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UNI Apro女性委員会 
 宇田議長の司会のもと、14ヶ国

26組合47人が参加し、UNI Apro女

性委員会が開会した。UNIタイ加盟

協のニライモン議長は、ホスト組

合として参加者を歓迎し、宇田議

長に記念品を贈呈した。ベロニカ

UNI機会均等局長は参加者に会議へ

の積極的な参加を呼びかけた。 

 議題の採択に続き、UNI Apro女

性委員会構成の変更確認が行われ

た。宇田議長の退任に伴い、マク

シン・ゲイ副議長が新議長に就任

することが確認された。日本から

は新たにUAゼンセンの和田水穂委

員、損保労連の安田晶子委員、情

報労連の宮原千恵委員の就任、JP

労組花田美和委員の代理で寺嶋智

子前中執の出席等が確認された。 

 加藤UNI Apro会長は、各加盟組

合で女性役員の数が増えており、

40 for 40の取組みの成果が出てい

ることを評価し、目標達成のため

に女性自身も積極的に関わること

が必要だと呼びかけた。アジア太

平洋地域は経済が発展する一方、

労働運動は弱く、労働運動を活性

化させるためにはますます増える

女性労働者の力が不可欠だと訴え

た。6部会大会のテーマ「インク

ルーディング・ユー」にあるよう

に、女性も労働運動の重要なパー

トナーとして共にその拡大・発展

に寄与してほしいと期待した。 

 続いて、2012年3月メルボルンで

開催されたUNI Apro女性委員会、

2013年3月ニヨンで開催された世界

女性委員会の議事抄録が確認され

た。ベロニカ局長は、ニューヨー

クでの国連女性の地位委員会に参

加したUNIチームの活躍の様子、

UNI機会均等局が進める各種キャ

ンペーン、各地域での40 for 40

の取組状況等について報告し、各

組織でもポスターやビデオの活用

を呼びかけた。和田委員は、世界

女性委員会参加の感想として「組

合が女性に対する暴力への取組み

を重視していることを知ったのは

新鮮で、日本の組合ももっと取り

組むべきだと感じた」と述べた。 

 続いて、小川担当部長より昨年

の活動報告が行われた。40 for 

40の取組状況、特に南アジアの加

盟組合向けに女性組合役員の訓練

に力を入れたことが強調された。

伝統的慣習や文化・宗教的背景に

よる困難があるが、スリランカの

UNI女性委員会によるイベント企

画などの成功例を挙げ、継続的な

取組みの必要性を訴えた。 

 続いて各国報告に入った。宮原

委員は、男女平等参画推進計画を

紹介し、①男女平等参画の必要性

を組織全体に浸透、②男女共に働

き続けられる環境整備、③男女共

に参画する労働運動構築という目

標を紹介。 

 和田委員は、流通・サービス部

門では女性のパートタイム労働者

が多く、女性が組合役員や幹部と

して活躍している先進事例として

イオン労組の取組みを紹介した。

また、ワークライフバランス・

キャンペーンについても実際の

チャートを示して報告した。  

 安田委員は、あいおいニッセイ

同和労組の青年・女性プロジェク

トとして、青年・女性組合員向け

のイベント、新入組合員オリエン

テーション、サマースクールなど

の取組みを紹介。女性が多い職場

にも関わらず組合役員における女

性の割合が25％、幹部に関しては

12％に留まっている現状を変える

べく、今後は、女性組合員に特化
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した取組みを推進していくと意気

込みを述べた。 

花田委員の代理として寺嶋前中

執は、全ての機関で女性役員の複

数配置、各機関大会の女性代議員

数を20％とすることを目標として

取り組んだ結果、少しずつ決議機

関に代議員として参加する女性組

合員が増えていることを報告。具

体的取組みとして全国の支部に設

置を目指している女性フォーラム

の活動を紹介した。  

韓国のチュン・オブザーバー

は、サービス業では「お客様は王

様」と教育され「感情労働」を強

いられているが、交渉の結果、感

情労働手当を勝ち取ったと報告し

た。マレーシアのマーガレット委

員は、2つのNGOや地方自治体と協

力して環境保護プログラムに力を

入れ、学校の教育活動に関わり労

働組合のイメージアップに努めて

いるという取組みを紹介した。ネ

パール商業労組のディーパ委員

は、女性の雇用率と組織率の間に

ギャップがあり、女性のエンパ

ワーメントを通じた組織化が課題

と述べた。UNIネパール加盟協女性

委員会は、日常的にコミュニケー

ションを保って様々な活動を行っ

ている。スリランカのチャンドリ

カ・オブザーバーは、スリランカ

加盟協女性委員会の活動について

報告し、予算が限られていても創

造性とやる気とチームワークがあ

れば実現できると述べた。 

UNI Apro6部会大会の準備につい

ては、受入国タイ加盟協の経験に

ついてニライモン委員から報告が

あった。当初は大きな不安を抱え

ていたが、加盟組合は準備委員会

を設置し、UNI Aproのアドバイス

を得ながら準備を進める中で、加

盟組合の団結が強まったと述べ

た。ウン地域書記長は、様々な困

難を乗り越えて大会開催にこぎつ

けた、ニライモン議長率いるタイ

加盟協の貢献を称えると共に、600

人以上の参加が見込まれる合同大

会の進行について説明した。小川

部長より特にパネル2についての詳

しい説明が行われた。 

議題9では、小川UNI Apro機会均

等部長がUNI Apro女性委員会2013

～2014年度活動を提案した。パキ

スタン、マレーシアでの研修を検

討中であること、LCJユース英語セ

ミナーへの講師派遣、40 for 40、

That’s whyキャンペーン等の継続

及びメンタープロジェクトの開始

等の計画が承認された。ベロニカ

局長からは、2014年12月の世界女

性大会について説明があった。 

次回委員会はUNI Apro執行委員

会、UNI Apro青年大会との同時開

催（ベトナム・ハノイ）を検討し

たいとウン地域書記長から提案が

あり、基本的な賛同を得た。今後

加盟組合との調整が行われる。 

マクシン新議長は、退任する宇

田議長の貢献に感謝の意を示し、

閉会した。 

 

UNI Apro青年委員会 
 始めに、ミシェル・ベリーノ議

長が参加者を歓迎するとともに、

アジア太平洋地域でユースの力を

さらに構築していこうと述べた。 

 議題採択および委員構成変更に

ついて確認を行った。また、アリ

ス・チャン青年委員会担当部長代

理が、ユースの声を届けるために

合同部会大会で積極的に発言して

ほしいと呼びかけた。その後、労

働組合運動にもっと青年を統合し

ていく必要があるという趣旨の青

年委員会の声明文が採択された。 

 続いて、各国の青年活動につい

て報告された。UNI Apro青年委員

会副議長を務める柿田委員（JP労

組）は、JP労組の青年活動とし

て、書損年賀はがきの回収活動

や、不要になった本やDVDを換金し

難民支援にあてるリサイクルブッ

クエイドの取組みを紹介した。 

 北條委員（情報労連）は、フィ

リピン・パヤタスの恵まれない子

供のための給食プログラムや子供

たちとの交流を紹介した。パヤタ

スの子供たちが将来自立して生活

するには教育を受ける必要があ

り、そのための支援を続けなけれ

ばならないと述べた。また、マニ

ラ青年ワークショップへの参加者

からは、学んだことを今後の青年

活動に生かしたいという意見が多

くあり、UNI Aproには今後も同様

の活動を続けてほしいと述べた。 

 秋山委員（UAゼンセン）はUAゼ

ンセンの概要から始め、続いて富

士山の植林プログラムや「私の主

張」という弁論大会、北方領土や

拉致問題などの取組みを挙げた。

伝統ある弁論大会では、レストラ

ンで店長として働く女性組合員

が、職場で直面する困難と組合の

対応について話したことが紹介さ

れ、参加者の関心を呼んだ。 

 オブザーバー参加の望月日放労

副委員長が、ユニオンショップの

長所、短所を説明した。また、報

道機関の労働組合として、組合員

の雇用や処遇を守り、職場環境の

改善を図るだけでなく、言論、放

送の自由を守ることも活動の柱に

していると紹介した。 
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 インドネシアのアリフ・ラッチ

マン委員（ASPEK）は、ストリート

チルドレン・プロジェクトを紹介

した。ネパールのスニール・シャ

ルマ委員（FIEUN）からは、アイ

キャンプという集落での眼科手術

の支援活動、児童労働撤廃に向け

た活動計画、UNI平和通りの清掃活

動について発表があった。 

 ミシェル議長は、組合活動につ

いて学生に伝える「Union goes to 

Campus」、洪水の復旧支援活動、

パヤタスの児童給食支援プログラ

ム等、フィリピンUNI加盟協ユース

の多彩な社会貢献活動をビデオで

紹介した。シンガポールのケン

ディ・メイヤン委員は、清掃労働

者について考える「国際クリー

ナーズデイ」や、起業家などから

若者が経験を聞く会の開催など、

NTUCの活動を紹介した。 

 オーストラリアのピーター・マ

リナスカス委員（SDA）は、商業労

組では25歳以下の組合員が大半を

占める状況と、20歳以下の賃金が

成人と比べて30～10％低いことを

問題としたキャンペーンを行い、

これが組織化においても有効な戦

略となっていることを報告した。 

 ウン地域書記長は、「現状では

青年の潜在力を十分に引き出せて

いないが、青年活動を再度活性化

したい。そのために包括的な活動

プログラムを構築する必要があ

る。例えば女性と青年の活動をつ

なげ、融合してはどうか。それに

よって相乗効果を得られるのでは

ないか」と述べた。 

 続いて、加藤UNI Apro会長から

「アジアは経済成長とは裏腹に非

正規雇用が拡大し、若者の失業は

顕著である。男女間や地方・都市

間など、格差が存在している。労

働者の利益を前進させるために

は、UNIのネットワークを活用する

必要がある」との挨拶があった。 

 更に特別報告として、日本の各

組合から東日本大震災復興支援へ

の取組みが紹介された。柿田委員

はJP労組の取組みとして、瓦礫撤

去や学校への図書の寄付活動、被

災した組合員やその家族の気持ち

を和らげるための交流活動を紹介

した。続いて秋山委員は、UAゼン

センの除雪ボランティア、津波に

よる塩害を受けた農家を支援する

「東北コットンプロジェクト」を

報 告 し た。情

報労連の佐藤

オ ブ は、漁 業

支 援、海 岸 清

掃、東 北 物 産

品の斡旋販売

などの取組みを紹介した。日放労

の望月オブは、原発事故に伴う取

材では、組合員の安全確保と、事

実をいち早く伝えていく報道の責

任のジレンマがあったと述べると

共に、震災を風化させないため被

災住民から話を聞く「震災学習

会」を開催したり、次に起こり得

る震災に対する備えを労使で議論

し強化していると報告した。 

 最後に、チャン部長代理は、

「今回の委員会の後すぐに青年の

ネットワーキングを進め、次回以

降は課題を活発に議論し、具体的

な次のステップに繋がるような会

議を持ちたい」とまとめた。  

 

UNI Apro MEI部会結成

大会 
 クリストファー・ウォレン代議

員の司会のもと、UNI Apro MEI部

会結成大会が開幕した。歓迎挨拶

では、ウンUNI Apro地域書記長が

「我々は社会契約、即ち労使対話

を推進している。この部会の成長

はメディア全体の発展を支える」

と挨拶した。続く開会挨拶で、加

藤UNI Apro会長は「メディアは多

様であり、1つの形には当てはまら

ない。皆さんは新たな労働組合運

動の実験をしている」とし、「広

告費が減少し、TVや新聞は新しい

ビジネスモデルを探さなければな

らない」と述べ、「MEI部会とICTS

部会の緊密な連携」を呼びかけ

た。ヨハネス・スティディンガー

UNI MEI局長は「組織化が最優先課

題だ。メディアの多元主義、ガバ

ナンス、安全衛生などを取り上

げ、地域レベルで使用者団体との

関係を強化し、組織化につなげた

い」と述べた。最後にタイの放送

局MCOTのアナクCEOが基調挨拶をし

た。「アナログからデジタルに移

行し、衛星やケーブルテレビの挑

戦に打ち勝たなければならない。

その中で、MCOTは協調的な労使関

係を維持している」と述べた。 

 マグダレン・コーンUNI Apro 

MEI担当部長が「アジア太平洋地域

における放送産業の展望」という

討議ペーパーについて、2つ重要な

ポイントがあると説明した。1つは

MEI部門のフリーランスなどの非正

規労働者の増大であり、もう1つは

新技術の発展と共に進んでいる放

送のグローバル化、地域化だ。続

いて、スイット代議員（MCOT労

組）が「アナログからデジタルへ

移行する革命が起こっているが、

タイで現在起こっていることは間

違っている。良い放送を国民へ提

供するためではなく、入札に参加

するために100万バーツ必要であ

り、コンテンツに使う金がなく

なってしまう。MCOTは法人化され

国営企業となった。視聴率を上げ

て金を稼ぐのではなく、国営企業

として良い番組を視聴者に提供す

ることを目標としなければならな

い」と報告した。ウォレン議長は

「どの国でも同じ経験をしてい

る。今回の会議でこの問題を取り

上げたい」とまとめた。 

 その後、「デジタル経済におけ
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る組織化」というテーマでパネル

討論に入った。マレーシアのムハ

マド・カイザルマン代議員（TV3労

組）が報告した。TV3はUNI Apro 

MEI部会で最初にグローバル協定を

結んだ組合だ。「組織化では、教

育、安全衛生、賃上げなどを通じ

てメンバーから信頼を得て、我々

のイメージを高めることが重要

だ。全体の利益を守る必要があ

る。2つの労組を組織化したが、今

後マレーシアの放送労連、さらに

はASEAN地域放送労連を作りたい」

と展望を述べた。続いて、エレ

ン・チャン代議員が香港ディズ

ニーの組織化の経験を発表した。

香港では団体交渉権はなく、労働

者の権利が著しく制限されてい

る。その状況でどのように労働組

合を結成したかを語った。「組合

の存在を周知し、組合員間の信頼

を醸成する。リーダーが模範とな

ることも重要だ。このような努力

を通して、1年半で1人から120人に

拡大した。200人まで拡大したい」

と述べた。さらにラジュ・プラサ

ド代議員（ネパール放送労組）が

「カンチプルTVは300人以上のス

タッフを擁し、2008年に組合が結

成された。経営側との相互理解を

深め、将来的には労連を作りた

い」と報告した。討論では、「組

合は政党と関係を持っているか」

（EPMU）という質問があり、ネ

パールの組合は政党と関係はない

と答えた。岩崎代議員（民放労

連）は、日本の商業放送における

組織状況を説明し、「商業放送で

は、非正規と正規の労働者がほぼ

半々である。放送スタッフユニオ

ンを作り、非正規の労働者が個人

加盟できるようにした。残念なが

ら、メンバー数は増えていない

が、共済などを活用して組織化し

ている。パワハラが問題になって

おり、場合によっては和解金を勝

ち取れるなどの成果がある」と述

べた。インドネシアのラーマット

代議員（アンタラ労組）が、大統

領になり得る人が放送局を持って

いると報告した。シャフィーUNI 

MLC議長は、UNI Apro MEI部会とし

てのミッションを明確化すべきだ

と意見した。ウォレン議長は、IFJ

とUNIの協力、音楽家労組との関係

などに触れ、前進を期待した。 

 午後は、アン・ワー・ライ代議

員が司会を務め、「尊厳の尊重、

権利の尊重、平等の尊重」という

テーマでパネルディスカッション

をおこなった。まず、ニュージー

ランドのジョージ・コリンズ代議

員（EPMU）、フィリピンのアン

ジェリン・アルゲレス代議員（放

送労組）が発表した。続いてネ

パールのメディア業界における女

性労働者の地位についてアニタ・

ビンドゥ代議員が発表した。民間

のメディア企業で組合設立が進ま

ない理由として、雇用が保証され

ていないため、労働者が恐怖を感

じていることを挙げた。そのた

め、全てのメディア関連企業で組

合を設立できるよう闘っている。

また、「2割が女性労働者だが、女

性労働者の7．7％しか同一賃金を

受けていない」と報告した。韓国

のナム・サン・スック代議員は、

2012年のストライキを中心とする

組合の闘いについて、ビデオを用

いて報告した。「元大統領がKBCの

CEOを解雇し、政府よりのニュース

だけが流され、報道の自由が保護

されていなかった。最後の手段と

してストライキを行った。このス

トによって、21人のメディア労働

者が解雇された。全国メディア労

組が大々的な取組みを始め、一般

視聴者に真実を伝えた」と述べ

た。その後討議に入り、スック代

議員は「ストに参加しているのは

報道レポーターだけではなく、

様々な分野のメディア労働者だ。

ストで求めているのは賃金ではな

く、民主化である。報道は事実を

伝え、非政治的でなければならな

い」と意見した。中村代議員（日

放労）の「韓国では、一般の人々

が自分たちの問題として組合を支

持している。どうやったのか」と

いう質問に対し「我々の組合は中

立だ。マスコミは中立性が重要で

ある。それを一般世論に訴えてい

る。そういう意味で世論は組合を

信頼している。ストの目的が賃金

ではなく、政権の汚職に対するも

のであり、社会的に中立である。

そのため、国民の支持を得ること

が出来たと考える」と答えた。 

 続いて、ストゥディンガー局長

とコーン部長が活動報告を行っ

た。特にコーン部長は、ADBとのグ

ローバル協定締結までの経過を報

告した。その後、活動計画、部会

規則が採択された。 

 資格審査委員会は、13カ国、19

組合から、代議員17人（男性13

人、女性4人）、オブザーバー17人

（男性15人、女性2人）、ゲスト3

人、その他16人（UNI Aproスタッ

フ、通訳など）、計43人の参加が

あったと報告があり、結成大会1日

目が終了した。 

 大会2日目は、フィリップ・ジェ

ニングスUNI書記長の演説から始

まった。「昨日（8月28日）は、キ

ング牧師が50年前『私には夢があ

る』というスピーチをした記念日

だった」と想起し、人種差別と不

平等の時代から状況は好転してい

るのか問いかけた。「日本では終

身雇用は消え、韓国でも非正規労

働が拡大している。今こそ労働組

合を成長させなければならない。

アジア太平洋地域ではABUとの協力

構築をはじめ、UNIがプロフェッ

ショナルで信頼できる組織だと認

識されてきている」 
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ABUとの対話 

 ABU（アジア太平洋放送連合）と

UNI Aproの協力は、2012年4月の了

解事項覚書（MOU）締結をもって正

式に始まった。本大会でも、ABUの

オルヤ・ブーヤー氏（ニュース・

シニアプロジェクトマネジャー）

から講演を受けた。大会代議員は

ABUについて理解を深めると共に、

UNI Aproとの協力の展望について

意見交換を行った。 

 

メディア産業の労働安全衛生 

 ウォレン代議員（オーストラリ

ア）は、職場の危険を認識し防止

できるよう教育し、リスク管理す

ることが重要だと述べると共に、

長時間労働による疲弊の問題に対

応できるのは組合しかないと訴え

た。多くのジャーナリストが殺害

されていることもアジアで懸念さ

れる大きな問題である。ABUのオル

ヤ氏は、災害現場で働くジャーナ

リストのトラウマ問題に触れ、NHK

がこの分野では優れた訓練を行っ

ていると述べた。中村代議員（日

放労）は、過酷な勤務によるメン

タルヘルス問題や、凄惨な現場の

取材による精神的負担を軽減する

方法を模索していると報告した。 

 

団体交渉力の構築 

 中村代議員が議長を務め、シン

ガポール、ネパール、台湾の組合

から発表があった。土屋代議員

（民放労連）は、構内最低賃金協

定化を視野に入れつつ、企業内最

低賃金の協定化を、同規模のテレ

ビ局が共闘して取り組み、成果を

あげていると紹介した。 

 大会は次の3つの決議－①メディ

アの独立性を求めて闘う韓国メ

ディア労組に連帯（韓国メディア

労組提案）、②民主的でグローバ

ルな社会のためのメディアの多様

性（日放労提案）、③放送デジタ

ル化推進に対するタイのMCOT労組

の立場を支持－を採択した。ま

た、UNI Apro MEI部会委員会メン

バー（2013～2017年）並びに、ク

リストファー代議員を議長に、日

放労・中村代議員、アン・ワーラ

イ代議員（シンガポール）を副議

長、アンジェリナ（フィリピン）

を女性委員に選出した。今後4年間

のブレイキングスルー行動計画に

ついては、4つの作業部会をつく

り、取組むこととし、労働安全衛

生作業部会には中村代議員（日放

労）が、団体交渉・社会対話作業

部会には岩崎代議員（民放労連）

がメンバーとして確認された。ク

リストファー新議長は、新たに選

出されたメンバーの協力を得なが

ら、UNI Aproに結成されたMEI部会

の活動を盛り上げていきたいと抱

負を述べて、閉会した。 

 

UNI Apro ICTS部会大会 
15ヵ国110人が参加し、第4回 

UNI Apro ICTS部会大会が開会し

た。はるばるメキシコから駆け付

けたフェルナンデスUNI世界ICTS部

会議長は、「我々は組合潰しなど

に直面しており、解決には現在の

経済モデルを変えていかなければ

ならない。現在のグローバル化は

不平等を内包しており、労働者を

弱体化する」と警告した。ウン地

域書記長は「組合員数を増やすだ

けではなく、産業、企業からパー

トナーとして信頼を得て、企業の

中で重要なプレイヤーとして認め

られ、企業のポリシーに影響を与

えなければならない」と訴えた。 

加藤議長は、「ICTS部門は変化

が激しく、あらゆる部門に影響を

与えている。カンボジアの組織化

が進み、ミャンマーにおける組合

設立も進んでいる。アジアは経済

成長も大きいが、不安定雇用、若

者の失業、女性差別、都市と地方

の格差など課題も抱えている。新

しい産業構造の中で、ICTSは産業

をリードする部門だ」と挨拶し

た。ジェニングス書記長は「アメ

リカモビレスの所有者、カルロス

氏の会社を組織化した。今後はGFA

を締結したい」と述べた。 

資格審査委員会、決議委員会の

選出では、日本から兵後代議員が

決議委員に任命された。2009～

2013年の活動報告では、組織化を

中心に活動し、テレコムインドネ

シアとテレノールとGFAを締結した

ことが報告された。現在、インド

ネシアやスリランカでの社会対話

が順調に進んでいる。カンボジア

のテリアソネラではMOUを締結しよ

うとしている。ネパールのNCELLは

ほぼ100％の組織率となっている。 

 「ブロードバンドの展開とICTS

部門労働者への影響」をテーマに

行われたパネルディスカッション

では、徳永健代議員が、日本のブ

ロードバンド環境の現状と、急速

に変化する競争市場に対する情報

労連の対応を発表した。スビン

ドール・シン代議員（シンガポー

ル UTES）と、ハリプリヤ・カマ

ラナス代議員（スリランカ メ

ディアプロテック）は、ICTSは変

化の影響を受けやすく、使用者側

は労働者に対し変化に適応するこ

とを要求すると発言した。ウィド

ド代議員（インドネシア ASPEK）

は、労働者は自分のスキルをアッ

プデートし、ICT産業のニーズに応

えることが重要だと意見した。 

次に野田三七生代議員の進行

で、組織拡大をテーマにパネル

ディスカッションを行った。瀬田

奈緒子代議員は、ユニオンショッ

プ協定締結に至る経過を説明する

と共に、非正規職員の組織化によ

る組織の多様化を報告した。シャ

フィー代議員（UNIマレーシア加盟

協）は2011年に発足したDiGi組合
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について報告。「労働者は組合加

入を恐れ、組合結成は困難だっ

た。DiGiのCEOは労働者の人権を

守っている、団結権も認めている

と言いながら、従業員に組合に

入ってはいけないと呼びかけるな

ど、友好的ではなかった。テレ

ノールとGFAを締結しても、企業の

態度が軟化することはなかった。

書簡を送って組合承認を求めてい

るが、返答待ちの状態だ」と述べ

た。ネパールのシャンカール代議

員は、「無政府状態の中、裁判官

が政治を司るという先が見えない

状況になっている。組合が複数存

在することが最大の課題であり、

統合に向けて取組んでいる。組合

のイメージアップのため、大学を

訪問して組合について説明した

り、使用者と対話し、組合は破壊

的存在ではないと印象付けようと

している」と述べた。アッター・

シン代議員（フィジー CMGWU）は

軍事政権下の労働者の苦境を報告

し、民主主義の回復と労働者の権

利回復を目指していると強調し

た。カルティック・シェカー代議

員（インド UNITES）は「インド

のIT分野の93％が未組織であり、

規制する法律もない。政府はICTS

は成長産業だから、組合は必要な

いと主張している」と述べた。ピ

ン ラ ッ ク 代 議 員（フ ィ リ ピ ン 

CWP）は「政府は無給の家族労働者

もカウントし、100万人単位で失業

者を減少させている。本来なら失

業率は2桁だ。最賃以下の労働者も

43.2％いる。技術革新によって労

働力の余剰が見られる。労働者の

生活向上のためではなく、技術に

投資し、実体経済に対する投資が

さ れ て い な い」と 批 判 し た。 

そ の 後、ク ン 部 長 が 行 動 計 画

（2013～2017年）を提案し、後藤

代議員が賛成の立場から「企業内

労働組合は海外のグループ会社に

対応できておらず、産別運動を促

進することが重要だ」と、国際労

働運動の加速の必要性を述べた。 

 最後に選挙が行われ、新委員及

び役員が承認された。野田新議長

は「5年間に渡って強いリーダー

シップを発揮した加藤前議長の後

を引き継ぐのはプレッシャーだ

が、精一杯努めたい。皆さんのお

力をいただいて40万人UNI Apro 

ICTSを目指したい」と挨拶した。

加藤前議長は今までの活動を振り

返り、加盟組織に感謝を述べた。 

 

UNI Apro金融部会大会 
 開会式では、ジャヤスリ・プリ

ヤラルUNI Apro金融部会担当部長

が、14カ国29加盟組織、前回から

倍増となる150人の参加者を歓迎し

た。ジェニングス書記長は、挨拶

の中で「我々は金融危機の教訓を

学び、金融の世界のルールを変え

ていかなければならない。金融労

働者もプレッシャーに晒され続け

ている。しっかり組織された労働

側の声と社会保障がなければ、不

平等の拡大は避けて通れない。労

働側の声を届ける闘いの準備がで

きているか、皆さんに問いたい」

と 鼓 舞 し た。続 い て、關 裕 UNI 

Apro金融部会議長が「今回の大会

ではこれまで以上の人々が参加し

ている。これはUNI Apro金融部会

の活動が各国で大変活発であるこ

との証左であり、次の4年間も全メ

ンバーで大きく前進していこう」

と挨拶した。タイの参加者は外注

化によって同国の労働組合が弱体

化していること、インドの参加者

は非正規労働者が枠組協定の対象

から外れていることを指摘した。 

午後は「アジアの公正で包括的な

安定した金融を目指して労働組合

の課題を推し進める」というテー

マで、アジアンセンチュリー・イ

ンスティテュートのジョン・ウェ

スト理事による報告で再開した。

ウェスト理事はアジアの金融弱体

化に対応する枠組みが不十分だっ

たことを指摘し、今後の課題とし

て、非正規労働者の組織化を進め

ること、ロビイングや金融エンパ

ワーメントの推進、パートナー

シップ労使関係とステイクホル

ダー間での社会対話の促進などを

挙げ、アジア経済のためのアジア

金融システムの構築に向けて、労

働組合が積極的に役割を担ってい

くべきであると強調した。 

 全労金の石田代議員は「労働金

庫は戦後の混乱期に労働者の社会

的・経済的地位の向上を図るため

に設立された福祉金融機関。新自

由主義に対抗し、人間中心の連帯

や安心が感じられる社会を作るた

めには協同組合と労働組合の連携

が不可欠」と述べた。 

 フィリピンのウマリ代議員

（NUBE）が「使用者はコスト削減

のために派遣労働者を雇用する。

非正規労働者と正規雇用の労働者

はUNIの中でも団結できていない。

どうすれば溝を乗り越えられる

か」と質問し、ウェスト氏は「労

働市場の非正規化が韓国と日本で

進んでいるが、効率化と生産性の

観点からも問題が指摘されてい

る。非正規労働者への研修が不足

し、離職率が高くなっている。短

期的な視点で使用者は派遣労働者

を導入しているが、長期的な視野

を持つことで、労使にとってウィ
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ン—ウィンの結果が得られると強調

すべき」と回答した。続いて、關

議長とプリヤラル担当部長から、6

月に東京で開催されたUNI世界金融

部会／UNI-LCJグローバル・ワーク

ショップとその成果について報告

があった。マルシオ・モンザネUNI

世界金融部会担当局長は、雇用や

金融労組の状況について加盟組織

にアンケートを行い、結果につい

て集約段階であること報告した。

また、社会や市民に対する金融産

業の役割や金融の包摂性を高める

ためには何が必要か、といった議

論が必要であると述べた。  

 その後、パブ・アクタールUNI 

P&M活動担当局長が「金融産業にお

ける専門職の組織化」について報

告した。P&Mを擁するUNI最大の部

会は金融部会であることを指摘

し、内部告発キャンペーン、女性

リーダー育成キャンペーン、若年

P&Mの失業問題への取組みなどを挙

げた。また、加盟組織に対して

ワークライフバランス週間への参

加を呼びかけた。 

 更にプリヤラル担当部長と

ニュージーランドのファーストユ

ニオンからANZ労組によるコールセ

ンター組織化、ネパールのガネ

シュ代議員（FIEUN）から南アジア

金融労組協議会の組織化計画とそ

の状況について報告があった。 

 生保労連の大長代議員は、非正

規職員の組織化について報告し

た。損保労連の澤木代議員は、非

正規職員と同時に高齢労働者の組

織化も重視しており、彼らにどの

ようなソリューションを提供でき

るかが重要だと述べた。 

 続いてプリヤラル担当部長が、

今後4年間のUNI Apro金融部会行動

計画を提案した。労済労連の伊藤

代議員は「金融包摂を進めながら

いかに組織拡大できるかがポイン

ト。労働組合と協同組合がこれま

でに以上に連携を図ることが重

要」と述べた。その後、マレーシ

アの代議員から出された意見を反

映して修正した上で、採択され

た。UNI Apro金融部会の新運営委

員として多くの女性委員が選出さ

れ、プリヤラル担当部長は大きな

ブレイクスルーだと喜んだ。 

 最後に關議長は大会において有

意義な議論ができたことに感謝

し、社会対話の拡大とUNI Apro金

融部会の連携強化を図っていこう

と鼓舞すると共に、退任の挨拶を

述べて閉会した。 

 

合同プログラム・UNI 

Apro執行委員会 

 UNI Apro6部会大会合同セッショ

ンには、アジア太平洋地域19ヵ国

120組織から集まったUNI加盟組織

代議員、オブザーバー、来賓等約

600人が参加した。 

 ジェニングス書記長は、バング

ラデシュ安全協定等について基調

講演を行い、事故後我々は安全協

定を策定し、すでに85社が署名し

ていると述べ、「不安定な労働モ

デルによって、我々の権利はどん

どん浸食されてしまう。包含的な

成長を求めて、勝ちに行くという

気持ちが必要だ」と主張した。 

 続いて、テッカンジャナ・タイ

国副首相の隣席のもと開会式が行

われた。開催国を代表し、ニライ

モンUNIタイ加盟協議長が参加者を

歓迎した。加藤UNI Apro会長は、

アジア太平洋地域の成長率は高い

が、労働組合が弱いことに言及

し、労働運動は社会を変革し、国

レベルだけでなく地域・国際レベ

ルで協力して取組むべきだと訴え

た。UNI Aproの発信力を高め、結

束を強め、社会的組織としての発

展を呼びかけた。テッカンジャ

ナ・タイ国副首相は「一部の業種

ではフレキシビリティは確かに必

要だが、同時に労働者に雇用の保

障が必要ということも認識してい

る。使用者だけの責任ではなく、

政府の介入も必要であり、フレキ

シビリティVSセキュリティという

テーマは非常に重要だ」と述べ

た。臼杵博UNI Apro会長代行がタ

イ国副首相の挨拶に対する謝辞を

述べ、開会式は終了した。 

 昼食時にUNI-Apro執行委員会が

開催され、委員の交代、2012年度

会計などが確認された。 

 午後はテレーズ・ブライアント

代 議 員 の 司 会 の も と、女 性 の

ディーセントワークへのアクセス

状況について、各国のパネリスト

から報告があった。 

 マ ク シ ン・ゲ イ 代 議 員（NZ 

ファーストユニオン）は「職場に

おける女性労働者の立場は弱く雇

用が不安定化しても解雇を恐れて

何も言えずにいる。女性がディー

セントな暮らしができるよう努力

し て い き た い」と 述 べ た。 

和田水穂代議員（UAゼンセン）

は、日本の課題は育児と仕事の両

立だと述べた。育休制度等があっ

ても退職する女性が多い理由とし

て、託児施設の不足、ワークライ

フバランス、均等処遇の問題を挙

げ、成功事例として妊娠中や育休

中の女性向けのミーティングや、

男性の育休取得促進を目指した有

給育児休暇の制度化を紹介した。 
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 ノラ・カン代議員（シンガポー

ル DBS労組）は、シンガポールで

は同一賃金、女性の意思決定レベ

ルへの参加、意見反映を目指して

取組んでいると述べた。また、毎

週金曜日は5時に帰宅するDBSケア

という取組みがあり、生産性の向

上につながっていると述べた。ミ

シェル・ベリーノ代議員（フィリ

ピン NUBE）は「非典型労働が増

え、その多くが女性で、社会的保

護がない。組合は、もっと女性に

焦点を当て、組合が女性のニーズ

を理解していることを女性労働者

に示すことが必要」と述べた。 

 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、イン

ド女性の労働参加率は世界的には

低いことを指摘しつつも、都市部

ではサービス業につく女性が増加

し、所得も増加し、南アジアで女

性ネットワークが活発に構築され

ていると述べた。 

 続くフロア発言では、花田代議

員（JP労組）が、環境整備や啓発

活動によって男性の育児休業取得

を推進する活動を報告した。イン

ドのパロミタは、組合のイメージ

が悪いため、女性が組合に参加す

るにも家族の理解を得るのが大変

だと述べた。マレーシアのマーガ

レット・チン代議員は、サバ銀行

従業員労組では既に40 for 40を達

成し、女性役員がリーダーシップ

を発揮していると報告した。 

 最後に小川UNI Apro女性担当部

長が「献身的でダイナミックな女

性リーダーからの経験を共有でき

て感銘した。南アジアから若い女

性が積極的に発言したのは、エン

パワーメントコースの成果だろ

う」と述べ、組合役員が常に女性

を第一に考えることが習慣づけ

ば、少しずつ社会的習慣を変えて

いける、とまとめた。 

 次に、レネ・オフレネオ・フィ

リピン大学教授の司会のもと、包

括的アジアに向けた社会契約を

テーマにパネルディスカッション

を行った。 

 まず大会背景報告「アジア諸国

における非正規雇用形態と派遣労

働：流れと課題」の著者であるメ

リサ・R・セラノ氏が東南アジア諸

国における非正規労働者の現状に

ついて発表した。 

 次に相原康伸UNI-LCJ議長がパネ

リストとして発言し、日本の労働

市場の特徴として企業別組合、終

身雇用、年功序列型賃金を挙げ

た。「正規と非正規に法的区別は

ないが、その労働条件の差は歴然

だ」と指摘した。対応として、非

正規労働者に関する法律が改正さ

れていることを報告した。「私た

ちがどういう社会の在り方を求め

ているのか、そのコンセンサスが

なければ組合の責任を果たすこと

はできない」と述べた。 

 ジョン・ウェスト理事は、日本

の非正規労働者問題について、研

修を受けることが出来ない、正規

労働者へ転換できない、優秀な人

材を無駄にしている、機会に格差

があるという問題点を示し、「政

府は平等な機会を与えるように取

組むべきだ」と提言した。 

 シャムスディン・バーダン専務

理事（マレーシア使用者連盟）

は、非正規労働者の保護と格差の

解消には政府の取組みが不可欠と

しつつ、労働者の雇用可能性改善

に向けて、社員のスキルアップ、

再訓練、スキルの認証を進めるよ

うに使用者に働きかけていると述

べた。また、「使用者団体として

雇用機会の提供が大きな役割だ

が、フレキシキュリティが空虚な

スローガンとならないよう、セ

キュリティを確保しなければなら

ない」と論じた。 

 ジョセフ・デブリュンUNI会長

（オーストラリアSDA）は、全ての

労働者に必要な権利として、1．合

理的な生活を営める賃金、2．有

給、育休等の基本的な雇用条件、

3．雇用の保障、4．安全衛生の確

保、5．退職後の安心できる生活を

挙げ、これら労働者の権利と組合

の権利が確保された上で最後に必

要なのは信頼関係のある社会対話

であると主張した。 

 プラヴィン・シンハ博士（イン

ドILERA）は「不安定雇用が増加し

たため、大部分を占めるサービス

産業もほぼ契約労働者や臨時労働

者だ」と述べた。組合は、交渉す

るために政府がプレゼンスを持っ

てほしいと考えている。「労働者

の保護は法律だけでは不十分で、

三者による社会対話が必要であ

る」と主張した。 

 ルーク・ヒー代議員（シンガ

ポールSIEU）は、低賃金労働の改

善に向けた「インクルーシブ・グ

ロース・プログラム」への政府の

拠出金を、企業は生産性向上に使

うことが出来るが、向上した分は

労働者に配分することが条件と

なっていると紹介した。 

 サラ・デロラヤ氏（フィリピン 

PALSCON）は「労働者派遣事業を信

頼ある業界に変えていきたい。メ

ンバー企業に対し、倫理的で信頼

出来る契約形態を奨励し、労働法

順守の要求だけでなく、ILO基準等

について注意喚起を行っている。

業界にフレキシビリティと生産性

の双方を提供し、それによりグ

ローバル化に対応する。アウト

ソーシングによって企業は中核的

業務に集中し、生産性を高め競争

力をつけることができる。私達は

組合や労働者の敵ではなく、パー
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トナーだ」と呼びかけた。 

 全パネリストが見解を述べた

後、フロア発言にて秋山庸子代議

員（UAゼンセン）が、西友労組に

おける交渉の成果として、一部の

パートタイマーを組織化し、会社

との交渉を通して昇給制度見直し

や休暇制度の充実などに成功した

経験を報告した。 

 加藤会長のまとめに続き、逢見

直人UAゼンセン会長がUNI Apro新

会長として承認された。逢見会長

は就任挨拶で、加藤前会長が示し

た方向性を継承・発展させること

を誓い、大会は閉会した。  

UNI Apro商業部会大会 
委員会 

 前回議事録、委員構成の変更を

確認、アルケ・ベシガーUNI世界商

業部会担当局長が、バングラデ

シュ縫製工場の事故後の対応と経

過について報告した。協定に未署

名の企業には締結を、参加企業に

は確実に実施させるようプレッ

シャーをかけていくと述べた。 

 

第4回UNI Apro商業部会大会 

 13カ国16組織、39人の代議員に

加え、オブザーバー、事務局等総

勢89人が参加した。 

 イアン・ブラッドソンUNI Apro

商業部会議長（オーストラリア 

SDA）は開会式で、「昨年の委員会

の後、仙台を視察し、国民の復興

に向けた希望を見た。バングラデ

シュでは、悲劇の中から協定が結

ばれるなど希望が見えた。諦めず

に粘り強く活動を続けていけば結

果が出せる」と挨拶した。 

 ウンUNI Apro地域書記長は、UA

ゼンセン、オーストラリアSDA、英

国USDAWの協力を得て作成した「小

売業の労働安全衛生小冊子」の刊

行を紹介した。「テスコロータス

では長い間労使間に問題があっ

た。NGOからの安全衛生問題の指摘

をきっかけに、労使対話を通じて

問題改善に努力したことで、労働

省から安全な職場として表彰され

るに至った。企業ブランドアップ

にも貢献し、会社からの信頼も深

まった」と成功例を披露した。

「これをモデルとして他の小売企

業にもアプローチし、労使対話の

きっかけとしたい。他のASEAN諸国

にも広めたい」と期待した。 

 アリス・チャンUNI Apro商業部

会担当部長は、商業多国籍企業を

中心とした組織化や労組ネット

ワーク構築、グローバル協定締結

交渉・実施確保等、過去4年間の取

組み状況及び成果を報告した。こ

の活動報告を受けて、八野代議員

（UAゼンセン）は、バングラデ

シュの事故に触れつつ、製造から

販売に至るサプライチェーンを代

表するGUF間の連携強化の必要性と

共に、労働条件改善に向けた信頼

関係に基づく労使関係構築の必要

性を訴えた。また、デブリュンUNI 

Apro会長は、最低労働時間設定、

割増賃金、若年層への特別賃金撤

廃等の取組みを報告した。 

組織化課題に立ち向かう 

 上記テーマのパネルディスカッ

ションで、橋本代議員は、UAゼン

センの半数を占めるパート労働者

の組合参加を促進しなければ運動

が空洞化すると懸念し、その組織

化が重要だと強調した。また、経

営者に対する敵対的アプローチ

と、友好的アプローチの2つの組織

化手法を説明した。ディーパ・パ

ラワジ代議員は、ネパールの流通

部門では、小規模の店で働くイン

フォーマル労働者が多く、流動性

も高いため、組織化が困難である

と述べた。UNICOME（商業労組）

は、最賃キャンペーン、使用者団

体との対話、若年労働者を惹きつ

けるための組合イメージアップ

キャンペーン、ハラスメント禁止

キャンペーン等を行うと共に、複

数ある商業部門の組合がライバル

としてではなく共闘できるよう調

整委員会を結成したと報告した。

マチガラン代議員は、マレーシア

UNI加盟協商業部会に結集する18の

組合の組織化状況について報告し

た。カン代議員（韓国KPSU）は、

テスコホームプラスの組織化や、

組合ニュースの配信や加入申込み

をスマートフォンのアプリを通じ

て可能にしたことを報告した。 

 フロアからは、タイのテスコ

ロータス労組委員長が、「労働省

から表彰されたのも、UNIや加盟組

合からのセミナー支援を通じたア

ドバイスや協力のおかげ」だと感

謝した。ライハ代議員は、グロー

バル協定が結ばれたH&Mでも、香港

では職場へのアクセス権が確立し

ていない問題を指摘した。 

 

ディーセントワーク（DW） 

 2つ目のパネルディスカッション

では、ドワイヤー代議員（オース

トラリア）が「DWには資本と労働

の建設的な関係が不可欠」だと

し、DWが確保されないと、余暇を

楽しむ余裕も無くなり、ワークラ

イフバランス（WLB）を欠く。WLB

の欠如は家庭不和の原因にもな

る。公正な賃金、労働時間・休暇

等の条件を改善に向けては組織化

が重要で、組合は不可欠だと強調
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した。鎌仲代議員（自動車総連）

は、日本の自動車販売における課

題として、成果優先とお客様至上

主義のため、常態化した長時間労

働や年休を取れないといった働き

方を挙げ、変革の取組みとして実

態把握調査と共に、意識改革キャ

ンペーンを実施していると報告し

た。チュア代議員は、DWには、雇

用創出、職場における権利促進、

社会対話が必要性だとし、シンガ

ポールにおける、政労使が連携し

た、専門職・管理職の権利促進、

高齢労働者の再雇用対策等の取組

みを紹介した。韓国KPSUのチュン

氏は、組合が多大なストレスを強

いられる感情労働の問題を重視

し、手当や休暇を実現したと報告

し、今後は、ストレスによる不妊

に苦しむ組合員のための不妊治療

休暇の有給化、新入社員に対する

適正な労働条件に関する啓発が課

題だと述べた。最後にウンUNI 

Apro地域書記長は、「組合のイ

メージを変え、存在感を高めるこ

とが重要。組合はパートナーだと

認識されなければいけない」とま

とめ、「スキルがない、財源がな

いから組織化できないという考え

は適切ではない。意志をもって活

動していこう」と呼びかけた。 

 大会は今後4年間の行動計画を採

択、UNI Apro商業部会委員会の新

委員と役員を選出し、閉会した。 

  

UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会大会 
 運営委員会では、議長代行を新

設すること、次回会議はUNI世界大

会と重ならないように11月か12月

中旬にバンコクで開催予定である

ことが確認された。 

 開会式では、開催国を代表し、

ウィラート・タイ郵便労組委員長

が参加者を歓迎した。スティー

ブ・デマテオUNI郵便・ロジスティ

クス部会担当局長はApro地域の郵

便・ロジスティクス事業は他地域

と比べて飛躍的に成長しているこ

とに触れ、大会では積極的な議論

を行ってほしいと激励した。タイ

に事務所を置くアジア太平洋郵便

連合（APPU）のソムチャイ所長

は、大会での議論を通じ、「共通

の成果、共通の理解をそれぞれの

国に持ち帰ってほしい」と呼びか

けた。最後に臼杵UNI Apro郵便・

ロジスティクス部会議長は、Apro

地域の郵便事業のあり方について

「ユニバーサルサービス（USO）の

維持と持続」、「新たな労働文化

の創造」の大切さを述べ、活発な

情報交換が今後の活動のヒントと

なるよう期待し、挨拶を終えた。 

 その後、大会背景報告を執筆し

たシャイレンドラAPPU講師が「新

たな経済における郵便事業」とい

うテーマで基調講演を行った。郵

便・ロジスティクス部門の課題を

様々な視点から見ていく必要があ

るとして、現在の郵便事業におけ

る危機的状況を克服するために

は、「デジタル化の力を借りた多

角化、利用者のコスト削減、持続

可能性とバランス」が重要だと述

べた。また、情報通信技術は利便

性、信頼性、革新的なサービス提

供で郵便サービスの近代化と多角

化を果たせるとし、これが競争者

とは異なる部分であり、ユニバー

サルサービス義務（USO）を郵便事

業者の社会的責任として捉えるこ

とが必要だと述べた。 

 伊藤UNI Apro郵便・ロジスティ

クス部会担当部長が大会議題と議

事規則を提案し、承認された。資

格審査委員にJP労組の寺嶋智子代

議員他3人が任命された。続いて、

伊藤部長、デマテオ局長がそれぞ

れ活動報告を行い、採択された。

フィジー、ミャンマー、オースト

ラリアから補足報告があった。

フィジーでは政治的混乱があり、

郵便事業も政府機関であるため、

労働者に影響が出ていることが報

告された。UNIやGUFを通じてこの

状況を打破したい、民主化を早期

に実現したいと訴えた。 

 ミャンマーにはまだ労組が存在

しない。今大会に来賓として参加

したミャンマーポストのング・

ティダ氏は、使用者側と労働者側

間の誤解がその大きな障壁と考

え、UNIがその誤解を解いてくれる

ことを期待していると述べた。 

 オーストラリアCWUは、内部の問

題によりUNIに加入できていない。

ボーナスの交渉などに取組み、成

果を挙げている。早期にオブザー

バーではなく、全面的に加入でき

るよう望んでいると述べた。 

 栗原啓UNI郵便・ロジスティク

ス・プロジェクト・コーディネー

ターは「FTAと郵便労働者のチャレ

ンジ」というテーマで報告し、

「FTAは郵便事業に悪影響を及ぼす

可能性が高く、国際的に連帯して

戦っていかなければならない」と

見解を述べた。 

 続いて「IPOと郵便労働者のチャ

レンジ」のパネルディスカッショ

ン1が行われた。マレーシアのUPCW

は、2011年の民営化以降労働力が

増加していることを示し、「郵便

量は減少しているが人件費は増加

している」と課題を挙げ、フラン

チャイズ化など、コスト削減の手

段を考える必要性を主張した。 

 シンガポールのUTESは、IPO後に

様々な新しい商品、サービスを提

供している。これについて「郵便

労働者は新たな環境に適応しなけ

ればならない。新しい商品、サー

ビスの提供には研修が必要であ

り、きちんと研修を受けられるよ

うにすべきだ」と述べた。 

 インドネシアのSPPIは、IPOが延

期されているが、2014年に自由化
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されることが決定しており、「自

由化すると高いスキルを有する民

間事業者に太刀打ちできない」と

いう問題があることが示された。 

 日本から、石川代議員（JP労

組）が「IPOは経営の自由度を確保

し、郵政事業の持続的発展をめざ

した投資を容易にするための手段

でなければならない」と述べ、顧

客へのサービスを拡充し、労働条

件の改善を目指して労使協議を進

めていくと報告した。 

 韓国のKPWUは、韓国では公務員

として郵政事業を運営していると

述べた。2000年には郵政事業の公

社化が法制化されたが、組合が大

規模集会を開催して阻止したこ

と、2008年からまた公社化が検討

されており、組合は反対している

ことが報告された。 

 資格審査委員会が、22組織16か

国、代議員31人（女性2人）、オブ

ザーバー18人（女性6人）、ゲスト

43人、スタッフ8人と報告した。 

 「ブレイキングスルー：郵便・

ロジスティクス労働者の組織化の

チャレンジ」というテーマで2つ目

のパネルディスカッションが行わ

れ、ベトナムのVNUPTWは「組合の

役割は従業員の権利や雇用の確

保、研修の提供、従業員が病気な

どの場合の支援を行うことだ」と

述べた。使用者側との話し合いに

より余剰労働者への財政的支援が

決定し、その他サービスの発展に

も努めていると報告した。 

 台湾のCPWUは「組合員の権利を

守るために団体交渉が重要なポイ

ントとなり、格差の縮小に向けて

取組んでいる。組織の将来のため

にチェレンジするには信頼は非常

に重要だ」と述べた。 

 インドのFNPOは、郵便事業者は

変化が求められており、管理の仕

方、経営の仕方を変える必要性が

あると強く訴えた。また、労働運

動の将来の担い手である青年の組

織化が重要であると述べた。 

 インドネシアのリンフォックス

労組は、使用者側と良い社会パー

トナーシップが構築されており、

常に社会対話をしていると報告し

た。一方でディーセントワークを

求めて闘っており、継続的な支援

を求めた。 

 インドポストでは女性の比率が

高くなっている。「女性の大半が

職場で何らかの問題に直面してお

り、問題解決と組織化に取組んで

いる」とソマ代議員が報告した。 

 ニュージーランドのEPMUは他国

とは状況がかなり異なると主張し

た。政府が配達日数を週3日にする

ことを提案しており、組合はそれ

に対して職が失われること、社会

的弱者はまだ郵便を必要としてい

ることを政府に訴えている。 

 インドネシアDHLは組織率が56%

となり、経営側との交渉プロセス

に入ったと報告された。 

 続いて伊藤部長がUNI Apro郵

便・ロジスティクス部会活動計画

と規約改正を提案し、採択され

た。部会役員選挙では、臼杵議長

が退任し、新議長に小俣JP労組新

委員長の就任、改正された規約に

基づき議長代行にリー・ハング韓

国郵政労組委員長の就任等が確認

された。 

最後に結びの言葉として、臼杵議

長が「ユニバーサルサービスを守

り、郵便事業の社会的性格を守る

ことが郵便労働者の責務だ」と述

べ、加盟組織にこれまでの協力を

感謝し、閉幕した。  

 

UNI  Apro 印 刷・パ ッ

ケージング部会大会 

 8カ国15組織、14人（男性11人、

女性3人）の代議員を含む計46人が

参加し、UNI Apro印刷・パッケー

ジング部会大会が開催された。 

 ロレイン・キャシンUNI Apro印

刷・パッケージング部会議長は開

会の挨拶で、参加者を歓迎した。

ウンUNI Apro地域書記長は「この

地域の印刷・パッケージング分野

は、まだ未組織労働者が多い。今

回の大会は地域の部会再興という

意味で大きな意味を持っている。

私自身が、UNI Apro印刷部会担当

部長として、しっかりとサポート

を行う決意だ。活動基金を通じて

財政面でも大きく支えていきた

い。覚悟を決めて戦略を共につ

くっていこう」と挨拶した。 

 アンディ・スノッディUNI印刷・

パッケージング部会担当局長は

「新聞・出版分野で技術革新が進

んでいる。今後も新聞・雑誌の販

売部数は減少するだろう。今年、

英国でキンドルの電子書籍が初め

てハード書籍の販売を上回ったと

発表されており、印刷を取巻く状

況は厳しい。アジアでは、アム

コールが生産拠点を倍増する計画

がある。我々の中心は組織化だ。

2007年から一連のプロジェクトが

あり、多国籍企業を中心にセミ

ナーを行っている」と報告した。 

 竹井京二副議長（全印刷）は、

「自民党政権下で状況は非常に厳

しいが、ゆるぎない雇用の確保を

基本に据え、セキュリティ印刷は

国の責任で実施すべき点を確認・

発信していく」と述べ、国会議員

対策や連合を中心とした共闘組織

対策など、戦略をまとめて運動を

強化していくと報告した。 

 ジ ョ ー ジ・コ リ ン 代 議 員

（ニュージーランド）は「デジタ

ル化が進み、5年後に新聞が存在す

るかどうかも分からない。反労組

的な保守政権によって、労働条件

が引き下げられている」と訴え

た。またネパールの参加者は「イ

ンフォーマルな雇用形態が多く、

職場によっては雇用関係が明確で
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はない。労働法を実効化するため

のキャンペーン、組織化、労働者

の技能研修を行っている」と報告

した。イカ・ユリアンティ代議員

（インドネシア）は「ASPEKに加盟

する印刷産業の組合が協力して印

刷労働者の賃金や社会保障を向上

させる取組みをしている。キンバ

リー・クラーク、アムコールの組

織化を進めている」と報告した。

ま た、イ ン ド ネ シ ア の キ ン バ

リー・クラーク労組委員長は、去

年ようやく労組結成と30％の賃上

げを獲得したことを報告し、600人

の組合員のうち半数を占める派

遣・契約労働者の正規雇用化と、

社会保険や夜間手当の未払い問題

に取組んでいると述べた。 

 キャシン議長は、オーストラリ

アの状況について「グラフィカル

部門では、従来型の企業で組合員

数が減少しているが、オンライン

出版やウェブ製作会社で組合員数

を増やしている。一方、オンライ

ン化が進む新聞部門は大幅な人員

削減があり、状況は極めて厳し

い」と述べ、反労組政策をとる保

守政権が「生産性とフレキシビリ

ティ」という言葉を使い、労働組

合が同国の発展を阻んでいるとい

うネガティブ・キャンペーンを

打っており、これに対抗しなけれ

ばならないと訴えた。 

 続いて大江史浩代議員（新聞労

連）が、日本の新聞業界の現状と

課題、組合の活動を紹介した。新

聞業界全体で部数と売上が大幅に

減少し、従業員数も2000年の5万

6,500人から2012年の4万4,300人と

大きく削減したこと、その原因と

して大手新聞社では1990年代から

人件費抑制を目的に、印刷部門は

ほぼ別会社化された点に言及し

た。もともと職種別ではなく企業

別の組合だったので、別会社とな

ると組織化ができなくなり、別会

社の社員に各社で組合を立ち上げ

てもらう、その組織化の促進とサ

ポートを行っていると報告した。 

 釣本利幸オブ（印刷労連）は、

「印刷労連は8月30日に大会があ

り、UNI正式加盟の決定がなされ

た。各国の皆さんと連帯と情報交

換を図っていきたい」と挨拶し、

印刷労連の組織紹介を行うととも

に、日本の印刷関連産業の状況は

厳しいものの、電子書籍やなど、

将来性ある分野についても言及

し、労使が一体となって印刷産業

の課題解決に取り組むことが重要

であると主張した。 

 アラン・テートUNI SCORE担当局

長がUNI SCOREの趣旨を説明した。

AMCOR組織化の状況も報告され、同

様に支援を必要としているところ

には支援を行いたいと発言があっ

た。また、多国籍企業の中でいか

に労組同盟を構築し、すでに存在

するところではいかに強化してい

くかが重要であると述べた。 

 UNI Apro印刷・パッケージング

部会委員会は、今までは同部会の

欧州委員会に合わせて開催されて

きたが、次回以降はApro地域で開

催する提案が出され、確認され

た。アンディ・スノッディ担当局

長は、次期主要目標について次の

通り提案した。実行可能な計画と

して、①オルグの強化（オルグ担

当者の育成・管理）、②グローバ

ル協定の締結、③組織化キャン

ペーン、④ネットワークの構築と

強化、⑤組織化の5点が挙げられ、

採択された。 

 

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。  

UNI global union 

〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台3-6 全電通会館6F 

Tel: 03-3219-2159 
Fax: 03-3257-0839  
tokyo@uniglobalunion.org 
http://tokyo.uniglobalunion.org 
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