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アジア太平洋地域報告 2017年－2019年 
 

1. はじめに 

アジア太平洋地域報告は、アジア太平洋地域事務所と小地域事務所および加盟組合が

2017年から 2019年までの期間に PSIと協力して行ってきた活動の概要を提供するもの

である。この報告書は、活動や会合及び行動のすべてを網羅しているわけではなく、こ

の期間に地域が進めてきた PSI活動の影響を説明することを意図するものである。 

2. 労働組合権と行動 

労働組合や組合幹部および労働組合権に対する攻撃は、引き続き本地域の PSI と加盟組

合の中核的な優先課題である。APRECON に上程される本地域の労働組合権に関する

PSI 報告は、本地域の多くの国において悪化する労働組合をめぐる状況を記録している。 

2018 年の ITUC（国際労働組合総連合）報告書は、アジア太平洋地域では暴力の増加、

ストライキ権の非合法化、労働者に対する暴力的攻撃など、労働組合をめぐる状況が他

のどの地域よりも悪化したことを示している。2018 年中にフィリピンでは 10 人の労働

組合活動家が殺害された。  

2.1 労働組合権に対する攻撃から守る 

PSI は、労働組合権が攻撃された際に、国際的な関心を喚起し、闘争への連帯を呼びか

けることによって加盟組合を支援する。ハン KCTU 委員長の投獄に対して国際的注意を

喚起した。韓国の加盟組合は、PSI ならびにより広範な労働運動に対して連帯行動と国

際的支援に感謝を表明した。 

 

私たちは、偽りの根拠で労働組合活動を理由に解雇されたインドネシア保健加盟労組委

員長 Farkesの職場復帰を要求する書簡をインドネシア政府に送った。私たちはフィー

ジー看護師組合トップの逮捕の注意を喚起した。 

 

韓国でも、泰安発電所の 24歳の下請け労働者の死亡が「危険の外注化」に反対する全

国的な運動に至った。PSIと KPTUが労働組合弾圧即時停止を求めるキャンペーンを開

始した。 

私たちは、ILO総会によるハイレベル調査団を迎える準備をするためにグローバルユニ

オン評議会のフィリピン調査団に参加した、そして労働組合活動家の殺害、不当逮捕、

深刻な脅迫や嫌がらせを含む労働組合権の著しい侵害を詳細に記録した。  

http://www.world-psi.org/en/take-action-call-release-han-sang-gyun
http://www.world-psi.org/en/indonesia-unfair-dismissal-trade-union-leader
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4037&fbclid=IwAR07VBa19TtemPfsgtII5vzoEJ4NPtTcvszb4S6eRRqKqgyJWY-9IxD1DoU
https://www.labourstartcampaigns.net/show_campaign.cgi?c=4037&fbclid=IwAR07VBa19TtemPfsgtII5vzoEJ4NPtTcvszb4S6eRRqKqgyJWY-9IxD1DoU
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2019年 1月にインドで史上最大級のストライキが発生し、タミールナド州での大規模

集会からヒマーチャル・プラーデッシュ州でのエネルギー労働者の雪中デモ行進にいた

るまで国中の PSI 加盟組合が参加した。私たちはストライキに対する国際的な関心を喚起

し、連帯声明を出した。 

2.2 労働組合権支援を促進する 

PSI はほぼ 10年間にわたって、フィリピンの加盟組合による 1978年の労働関係（公務）

条約（第 ILO第 151号）の批准を求めるャンペーンを支援してきた。2017年にフィリ

ピン議会はこの条約の批准を支持した。PSI加盟組合はその後 2018年 12月 11日の下

院で「政府職員が自ら組織を作り、団体交渉し、平和的な集団活動を行う憲法上の権利

の強化と、紛争解決の自主的な紛争解決方式の活用を強化する法律」と題する法律を可

能にするモデル法案をつくるために他の公共サービス組合と一緒に活動した。PSIによ

って行われた協議によって労働組合からの法案が一本化された。 

マレーシアでは、PSIと加盟組合は他の労働組合やグローバル労連と協力して、労働組

合権を侵害する一連の労働法を改革する活動を行った。そうした努力の結果、大臣が改

革と対話の可能性を発表するに至った。 

PSIによる 10年間のキャンペーン活動を経て、アジア開発銀行（ADB）は、ADBから

の資金によるプロジェクトにおいて中核的労働基準に対応するオフィサーを任命した。 

3. 若年労働者 

2018年に若年労働者を本地域の優先課題のひとつとして特定した。2018年に PSI-AP

は、ASEANサービス労働組合評議会（ASETUC）の他のメンバー、BWI および UNIと

協力して青年サミットを開いた。  

2019年に、私たちは私たちの活動を拡大し、DGBからの支援を得て若年組合活動家の

リーダーシップを開発し、公共サービスを提供する若年労働者の組織化を拡大するため

のプロジェクトを立ち上げた。国、小地域（東南アジアと南アジア）および地域のワー

クショップが 2019年に実施された、そして若い組合活動家たちが彼らの優先課題を明

らかにし、気候変動が PSI-AP の優先課題に付け加えられた。  

4. 民営化 

公共サービスの金融化と民営化は、民営されたサービスが人権侵害をもたらしていると

する国連機関からの証言にもかかわらず、本地域全域で根強く続いている。PSI加盟組

合は、民営化と企業化から公共サービスを守るため、そしてサービスを公共の手に取り

戻すために地域全域で活動してきた。  

2018年に PSI-APはインド、インドネシア、パキスタン、フィージーおよびモンゴルか

らの加盟組合が参加して、民営化を防ぐためのコミュニティキャンペーンの方法のワー

クショップを開いた。これらはすべて民営化阻止あるいは公共サービス復活のキャンペ

ーンに参加した、もしくは参加しそうな加盟組合である。この種のワークショップが地

域レベルで開催されるのは初めてであり、本地域に新しいキャンペーン手法を導入する

ことの価値を評価する機会が提供された。 

インドネシアでは、ジャカルタ水道を再び公営に戻すキャンペーンを何年にもわたって

支援してきた。再公営化を支持する裁判所の判決の力が弱まったものの、ジャカルタ政

府はこの経過を支持する可能性があるようで、PSIは水道組合に対してこの勝利を実施

するための準備を支援している。  

https://wakelet.com/wake/f912ba8b-13b8-48f7-96b3-bbdab58d1804?fbclid=IwAR3gYK82Fc5h5DnQPk8BDqjER5LU8o2_TinRw6TVl6zclVKIn6ypyP429H8
https://www.world-psi.org/en/psi-extends-full-support-nationwide-strike-india
https://www.world-psi.org/en/major-breakthrough-public-workers-rights-philippines-ratifies-ilo-convention-151-1
https://www.world-psi.org/en/major-breakthrough-public-workers-rights-philippines-ratifies-ilo-convention-151-1
https://www.world-psi.org/en/major-breakthrough-public-workers-rights-philippines-ratifies-ilo-convention-151-1
https://www.world-psi.org/en/major-breakthrough-public-workers-rights-philippines-ratifies-ilo-convention-151-1
http://www.world-psi.org/en/asetuc-youth-summit-voice-new-generation-trade-unionists
https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/13/jakartas-remunicipalization-plan-raises-hope-for-better-water-service.html
https://www.thejakartapost.com/news/2019/02/13/jakartas-remunicipalization-plan-raises-hope-for-better-water-service.html
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インドでは、エネルギー労働者が、究極的には電力を民営化することになる電力改正法

案を議会にかけさせないことに成功した。  

PSIは、日本の公営水道施設の官民パートナーシップ導入を許すことになる法案が可決

されたものの、水道民営化に反対する日本の全水道のキャンペーンを称賛した。 

オーストラリアでは、PSIは市民の民営化調査をコーディネートし、全国をまわって公

共サービスと労働権の衰退を記録する公開報告書を制作した。この調査活動は加盟組合

のコミュニティキャンペーンと組織化をサポートするための手立てとして企画された。

ニューサウスウェールズ州では、加盟組合は 5つの公立病院の民営化を阻止するために

協力した。 PSI は全国的に公共サービスのさらなる民営化を阻止するためのフォーラム

とキャンペーンに参加している。  

タイ: PSIは、質の高い公共サービスを求める、そして国営企業の監視と管理を進める

法案に反対する全国キャンペーンを展開する PSI タイ協議会（PTAC）を支援した。軍

事政権は、国有企業の民営化につながるこの法律を導入しようとした。 

 

国際金融機関（IFIs）が本地域で民営化を推進 

PSI は国際金融機関が民営化に果たす役割に重点を置くために彼らとのかかわり方を転

換してきた。私たちは、バリにおける世界銀行と IMFの年次会合で民営化と労働権の衰

退に関する合同会議を開いた。アジア開発銀行 ADB がフィージーのナディで年次会合

を開いた際に、私たちはオセアニアからの加盟組合を参加させて、PPPによる民営化の

悪影響に焦点を合わせるとともに、国際金融機関の役割、民営化及び公正な移行につい

ての能力形成の機会を加盟組合に提供した。折しも ADBの会合に先立ってフィージー

水道の企業化をはかる動きと労働組合活動家と水道労働者が逮捕されたこととのつなが

りを PSIが暴露したところだったので、タイミングがよかった。 

5. 男女平等 

性別に基づく暴力に対するキャンペーン: 2018年 11月に、AP 地域は当時提案されてい

た労働の世界における暴力と嫌がらせに関する ILO条約と勧告に関する組合の行動をサ

ポートするためのツールキット、そしてドメスティックバイオレンスに対する有給休暇

を求めるキャンペーンを開始した。このツールキットは、6か国においてメディアで取

り上げられた。バングラデッシュ、韓国、インド、パキスタン、フィリピンおよびイン

ドネシアの加盟組合は能力構築と提言・主張の活動を展開した。加盟組合は本地域の政

府に対して 2019年 6月の ILO総会で最終的に採択されることになるこの条約と勧告を

支持するように政府を促すことができた。 

PSI-AP は、国連女性の地位委員会への労働組合代表団の提言・主張活動を支援するた

めに、民営化に関するファクトシートと地域保健労働者に関するファクトシートを作成

した。  

フィリピンでは、PSIは加盟組合のキャンペーンを支援して、女性労働者の産休を 105

日間に延長することに成功した。  

6. 課税と質の高い公共サービスの財源  

本地域では質の高い公共サービスに充てる資金の不足が民営化と低賃金を正当化するた

めの口実にされてきた。過去 2 年間、企業の脱税に訴えることによって私たちは公的財

源を増加するためのキャンペーン能力と資源を築いてきた。PSI AP は TAFJA の地域共

https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/06/national/politics-diplomacy/japan-enacts-contentious-law-allowing-private-firms-take-charge-water-supplies%3Chttps:/www.japantimes.co.jp/news/2018/12/06/national/politics-diplomacy/japan-enacts-contentious-law-allowing-private-firms-take-charge-water-supplies/#.XBOhpDOnzDs%3E
https://www.japantimes.co.jp/news/2018/12/06/national/politics-diplomacy/japan-enacts-contentious-law-allowing-private-firms-take-charge-water-supplies%3Chttps:/www.japantimes.co.jp/news/2018/12/06/national/politics-diplomacy/japan-enacts-contentious-law-allowing-private-firms-take-charge-water-supplies/#.XBOhpDOnzDs%3E
http://www.world-psi.org/en/japan-enacts-revised-water-supply-act-all-profit-ppps
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/cpsu/pages/1573/attachments/original/1508714447/Taking_Back_Control_FINAL.pdf?1508714447
https://www.smh.com.au/healthcare/nsw-government-abandons-fifth-hospital-privatisation-plan-in-maitland-20180126-h0owjn.html
http://130.220.0.27/Business-community/Hawke-Centre/Events-calendar/psa/
http://130.220.0.27/Business-community/Hawke-Centre/Events-calendar/psa/
https://www.smh.com.au/healthcare/nsw-government-abandons-fifth-hospital-privatisation-plan-in-maitland-20180126-h0owjn.html
https://www.world-psi.org/en/psi-statement-following-detention-trade-unionists-fiji-whilst-adb-watches
https://www.world-psi.org/en/psi-statement-following-detention-trade-unionists-fiji-whilst-adb-watches
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同議長になり、青葉博雄小地域書記を送った。私たちはインドで 2017 年に税の公平性

に関する戦略ワークショップを開いた。OECD 包摂的フォーラム を通じてインド政府

が最も進歩的なグローバル企業税改革を提案しているので、私たちはその取り組みを支

持する活動を続ける。  

2018 年に PSIは国際企業税アカウンタビリティ・リサーチセンター（CICTAR）を設立

し、労使キャンペーン戦略として、また質の高い公共サービスの財源増加を主張するた

めのツールとして、多国籍企業の税回避を暴露する組合をサポートした。制作された最

初の報告書は、オーストラリアにおける税回避が中心であった。まずは高齢者介護業界

の税回避に関するレポートで、職員対患者比率の引き上げを求める加盟組合の要求を支

持することが目的であった。その結果この業界の税回避に対する上院調査が行われるこ

とになり、職員比率を含むこの業界への王立調査委員会に貢献した、そしてそのうちの

一社である Bupa 社が 1 億 5700 万ドルを追加課税されるに至った。その次のリポート

は、オーストラリア税務署内に多額の政府契約を持つ人材派遣会社の税慣行を暴露した。  

CICTAR を通じて、私たちは税キャンペーンと労使闘争を結びつけようとする加盟組合

を支援するためのツールキットを作成した、これは APRECONに続くワークショップで

披露される。 

PSI 小地域書記青葉博雄は C20 として知られる G20 国の市民社会サミットで国際金融

構造に関する作業部会の座長を務めた。PSI は加盟組合の出席をサポートし、C20 と国

会で演説した税の公正ネットワーク（TJN）のジョン・クリステンセンをスポンサーし

た。その結果、国際税構造の改革が G20に対するＣ20の提言の焦点の一つになった。 

7. 組織化 

2018年遅くに、 PSI はインドネシアのエネルギー組合の結束と力を強化するためのプ

ロジェクトを開始し、2019年 3月に SP-PLN の分裂組合の双方が紛争をやめて、合併

の投票を行った。 

PSI と SEIU はフィリピン労働者同盟（AFW）の力を強化し成長するために支援してき

た。新たな組織化戦略を使って、彼らはプロヴィンス病院の組織化投票に勝利して初の

大成功をおさめ、団体協約のための交渉を率いることになる。 

保健部門の組織化 – PSI-AP は南アジアの公共保健制度で最も不安定な労働者である、

コミュニティ保健職員（ボランティアと称されることも多い）の組織化を優先させてき

た。PSIは、ネパール、インドおよびパキスタンにおいて組織化プロジェクトを支援し

てきた。パキスタンでは目覚ましい成果があり、組合はこれらの女性職員をボランティアで

はなく労働者として承認させ、最低賃金、そしてついには組合の承認と登録の権利を獲得し

た。 

2018年に PSIは、アジア太平洋における女性と労働の未来に関する ILOシリーズに記

事を書く寄稿者として選ばれた。インドの保育職員（アンガワンディ）は最低賃金と承

認を要求するためにキャンペーンを展開してきた。  

8. 公正な貿易 

有害な貿易協定が欧州とラテンアメリカでは強力な反対に直面している一方で、アジア

太平洋地域の政府はこれまで提案された中で最も新自由主義的で最大の貿易協定を追求

している。11か国が、皮肉にも「包括的および先進的な環太平洋パートナーシッ協定

（CPTPP）」と改称された協定をまとめた。これは、企業の力を拡大し、国家の規制能

力を縮小することを狙った貿易投資自由化協定であることには変わりはない。国際女性

http://cictar.org/for-profit-aged-care-report/
http://cictar.org/for-profit-aged-care-report/
http://cictar.org/outsourced-labour-in-the-australian-taxation-office-2/
https://www.facebook.com/PSIAPRO/photos/pcb.2342895422411729/2342895302411741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PSIAPRO/photos/pcb.2342895422411729/2342895302411741/?type=3&theater
https://www.facebook.com/afwphilippines/photos/a.751908098322973/958821464298301/?type=3&theater
https://www.facebook.com/afwphilippines/photos/a.751908098322973/958821464298301/?type=3&theater
https://www.world-psi.org/en/community-health-workers-pakistan-struggle-union-registration
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_616210.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_616210.pdf
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デーに調印されたので、PSIはこの協定が女性の権利に特に悪影響を及ぼすことに注意

を喚起する声明を出した。 

TPPの有害な条項の多くは、アジア太平洋自由貿易圏を作ることを目指して、さらに多

くの 16か国による東アジア地域包括的経済連携（RCEP）の中で追求されている。  

新自由主義の協定を阻止してその代わりに公正な貿易を追求するための組合からの圧力

と認識を高めようとする努力の中で、PSIは 2018年にグローバルユニオンとその加盟

組合による貿易会合を開き、公正な貿易を求める組合と称する新たな地域連合を形成し

た。 私たちはネットワークをコーディネートし、その後もこのサイトを維持してきた。

私たちはインド、インドネシア、フィリピンおよびマレーシアにおいて加盟組合との国

別ワークショップを開いた。PSI 加盟組合は、民主的な国々で開かれた RCEPに関する

ほぼすべての交渉ラウンドに出席してきた。インドのハイデラバードでは、2017年に

PSIは他の組織と連携して市民フォーラムを開催し、RCEPのビデオを起動した。バン

コックラウンドでは、加盟組合は公共サービスへの影響と交渉に民主的手続きが欠如し

ていることへの懸念を表明した。インドネシアのバリでは、PSIを代表して加盟組合が

声明を発表した、そして加盟組合である SP-PDAMをサポートして貿易協定が水道の再

公営化に及ぼす脅威を強調する意見書を作りジャカルタポスト紙で発表した。オースト

ラリアとニュージーランドにおける市民社会・関係者ラウンドにも加盟組合が参加した。  

PSIは TPPと Pacer-Plus（オセアニアを対象とする貿易協定）に関する上院調査委員会

に 意見を出した。  

メルボルンでは、PSIは貿易が特に男女平等に及ぼす悪影響に関するワークショップを

開催した。WTOのジェンダー宣言に反対する共同声明 に加えて、PSIは 統一声明を起

草して、新たなジェンダー・貿易連合の設立を助けた。  

有害な貿易協定を阻止することは困難だったものの、幾分の進展もあった。マレーシア

はまだ TPPを批准してない。オーストラリアの労働党は姿勢を転換し、ISDSの拒否、

透明性の拡大、および民営化を可能にする条項の拒否を含む貿易原則にかかわる議員立

法を可決した。インド政府は知的財産権と手ごろな値段の医薬品、ISDSおよび開発権

の拡大に対する懸念を主張した、そしてもっとも最近では韓国政府が ISDNを支持しな

いことを発表した。  

9. 気候の公平性と緊急サービス職員 

本地域の加盟組合は、緊急サービスを提供する公務員のディーセントワークを確保する

ための新 ILOガイドラインを作成するための ILO専門家会合への PSI代表団の活発なメ

ンバーであった。ネパールの加盟組合を対象とするワークショップで、このガイドライ

ン実施のモデル国の可能性としてネパールを特定した。 

AP 若年労働者ネットワークは彼らの活動の一優先事項として気候変動を挙げた。私た

ちは PSI-AP がサポートできる活動分野を探り始めた。オセアニアの加盟組合を対象に

して、気候アドヴォカシーを通じて力を構築するワークショップを開いた。組合に組織

化された公有エネルギーへの公正な移行を率先する活動の可能性をインドネシアのエネ

ルギー加盟組合に紹介した。私たちは学生による気候ストライキを支持した。 

10. 内部の管理運営 

この期間に、私たちは本地域においてフォーマルプレゼンスを高めてきた。 

• PSIは現在オーストラリアで Public Services International (Australia) Ltd. として

登録されている。 

• インドの私たちの事務所はチェンナイに移転し、スタッフの人数が増えている。  

http://www.world-psi.org/en/signing-trans-pacific-partnership-agreement-tpp-international-womens-day-insult-women-workers
https://tradejusticeunions.org/
http://www.world-psi.org/en/unions-raise-concerns-bangkok-round-rcep
https://tradejusticeunions.org/2019/02/resources/rcep-and-its-impact-for-workers-psi-statement-at-25th-rcep-round-bali/
https://tradejusticeunions.org/2019/02/resources/rcep-and-its-impact-for-workers-psi-statement-at-25th-rcep-round-bali/
http://www.world-psi.org/en/trade-agreements-put-our-right-water-risk
https://www.thejakartapost.com/academia/2019/03/21/trade-agreements-put-our-right-to-water-at-risk.html
http://www.world-psi.org/en/womens-rights-organizations-call-governments-reject-wto-declaration-womens-economic-empowerment
https://sites.google.com/regionsrefocus.org/gtc/home
https://www.world-psi.org/en/new-ilo-guidelines-ensure-decent-work-public-emergency-services-pes
https://www.world-psi.org/en/unions-nepal-commit-ilo-guidelines-decent-work-public-emergency-service-workers
https://www.world-psi.org/en/our-last-chance-climate
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• PSIは現在フィリピンで PSI Inc.として登録されており、4名のスタッフが駐在

する。  

• ネパールのカトマンズに小規模なオフィスを開設した。  

 

私たちは、加盟組合とのコミュニケーションを増やし、加盟組合の活動についての情報

を増大し、キャンペーン活動と主張提言のためのメディア活動をサポートするために、

地域コミュニケーション戦略をまとめた。それを行うために本地域に新しいコミュニケ

ーションオフィサーを雇用した。 


