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シンガポールDBS銀行

労使来日、女性活躍に

ついて意見交換 
 シンガポールのUNI金融部会加盟

組織の1つ、DBS銀行労組のノラ・

カーン委員長率いる執行委員19人

が経営側人事担当重役3人と共に、

東京で労使による活動計画協議を

行うため、2014年8月29日から9月3

日まで来日した。多様な国籍・文

化・背景を持つ人材を強みとする

DBS銀行は、ジェンダー・ダイバー

シティも尊重・実践しており、社

員の58％、役員の3分の1以上が女

性である。この機会に、UNI-LCJ金

融部会メンバーは、DBS銀行労使

と、両国の女性の活躍について意

見交換を行った。 

 冒頭、歓迎挨拶の中で田原UNI-

LCJ金融部会議長は、本年2月にUNI

-LCJ金融部会海外調査団がシンガ

ポールを訪問した際、DBS労組から

温かい歓迎を受けたことに改めて

感謝するとともに、「日本でも女

性の活躍推進が掲げられている

が、政府の音頭だけでは進まな

い。労働組合と使用者の協力が

あって初めて可能となるものだ。

その意味で今日は、女性の活躍推

進が進んでいるシンガポールの労

使と意見交換ができる非常に重要

な機会だ」と述べた。 

 続いて、DBS銀行労使を代表しノ

ラ・カーン委員長は、「10年以上

前、損保労連を訪問した当時は、

女性の中執がいなかったが、今は

5人に増えたと聞いている。これ

は大きな前進だ。組合役員の決意

と努力の結果であり、敬意を表し

たい」と挨拶した。 

 損保労連の安田晶子中央執行委

員（UNI Apro女性委員会副議長、

あいおいニッセイ同和損害保険労

働組合副書記長）は、「日本にお

ける女性の社会統合の現状」と題

し、「日本再興戦略改訂2014」の

うちの「女性の活躍推進」の概要

と、労組の女性組合員に関する取

組みについて紹介した。会社でも

組合でも全体の約6割を女性が占

めているにもかかわらず、どちら

も指導的な地位にあるのは主とし

て男性であり、組合活動において

は女性の参画が遠のいたり、女性

のニーズに応えられなかったり、

あるいは女性の視点が生かされて

こなかった。そのため、女性が組

合活動に参加する機会や女性の意

見が反映される場面を意図的につ

くる必要性があると判断し、女性

層に特化したプロジェクトを設

置、女性役員向けセミナーや女性

組合員向けイベント、セミナーを

実施し、女性のネットワークを強

化している。安田中執は、「DBS

労使の経験から得た気づき・ヒン

トを今後の活動に活かしたい」と

述べた。 

 ノラ・カーン委員長は、ナショ

ナルセンターであるシンガポール

全国労働組合会議（SNTUC）女性
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開発局が主導する4つの取組み―①

女性の復職支援プログラム、②女

性のリーダーシップ能力強化プロ

グラム、③女性組合員向け活動、

④シングルマザー向け活動を紹介

した。SNTUCの現在の会長は女性で

ある。また、ノラ・カーン委員長

もSNTUC副会長であると同時に、女

性開発局の議長も務める等、女性

労働者への各種支援・教育訓練に

関わっている。またDBS銀行は、

SNTUC及び人材開発省が共同で表彰

する「働く母親にとって最良の企

業」賞を、2013年、2014年ともに

受賞している。 

 「組合役員、管理職への女性登

用に関するDBS銀行労使の経験」と

して、アンジェラ・ラムDBS銀行人

事担当上級副社長から、DBS銀行に

おける様々な女性従業員支援につ

いて紹介があった。「全て順調に

進んだわけではなく、長い道のり

だった。最近になってようやく成

果が表れてきた」と述べ、成功の

秘訣を「経営側が重要性を認識し

て、トップから女性支援のメッ

セージを発信し続けたこと、職場

の管理職の理解を得られるよう、

コミュニケーションを良くしたこ

とだ」と語った。続いて、ケン

ディ・ハンDBS銀行労組副書記長か

ら、DBS銀行労組の活動について報

告があった。「21人で構成される

執行委員会のうち、三役含め14人

が女性である。会社でも組合でも

活躍する女性が多いことが、他の

女性従業員の励みにもなってい

る。家族や子供を招待するプログ

ラム等を通じて、家族からも働く

母親へのサポートが得られるよう

工夫している」と述べた。 

UNI会長、書記長、地

域書記長が来日  
 2014年9月1～5日、デブリュン

UNI会長、ジェニングスUNI書記

長、ウンUNI Apro地域書記長が来

日し、日本の幹部と意見交換を

行った。 

 ジェニングスUNI書記長は、自動

車総連第43回大会でUNIを代表して

挨拶した。世界的に格差が拡大す

る中、解決のカギとなるのは労働

組合だとし、「相原会長は、メ

ディアでもディーセントワーク、

公正な賃金、労組を通じた意見反

映、責任あるビジネスの重要性を

訴えてきた。日本の格差を解消す

るのはアベノミクスではなく、ア

イハラノミクスだ」と訴えた。 

 またUNI代表団は、情報労連（野

田委員長他）、UAゼンセン（逢見

会長、八野副会長他）、JP労組

（小俣委員長他）を訪問し、UNI-

LCJ幹部と意見交換を行った。UNI-

LCJ金融部会主催のシンガポール

DBS銀行労使代表団歓迎レセプショ

ンにも参加し、日本やシンガポー

ルの加盟組合と懇親を深めた。 

 さらに、髙島屋労組からグロー

バル枠組み協定の年次検証につい

て報告を受けた後、髙島屋経営側

を表敬、懇談を行った。また、イ

オン労使とも意見交換を行った。 

 この他、連合の山根木総合組織

局総合局長、吉田総合国際局総合

局長から、連合の組織化の取組み

等について説明を受けた。 

 

 

ケープタウン世界大会

に向けて、南アフリカ

の労使関係を学ぶ 
 2014年9月24日、UNI-LCJは西浦

昭雄創価大学教授（学士課程教育

機構副機構長）を講師に迎え、南

アフリカの労使関係について講演

を受けた。今回が2回目となるアフ

リカ講座には、70人以上が参加

し、南アフリカの現状や、アパル

トヘイト時代から民主化以降、労

使関係がどのように変化してきた

のか等を学んだ。 

 アパルトヘイト時代、アフリカ

人男性は「employee」の定義から

除外され、団体交渉権を与えられ

なかった。しかし、シャープビル

事件（1960年）、ソウェト蜂起

（1976年）等の差別強化やそれに

対する解放闘争が国際的にも報道

されるようになり、1970年代に転

機が訪れる。ストライキの権利が

与えられ、アフリカ人労組の結

成、団体交渉が可能となった。   

 1980年代、労働組合は反アパル

トヘイト運動の中核を担い、1994

年の民主化後は、最大労組連合組

織COSATUが政権与党と同盟を結ん

で多くの大臣・議員を輩出した。

また、政労使の意見調整機関であ

るNEDLACを通じ、経済・労働政策

への影響力を高めた。一方、1990

年代以降は、黒人の経済力向上を

目指したBlack Economic Empower-
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ment (BEE) 政策を進める中で、黒

人も経営者となり、黒人使用者と

黒人労働者という新たな労使関係

が浮上してきている。 

 講演を受けて、相原UNI-LCJ議長

は「南アフリカの課題＝アフリカ

全体の課題とは捉えられないだろ

う。雇用につながる支援とは何

か。我々はどのようなことが出来

るのか?」と質問した。これに対し

て西浦教授は、「生産性向上のた

めの日本の経験、すなわち労使が

協力して競争力を高め、待遇の向

上につなげる取組みへの関心が高

い。アフリカの様々な課題が凝縮

しているのが南アフリカである」

と答え、閉会した。 

 

 

ホワイトカラー・エグゼ

ンプションの問題点と労

働組合の対応  
 2014年8月21日、第4回UNI-LCJ印

刷部会会議が開催され、41人が参

加した。新谷信幸連合総合労働局

総合局長を講師として迎え、「ホ

ワイトカラー・エグゼンプション

の問題点と労働組合の対応」とい

うテーマで講演を受けた。 

 政府は、「再興戦略2014」を閣

議決定し、その中でホワイトカ

ラー・エグゼンプションが再び提

起された。新谷氏は、「長時間労

働が蔓延する中、株式投資家に見

え良い社会を目標とするこの制度

が導入されれば、歯止めが利かな

くなる」と警告した。また、1000

万円以上という縛りはついている

ものの、すぐにこの額は下がって

いくだろうと指摘し、皆でこの制

度に対して反対の声をあげていこ

う、と呼びかけた。 

 質疑応答の時間には、「労基法

が、ザル法になっている。36協定

に上限をあてはめれば良い制度に

なるのではないか」、「ホワイト

カラー・エグゼンプション導入に

よって長時間労働を削減したい。

しかし定時間内に働いた労働者へ

の報酬は?」、「外国人家事支援

ニーズは?」、「政府の最大の狙い

は?」、「昨年末この議論が下火に

なった原因は?」といった質問が出

る等、関心の高さが伺われた。 

 

 

UNI-LCJ／モンゴル加

盟協セミナー 
 2014年7月21～24日、ウランバー

トルでUNI-LCJ／モンゴル加盟協

（UNI-LCM）セミナーが開催され、

日本から以下の講師が参加した。 

・宮原千枝 情報労連中央執行委

員（団長） 

・宮島佳子 UAゼンセン流通部門

執行委員 

・池上茂光 自動車総連組織・政

治局部長 

・藤田豪 損保労連中央執行委員 

・山田裕行 JP労組中央執行委員 

・玉井諭 UNI Apro組織化キャン

ペーン担当部長 

  

 開会式では、オユンバヤールUNI

-LCM議長が歓迎挨拶を行った。続

いて宮原団長が、今日までのUNI-

LCJ、UNI-LCMの交流を振り返り、

組織再編を経ながらもモンゴルで

のセミナーが継続的に開催されて

きたこと、加盟組合が地道に組織

拡大に取組んできたことに敬意を

表した。「近代的な高層ビルがあ

るかと思えば伝統的なゲル地区も

ある中で、よりディーセントな社

会にしていくにはどうしたら良い

か。日本のパートナシップ労使関

係、女性が活躍するモンゴルの社

会・労働運動について、相互に学

ぶ機会としたい」と挨拶した。 

 「UNI Apro及びUNI-LCJの紹介と

活動」について、玉井UNI Apro組

織化キャンペーン担当部長がUNI-

LCJの組織機構や結成の経緯、アク

ションプランや海外活動の方向性

等に基づいた活動の様子、UNI 

Aproの戦略目標と組織化キャン

ペーン、教育研修、広報、調査、

国際連帯等の活動を紹介した。玉

井部長は、UNI AproもUNI-LCJと同

様、会社との話し合いを重視し、

パートナシップ労使関係の構築を

目指していること、また組織化に

おいては現地加盟組合や協議会の

主体的な取組みが重要であること

を強調した。  

 「組織化」のテーマでは、まず

日本から池上講師が、自動車総連

の紹介及び女性の組織化を中心と

した組織拡大の取組みについて報

告した。続いて藤田講師は、損保

労連及び日本興亜労組による有期

契約社員の組織化に至るまでの経

緯について説明した。モンゴル側

からは、有期契約社員の組織化に

おける会社の反応や話し合いの経

過、当事者への説明の難しさ、契

約後の組合員資格等について多く

の質問が出され、同国でも増えて

いる非正規労働者の組織化に対す

る関心の高さが示された。続いて

ビャンバー・ゴビ労組委員長が、

日本の無償資金協力により1981年

に設立されたゴビ社の事業内容、

ゴビ労組の活動、ナショナルセン

ターであるモンゴル労働組合連合

の組織機構と活動、ILOからも評価

されている政労使三者協議システ

ムや労働法改正のポイントについ

て紹介した。 

 「団体交渉」のテーマでは、山

田講師が、JP労組の団体交渉、苦

情処理制度、労使協議等の仕組み

について紹介した。参加者から

は、組合を通じた苦情処理制度と

通常の個人で行う申立制度の違い

や組合に入るメリットについて質
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問が出た。モンゴル側からはオト

ゴンビレク郵便労組委員長が協約

及び団体交渉の法的環境とその仕

組みについて詳細に報告した。 

 「ワークライフバランス」の

テーマでは、宮島講師が、日本に

おける背景と課題を説明し、ポス

ター掲示等を通じたUAゼンセンの

啓発活動を紹介した。モンゴル側

からは、エンフバヤル・ネットコ

ム労組委員長が、経済が発展する

中でいかにワークライフバランス

を保っていくかが課題だと述べた

上で、男女のワークライフバラン

スの違い、労働時間や各種休暇の

取得状況、モンゴル独特の職業で

ある遊牧民ヘルパーの労働実態等

を紹介した。 

 「労働組合の社会貢献」のテー

マでは、宮原団長が、日本におけ

る組織率低迷と非正規労働者の増

加の中で組合の社会的存在意義が

問われており、組合員に留まらな

い社会全体への働きかけが重要だ

と述べた。情報労連の震災復興ボ

ランティア活動、リサイクル活

動、平和活動、学生に働くことや

労働組合について伝える取組み等

を紹介した。モンゴル側参加者か

らは「モンゴルにはない新しい取

組みであり、是非UNI-LCMでもでき

ることをやってみたい」との反響

があった。 

 セミナー終了後は、組合事務所

訪問及び職場視察、草原での遊牧

民の生活体験、UNI-LCM役員・若手

組合員との交流、市内視察等を通

じ、モンゴル社会・文化への理解

を深めた。 

ラオス労組代表団、

LCJ加盟組織と交流 
 2014年7月1～6日、オウンカム・

ラオス労働組合連盟（LFTU）労働

保護局長を団長に、ラオスのUNI領

域の産業を代表する労組から、

スーポル・ラオテレコム労組委員

長、ビエンカム郵便労組委員長、

カンベイ外商銀行労組書記長が来

日した。ラオスの1人あたりのGDP

は1,349米ドル（2012年）、人口の

85％がインフォーマルセクターに

従事しているが、現在急速な経済

成長を見せている。UNI-LCJは、

2012年、2013年にラオスでセミ

ナーを開催し、今年は過去のセミ

ナーの集大成として、実際に日本

で労使関係及び加盟組合の取組み

を視察してもらうため招聘した。 

 UAゼンセン、情報労連、自動車

総連、JP労組、UNI-LCJ金融部会

（損保労連、全信連）を訪問した

他、JILAFも表敬し、意見交換を

行った。 

 最後に3日間の総括を行い、オウ

ンカム局長はじめ全員から日本と

の交流継続の強い要望を受けた。 

  

 

日本における非正規雇

用調査 
 第3回UNI  Apro東アジア労組

フォーラム（2014年9月、台北）の

テーマの1つである非正規雇用につ

いての現状把握のため、UNI Apro

はフィリピン大学労使関係学部の

調査チームに、日本、韓国、台

湾、香港における非正規労働に関

する調査を依頼した。7月22～25日

の日程で、レイアン・マラシガン

研究員が、厚生労働省、JILPT、日

本人材派遣協会、アデコ・ジャパ

ン、連合、情報労連、UAゼンセ

ン、全労金、損保労連、JP労組を

訪問し、ヒアリングを行った。労

働組合だけでなく、政府、研究機

関、使用者等、様々な立場から多

くの情報を入手することができ

た。UNI AproはASEAN6ヶ国でも同

様の調査を完了し、既に報告書

（Between Flexibility and Secu-

rity – The Rise of non-standard 

employment  in  selected  ASEAN 

Countries）が発行されている。 

 

 

UNI Apro商業部会委員会 

 2014年8月11～12日、ホーチミン

で第14回UNI Apro商業部会委員会

が開催された。オーストラリアの

ブラッドソン議長をはじめ、香

港、シンガポール、インドネシ

ア、マレーシア、ベトナム、ネ

パール、パキスタン、ニュージー

ランドから参加者が集まり、事務

局等含め計31人が出席した。日本

からは、八野正一UNI Apro商業部

会副議長（UAゼンセン）、相原康
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伸同副議長（自動車総連）、藤吉

大輔委員（UAゼンセン）、佐藤崇

生自動車総連国際局局長、中野英

恵UAゼンセン国際局部長が出席し

た。開催地ベトナムからは、ベト

ナム労働総同盟（VGCL）幹部、国

際局担当、VGCLホーチミン市連

盟、商業労組ネットワーク（パー

クソン労組、コープマート労組、

イオン労組、メトロC&C労組、Big 

C労組）代表が参加した。 

 ウンUNI Apro地域書記長は、30

年前、市場経済移行過程のベトナ

ム労働運動の発展をどう支援でき

るか、VGCLと協議を始めたことを

振り返るとともに、VGCL85周年に

祝意を表した。 

 委員会は、シンガポールSMMWUの

チュア氏からスラシュ氏への交代

と、これに伴うUNI Apro副議長及

び世界商業委員の変更を確認し、

チュア氏の長年の貢献に対する感

謝を記録に残した。 

 八野UNI世界商業部会運営委員

は、本年5月にベルリンで開催され

たUNI世界商業部会運営委員会につ

いて報告した。アルケ・ベシガー

担当局長は、ウォルマート、イン

ディテックス、H&M、イケア、アマ

ゾン等の多国籍企業対策や、バン

グラデシュ安全協定について最新

情報を報告した。 

 ベトナムからは、「商業部門の

労働者は、使用者とフォーマルな

労働契約を結び、組合はVGCL地方

組織に加盟している。商業労働者

の月平均賃金は300～500万ベトナ

ムドン。商業部門組合員数は17万

3000人だが、今後も拡大してい

く。商業部門の組合活動は一元化

されておらず、中央の管理を受け

ていないことが課題だ」と報告が

あった。藤吉委員は、UAゼンセ

ン・流通部門の賃金交渉の基本的

な考え方、統一闘争の目標・体

制・意義、2014春闘の特徴とその

結果を示しながら詳細に報告し

た。これを受け、インドネシア、

パキスタン、ベトナムから多くの

質問が出された。 

 UNI及びUNI Apro商業部会の国別

及び多国籍企業組織化キャンペー

ンについては、インドネシア、マ

レーシア、メトロ、H&Mについての

報告があった。クンUNI Apro ICTS

部会担当部長は、小売業労働安全

衛生ガイドブックが労働移住大臣

の推奨を得て、小売業者で採用さ

れていることは、政労使パート

ナーシップの良い例であると述べ

た。エンセップASPEK商業部会長

は、2014年小売部門賃金交渉や派

遣労働者の正規化等の成果を報告

し、UAゼンセン、SDA、UNI Aproの

支援に感謝した。  

 相原副議長は、アジアの多様

性、雇用の流動化傾向、ASEANの成

長を概観した上で、ベトナムやイ

ンドネシアの組合員による主体的

な職場改善活動を高く評価し、

「我々は価値観をともにするUNI 

Aproの仲間だ」と述べた。また、

「パートナーシップ労使関係の構

築や、企業・組合員の成長には時

間がかかる」、「真の多国籍企業

は、グローバルに共通の企業理念

を持つだけでなく、各国の労働法

及び国際公正労働基準を遵守すべ

きであることを、企業に強く主張

していく必要がある」と述べた。 

 

 

UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会委員会 
 2014年8月25～26日、ハノイで

UNI Apro郵便・ロジスティクス部

会委員会が開催され、約40人が参

加した。日本からは、小俣利通UNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会議

長、福島秀紀JP労組国際部長、栗

原啓同職員が参加した。 

 小俣議長、ウンUNI Apro地域書

記長、ブイ・バン・ホアン・ベト

ナム郵電労組（VNUPTW）委員長の

挨拶の後、「ベトナムポストの現

状と展望」というテーマで、ベト

ナムポストのディン・ニュン・ハ

ン副総裁から特別報告を受けた。

参加者が驚愕したのは、ベトナム

ポストの総取り扱い数が2006年当

時の2億6000万から、2013年は1億

4000万に激減したこと、しかも郵

便部門がテレコム部門から分離

し、テレコム部門からの支援はも

はや無く、財政的には相当厳しい

現状にあること、その中で4万人の

雇用を維持し、賃金も毎年10～

15％上げていること等の事実であ

る。その中でベトナムポストは郵

便、金融、小売通信の3分野を強化

し、失地回復を図る戦略を立てて

いる。 

 委員会構成の変更として、

リー・ハングKPWU委員長の退任に

伴い、キム・ミョンハン新委員長

がUNI Apro郵便・ロジスティクス

部会議長代行として確認された。 

 「民 営 化、自 由 化、貿 易」の

テーマでは、福島国際部長よりJP

労組による海外調査と日本郵政の

株式上場、栗原職員よりTPPと郵便
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事業の説明があった。欧州で株式

上場を実施した国で何が起こった

かを説明するとともに、株式上場

を控えた日本郵政、金融2社の抱え

る問題を詳述した。モハマド・エ

フェンディUPCW書記長は、ポスマ

レーシアの民営化以降も度重なる

経営者変更について説明し、クリ

ス・レ ー ク EPMU 副 委 員 長 は、

ニュージーランドポストの週3日配

達制度の導入をめぐる交渉につい

て情報提供した。 

 「サプライチェーンとロジス

ティクス」のテーマでは、伊藤UNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会担

当部長と台湾のチェンCPWU委員長

が、ヤマトに関する経験について

それぞれ説明した。 

 「ユニバーサルサービスにおけ

るUPUとAPPUとの関係」について、

小俣議長は、本委員会後の8月28

日、バンコクのアジア太平洋郵便

連合（APPU）においてAPPUとUNI 

Aproの了解事項覚書が再締結され

ると述べた。スリランカのチャン

ドリカ・エラダッテNPTWU副委員長

は、APPU執行理事会（2014年9月、

コロンボ）で発表するUNI Aproの

プレゼンについて説明した。ま

た、UNI AproとAPPUは今後も協力

関係を続けていくことが合意され

た。 

 この他、インドネシアのロジス

ティクス労働者の組織化、マレー

シアDHLの組織化、インドの組合認

証投票に向けた取組み、韓国の新

労働法下での複数組合主義と団体

交渉について報告があった。 

 「ユニバーサルサービスを守る

新サービスとイノベーション」と

して、マレーシア、シンガポー

ル、韓国から最新の情報を得た。 

 なお、8月26日午後、ASEAN諸国

の代表が集まり、ASEAN郵便労組

フォーラム結成が合意された。

ASEAN社会対話委員会と合わせて、

ユニバーサルサービスの防衛を

テーマにした会議を行うこと、

ASEANポストとの対話を模索するこ

と等が確認された。東アジアや南

アジアでも小地域毎の郵便労組間

の連携協力が進んでいる。 

 

 

UNI Apro ICTS部会委

員会 
 2014年8月26～27日、ベトナム・

ハノイでUNI Apro ICTS部会委員会

が開催され、アジア地域10ヶ国か

ら42人が参集、日本からは野田三

七生情報労連委員長、松井一浩 

KDDI労組副委員長及び村田隆執行

委員、木村冨美子情報労連国際担

当が参加した。 

 会議に先立ち、UNIとインドサッ

トのグローバル協定調印式が行わ

れ、インドサット法務部門取締役

が参加した。インドサットはイン

ドネシア第2位の通信事業者で、長

年にわたりグローバル協定締結交

渉を続けてきたものが結実した。 

 続いて開会式が行われ、ダン・

ゴック・トゥン・ベトナム労働総

同 盟（VGCL）会 長、グ ェ ン・タ

ン・フン・ベトナム情報通信省副

大臣、アラン・テイトUNI世界ICTS

部会担当局長、ウンUNI Apro地域

書記長が挨拶を行い、野田UNI 

Apro ICTS部会議長が議事を進行し

た。 

 各国報告として、マレーシア

DiGi労組のカリーナ委員長が会社

を懲戒解雇された件について、

シャフィー委員が経過と今後の対

処方針について説明した。3月に

DiGi労組は秘密投票で勝利し正式

な組合として認知されたが、それ

以降、経営者からの嫌がらせが後

を絶たない。こうした状況下での

労組委員長の解雇処分は組合への

挑戦に相違なく、不当労働行為に

あたるのではないかとして、現在

マレーシアの労働委員会で調停中

である。また、DiGiはUNIとグロー

バル協定を結んでいるテレノール

の子会社であり、テレノール本社

への対応も検討することとし、UNI 

Apro ICTS部会議長、UNIマレーシ

ア加盟協、UNI／UNI Aproに一任さ

れた。なお、DiGi労組は現在、初

の労働協約締結に向けて会社側と

協議を重ねている。 

 ベトナム郵電通信グループ

（VNPT）は構造改革を行い、郵便

事業と携帯電話事業がVNPTから分

離して情報通信省（MIC）の直属会

社となる。しかし、対置する労働

組合は現状のベトナム郵電労組

（VNUPTW）のままであり、VNUPTW

はこれまで企業内組合であった

が、産業別労組の役目も果たすこ

ととなる。 

 日本からは野田議長が「日本に
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おける規制政策の見直しを含む情

報通信政策の検討状況」につい

て、また、松井KDDI労組副委員長

が「KDDIの合併の歴史と労組の取

組み」を報告した。加えて、台

湾、香港、ネパール、スリラン

カ、シンガポール、インドネシア

の委員が各国の状況を報告した。 

 多国籍企業への対応としては、

これまで継続的に取組んできたテ

レノール（ノルウェー）、テリア

ソネラ（スウェーデン）に加え

て、急激にアジアでの事業を拡大

している企業としてオレド（カ

タール）、アクシアタ（マレーシ

ア）が挙げられた。オレド、アク

シアタとも、進出先で労働組合が

ある企業を買収または提携する形

で事業を行うケースもあり、これ

ら企業においては既存の組合員の

雇用を守りながら組織拡大を図っ

ていく。また、UNIとしてアクタシ

ア親会社への接触をスタートして

いくとの方針を確認した。 

 この他、アラン・テイトUNI世界

ICTS部会担当局長が世界大会の準

備状況を説明した。また、当面の

活動計画として、携帯電話会社従

業員の組織化（テレノール、アク

シアタ等）、コールセンター労働

者の組織化、技術・規制の変化の

モニタリング、ベトナム情報通信

事業再編の注視、ジェンダー平等

の推進等を確認した。 

 

 

UNI Apro P&M委員会  
 2014年8月28日、ベトナム・ハノ

イで第6回UNI Apro専門職・監督職

（P&M）委員会が開催された。9ヶ

国27人が出席し、日本からは余田

彰NTT労組交渉部長、宮原千枝情報

労連中央執行委員が参加した。 

 ジョン・デペイバUNI Apro P&M

議長（シンガポール）は開会挨拶

の中で、「専門職・監督職の労働

者の数は増加しており、2030年ま

でに労働者全体の50％になると考

えられている。組織化に向けて、

組合活動の意義が一層問われてい

る」と 述 べ た。ま た、ウ ン UNI 

Apro地域書記長は「アジアの労働

人口の55％が非正規労働者となっ

ている。マイノリティの組織化を

しなければ、我々がマイノリティ

になる」と訴えた。 

 2013年第3回UNI Apro P&M大会以

降の活動として、パブ・アクター

UNI P&M担当局長より報告があっ

た。移動の多い専門職と、移住し

た専門職の相互にとって有益な２

つの主要課題として、①ASEAN資格

承認枠組みの確立、②地域におけ

る技術職の報酬基準の設定を挙げ

た。UNI P&M委員会は、こうした課

題認識のもと、ASEAN技術者協会連

合と連携して枠組み制定を進め、

安全な労働環境の推進、組織化に

向けた革新的な活動に力を入れて

いきたいと述べた。 

 続いて各地域からの報告・意見

提起では、カルティック委員（イ

ンド）が南アジアの状況について

報告した。IT使用者団体が組合と

の関わりを禁止している中、状況

改善に向けて、ムンバイにネパー

ル、スリランカの同僚を招き、政

労使でセミナーを開催した。南ア

ジアでのディーセントワークの確

立にむけて、エンジニアリング協

会と覚書締結を検討している。ま

た、南アジアで多いIBMの技術者の

組織化を進めている。  

 チューソン委員（マレーシア）

は、P&Mが過剰なKPIを課せられ、

問題に対処できないように組織化

を阻む動きがあると報告した。 

 ネパールからはテリアソネラ

社、IT企業、銀行等におけるP&M組

織化の成功事例が共有された。デ

ペイバ議長は、シンガポールでは

P&M労働者が増加して組織率が低下

することを見越し、P&M労働者も組

合加入できるよう政労使合意で労

働法を改正するとの報告があっ

た。日本からは余田委員が、現政

権における雇用法制の改悪、ホワ

イトカラー・エグゼンプション導

入による懸念等、日本のP&M労働者

を取り巻く現況を報告した。 

 最後に、P&Mにおける優先課題と

して、「青年」「女性」「専門職

団体との連携」「拡散」という4項

目が確認された。企業が組合に対

して持っている悪いイメージを払

しょくするために、敵対するばか

りではなく、良い企業は積極的に

ほめる、安全衛生の取組みを共同

で進める等、方向性を確認した。 

 

 

UNI AproとAPPU、覚書

を再締結  
 2014年8月28日、バンコクのアジ

ア太平洋郵便連合（APPU）事務所

において、UNI AproとAPPUの間で

覚書の再調印式が執り行われた。 

 当日、小俣利通UNI Apro郵便・

ロジスティクス部会議長、福島秀

紀JP労組国際部長、栗原啓同職員

は、APPUの施設を見学し、今年1月

に就任した林洪亮APPU事務局長と

会談した。小俣議長と林事務局長

は、郵便事業の出身者として各々

の経験を語り合い、良い雰囲気が

生まれる中で、調印式に臨んだ。

歓迎挨拶の中で、林事務局長が

「郵 便（POST）は、Punctual（正

確な）、Overspread（広がりのあ

る）、Safe（安 全 な）、Trust-

worthy（信頼できる）を追求して

いかなければならない」と述べ、
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「正確さをより完全に近づけてい

くにはどうしたらよいか、各国で

考える必要がある」とセミナー参

加者全員に問題提起した。  

 小俣議長は、人づくりの重要性

とアジア太平洋ポスタル・カレッ

ジ（APPC）の果たす役割の大きさ

に触れ「全世界の郵便事業を牽引

する新たなイノベーションがアジ

ア太平洋地域から始まる事を期待

する」と挨拶した。セミナー参加

者は、アジア太平洋地域の郵便事

業の労使代表が覚書に調印し、固

い握手を交わし、パートナーシッ

プ労使関係の理念を再確認する場

面に、証人として立ち会った。  

 

 

UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会/APPU共

同セミナー 
 UNI Apro郵便・ロジスティクス

部会の重点活動の1つであるAPPUと

の共同セミナーが、2014年8月28～

29日に開催された。本セミナー

は、アジア太平洋地域の郵便部門

の経営者の組織であるAPPUとUNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会が

毎年共同で開催し、今年15回目を

数える。 

 セミナー参加者は、主として各

国郵便労組の若手組合員であり、

14ヶ国から22人（うち半数が女

性）が集った。今回、タイポスト

出身のアヌチャ氏を新たに講師と

して迎え、国際郵便制度、UPUや

APPU等の国際郵便の基本的機構、

人事やオペレーションの改善等に

ついて2日間にわたって英語で学ぶ

とともに、「郵便を採算性ある事

業とするためには何が必要か」を

テーマに、積極的にグループワー

クにも取組んだ。日本からはJP労

組の湯地定裕組合員が参加し、閉

会式では参加者を代表して挨拶し

た。 

 また上記セミナーに続き、8月30

～31日には、タイ郵便労組（SEWU-

THP）支援セミナーが開催された。

UNI Apro郵便・ロジスティクス部

会/APPU共同セミナー参加者は、各

国の郵便事情と組合活動について

発表を行った。また、タイポスト

のナワパット顧客サービス部長よ

り、タイポストの現状と新たな

サービスについて説明を受けた。

中でも2年前に開始した、家具や家

電、バイク等の大型荷物を国内外

に配送するサービス「ロジスポス

ト」が、顧客のニーズを捉えて着

実に収益を上げている点が参加者

の関心を引いた。  

 最後に、伊藤UNI Apro郵便・ロ

ジスティクス部会担当部長が、

「学んだことを自国に持ち帰り、

互いの知識や経験を組合活動に活

かし、リーダーとしてさらに活躍

の場を広げていってもらいたい」

とまとめ、セミナーを終了した。 

 

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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