あるので、デニス・マクガイア議

長、ベロニカ・フェルナンデス・

メンデス局長、ブリシーダ・ゴン

ザレスUNI米州女性担当部長らが

ITUC代表団の一員として他のグ

ローバルユニオン（EI及びPSI）と

共に参加した。8万5000人の参加者

のうち、労働組合関係者は85人と

少数だったが、北米のUNI加盟組合

CWU、APWU、UFCW、NALCの協力によ

り、多くのボランティアが派遣さ

れ、期間中開催される様々なサイ

ドミーティングやイベントに手分

けして参加したり、EU平等委員会

議長らキーパーソンと面会した
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り、パネルでUNI代表が発言した

り、人脈作りと組合のプレゼンス

を示すことができた。最大の成果

は、前回イスラム政府やカトリッ

ク団体等からの反対により採択で

きなかった結論文書を、今回は何

とか採択できたことだ。 

 UNI世界女性大会（2014年12月、

ケープタウン）準備について、レ

オカディ・ボジョーUNIアフリカ女

性担当部長が状況を報告した。世

界大会直前に開催される世界女性

大会の準備とプロセスについて提

起と説明があり、委員会は、女性

大会スローガンについてアイディ

アを出し合い、動議のテーマと草

案分担を確認した。 

 各地域報告では、小川部長がア

ジア太平洋地域において2012年は

特に南アジアの女性ネットワーク

活性化に重点を置いた点を報告し

た。女性が組合で指導的役割を果

たすには、組合教育を通じて自信

を持たせることと、嫉妬やライバ

ル心を克服し、女性が連帯するこ

とで女性労働者から支持を得るこ

とが重要だと指摘した。南アジア

各国では加盟組合が政治的、イデ

オロギー的に分裂、散在傾向にあ

り、加盟組合協議会も加盟組合間

の協力も実質機能していない現状

がある。途上過程の組合は往々に

して活動の停滞を資源不足のせい

にしがちだが、スリランカ加盟協

女性委員会がやる気と創造性と

チームワークがあれば意義ある活

動が可能であることを証明した事

例を紹介した。女性ネットワーク

の強化を通じて、UNI加盟組合間の

連携・協力を深めていきたいと強

調した。 

 続いて、ゲストスピーカーとし

て、ローザ・パヴァネリPSI（国際

公務労連）書記長の講演を受け

た。パヴァネリPSI書記長は、第29

回PSI世界大会（2012年12月、南

ア・ダーバン）において選出され

た、PSIの105年の歴史上初の女性

書記長である。働く女性がもっと

指導的役割を担えるようエンパ

ワーしていきたい、権力を行使す

るのではなく、複雑さを理解し、

関係者間の良好な関係を維持する

調整能力と、全ての人のために交

渉する能力を育成することが目標

であると強調した。 

 

 第1回UNI-LCJ印刷部会

会議 
 2013年2月25日、日本の印刷産業

で活動する組合の団結を目的とし

て、UNI-LCJ印刷部会が結成され

た。第1回会議には印刷産業組合

（印刷労連、全印刷）と印刷業労

働者を代表する組合（情報労連、

UAゼンセン）から14名が参加し

た。会議で各組合の春闘方針を共

有し、2013年9月1日に開催予定の

UNI Apro印刷・パッケージング部

会大会について話し合われた。 

 印刷労連のUNI-LCJへの加盟によ

り、今回の会議が実現した。印刷

労連は20,000名の印刷・パッケー

ジング業労働者を組織している。

釣本印刷労連中央執行委員長が

「印刷業労働者には未来がある。

この事実を誇りを持って強調しな

ければならない。印刷企業は電子

媒体も扱い、環境対策技術を発展

させている。」と伝えた。 また、

UNI Apro印刷・パッケージング部

会大会への取組みとして、印刷業

の未来に焦点を置くことを提案し

た。竹井全印刷中央執行委員長は

パブリック・セクターの印刷部門

保護の行動について説明した。 

 UNI-LCJ印刷部会は情報交換のた

めに定期的に会議を開催すること

を決定し、未加盟組織に翼を広

げ、グローバル労組運動に貢献し

ていこうと呼びかけ閉会した。 

 

UNI印刷部会新局長就任  

 2013年1月より、アンディ・ス

ノッディがUNI印刷・パッケージン

グ部会担当局長に就任した。 

 16歳の時に北アイルランドの印

刷工場で見習いとして働き始めた

時から、組合活動に参加、その後

アイルランド、英国、デンマーク

の労働組合で専従役員として、組

織化や大手使用者との交渉などに

あたった。印刷・パッケージング

業界での経験が豊富であり、UNIに

おいても同産業の多国籍企業使用

者との交渉や組織化に手腕を発揮

することが期待されている。 

 

JP労組東京地本、フィ

リピン郵便労組奨学金 
 2013年2月21日、山内JP労組東京

地方本部執行委員長と職場レベル

の活動家を含む6名の代表団がマニ

ラを訪問し、2013年から2015年の

フィリピン郵便労組組合員子女へ

の奨学金の新たな覚書を取り交わ

した。 

 フィリピンの2つの郵便労組PEUP

と KKKPは UNIフィリピン加盟協
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（UNI-PLC）の事務所において調印

式を行った。ジュン・ウマリUNI-

PLC書記長は、能力のある子供たち

が大学レベルの教育を受けるため

に、JP労組東京地本が快く支援し

てくれたこと、また山内JP労組東

京地本委員長自らがマニラを訪問

したことに感謝の意を表した。 

 奨学生のアンジェラさんは、JP

労組東京地本の継続した支援のお

かげで勉強を続け、2013年5月に学

位を取得できることに感謝した。 

山内JP労組東京地本委員長は「郵

便職員の家族にとって、奨学金プ

ロジェクトが重要だと認識した。

プロジェクト実施を支援していた

だき、ダド・ガズマンPEUP委員

長、アルビン・フィデルソンKKKP

委員長、ウマリUNI-PLC書記長に感

謝する」と述べた。 

 代表団は、UNI-PLC青年部のボラ

ンティア活動を支援するため、パ

ヤタス地区への視察も行った。代

表団は住民の福祉やコミュニティ

のための連帯活動を普及させよう

とする姿勢に感銘を受けた。 

JP労組後援インドネシ

ア郵便労組セミナー 
 インドネシアは、現在急激な経

済発展を遂げており、それに従っ

たこれまでの制度の見直し、価値

観の転換に伴う社会的・思想的変

化、しかし急には変えられない伝

統など、渾然一体となっている。

郵便事業もこのような状況下で、

生き残りをかけた大変革の只中に

ある。UNI Apro郵便・ロジスティ

クス部会は、JP労組の協力の下、

インドネシア郵便労組設立時から

支援を続け、数多くのセミナーが

開催され、多くの交流が持たれ

た。今回ジャカルタで開催された

セミナーでは、JP労組から野口恵

美近畿地本大阪しろきた支部副支

部長が参加し、日本郵政グループ

とJP労組について講演し、好評を

博した。 

 

SPPIセミナー 

 セミナーには、ジャカルタ地域

から約30名の職場役員が出席し

た。アドボカシー訓練では、職場

の問題に対し、組合役員はどのよ

うに対処し、解決するかが示され

た。UNIを通じた国際労働運動につ

いて、UNIについての知識、現場の

役員としての経験など、同じ目線

で多くの意見交換を行った。 

 

インドネシア郵政トップとの面会 

 3月18日野口副支部長はバンドン

にあるインドネシア郵政本社を訪

れ、ケトゥット郵政長官と面会し

た。当初人事部長と面会予定だっ

たが、長官自身の取り計らいによ

り、直接の面会が実現した。ケ

トゥット長官は、インドネシアで

も指折りの企業家であり、インド

ネシア郵政の経営を任されて4年に

なる。2012年11月、来日時に当時

の斎藤社長と会った話をし、日本

郵政とインドネシア郵政の協力関

係、特にEコマース分野で協力を進

めたいと話した。その上で民営化

問題にも触れ、IPOを2015年には行

いたいという決意を述べた。IPOで

資金を調達し、局舎を生かしたホ

テル事業などのプロパティー事業

や、ポストマートと呼ばれるコン

ビニ形態に郵便局を転換させるリ

テール事業や、クーリエ、ロジス

ティクス事業などの発展に使おう

と、郵政発展の新しいモデルを追

求している。その上で、「組合は

常に後ろ向きだ」と批判した。こ

れに対して、我々は、組合の理解

が得られないのはインドネシア郵

政発展の中長期プランが示されな

いからではないかと述べた。野口

副支部長が日本郵政の現状を話

し、JP労組はIPOが成功するように

努力していると説明した。今後イ

ンドネシア郵政から、Eコマースの

発展に向けて大型代表団を日本に

送りたいという話もあった。 

 

ポストマート視察 

 3月20日、コンビニと郵便局を統

合したポストマートの運営形態を

視察するため、ジャカルタ南部マ

ジェスティクにあるポストマート

を訪問した。インドネシアのコン

ビニ業界は、アルファマートとイ

ンドマートがローカルの2大巨頭で

ある。インドマートと協力し、郵

便局の施設を使いコンビニを展開

している。日本でもローソンとタ

イアップしている形態は見られる

が、ここでは郵便局とコンビニが

隣り合わせになっており、郵便局

が閉店した後はコンビニで事務を

引き継いでいる。コンビニに来た

客は、郵便局も利用するだろうと

の視点である。このような施設

は、全国で10店舗を展開してお

り、ボゴールやメダンなど、地方

都市でも見られ、現在急成長して

いる。従業員は8人3交代で、イン

ドマートの職員だが、就業中は郵

便局のユニフォームを着ている。

その他、訓練センターが通信ポリ

テクニックに変わり、学生を呼び

込み、職業教育に利用されている

など、多くの変化が郵便局に起

こっていることが分かった。 
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韓国アイエヌジー生命

保険労組の勝利 
韓国アイエヌジー生命保険労組が

キャンペーンに成功し、労働者の

雇用を確保する重要な協定を締結

した。UNIと韓国加盟組織は、全

UNI加盟組織に署名や連帯文をアイ

エヌジー経営陣に送るよう求める

連帯行動を開始した。米州、英

国、オランダ、アジアの様々な組

合の支援により、連帯行動は大成

功を納めた。2週間と経たないうち

に、2,000名以上がアイエヌジー経

営陣に署名や連帯文を送った。 

 新たな協定が交渉された。この

協定に従い、企業側は売却時でさ

え、雇用を確保するよう尽力す

る。もし売却から36か月以内に新

たな企業が余剰人員解雇計画を実

施する決定をした場合、労働組合

の同意が必要となる。企業売却が

行われると、全社員に2か月分の特

別ボーナスが支払われる。 

 また、同レベルの勤務状況が維

持されることも同意された。 

 UNIは韓国アイエヌジー生命保険

キャンペーンを成功へと導いた各

組合の支援に感謝する。 

  

EUの現状 
危機管理 

 銀行の再生と破綻処理のための

フレームワーク指令は、EU圏内に

おける銀行の破綻が、結果として

金融不安を避け、納税者の負担を

最小限にする方法で解決されるに

は、どうすべきか、そのステップ

と権能を示している。この指令案

は、現在欧州議会のECON委員会で

討論されており、3月20日に投票が

行われる予定である。労働組合の

観点から、17の修正案が出され

た。これらは、専ら団体交渉と職

員側からの関与の尊重に焦点が当

てられている。欧州委員会からの

提案原案では、職員の側面には全

く触れられていなかった。この指

令案が、労働組合員の核心的利益

に関係するにも拘らずである。 

保険調停 

 保険部門調停指令Ⅱ（IMDⅡ）

は、保険市場の細分化、つまり売

り手が義務とされる情報の必要

性、顧客の混乱を招く情報の不一

致に光を当てている。労働組合の

観点から、6つの修正案が出され

た。これらは、専ら訓練、内部通

報の機構に焦点が当てられてい

る。支払いに関する透明性につい

て出された修正案は、今後もしっ

かりと見る必要があろう。欧州議

会のECON委員会の投票は、3月26日

に予定されている。 

 

自己資本要求指令 

 自己資本要求指令IV（CRD IV）

により、銀行が自己資本比率に国

債以外の商品も反映させるよう

に、バーゼル委員会はLCR（流動性

カバレッジ比率）規制を修正し

た。ユーロ危機、そして業界の強

烈なロビー活動を受けて、この修

正はなされた。労働組合運動によ

り、昨年いくつかの修正案が欧州

議会で採択され、CRD IVは現在閣

僚会議と欧州議会の三者会談の段

階にあり、欧州議会は早くて3月に

は本会議で投票すると見られる。 

 

金融商品市場指令 

 金融商品市場指令 II（MiFID 

II）は利害の衝突、情報・アドバ

イス提供、消費者に対する商品の

整合性と適切性などの問題に対処

する。労働組合運動により、10の

内8の修正案が欧州議会で採択され

た。しかし、閣僚会議の最新妥協

案はこの合意された文言のいくつ

かを弱めるという憂慮すべき兆候

を示している。これは、欧州議会

によっても共有される懸念事項で

ある。我々は、この指令の検討が

今年の夏法案作りで三者会談の段

階に入った時、既に通過した修正

が守られるようにプッシュしなけ

ればならない。  

 

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。  

UNI global union 
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