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UNIファミリー、ネパー

ルの仲間に連帯支援を 
第28回UNI Apro運営委員会・第

19回UNI Apro執行委員会は、2015

年5月9～10日、カトマンズで開催

の予定だったが、4月25日にネパー

ル中部で発生した大地震のため急

遽シンガポールで開催され、ネ

パールからも3人出席した。 

UNIネパール加盟協（UNI-NLC）

のシャンカール議長、ガネシャ事

務局長、ラジェンドラUNI Apro労

組強化部長より、大地震直後から

寄せられた国際連帯・支援が大き

な励ましと希望になったと、感謝

の言葉が述べられた。 

歴史ある世界遺産の数々が倒壊

し、人口の集中する首都カトマン

ズ及び周辺の村落が被災、観光業

をはじめ経済のあらゆる分野が大

打撃を受けたが、幸いにも通信イ

ンフラは速やかに復旧した。UNI-

NLCは4月28日に緊急会議を招集、

救援委員会を設置し、直ちにNLCメ

ンバーの安否確認・被災状況等の

情報収集を始めた。同時にカンパ

を募り、「地域に寄り添う労働運

動」として、5月2日にラリトプー

ル地区の60世帯に、4日にはカブレ

地区の250世帯に食料・薬品等の救

援物資を届けた。今後の復興・再

建に向けたネパール労働組合の取

組みとして、雇用創出及び再建の

大義の下での低賃金労働や搾取を

防止すること、憲法起草プロセス

を中断させないことがあげられ、

そのための国際支援が要請され

た。 

小俣UNI-LCJ議長は、緊急カンパ

の送金と更なる協力を表明し、4年

前の東日本大震災の経験から被災

者の心のケアも大切だとアドバイ

スした。他の委員からも激励と連

帯支援表明がなされた。  
 

スポーツ選手のキャリ

ア育成 
UNI世界アスリート部会執行委員

会の開催と合わせて、2015年3月26

～28日、オーストラリア・メルボ

ルンにおいて、スポーツ選手の

キャリア育成（PDP）に関する会議

が開催され、オーストラリア、

ニュージーランド、スウェーデ

ン、アイルランド、英国、スロベ

ニア等から、サッカー、クリケッ

ト、ラグビー、野球、ホッケー、

アイスホッケー等のPDM（選手キャ

リア育成マネジャー）をはじめと

する選手会関係者30余人が出席

し、経験を共有した。日本から

は、日本プロ野球選手会の森忠仁

次長、松本泰介弁護士、タム・

ピーター弁護士、日本プロサッ

カー選手会の髙野純一事務局長が

出席し、現状を報告した。 

スポーツ選手のキャリア育成

は、2014年12月にケープタウンで

開催された同部会大会で決議され

た2014～2018年の重点課題の1つ

で、教育・訓練、セカンドキャリ

ア、メンタルヘルスも含む健康、

生活スキル等を網羅する包括的な

自己開発プログラムの運営ガイド

ラインを作成するため、好事例を

共有すると共に、同課題に対する

選手本人、コーチ、選手会、PDM、

クラブ等全ての関係者の認識と関

与を高めることが目的である。
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ニュージーランド・ラグビー選手

会の行った調査では、自己開発プ

ログラムがうまくいけば、良いパ

フォーマンスにつながり、ドーピ

ングや八百長試合のリスクを減ら

す可能性も示唆されたという。 

 競技種目、選手生活の平均寿命

や文化的背景、PDP及びPDMにかけ

るリソースは異なるが、スポーツ

選手がますます国境を越えて移動

する中、グローバルな経験交流を

通じた情報共有やグローバルなガ

イドラインの策定は、選手の現役

及び引退後の生活にとって有意義

であることが改めて確認された。 

  

第19回UNI Apro執行委

員会 
第28回UNI Apro運営委員会・第

19回UNI Apro執行委員会は、年末

に開催予定の第4回UNI Apro地域大

会・女性大会の構想・準備を兼ね

てカトマンズで開催する予定だっ

たが、4月25日に発生した大地震の

影響で急遽シンガポールで開催と

なった。冒頭、全員で大地震の被

災者に黙祷を捧げ冥福を祈った。 

逢見UNI Apro地域会長は、UNIと

してもネパール支援のために可能

な限りの支援をしたいと述べ、早

期復旧を祈ると共に、ネパールの

仲間が希望を失わないよう激励し

た。逢見会長は、「新たな頂点を

極める」と提案された地域大会ス

ローガンを受け、4年間の総括と指

導部を含めた将来構想に関する積

極的な議論を期待した。 

ジェニングスUNI書記長は世界及

び地域情勢を俯瞰し、ロボットや

コンピュータが価値観を判断する

のではなく、希望のメッセージを

広げるのは我々労働組合の責任だ

と鼓舞した。鈴木ITUC-AP書記長

は、ネパール過去20年の、国王独

裁から民主化、停戦、憲法制定ま

で、労働運動が毛沢東主義派とも

対話をしながら果たした大きな役

割を振り返り、カトマンズで開催

予定の第3回ITUC-AP大会も大地震

のため延期となったが、復興再建

に向け、国際労働運動も全力で支

援していくと述べた。 

地域大会・女性大会について

は、6月に地域書記長がカトマンズ

を訪問し、ネパール加盟協及び政

府関係者らと協議し、参加者の安

全性確保の観点から開催可能性を

判断することとした。地域大会・

女性大会のスローガン／サブテー

マ及び内容は提案通りとし、プロ

グラムを調整していく。執行委員

会における各地区の委員数は現状

を維持することとし、運営委員会

構成を確認した。 

地域書記長は、2015年末ASEAN経

済共同体の発足を目前に、かねて

から、そのプロセスにおける社会

的側面の欠如と労働組合の参画の

不十分さを繰り返し懸念し警鐘を

鳴らしてきた。昨年11月、タイ法

改正委員会がASEAN政府に、労働者

の権利及び保護に関する統一協定

の採択を働きかける提案をしたこ

と、またASETUCが同委員会に諮問

のために招かれたことは驚くべ

き、かつサポートするに値する動

きであると述べ、委員会に支持を

求めた。各国政府もプレッシャー

から逃れられないとわかってお

り、ASEAN流にコンセンサスベース

でまとめたいのであろうと分析し

ている。労働運動としてUNI Apro

も他のGUFと協力し、協定の内容改

善と各国政府への批准促進に努力

するという方向性が確認された。 

2014年度活動成果の報告では、

ラジェンドラ・アチャリャUNI 

Apro労働組合強化部長から概要報

告を受けた後、委員から 新状況

の報告を受けた。田原UNI Apro金

融部会議長（損保労連委員長）

は、5月2～5日、アゼルバイジャン

で開催されたアジア開発銀行

（ADB）年次総会への参加について

報告した。この他、バングラデ

シュ安全協定の 新状況、UNIマ

レーシア加盟協によるDHL組織化・

協約締結、フィリピン銀行部門の

三者社会対話、インドIT専門職労

組の全国組織結成に至る経緯と課

題、インドネシア小売部門の労働

安全衛生改善の政労使連携した取

組み等について共有した。 

 後に逢見会長は、大地震直後

にもかかわらずシャンカールNLC議

長らの出席に感謝し、復興支援と

連帯を全体で確認し、閉会した。 

  

ILO商業部門世界対話

フォーラム  
2015年4月22～23日、ジュネーブ

のILO本部において、「小売業にお

ける雇用関係がディーセントワー

クと競争力に与える影響」世界対

話フォーラムが開催された。 

労働側グループはUNI商業部会委

員会メンバーを中心に、チリ、ネ

パ ー ル、ア ル ゼ ン チ ン、マ ラ



3  www.uniglobalunion.org 

ウィ、ニュージーランド、ルーマ

ニア、南アフリカ、イタリア、

オーストラリア、フランス、米

国、スペイン、ベルギー、日本か

ら構成され、UAゼンセンの八野副

会長、藤吉副会長、檀上国際局部

長が参加した。 

政府グループは、アンゴラ、

オーストラリア、ベラルーシ、ベ

ルギー、ボリビア、カメルーン、

中央アフリカ共和国、コートジボ

アール、フランス、ギニア、韓

国、ラトビア、リビア、マダガス

カル、マレーシア、ニジェール、

ナイジェリア、サウジアラビア、

南アフリカ、スペイン、チュニジ

ア、米国、ベネズエラ、ザンビ

ア、日本から代表が参加し、厚生

労働省大臣官房国際課海外情報室

の原田室長、職業安定局雇用政策

課の高崎企画係長が出席した。 

使用者側グループは、ポルトガ

ル、南アフリカ、ナイジェリア、

モンテネグロ、コスタリカ、ドイ

ツ、米国、カナダ、ギニア、ベル

ギーから参加があった。日本の商

業経営者団体へも参加を働きかけ

たが叶わなかった。 

労働側グループは、使用者の都

合による、ゼロ時間（または短時

間）契約、オンコール労働といっ

た、予測不能な雇用形態を認めな

い等、強く主張した。2日間の議論

を経て、政労使で、雇用形態に関

わらず全ての労働者に公平な待遇

を確保するため、社会対話を行っ

ていく等の合意に達した。 

  

第48回アジア開発銀行

年次総会 
 UNIは、PSI、BWIと共に市民社会

グループの一員として協同し、ADB

（アジア開発銀行）の民主的な運

営の実現に向けて、改善の努力を

重ねてきた。主な要求内容はADBが

投資を行う際、①人権や環境に配

慮し、社会的セーフガードを守っ

た投資を行うこと、②その実効性

を担保するために労働組合と継続

的に話し合うことができるデスク

を置くことである。UNI-LCJ金融部

会としては、2012年にマニラで開

催された第45回年次総会から参加

を開始し、毎年意見反映を行って

いる。第48回となる今年は、5月2

～5日、アゼルバイジャンの首都バ

クーで開かれた。 

中尾ADB総裁と市民社会グループ

の対話では、労働グループは「中

核的労働基準をセーフガードの中

に入れ、労働者の権利を守る立場

を明確にしてもらいたい。またPPP

（官民協力）には反対である」と

発言した。これに対し、中尾総裁

は「中核的労働基準はもちろん

守っていく。しかしPPPを拒否する

ことはできない。8兆ドルからのイ

ンフラ資金不足がアジアにはあ

る。これを埋める方策の1つがPPP

である」と答えた。 

5月4日、田原議長は市民社会

フォーラムでパネリストとして発

言し、「ADBの活動目的はアジアの

貧困削減であり、達成の手段が経

済成長であるべきだが、実際には

経済成長のみが重視され、貧困削

減には至っていないという現実を

認識すべきだ」とし、経済成長に

は環境配慮と持続性観点、人権尊

重も重要だと訴えた。グルフADB副

総裁は、田原議長の指摘はその通

りであり、かつ重要なことである

と発言したことから、ADBに対し

UNIの存在をインプットすることが

できたものと考える。更に、グル

フ副総裁は「ADBの事務所は都市部

にあることから、ある一定の範囲

においてはADBプロジェクトで労働

法違反等が起きていないかチェッ

クができる。しかし、都市部から

離れた地域（田舎）では全くでき

ないのが現状である。そういった

地域での実態を把握する意味で

も、ADBは市民社会グループの存在

を重く受け止めている」としUNIの

立場に賛同を示した。 

2016年の年次総会はフランクフ

ルト、2017年は横浜で開催される

予定。 
 

印刷関連労組、小田原工

場視察と情報交換 
2015年4月3日、竹井UNI Apro印

刷部会副議長（全印刷委員長）の

呼びかけで、印刷関連の組合が集

い、独立行政法人国立印刷局小田

原工場を見学し、その後情報交換

を行った。 

全印刷から竹井委員長、梅原書

記長、安部財政局長、下川小田原

支部執行委員長、印刷労連から釣

本委員長、田倉委員長代行、鈴木

書記長、UAゼンセンから小林製造

産業部門執行委員（イムラ封筒労

組委員長）、中村関東印刷労組会

長、富永関東印刷労組執行委員、

吉山製造産業部門常任執行委員、

折笠製造産業部門常任執行委員、

大日本印刷労組から別府委員長が

参加した。 

全印刷・竹井委員長はじめ梅原

書記長、安部財政局長、下川支部

執行委員長の案内で、製紙から印

刷・封包まで一貫した銀行券製造

工程や、高度な偽造防止技術等の

説明を受けた。各現場の労働者は

役員・来賓の訪問に明るい笑顔と

挨拶で応対し、組合の存在感と役

員・組合員の信頼関係が各所で伺

われた。質疑応答では、労働安全

衛生や技術等に関する質問が出さ

れた。 
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工場視察後には、春闘状況をは

じめ参加労組間の情報交換と共に

懇親が図られ、印刷産業で働く労

働者を組織する組合間の有意義な

情報共有の場となった。今後も定

期的に情報交換を行っていく。 

 

情報労連、カンボジア

ICT労働者の組織化支援 
2015年2月13～14日、プノンペン

で「カンボジアICT労働者組織化

ワークショップ」が開催され、ス

マート社から約30人が参加した。

スマートはUNI世界ICTS部会の組織

化ターゲット企業であるマレーシ

アの多国籍通信企業アクシアタが

所有するカンボジア第2位の携帯通

信会社で、2011年に組織化の取組

みを開始した。春木情報労連書記

長は、参加者との対話形式で講義

を進行した。参加者からは「法定

以下の残業手当しか支払われな

い」、「休暇が取りづらい」と

いった悩みが挙げられた。参加者

は、様々な職場の課題に対応する

ために組織化が必要であるとの認

識を高め、どのように具体的な組

織化を進めていくかについて議論

した。UNI Aproのウン地域書記

長、クンICTS部長、アチャリャ労

働組合強化部長、玉井組織化部

長、シャフィーUNIマレーシア加盟

協議長はUNI Aproが提唱する「労

使パートナーシップ」等について

説明した。 後に、参加者はス

ピード感を持って組織化を進め、

UNI  Apro、UNIカンボジア（UNI 

CAM）がフォローアップを行ってい

くことを確認した。 

スマート労働組合は組合費徴収

も出来ておらず、会社との労使関

係も発展途上である。しかし、今

年頭に組合の政府登録も完了し、

少しずつではあるが組織人員は増

加している。労働組合の役員は定

着している。 

 ワークショップ以降、スマート

労働組合は年間組織化行動計画を

策定し、2016年末までに過半数の

組合員獲得を目標に定め、地道に

組織化活動を進めている。カンボ

ジアにおける組合の位置やネガ

ティブな存在としてのイメージと

いった難しさなどはあるが、組合

が自立していかれるように、UNI 

Aproは引き続き指導的役割を果た

し、情報労連は必要な支援を継続

していく。 

 

インドネシア・エクセル

アクシアタ労組大会 
2015年4月24～25日、インドネシ

ア・ジャカルタでXL（エクセル）

アクシアタ労組の大会が開催さ

れ、大会代議員、来賓等、約60人

が参加した。2003年の組合設立以

降、初めての大会開催となった。

XLアクシアタは現在、インドネシ

アでシェア第2位の通信事業者。昨

年9月に野田議長を代表とするUNI 

Apro ICTS部会代表団がインドネシ

ア通信事業者4社の労使を訪問、そ

の中でXLアクシアタは会社側から

副社長も出席し、非常に内容の濃

い会合となった。XLアクシアタ労

組はこの会合を機に活動が活発化

し、大会開催に至った経緯があ

る。開会式には、情報通信省と労

働訓練省の代表、KSPIルスディ書

記長、ASPEKミラ委員長、XLアクシ

アタ社パヒラ副社長が出席し、UNI 

Apro ICTS部会を代表して野田議長

が祝辞を述べた。開会式に引き続

き、野田議長が「健全な労使関係

の必要性」について対話形式で講

演し、自身の労働組合役員の経験

も含めて説明した。大会では4年間

の行動計画を策定し、新たな執行

部を選出して閉会した。委員長に

再選されたアンワー氏は、「今年

中に労働協約を締結し、組合員数

を増加し、良い組合を作っていき
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たい」と抱負を述べた。 

 XLアクシアタはインドネシアの

経済発展に伴い、順調にシェアを

伸ばし、組合も毎年賃上げを行っ

てきた。しかし、昨年のM&A等が影

響して業績が低迷、今年は賃上げ

が行われなかった。また、まもな

く導入予定の年金制度が労働側に

とって不満がある内容となってい

るなど、課題は山積している。ま

ずは労働協約を締結する事こそ、

健全な労使関係につながるだろ

う。現地労組の状況改善につなが

るよう、UNI Apro ICTS部会として

今後も必要な支援を行っていく。 

  

日放労国際フォーラム

「“倫理”で闘うジャー

ナリズム」 
UNIメディア部会加盟組合でもあ

る日本放送労働組合（日放労）が

主催する国際フォーラム「“倫

理”で闘うジャーナリズム」が、

2015年5月15日、東京で開催され、

約50人が参加した。 

ゲストスピーカーとして、国際

ジャーナリスト連盟（IFJ）前事務

局長で、現在はEthical Journal-

ism  Network（EJN）の デ ィ レ ク

ターを務めるエイダン・ホワイト

氏が参加した。ホワイト氏は現

在、世界中を飛び回り、各地が直

面しているジャーナリズムの問題

に助言し、組織化し、連帯を図っ

ている。UNIメディア部会の活動に

も協力している。 

 ホワイト氏は基調講演で、

「ジャーナリズムが危機的な状況

にあるのは世界のどこも同じであ

る。私も45年間この世界で生きて

きたが、かつてない状況だ」と現

状を述べた。その上で、ジャーナ

リズムが政治的な主張に強く影響

され、かつ、財政的な理由から

「売れる」ことを目指すために、

速報性を越えて思慮のない、過激

な報道が増えつつあることに強い

懸念を訴えた。ホワイト氏は、EJN

として現在、「へイト・スピーチ

と闘う」キャンペーンを多くの組

織と連帯しながら展開しているこ

とを紹介し、「ジャーナリズムは

政治から独立していなければなら

ない。ヘイト・スピーチやプロパ

ガンダは政治的主張から出てくる

メッセージだ。それは自由な表現

の 一 部 に は 違 い な い。し か し

ジャーナリストは、自由な表現で

はなく、倫理的な、すなわち、正

確で、人間性を尊重し、公平で、

独立し、説明責任をともなう情報

を出していかなければならない。

情報技術が発展していくなかで、

自由な表現とジャーナリズムを区

別し、文脈を踏まえた“スロー・

ジャーナリズム”を目指す運動を

起こさなければならない」と主張

した。  
 

JP労組後援フィリピン

郵便労組支援セミナー 
UNI Apro郵便・ロジスティクス

部会を通じた、JP労組とフィリピ

ン郵便労組（PEUP及びKKKP）との

連帯は2000年、UNI結成時点に遡

る。当時から定期的にセミナーを

行い、更にJP労組東京地本による

奨学金制度等も組み込みながら、

広範な連帯・連携関係を築いてき

た。当初から 大の目標を両労組

の統一とし、この目標に向けて努

力を傾注してきたが、未だ両労組

の統合には至っていない。しかし

フィルポストの合理化を経て、1万

2000人いた職員が7000人に削減さ

れ、組合も大きな打撃を受けた。

さらに第3組合が発生するに従い、

両労組の統合は避けられないもの

となってきた。このような状況の

中、2015年4月8日、セミナーが開

催され、両労組から30人が集まっ

た。ダドPEUP委員長、アルヴィン

KKKP委員長から、「JP労組は長期

にわたって我々フィリピンの郵便

労働者を支えてくれており、大変

感謝している」、「ドタバタと実

施に移されたフィルポストの合理

化だが、我々は見直しを求めてい

く」との挨拶があった。 

公務委員会は、政府・地方自治

体で働く公務員の労働条件を律す

る委員会として、日本の人事院に

当たる。フィルポストの職員も身

分上は公務員なので、この委員会

に従わなければならないが、フィ

ルポストが政府系企業であるため

税金ではなく収益から給与等を支

払わねばならず、賃金は公務員の

上昇率に追いついていない実態が

ある。セミナーではこの点の解明

が公務委員会のオルメディア委員

から行われた。また、フィルポス

トが多く雇用している非正規労働

者についても問題の深刻さが浮き

彫りにされた。 

 講師として参加した福島JP労組

国際部長は、JP労組の現状を報告

し、参加者から多くの質問が出さ

れた。続いて、伊藤UNI  Apro郵

便・ロジスティクス部会担当部長

から、フィルポストの現状と、両

労組の課題についてコメントがあ

り、両組合の統合を強く訴えた。

その後、フィルポストの現状、両

労組の統一課題についてグループ

討論が行われた。 
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福島国際部長は、中央郵便区分

センター（CMEC）を視察した。

フィルポストも一般郵便物が減少

し小包が増大する傾向にある。

フィルポストはこの危機を、EMS小

包の戸別配達地域の拡大とサービ

スメニューの拡大によって乗り切

ろうとしている。これまでは顧客

は関税支払いのためEMS小包を受け

取りにCMECに来る必要があった

が、今後はフィルポストが立替、

戸別配達をする予定である。日本

からの小包が相当なシェアを占

め、近く日本とフィリピンの間

で、チルドゆうパックを開始する

構想がある。 

また、福島国際部長は4月10日、

フィルポストを訪れ、トワゾン職

員担当重役、デラクルズ郵政長官

と懇談した。両氏ともCMECを視察

した福島国際部長の感想を聞き、

サービス改善の必要性を熱く語っ

た。福島国際部長は、郵便外務員

の多機能化と労働条件の改善の重

要性を日本の経験として報告し、

トワゾン重役は、今後フィルポス

トの運営の中で生かしていきたい

と述べた。 

 

JP労組後援インド郵便

労連支援セミナー 
JP労組後援によるUNI Apro郵

便・ロジスティクス部会／インド

郵便労連（FNPO）共同セミナーが

2015年4月18～19日、ムンバイで開

催され、約45人の郵便労働者が参

加した。今回のセミナーは特に組

合承認選挙におけるFNPOの一歩前

進を目指し、FNPO傘下の各労組か

ら書記長が参加し、各地の状況を

共有した。選挙は5月末から6月に

かけて行われ、7月には結果が明ら

かになる。JP労組からは、庄司JP

労組北海道地本釧路支部ユース

ネットワーク幹事が参加した。 

テアガラジャンFNPO書記長の歓

迎挨拶に続き、ミリンドUNIインド

加盟協議長、伊藤UNI Apro郵便・

ロジスティクス部会部長が連帯挨

拶を行った。庄司氏は、「日本郵

政の現状と課題」のテーマで講演

し、様々な質問に答えた。FNPO側

からは、インド郵政の新提案（持

株会社の下に郵便、貯金、保険、E

コマース等の子会社をつくり、将

来的には民営化する）に対する組

合側の対応や組合承認選挙に関す

る報告があった。インド郵政には

FNPOの他にNFPEという労連があ

り、過去の組合承認選挙ではFNPO

の得票数が増加し、NFPEは減少傾

向にある。FNPOとしては、この傾

向を更に推し進め、多数を取るこ

とを目標とし、そのための鍵は若

年層の獲得としている。2020年に

は、現在の組合幹部は殆ど退任す

ることになるため、若年層の獲得

は組織としても死活問題である。 

庄司氏はこの他、ムンバイ中央

郵便局や郵便外務員の組合員の家

庭を訪問した。 
 

APPU執行理事会 
今年のAPPU（アジア太平洋郵便

連合）執行理事会は、2015年3月24

～28日、パキスタンの首都イスラ

マバードで開催された。UNI Apro

郵便・ロジスティクス部会は、地

元パキスタンの郵便労組代表の出

席登録を申請したところパキスタ

ンポストによって拒否された。3月

20日、ウンUNI Apro地域書記長、

伊藤UNI Apro郵便・ロジスティク

ス部会担当部長が、APPUのリン事

務局長と会い 終的な調整を試み

たが、パキスタンポストの厚い壁

を崩すことができず、伊藤部長、

アチャリャUNI Apro労働組合強化

部長のみの参加となった。 

パキスタンポストは5万人の職

員、12,035の郵便局を擁するが、5

つの団交単位があり、組合が乱立

している。そのうち2つがUNIに加

盟しており、その代表出席が拒否

された。理由は「2人の参加を許可

すれば他の組合の参加も許可せざ

るを得なくなり、それでは数が多

すぎる」というものであり、「分

割・統治の原則」が使われた。

パートナーシップ労使関係とはほ

ど遠いパキスタンの現実である。 

APPU執行理事会で、UNI Aproが

発言するのは既に伝統となってい

る。今回はパキスタンの労使関係

に触れると共に、労働安全衛生に

焦点を当てたプレゼンを行った。 

 APPU執行理事会では、APPU加盟

組織以外のプレゼンは別の機会と

すべき、オブのプレゼンは短縮す

べき、加盟組織以外の参加・プレ

ゼンに関するガイドラインを作る

べき等という勧告が出されてお

り、従来のやり方がどのように変

更されるか注視していくと共に、

今後もAPPU執行理事会で労働組合

の重要性をアピールできるようロ

ビー活動強化の必要性がある。 

 

UNI Apro内部監査  
 2015年4月28日、UNI Apro地域事

務所（シンガポール）で、日本の

監査委員（春木情報労連書記長及

び田名田損保労連事務局長）とシ

ンガポールの監査委員（タン郵電

労組委員長及びタン保険労組顧

問）が、2014年1月から12月末日ま

での年度監査を実施した。ウン地

域書記長から説明を受け、為替等

の影響に留意すると共に、UNI 

Aproの赤字削減努力を評価し、日

本、オー ストラリアをはじめ加盟
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組合やドナー団体からの支援に感

謝する監査報告をまとめた。 

 

 
TOP LEADERS @ UNI 
 
国内外でご活躍のUNIリーダーか

ら、国際労働運動の経験や意義に

ついてお伺いするコーナーです。  
 

逢見直人UNI Apro地域会長 

（UAゼンセン会長） 
 
初めて国際労働運動に関わった
きっかけは？ 

1976年にゼンセン同盟に入った

翌年、米国の国際婦人服工組合

（ILGWU）の幹部が来日し、会議か

ら京都、岡山の教育センターまで

随行したのが 初のふれあいでし

た。当時、日米繊維交渉、貿易摩

擦といった問題があり、日米の労

働組合の緊密な協議が必要だった

のです。ILGWUの本部はニューヨー

クにありましたが、ニューヨーク

といえばファッションの発信基

地。華やかな業界の裏に劣悪な労

働条件で働く労働者がおり、彼女

達の権利を守るため奮闘している

労働組合の歴史や取組みを学びま

した。 

また1981年、イスラエルのヒス

タドルートが運営するアジア・ア

フリカ教育機関で、8月から12月ま

で研修を受ける機会がありまし

た。世界の火薬庫といわれる中東

では当時、エジプトのサダト大統

領とイスラエルのラビン首相の間

で和平協定が結ばれましたが、直

後にサダト大統領が暗殺される

（1981年10月）など、平和に向け

た努力と緊張感を肌で感じまし

た。日本から遠いだけでなく、状

況が違うことも実感しました。例

えば、水と安全は、日本人はタダ

で手に入ると思っていますが、中

東ではコストをかけて手に入れる

もの、守るものという認識なので

す。またイスラエルのことを学ぶ

だけでなく、アラブ村を訪ねアラ

ブ人との交流を通じて、両者の立

場を見聞することもできました。 

 

様々なご経験から、国際労働運動
の意義は? 

ILO憲章に「世界の平和は社会正

義を通じて達成できる。一部の貧

困は、全体の繁栄にとって危険で

ある」とあるように、社会正義が

きちんと機能しないと戦争の原因

になったり、貧困につながったり

します。労働運動として社会正義

を実践し、貧困問題も他人事では

なく自分達の問題としてとらえ改

善していくことが、労働組合の役

割なのです。米国の大学教授が

『あなたのTシャツはどこから来た

のか? 』という著書で、綿花の栽

培、加工、染色、プリントといっ

た製造から販売、古着市場に至る

サイクルの中で、世界貿易の矛盾

とそこで働く労働者、経済格差と

いった問題をどう理解すればよい

のか問題提起をしています。UAゼ

ンセンでは、身近な例で考え意識

を持ってもらうよう「ボランタス

（社会貢献活動）海外派遣」を通

じて、例えばスリランカで紅茶は

どのような環境で作られているか

を体験してもらいます。そうした

経験から意識も変わり、より組合

活動に積極的に関わるようになっ

た人もいます。 

 

UAゼンセンは4つのグローバルユニ
オン（国際産業別労働組合組織）
に加盟しています。UNIの印象は? 

UAゼンセンは、インダストリ

オール、IUF（国際食品労連）、

BWI（国際建設・林産労連）とUNI

に加盟しています。UNIは産業の幅

が非常に広く、第3次産業はどの国

でも雇用が拡大し続けている分野

です。また、雇用が技術革新の影

響を受ける産業でもあります。UNI

は積極的に組織化を進め、時代の

変化に敏感だと思います。また、

地域組織においても、使用者との

社会対話を促進し、組織を拡大

し、協約を締結するなど目に見え

る成果に結びつく運動が展開され

ており、UNI Apro執行委員会で報

告を聞くと、ブレイキングスルー

が実感できます。 

 
カトマンズは思い出の地だそうで
すが… 

35年前、新婚旅行でネパールに

行きました。4月の大地震により多

くの犠牲者が出、世界遺産が倒壊

したのを見て、大変悲しく思いま

す。当時、人々は素朴で、経済的

には貧しいながらも明るい感じを

受けました。（5月の）UNI Apro

（アジア太平洋地域）執行委員会

は急遽、カトマンズからシンガ

ポールに場所を変更して開催しま

したが、ネパールからも代表が出

席し、被害状況や組合の仲間が迅

速に救援活動を始めたとの報告を

受けました。ネパール支援の必要

性を全員が確認しました。 

 

後にUNIに期待することは? 
ケープタウンで「労働の未来」

という中期的課題を討議し始めた

ところですが、実は既に現実に起

こっている問題です。UNIはこれか

らも先頭に立ってブレイクスルー

してほしいし、加盟組合にも課さ

れた課題です。私達日本の加盟組

合もUNI Aproを支え、積極的に役

割を果たしていきたいと考えてい

ます。 
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マクシン・ゲイUNI Apro女性委員
会議長 
（ニュージーランド ファースト
ユニオン商業・金融部会書記長） 
 
組合活動に関わるようになった
きっかけは？ 

きっかけとして2つの出来事が思

い浮かびます。1つは、17歳という

若い頃、職場でセクハラを受けた

経験、2つ目は（その1年後くらい

に）組合の会議に出席して、頼も

しい女性の組合活動家に出会った

ことです。 

実は結婚して子供が生まれてか

ら、家庭内暴力（DV）に遭うよう

になりました。そのためフェミニ

スト組織に関わり始めました。

1981年に離婚し、DV被害者の自立

と生活の建て直しを支援するボラ

ンティア団体の世話になりまし

た。それで、経済的自由の無い女

性は無力であることが自らの体験

からよくわかりました。 

そこで私は、フェミニストの考

えを労働運動に採り入れ、女性の

経済的解放に取組もうと決断しま

した。事務職労組のオルグにな

り、同時に何年もシングルマザー

として子供を育ててきました。 

 

日本についての印象は？ 
組合運動に関わる傍ら、日本と

も深いつながりがありました。

1989年に「ピープルズプラン21」

が日本で開催した会議に参加し、

アジアの、特にインド、パキスタ

ン、そしてもちろん日本の多くの

組合指導者に会って、感銘を受け

ました。水俣では、水俣病患者や

犠牲者の家族のための補償や正義

を求める闘いの話を聞き、「じゃ

なかしゃば」という新しい言葉

（水俣地方の方言で、「今のよう

でない世の中」を意味する）も覚

えました。この経験は、今でも私

を「今のようでない世の中」にし

なければと駆り立てるのです。 

 

長崎世界大会は感動的な素晴ら

しい大会で、私自身とても謙虚な

気持ちで臨むことができました。

被爆国日本はとてつもない悲劇に

見舞われ未だに苦しむ人がいる一

方、世界中から も愛される国で

あることは間違いありません。私

は日本が好きですし、日本人が大

好きです。 

 

グローバルな舞台で日本のUNIメン
バーに期待する役割は？ 

UNI Aproでは、日本の労働組合

は労働運動を牽引していくだけで

なく、実行力ある指導者として需

要な役割を果たしています。日本

の労働組合のおかげで、多くの途

上国で組合強化プログラムが行わ

れています。 

2011年2月、ニュージーランドで

大地震が起こり多くの死傷者が出

た時も、日本の皆さんからすぐに

寛大なお心遣いが示されたことに

感謝しています。そのわずか1ヵ月

後に、日本でも大地震と津波によ

り大きな被害が出ました。皆さん

の復興に向けた不屈の努力を敬意

をもって応援しています。 

ニュージーランドでの、特に私

の関わる小売業で急務の課題は、

安全で安定した予測可能な労働時

間を確保することです。日本でも

非正規労働者の割合が増えている

と聞いています。UNIを通じて互い

に情報・経験を共有し、全ての労

働者が人間らしい生活を送れるよ

う、適正な賃金及び適正な労働時

間を求めて共闘していきましょ

う。 

 

 

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、

103万3200人が加盟。  

UNI global union 
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