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UNI Apro印刷・パッケー

ジング部会委員会、東京

で開催 

 2014年4月10日、都内の印刷博物

館の研修室で、UNI  Apro印刷・

パッケージング部会委員会が開催

され、タイ、マレーシアの同部会

副議長、印刷労連、全印刷、UAゼ

ンセン、新聞労連の代表等、総勢

約40人が出席した。また大日本印

刷労働組合の別府直之委員長が初

めて参加した。 

 今回、ロレイン・キャシン議長

が来日できなくなったため、竹井

京二副議長が議長を務めた。相原

康伸UNI-LCJ議長からの歓迎挨拶の

後、同部会担当部長を兼任するウ

ンUNI Apro地域書記長が「各国の

状況を共有し、どのような戦略が

有効か、共に見極めていこう」と

開会挨拶を述べた。続いて、アン

ディ・スノッディUNI世界印刷・

パッケージング部会担当局長が、

世界的産業動向と組合の対応につ

いて紹介し、昨年9月に部会大会で

採択された行動計画の進捗状況に

ついて報告した。 

 

各国報告 

1．マレーシア 

 スーサイ・ラジャ・サバルムス

副議長（NUNW書記長）が、新聞社

でのオンライン版への移行に伴う

人員削減や、組合への嫌がらせの

事例を報告した。一方、組合規約

を改正しオンライン版の労働者も

組織化可能になったことや、年内

にほとんどの新聞社の組織化に着

手予定であるとも述べた。 

2．タイ 

 アムニャイ・イエムラクサ副議

長（キンバリー・クラーク労組委

員長）が、多国籍企業組織化の状

況について報告し、良好な労使関

係が組合強化の鍵だと強調した。 

 

3．インドネシア 

 ク ン・ワ ル ダ ナ・ア ビ ョ ト

（UNI Aproインドネシア担当）

が、日系企業も含めた多国籍企業

の組織化について説明し、生産性

向上に果たす組合の役割をアピー

ルしていきたいと述べた。 

 

4．インド 

 アンジャリ・ベデカーUNIイン

ド加盟協コーディネーターから、

非正規労働者の組織化が課題であ

ること、同国のナショナルセン

ターと連携し組織化やマッピング

を進めている状況が報告された。 

 

5．日本 

 印刷労連の田倉正司委員長代行

は、環境及び安全衛生の取組みに

ついて説明した。健康障害防止対

策や環境問題対策の業界指針が実

施されるよう、各加盟労組から使

用者側へ働きかけを行っていると

報告した。  

 新聞労連の大江史浩書記長は、

春闘でのワークライフバランスに

関わる要求項目として、長時間労

働の抑制、サービス残業の防止、

育児・介護休暇の充実等を掲げて

いると報告した。 

 全印刷の田中徳組織部長は、今

後の労使関係のあり方として、組

合員が達成感、満足感等を得て自
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己実現を図る機会を当局が提供

し、組合はその環境づくりに取組

むという考え方を示した。 

 ウンUNI Apro地域書記長は「タ

イのキンバリー・クラーク労組

は、経営と良好なパートナーシッ

プ労使関係を構築して組合も力を

つけた成功例であり、これを手本

に他の企業でも労使関係構築を進

めていきたい」と総括した。 

 海外からの参加者は翌日、全

印刷の協力を得て国立印刷局滝野

川工場を視察し、日本の最先端の

造幣技術を見学するとともに、同

工場における労働環境等につい

て、熱心に質問した。 

 

 

ADB総会セミナーでワー

カーズキャピタルにつ

いて発言 
 UNI Apro金融部会は、GUF代表

団の一員としてアジア開発銀行

（ADB）年次総会に毎年参加して

いる。今年の第47回総会は、カザ

フスタンの首都アスタナで2014年

5月2～5日に開催された。UNI-LCJ

からは、田原將一UNI Apro金融部

会議長を団長に、全信連から日下

芳朗、田中一浩両中央執行委員、

西村卓洋書記長、須磨勇介書記次

長の4人、伊藤栄一UNI-LCJ事務局

長が参加した。 

 

カザフスタンという国 

 首都アスタナは1998年に草原に

突然建設された全く新しい都であ

る。カザフスタンの発展は凄まじ

く、2005年に570億ドルだったGDP

は、2013年は2200億ドル以上と

なっている。石油、ガス、金等の

鉱物資源がこの発展を支えている

が、今回のADB総会では資源依存か

らの脱却と経済の多角化が強調さ

れた。 

 

第47回年次総会 

 ADBの任務は、アジアの貧困撲滅

である。例えば2013年度は210億ド

ルの資金がインフラ、教育、エネ

ルギー開発、農業支援等で、各国

に貸し出された。ADBの原則は、包

括的経済成長、環境的持続可能

性、地域統合である。今総会に

は、麻生太郎財務相、黒田東彦日

銀総裁が出席し、日本政府による

防災を中心にした融資の開始を宣

言した。その他、中国がアジアイ

ンフラ投資銀行を新たに設置、ADB

と競う形で途上国融資を開始する

可能性がある。ADBは中国に対し、

投資銀行を設立するならば、環境

や労働において国際基準を順守す

るよう呼びかけている。  

 

市民社会プログラム：GUFセミナー  

 総会に併せて各種セミナーが開

催され、GUF（UNIとPSI）をはじ

め、市民社会組織、NGOも多く参加

している。今回は「インクルーシ

ブな成長を通じた社会的利益」と

いうテーマの下、田原UNI Apro金

融部会議長が「年金：持続可能

で、社会的責任のあるPPP（パブ

リック・プライベート・パート

ナーシップ）プロジェクト」とい

う演題で講演した。年金基金が

ワーカーズキャピタルとして存在

する以上、労働者や労働組合が公

正な金融市場を確立する社会性を

認 識 す べ き だ と し、コ ミ ュ ニ

ティー投資を紹介した。ワーカー

ズキャピタルの運用は、企業や団

体の健全な発展を促進し、持続可

能な社会形成を目指さねばならな

いという主張は、セミナー参加者

に受け入れられた。 

 

市民社会組織とADB幹部との会議  

 中尾武彦ADB総裁が出席し、GUF

等市民社会組織と対話を行った。

ジャヤスリ・プリヤラルUNI Apro

金融部会担当部長からの「金融包

摂は重要だが、ADBはどのような方

法でそれを行おうとしているの

か」との質問に、中尾総裁は、マ

イクロファイナンス支援等の例を

挙げ、「ICT技術の浸透により、今

では携帯電話を駆使し様々なビジ

ネスができるようになった。ベン

チャーの機会を与えるべく支援し

たい」と答えた。 

 代表団は、その他にも「インク

ルーシブな成長に向けた財政政策

のてこ」、「現実へのビジョン：

PPPを機能させる」、「脆弱性を減

らす－過去の危機から学ぶ」、

「アジア債券市場という願望を満

たすことは可能か」、「ADBの効果

測定」、「革新的なアジア：知識

経済を前進させる」等のセミナー

に出席して見聞を広めた。 
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UNI Apro女性、ケープ

タウンに向け連帯強化 
 2014年4月4～5日、シンガポール

でUNI Apro女性フォーラム、UNI 

Apro女性委員会が開催された。 

 

UNI Apro女性フォーラム 

 フォーラムでは、部会担当部長

を交えた部会別グループ討議や、

小地域毎に課題を設定したグルー

プ討議を通じ、様々な意見交換及

び経験共有が行われた。 

 部会戦略の実施にあたって女性

委員が果たすべき役割や、部会活

動へのさらなる関わり、女性委員

会との連携等について活発に意見

が出された。また、東アジアグ

ループは9月末に台北で開催予定の

東アジア労組フォーラムのテーマ

について、東南アジアグループは

ASEAN女性と子供の権利の保護・促

進委員会の活動とASETUCとしての

意見提起について、南アジアグ

ループは女性リーダー育成と効果

的なコミュニケーションについて

議論した。 

 「若い女性をいかにエンパワー

し、組織し統合していくか」の

テーマでは、日本から宮原千枝委

員（情報労連）が、学生と社会人

が「働くこと」を話し合うコミュ

ニティ「明日知恵塾」及び女性役

員と男女平等参画推進担当者の

ネットワーク作りと情報交換の場

「お茶の水フォーラム」について

紹介した。UNI Aproが実験的に南

アジアで始めようとしているメン

ター制度の参考とするため、安田

晶子委員（損保労連）は、会社で

実施されている男性役員メンター

と女性メンティの取組みについて

報告した。 

 2014年12月のケープタウンでの

UNI世界女性大会に向け、5つの動

議案の内容についてテレーズ・ブ

ライアント世界女性委員会副議長

から解説があり、UNI Apro地域か

らも積極的に参加・発言していく

ことを確認した。参加者は休憩時

間に、アフリカの女性の闘いを称

える歌を練習し、ケープタウンへ

の士気を高めた。 

 

UNI Apro女性委員会 

 翌5日、第15回UNI Apro女性委員

会が開催された。開会式でウンUNI 

Apro地域書記長は、マレーシア

DiGi労組のカリナ・ウォン委員長

と、バングラデシュ・グラミン

フォン労組のマスッド書記長及び

アディバ・チョードリー広報担当

を紹介、歓迎した。両労組ともテ

レノール子会社の組合だが、経営

側からの嫌がらせを受けてもな

お、従業員を代表し経営側と交渉

するため、組織化を続けており、

女性委員会は女性リーダーの勇気

ある闘いに敬意を表した。 

 前回委員会で日本から指名する

ことになっていた副議長には、損

保労連の安田中央執行委員が確認

された。また、UNI Apro女性委員

会として、韓国KHMUの医療制度民

営化反対闘争への支援メッセージ

を送ることとした。 

 各国報告では、日本から和田水

穂委員が連合及びUAゼンセンの男

女平等参画推進計画について報告

し、組合が妊娠中の女性の権利に

ついて主張し続けたことで、マタ

ハラの概念が社会的に認知される

に至ったと述べた。宮原委員は、

情報労連で第二次男女平等参画推

進計画が策定され、組合は総力を

挙げて取組んでいると述べた。安

田副議長は、あいおいニッセイ同

和労組では女性活性化プロジェク

トを設置して組合活動を通じた問

題解決や女性組合員同士のネット

ワーク作りを行い、女性組合員が

生き生きと働き続けられるよう支

援していると報告した。花田美和

委員は、JP労組で女性組合員数と

女性役員数が着実に増えている現

状を示した。 

 

 

男女賃金格差の解消を

強力に訴えていこう 
 2014年3月27～28日、スペイン・

マドリッドでUNI世界女性委員会が

開催され、UNI Aproから、テレー

ズ副議長（オーストラリアSDA）、

リン委員、リン・オブザーバー

（台湾CTWU）、小川UNI Apro機会

均等部長が出席した。 

 初日は、今年12月のケープタウ

ンでのUNI世界女性大会に提起する

戦略計画と、「女性に対する暴

力」、「女性と健康」、「男女賃

金格差」、「平等な社会」に関す

る動議案を議論した。ベロニカ・

フェルナンデス機会均等局長は、

男女賃金格差啓発キャンペーンを

開始する計画を発表した。世界平

均で女性の賃金が男性より23％低
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い統計を引用し、この差を視覚的

に訴えるポスター案を紹介すると

共に、委員からも啓発キャンペー

ンのアイデアを募った。デニス・

マクガイア議長は、「ジェニング

ス書記長は、次のダボス会議で世

界のCEOや各国首脳に対し『男女賃

金格差解消のためにどのような行

動を起こしているか？』と追及す

る意気込みだ。組合もこの問題に

関して、更に圧力をかけてほし

い」と述べた。また、各地域の委

員からの様々な意見に感謝し、

「動議はあくまでも言葉に過ぎな

い。世界を変えるのは言葉ではな

く行動」と述べた。 

  パトリシア・ナイマン委員は、

ホスト国南アフリカを代表して世

界女性大会の準備状況を報告し

た。手作り小物に「女性の健康に

関するしおり」を付した土産や、

ヘッドスカーフのアフリカ風巻き

方講座、デモ行進等、女性大会参

加者のための企画を紹介し、アフ

リカ女性の粘り強さと行動力を示

す大会にしたいと語った。 

 

 

 

 

 

スポーツ選手も労働者 
 ウォルター・パーマーUNIスポー

ツ部会担当局長が来日し、2014年4

月14日、UAゼンセン、情報労連、

自動車総連を訪問した。同部会の

活動や目的について紹介し、企業

に雇用されているスポーツ選手の

状況について意見交換した。日本

の企業の中には、スポーツ選手を

従業員として雇用したり、チーム

のスポンサーになっているところ

がある。 

 パーマー局長は、スポーツ選手

も労働者であり、権利は守られな

ければならないと強調した。

「ファンはたいてい、稼ぎの良い

少数のスター選手に注目するが、

クラブチームや使用者から一方的

で困難な労働条件を強いられ、生

計を立てることすら必死な多くの

スポーツ選手がいる」と述べた。 

 また、連合の前会長、高木氏

（現全労済協会理事長）や、神津

連合事務局長を表敬し、日本の労

働運動が、2020年東京オリンピッ

クを成功させ、またスポーツ選手

のみならず、建設労働者、清掃員

を含む、オリンピックに関わる全

ての労働者の権利が守られるよ

う、早急に日本オリンピック委員

会との対話を始めることを要請し

た。パーマー局長は、ロンドンオ

リンピックやワールドカップ等大

規模なスポーツイベントと開催国

労働運動及び国際労働運動の関わ

りについて、情報を共有した。 

 

UNIケア部会、日本の介

護労働者について理解を

深める 

 2014年3月31日、カースティ・

マックリーUNIケア部会シニア・

コーディネーターと、アリス・

チャンUNI Aproケア部会担当部長

が来日した。マックリー・コー

ディネーターは、今年1月にケア部

会の担当に着任以来、各国のケア

労働者の組合の状況を視察してお

り、今回は来日前に韓国の組合も

訪問した。 

 4月1日、医療介護分野の労働者

を組織するUAゼンセンを訪問し、

橋本和秀UAゼンセン副書記長か

ら、日本の福祉分野の産業・雇用

状況に関する説明を受けた。ま

た、島卓総合サービス部門執行委

員は、同組織における医療・介

護・福祉部会の活動について紹介

し「介護保険を持続可能な制度に

することは労使双方の関心であ

り、労使の共通認識を作る場作り

に取組んでいる」と説明した。 

 午後にはUAゼンセン介護クラフ

トユニオン（NCCU）を訪問し、陶

山浩三会長をはじめ同組合職員か

ら、組織化の取組みや、NCCUが実

施している介護労働者の就業実態

調査について概要を聞いた。 

 4月2日には、NCCUに加盟する都

内の高齢者介護施設・ニチイケア

センターしろかねを訪問し、同社

労使代表との懇談を行った。施設

の運営体制・事業活動、職場にお

ける組合活動について説明を受け

た後、意見交換を行った 。  
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UNI Apro執行委員会、

マレーシアDiGi労組の

勝利を祝福  
 2014年4月6～7日、シンガポール

で第27回UNI Apro運営委員会、第

18回UNI Apro執行委員会が開催さ

れた。開会にあたり、逢見直人UNI 

Apro会長は、全世界で格差と非正

規労働が拡大している中、米国型

グローバリズムや価値観の押し付

けに、きちんと対応していかねば

ならないと挨拶した。 

 鈴木則之ITUC-AP書記長は「組合

の成長」、「持続可能な雇用、安

定した収入、社会的保護」、「権

利の実現」といった、今年5月の

ITUC世界大会の議題を概説、GUFと

協力し組織化を推進していくと述

べた。 

 続いて、UNI Apro執行委員会と

して、マレーシアのDiGi労組承認

投票勝利を祝福し、カリナ・ウォ

ン委員長とモハメド・シャフィー

加盟協議長らの粘り強い組織化の

努力を称えた。また、テレノール

及びDiGi経営側に、組合をパート

ナーと認め、団体交渉に応じるよ

う要請する決議を採択した。ウン

地域書記長は、パートナーシップ

労使関係の重要性を訴え、DiGi労

組役員を激励し続けた情報労連及

び野田三七生UNI Apro ICTS部会議

長の支援に感謝した。 

 第4回UNI Apro地域大会・女性大

会については、ウン地域書記長か

ら2015年12月にカトマンズで開催

することが提案された。2015年は

ASEAN経済共同体が成立する年であ

り、労働運動が介入し社会的側面

を確保しなければ、労働者に負の

影響がもたらされると主張した。 

 またジェニングスUNI書記長は、

第4回UNI世界大会・女性大会につ

いて準備状況の報告を行うととも

に「ローベン島視察、現地加盟組

合との交流や文化体験を通じ、闘

争の歴史と成長するアフリカを実

感してもらいたい」と述べた。イ

ンドのミリンド・ナドカルニ委員

は、「南アで人種差別を受けなけ

ればガンジーは生まれなかった。

人間尊重を再認識する大会になる

だろう」と発言した。 

 ケープタウンで正式に結成され

るUNIスポーツ部会の取組みについ

て、ウォルター・パーマー局長及

びFIFPro（国際プロサッカー選手

会）アジア・オセアニア支部のブ

レンダン支部長らから報告があっ

た。パーマー局長は、選手自身に

組合の必要性を理解させることが

重要だと述べ、アスリートの多く

は低収入であり、不安定雇用、短

い選手生活・引退後の生活不安、

怪我等のリスクと闘う「労働者」

であると強調した。また、八百長

試合、選手に不利な移籍制度、

ドーピング検査の非効率性とプラ

イバシー侵害、肖像権、スポーツ

の商業化、ガバナンスといった共

通課題に対し「労働者としての声

をあげ団体交渉する」ことを目的

とした2011年のニヨン宣言採択以

来、100を超えるスポーツ団体に参

加を働きかけてきたこと等を報告

した。 

 UNI Aproブレイキングスルー戦

略の2013年度活動について、ラ

ジェンドラ・アチャリャ労組強化

部長及び玉井諭組織化担当部長

が、重点多国籍企業の組織化状況

を報告した。相原康伸UNI-LCJ議長

は、「全信連、印刷労連を仲間に

迎えた。今後も粘り強く組織拡大

に努めていく」と述べた。田原將

一UNI Apro金融部会議長は、UNI-

LCJ金融部会の組織化状況について

報 告 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が構築されて

いるベトナムのメトロC&Cは外資企

業労組のモデルであり、八野正一

UNI世界商業部会副議長が同社の社

長と会談する等、UNI Aproの取組

みにも好意的であると述べた。 

 グローバル枠組み協定の成功例

と教訓から学ぶセッションでは、

テレノールが協定を締結したにも

かかわらず、マレーシア子会社

DiGi及びバングラデシュ子会社グ

ラミンフォン、タイ子会社DTACに

おける組合拒否や役員への脅迫、

組合潰し等が行われている実態が

各労組から報告された。 

 小俣利通UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会議長は、アジア太平

洋郵便連合（APPU）との間で構築

してきた協力関係を、中国郵政出

身のリン新事務局長体制下でも継

続することが鍵であると述べた。 

 マグダレン・コーンUNI Apro 

MEI部会部長は、アジア太平洋放送

連合（ABU）との協定締結を後押し

した日放労に感謝し、労働安全衛

生をテーマに、3月に共同セミナー

を開催したことを報告した。 
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UNI Aproメディア部会、

UNI MEIマレーシア結成

を支援  
 2014年3月4～5日、クアラルン

プールで第1回UNI Apro MEI(メ

ディア）部会委員会が開催され、9

か国33人が出席した。日本から

は、中村正敏副議長に代わり、日

放労の望月篤史副委員長が出席し

た。5日午後はABUと労働安全衛生

に関する共同セミナーが開催され

た。また委員会は、地元マレーシ

アでメディア関係労組の労連形成

を目指す作業グループ（UNI MEIマ

レーシア）の結成にも立ち会っ

た。 

 クリストファー・ウォーレン議

長（オーストラリアMEAA）が欠席

のため、アン・ワーライ副議長

（シンガポールSUBE）が議長を代

行し、「重要な出来事がメディア

を通じて世界に発信され、世界を

変えることもできる。国・地域を

超えた経験を交流し、それぞれの

組織化に活かしてほしい」と挨拶

した。 

 マグダレン・コーンUNI Apro 

MEI部会担当部長は、香港ディズ

ニーランド・キャスト労組が正月

三ヶ日の労働に対する割増賃金を

獲得したこと、UNI Apro MEI部会

加盟組織の団体協約の情報共有を

始めたこと等の成果を報告した。 

 モハメド・シャフィーUNIマレー

シア加盟協（UNI-MLC）議長は、同

国では過半数を組織後も使用者か

ら承認を拒否され労使関係法に従

い秘密投票に持ち込むケースもあ

ると説明した。その中で、TV3労組

を中心に、UNI-MLCが組織した5組

合を含む11のメディア関連労組が

作業グループを設立するに至った

経緯を報告した。また「組織化は

ボレ！（やればできる）の精神

で、組合に理解のない使用者と組

合加入を恐れる従業員の双方を地

道に説得することが重要」と述

べ、会場から連帯と支援の拍手が

送られた。メディアプリマ（TV3は

そのグループ内企業）では良好な

労使関係があり、2010年に同社が

海外投資を始めた際にも、どの国

でも適切な労働条件を確保するよ

う求めた組合及びUNIの主張が受け

入れられた。カイルザマンTV3労組

委員長は、こうした流れを背景

に、UNI MEI部会初のグローバル協

定が締結されたと説明した。 

 インドネシアからは、2010年ア

ンタラ通信社とグローバル協定を

締結後も、経営側が第二組合を作

る等困難な時期もあったことが説

明された。しかし、取締役会メン

バーがグローバル協定の主旨を理

解するメンバーに変わってから

は、労使関係は徐々に好転し、直

近の交渉も1ヶ月で終了、経営計画

の議論に労組代表も参加する等、

成果が報告された。 

 小川UNI Apro機会均等部長は、

世界で未だに根強いジェンダー差

別や暴力を無くすため、人々の意

識変革に影響を及ぼし得るメディ

アの倫理的役割に期待すると述べ

た。また、組合も多様な働き方や

ワークライフバランスを男女共に

奨励することで、より多くの女性

が活躍できると強調した。 

 アンジェリーナ・アルゲレス委

員（フィリピンNABU）は職場のセ

クハラ撲滅の取組みについて、ア

ニタ・ビンドゥ委員（ネパール

UNIME）は、中小メディア企業にお

ける間接差別（女性の低賃金、女

性トイレ・育児施設の不備等）の

実態を報告した。 

 ヨハネス・ストゥディンガ―UNI 

MEI部会担当局長は、インド映画産

業における25の職業別労組間の結

束を強めて、米企業も入っている 

プロデューサー連盟との交渉力を

高めるため、共通に取組める緊急

課題として安全衛生を取り上げた

と報告した。 

 イアン・ブル氏（ラジオニュー

ジーランド労組・リサ委員代理）

による安全衛生ガイドラインの基

本原則紹介の後、優良事例として

望月日放労副委員長から、NHKの安

全衛生体制について報告を受け

た。また、ゲストのベルギーLBC-

NVK労組のクン・ドリーズ氏は、メ

ディア／視聴覚部門の産別交渉に

ついて報告した。 

 最後にマグダレン部長が、2014

年の活動計画を提案し、委員会は

これを確認した。委員会終了後、

シャフィーUNI-MLC議長は、作業グ

ループのメンバーを紹介し、設立

を会議参加者と共に祝った。 

 

 

インドネシア郵便労組

セミナー:日本郵政IPO

に関心 
 2014年2月21～22日、バンドンで

UNI Apro郵便・ロジスティクス部

会／JP労組／インドネシア郵便労

組（SPPI）共同セミナーが開催さ

れた。JP労組は、UNI Apro郵便・

ロジスティクス部会の活動と協力

し、毎年インドネシア、フィリピ

ン、インド、タイでセミナーを開

催している。今年のインドネシア

郵便労組とのセミナーには、JP労

組の山中小春・四国地本高知連協

土佐東支部女性フォーラム副議長

が参加した。プログラムは、SPPI

セミナーを中心に、インドネシア

社会・労働運動の様々な側面を見

聞できるように構成された。 

 

SPPI共同セミナー 

 ジャヤ・サントサSPPI委員長か

らの歓迎挨拶、伊藤UNI-Apro郵

便・ロジスティクス部会担当部長

の挨拶に続き、山中氏が登壇し、

「日本郵政の現状」と「JP労組の
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活動と交渉システム」という2つの

テーマで講演した。バンドンを中

心に、べカシ、スカブミ、チラボ

ン等、西ジャワ地方から約40人が

集まり、非常に多くの質問が出さ

れた。①日本郵政では小包の伸び

が著しいが、なぜか。これをポ

ス・インドネシアに適用すること

は可能か。②公共料金の引受業務

はあるか。③日本郵政IPOの進み具

合は。④JP労組の活動の財政的基

盤は何か。組合費だけか。⑤イン

ドネシア郵便労組の場合、労働協

約はあるが、それをどう実施させ

るかが問題である。日本ではどう

か。⑥女性差別はあるか。どのよ

うに女性の力を組合内で増大して

いったらよいか。予定時間を大幅

に超過するほど活発に質疑応答が

続いた。特にIPOについては多くの

関心を引いた。最近のCEO交代に

よって2015年という目標日程は消

えたものの、ポス・インドネシア

においても、IPO自体は今なお存続

するテーマだからである。 

 

べカシ・チカラン・ロジスティク

ス労働者ネットワーク 

 UNI Apro郵便・ロジスティクス

部会は、郵便部門とロジスティク

ス部門、2つの部門の組織化を課題

としている。郵便部門の組合組織

率は高いが、ロジスティクス部門

の組織率は極めて低い。唯一例外

はインドネシアである。ここで

は、DHL、リンフォックス、APロジ

スティクス、GACロジスティクス、

タッパウェアの5社の労組が中心と

なって、べカシ・チカラン・ロジ

スティクス労働者ネットワークを

組織し、部門別最低賃金、組織拡

大等の取組みを進めている。2月20

日リンフォックス社内会議室で、

セミナーが開催され、30人が集

まった。まずリンフォックス側か

ら労働安全衛生の取組みの発表が

あり、その後サブトAspek書記長が

ロジスティクス部門の組織化につ

いて講演、続いてスダルマント・

ベカシ・チカラン・ロジスティク

ス労働者ネットワーク議長から挨

拶があった。リンフォックス経営

側からは「リンフォックス労使で

の労働協約締結は、大変喜ばし

い。労使間の良好な意思疎通や、

労使が常にポジティブな思考で全

てに対応していることが、今回の

協約締結に結びついた」との話が

あった。続いて山中氏からJP労組

の活動について講演があり、質疑

応答を行った。 

 

ポス・インドネシアCEOを表敬 

 24日朝に山中氏は、最近ポス・

インドネシアのCEOに就任したブ

ディ・セチアワン氏を表敬した。

インドネシアと共通するテーマと

して、日本郵政のIPOをめぐって質

問が出され、状況を共有した。 

 

終わりに 

 今回、Aspek青年部が支援する孤

児院、バンドンの社会研究団体

AKATIGA、郵便労働者の家庭等を訪

問した。訪問を通じて、山中氏は

多くの新しい経験をし、インドネ

シアの仲間たちもJP労組の新しい

息吹を感じることができた。今後

のJP労組の国際交流の幅をさらに

広げていく上で、今回の訪問は非

常に有意義であった。 

 

インド郵便労連、単組の

結束と次世代育成が鍵 
 2014年4月19～20日、カルカッタ

で、インド郵便労連（FNPO）リー

ダー育成を目的として、UNI Apro

郵便・ロジスティクス部会／JP労

組／FNPO共同セミナーが開催され

た。全国からFNPO傘下9労組の書記

長をはじめ300人が参加したこの大

規模なセミナーには、JP労組から

伊藤祐真・中国地本北広島支部

ユース副議長が、伊藤UNI Apro郵

便・ロジスティクス部会担当部長

とともに参加し、「JP労組の活動

と日本郵政グループの今日」とい

う演題で講演し、好評を博した。 

 アジアには、インド、中国、そ

して日本と、巨大な郵政事業体が3

つある。3カ国とも40万人を超える

職員を擁し、金融事業を含む多様

なサービスを提供している。組合

の規模で見ると、中国と日本は巨

大な組合員数を誇るが、FNPOはイ

ンド郵政で2番目であり、まだ成長

途上の組合である。インド郵便労

連の下に9つの単組―郵便内勤労

組、鉄道郵便労組、郵便外務員労

組等が分立している。それぞれの

単組は相当な力を持っており、こ

れを労連として一つにまとめる仕

事は大変である。現在はテガラ

ジャンFNPO書記長がその仕事を

担っている。 

 FNPO傘下には、9単組が分立して

いるが、全従業員による選挙の結

果、上位2労組が代表権を持ち、当

局と交渉することになっている。

2016年の次期承認選挙までにFNPO

の組織整備・拡大を行い、NFPE

（共産系労組）との競争に勝つこ
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とが重要となる。 

 組合承認制度の説明から始ま

り、この選挙で勝利するためFNPO

組織をいかに強くするか、様々な

単組をいかに糾合するか、ユース

ウィング等の下部組織をいかに強

くするかといった課題をテーマと

して、活発な討論が行われた。 

 伊藤氏は、JP労組の持つ交渉制

度、労使関係の説明を通して、日

本的労使関係の基本を分かりやす

く解説し、参加者は熱心に説明を

聞いた。 

 伊藤氏自身が郵便外務員という

こともあり、インドの郵便外務員

の生活を知るプログラムも組まれ

た。カルカッタ国際郵便局、ハウ

ラー郵便局（郵便鉄道局）、カー

リーゲート郵便局等を視察し「イ

ンドの郵便外務員になりきって」

配達作業を体験した。 

 

 

アラン・テイトICTS部会

新担当局長が来日 
 2014年3月30日～4月6日、アラ

ン・テイトUNI世界ICTS部会担当局

長が来日した。昨秋、担当局長に

就任以来、初めての来日となっ

た。今回、テイト局長は、情報労

連中央本部、NTT労組、KDDI労組を

訪問した。組織概要に加えて、活

動や事業課題についても認識を深

めると同時に、加盟組織との意思

共有を図った。また、情報通信総

合研究所の神野主席研究員から日

本の情報通信産業についてもブ

リーフィングを受けた。 

スリランカ代表、JP労

組の奨学金に感謝 
 JP労組関東地方本部は長年、ス

リランカにおいてUNI加盟郵便労組

（UPTO及びNPTWU）の組合員の子弟

が高等教育を受けられるよう、奨

学金を支給している。 

 2年毎に実施される選考から授与

式までのプロセスには、UNIスリラ

ンカ加盟協の青年・女性委員会も

協力している。 

 4月にシンガポールで開催された

UNI Apro執行委員会に出席した小

俣JP労組委員長から、スリランカ

加盟協女性委員会のランキカ・ア

リヤシンゲ事務局長に寄付金が手

渡され、加盟協青年・女性委員会

の活動に役立ててほしいと激励が

あった。 

 ランキカ女性委員会事務局長

は、「郵便労働者の優秀な子供た

ちのためだけでなく、スリランカ

の労働組合、特に若い組合員に、

労働組合の社会貢献と国際協力の

重要性を教えることができ、労働

組合のイメージアップと労働者の

結束につながっている」と述べ、

JP労組関東地本による支援に感謝

した。  

 

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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