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第１章 総  則 
 
第１条（名称） 
  本組合は、セーフティネットユニオン（以下「本組合」）という。 
第２条（所在地） 
  本組合は、事務所を静岡県伊東市宇佐美 1972-2 におく。 
第３条（目的） 
  本組合は、団結と相互扶助の精神により組合員の勤労意欲及び労働条件、労働環境等を

維持改善し、経済的社会的地位の向上をはかることを目的とする。 
第４条（事業） 
  本組合は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 組合員の労働意欲及び労働条件の維持改善に関すること 
(2) 組合員の労働環境の改善及び福祉の増進と文化的地位の向上に関すること 
(3) 団体交渉等により労働環境改善の約定及び労働協約の締結等に関すること 
(4) 同一目的を有する団体との協力、連携に関すること 
(5) その他目的達成に必要なこと 

 
第２章 組合員 
 
第５条（組合員） 
  本組合員は、日本国に在住する勤労意欲ある者で本組合規約に同意し且つ本組合から 

承認された本組合組織の一員である。 
第６条（権利） 
  何人も、いかなる場合においても、人種、宗教、性別、門地、又は身分によって組合員

たる資格を奪われない。 
組合員は平等に次の権利を有する。 

(1) この規約に基づき、すべての問題に参与し均等の取扱いを受ける権利 
(2) 組合役員その他の代表に選挙され、もしくは選挙する権利 
(3) この規約に基づき、自由に意見を表明し議決に参加する権利 
(4) 組合役員及び機関の活動の報告を求め、又は批判し解任を請求する権利 
(5) 懲戒処分について弁明し得る権利 

第７条（義務） 
  組合員は、平等に次の義務を負う。 

(1) 規約及び大会の決議に従い、機関の統制に服する義務 
(2) 組合費及び機関で決定したその他賦課金を納める義務 
(3) 規約に基づく各会議に出席する義務 
(4) 組合の機密をもらさない義務 
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第８条（加入の手続） 
  組合に加入するときは、所定の加入申込書に必要事項を記入のうえ執行委員長に提出し、

執行委員会の承認を得るものとする。 
第９条（資格喪失） 
  組合員は次の場合にその資格を失う。 

(1) 退職したとき 
(2) 解雇されたとき 

   ただし、組合が解雇を正当と認めていない被解雇者については、その資格を失わない。 
(3) 除名されたとき 
(4) 脱退が認められたとき 
(5) 第５条ただし書きに該当したとき 

第 10 条（脱退の手続） 
  組合を脱退するときは所定の脱退届に必要な事項を記載のうえ執行委員長に提出し、執

行委員会の承認を得るものとする。脱退後は組合に対する一切の権利を失い、既納の金

品は返却しない。ただし、組合に対し債務がある場合は、それを完済した後でなければ 
脱退は認められない。 

 
第３章 機  関 
 
第 11 条（機関の種類） 
  組合に次の機関をおく。 

(1) 議決機関 
  ア 定期大会 
  イ 臨時大会 
  ウ 職場委員会 

(2) 執行機関 
 ア 執行委員会 
(3) 監査機関 
 ア 会計監事 

第１節 議決機関 
第 12 条（大会） 
  大会は組合の最高議決機関であって組合員全員をもって構成する。 
第 13 条（定期大会） 
  定期大会は年１回開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。 
第 14 条（臨時大会） 
  臨時大会は次の場合〇日以内に開催するものとし、執行委員長がこれを招集する。 

(1) 執行委員会又は職場委員会が必要と認めたとき 
(2) 組合員の３分の１以上の連署により理由を明らかにして要求があったとき 

第 15 条（告示） 
  大会の日時、場所、議題等は、開催の日から３０日前に告示しなければならない。 

ただし、緊急の場合はこの限りではない。 
第 16 条（付議事項） 
  大会の付議事項は次のとおりとする。 

(1) 運動方針の決定と経過報告の承認 
(2) 綱領及び規約の改廃 
(3) 予算の決定及び決算の承認 
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(4) 労働協約の締結、改正、期間の延長 
(5) 争議行為の開始及び終結 
(6) 闘争資金の積立て及び使用 
(7) 上部組織への加盟及び上部組織からの脱退 
(8) 組合員の表彰及び制裁 
(9) 役員の選任及び解任 
(10) 組合の統合及び解散 
(11) その他以上の事項に準ずる重要な事項 

第 17 条（定足数と議決） 
大会の定足数は組合員の３分の２とし、付議事項は出席者数の過半数をもって議決する。 
ただし、前条(2)、(5)の場合は、組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の、有効投票

数の過半数をもって決定する。 
第 18 条（議長） 

大会の議長は、組合員の中から立候補又は推薦により選出する。 
第 19 条（職場委員会） 
１ 職場委員会は、大会に次ぐ議決機関であり、役員及び 

職場単位に選出された職場委員をもって構成する。 
２ 職場委員会の議長は、職場委員の互選により選出する。 
３ 職場委員会は、必要に応じて執行委員長が招集し、次の事項を討議する。 

(1) 大会から次期大会までの日常活動の方針決定と経過報告 
(2) 会計の中間報告 
(3) 疑義を生じた規約の解釈 
(4) 規約に基づく諸規定の決定と改廃 
(5) その他、執行委員会が必要と認めた事項 

４ 職場委員会の定足数、議決等については、大会に準ずる。 
第２節 執行機関 
第 20 条（執行委員会） 
  執行委員会は、大会において決定された事項及び規約に定められた組合業務を執行する。 
第 21 条（構成と招集） 
  執行委員会は、正副執行委員長、書記長、会計、執行委員をもって構成し、執行委員長

がこれを招集する。 
第 22 条（定足数と議決） 
  執行委員会は委員の３分の２をもって成立し、出席者の過半数をもって議決する。 
第 23 条（専門部） 
  執行委員会のもとに次の専門部を置く。 

(1) 組織部 
(2) 教育宣伝部 
(3) 調査部 
(4) 文化厚生部 

 
第４章 役  員 
 
第 24 条（役員） 
  本組合に次の役員を置く。 

(1) 執行委員長   １名 
(2) 副執行委員長  ２名 



 4

(3) 書記長     １名 
(4) 会計      １名 
(5) 執行委員    ４名 
(6) 会計監査    １名 

第 25 条（職務） 
  役員の職務は次のとおりとする。 

(1) 執行委員長……本組合を代表し、業務を統轄する 
(2) 副執行委員長…委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する 
(3) 書記長………日常の業務を処理し、文書及び記録の整理、保管に当たる 
(4) 会  計……組合財政を司る 
(5) 執行委員……各専門部を担当し、組合業務を執行する 
(6) 会計監査……執行機関と独立して、本組合の会計業務を監査し、定期大会において報

告する 
第 26 条（任期） 
  各役員の任期は、大会から次期大会までとし再選を妨げない。ただし役員中に欠員が生

じたときには原則として補充選挙を行う。この場合、後任者の任期は前任者の残任期間

とする。 
第 27 条（解任） 
  役員が任期を怠り又は機関の決定に反する行為をした場合は、大会において出席者の３

分の２以上の賛成により解任することができる。 
 
第５章 選  挙 
 
第 28 条（選挙管理委員の選出及び職務） 
  選挙の公正を期するため選挙管理委員会を置く。この委員は２名以上とし、執行委員会

が委嘱する。選挙管理委員は選挙に関する一切の職務を行う。 
第 29 条（役員の選挙） 
  各役員の選挙は、組合員の直接無記名投票によって選出する。 
 
第６章 会  計 
 
第 30 条（経費） 
  本組合の経費は、加入金、組合費、臨時組合費、寄附金及びその他の収入をもって充て

る。 
第 31 条（組合費） 
  組合費は１ヶ月５００円以上とする。なお、大会で必要と認められたときは臨時に組合

費を徴収することができる。 
第 32 条（会計年度） 
  本組合の会計年度は、４月１日より翌年３月３１日までとする。 
第 33 条（会計報告） 
１ すべての財源及び使途、主要な寄附者の氏名並びに現在の経理状況を示す会計報告は、

組合員によって委嘱された職業的に資格がある会計監査人によって正確であることの証

明書とともに、少なくとも毎年１回組合員に公表する。 
２ 会計帳簿は組合員の請求にもとづいて公開することとする。 
 
 

（注）文章中「職業的に資格がある会計監査人」とは、公認会計士等のことをいいますが、 
   小規模組合での履行は難しいと思われます。しかし、労働組合法で定める労働組合の 

資格審査を受けようとしている場合には、このような規約の存在が要求されます。 
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第７章 争  議 
 
第 34 条（同盟罷業の行使） 
  同盟罷業の行使は、組合員の直接無記名投票により、有効投票数の過半数によって決定

する。 
第 35 条（闘争委員会） 
  執行委員会は、職場委員会にはかり必要に応じて闘争委員会を置くことができる。 
 
第８章 賞  罰 
 
第 36 条（表彰） 
  組合員で、組合発展のため功労のあった者又は他の規範となると認められる者は、大会

の議決によりこれを表彰することができる。 
第 37 条（制裁） 
  組合員で次の各号に該当する者は、その情状によって大会の議決により制裁を加えるこ

とができる。 
(1) 組合の規約又は議決に違反した者 
(2) 組合の統制を乱し又は運営を妨げた者 
(3) 組合の名誉をき損した者 
(4) 組合員の義務を怠った者 
(5) その他各号に準ずる不適当な行為のあった者 

第 38 条（制裁の種類） 
  制裁の種類は戒告、権利停止及び除名とする。 
第 39 条（制裁の手続） 
  前条の制裁は、戒告及び権利停止は大会出席者の過半数の賛成をもって、除名は３分の

２以上の賛成をもって決定する。ただし、制裁の決定の前に必ず本人に弁明の機会を与

えなければならない。 
 
第９章 解  散 
 
第 40 条（解散） 
  本組合の解散は、全組合員の直接無記名投票を行い、全組合員の４分の３以上の賛成を

もって決定する。 
 
第 10 章 規約の改廃 
 
第 41 条（規約の改廃） 

本規約は全組合員の直接無記名投票による過半数の支持を得なければ改廃することはで

きない。 
 
附 則 
１ 本規約にない緊急必要事項は別途規約を定めて臨機応変に善処する。 
２ 条文中下線を付した部分は労働組合法に規定された組合規約としての必須的事項です。 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第１．共同活動の原則 
 

１．加入者は、｢日本セーフティネット協会｣(以下協会)及び、｢セーフティネットユニオン｣

(以下組合)の活動方針に従い、相手側(加害者及び加害通謀者)に対し、｢改善｣及び｢謝罪｣、

｢損害賠償｣等の請求を共同で行うことを原則とする。 
 ２．前記１による当該目的達成時の成果は全て当該加入者個人に帰属する。 
 
第２．個人責任追求の原則 
 
 １．相手側が国及び公共団体の場合、公務には｢公定力｣があるので実行加害者個人に限定

し、当該違法行為を追求する。 
 ２．相手側が会社及び法人の場合であっても、実行加害者は個人なので(仮に会社の命令で

も)、原則、当該個人及びその通謀者個人を追求する。 
 ３．上記１及び２における、実行加害者個人への追求を原則とするも、特則として、国、

会社等も相手側とすることができる。 
 
第３．影響力行使の原則 
 
 １．相手側に対し、加入者の｢協会･組合加入通知書｣及び｢示談交渉要求書｣を送付する。 
 ２．相手側が｢示談交渉｣を拒否した場合、｢団体交渉要求書｣を相手側の個人及び直属組織

に送付する。尚、｢団体交渉｣を拒否した場合、｢労働委員会｣及び関係機関に提訴する。 
 ３．協会及び組合は、日本国憲法及び関連法規遵守の立場から、相手側の違法行為を追求

して、その｢改善｣及び｢謝罪｣、｢損害賠償｣等を不定期に請求する。 
 ４．相手側が不実の態度で応じた場合、相手側に影響力が｢大｣と判断される関係各位に、

相手側の当該違法行為を通知し、｢改善｣及び｢謝罪｣、｢損害賠償｣に応じるよう説得し

ていただく。(例、親･兄弟親戚縁者、直間所属機関、出身校ＯＢ会等々他) 
５．それでも、尚、相手側が不実の態度を続けた場合、他の提携組合(下記連絡団体一覧)

と共闘して｢抗議｣の活動を全国展開し、当該訴求を各方面に拡大する。 
６．更に｢仮処分･仮差押｣及び｢本訴｣の手続きをし、加えて刑事罰の求訴追手続きをする。 

 ７．但し、刑事外裁判は｢和解｣を原則とし｢判決｣は和解に応じない場合とする。 
以上 

http://日本セーフティネット協会.com

国際労働組合 

セーフティネットユニオン

共同活動方針

非営利共同組合 

日本セーフティネット協会

http://xn--dck4bzakm2a7c0t260ve3ito5cehd.com/
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全国シティユニオン共闘会議
1

海道 
幌中小労連･地域労組 http://www.infosnow.ne.jp/~sgu/ 
幌パートユニオン http://ws1.jtuc-rengo.or.jp/spk-chiku/partunion.html 
幌地区ユニオン http://hokkaido.jtuc-rengo.jp/spk-chiku/ 
幌ローカルユニオン http://www.geocities.jp/union_yui/link.html  
海道ウイメンズ･ユニオン http://blog.goo.ne.jp/hokkaiwu    

北地方 
おもりユニオン(連合青森) http://aomori.jtuc-rengo.jp/aomori-yunion.html   
森県地域一般労働組合(ひだまりユニオン) http://hidamariyunion.web.fc2.com/   
きたまユニオン(山形県米沢市) http://www13.plala.or.jp/o-union/top1.htm  
わてローカルユニオン http://www15.ocn.ne.jp/~roren/LU.htm   
手青年ユニオン http://iwateyu.cocolog-nifty.com/ 
手フレンズユニオン http://www.jtuc-rengo.jp/iwate/06union/06main.html 
くしま連帯ユニオン http://pub.ne.jp/rentaiun/?entry_id=3600242   
城合同労組 http://www.ne.jp/asahi/miyagi/zenroukyou/godo/top.html  
形青年ユニオン http://ys-union.sblog.jp/top.php   

東地方 
城ユニオン http://www.sky.hi-ho.ne.jp/ibarakiunion2/ibarakiuniontop.index.html   
城不安定労働組合 http://d.hatena.ne.jp/godzilla08/  
般合同労組 さいたまユニオン http://blogs.yahoo.co.jp/sai_union2/    
都宮市民ユニオン http://www.ucatv.ne.jp/~itutetu/union/ 
奈川シティユニオン http://www1.ocn.ne.jp/~kcunion/ 
奈川連帯ユニオン http://members2.jcom.home.ne.jp/union.k.s/consul.html 
馬一般労働組合(群馬一般ネット) http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/ 
馬合同労組 http://www.geocities.jp/gungoroso/  
央コミュニティ･ユニオン(神奈川) http://homepage1.nifty.com/ckcu/  
地域合同労働組合西湘支部 http://www.ab.auone-net.jp/~ws-roren/gdrs/gdrs_stmap.html  
通ユニオン(群馬) http://www9.plala.or.jp/kotsu-union/   
京ユニオン(埼玉) http://www1.odn.ne.jp/s-union/index0.htm  
玉ユニオン http://www15.plala.or.jp/kitaadati-tikuro/union.html   
南ユニオン http://www016.upp.so-net.ne.jp/union-sh/ 
国一般労働組合 全国協議会神奈川 http://www.zenkokuippan-kanagawa.org/  
労連･全国一般労働組合神奈川地方本部 http://www.zenkoku-ippan.jp/syoukai.html 
ば合同労組 http://park.geocities.jp/union_chiba/    
葉スクラムユニオン http://scrumunion.web.fc2.com/    
ニオン千葉 http://www2.ocn.ne.jp/~unichiba/    

連絡団体一覧
(個人加盟労働組合)
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http://www.sky.hi-ho.ne.jp/ibarakiunion2/ibarakiuniontop.index.html
http://d.hatena.ne.jp/godzilla08/
http://blogs.yahoo.co.jp/sai_union2/
http://www.ucatv.ne.jp/~itutetu/union/
http://www1.ocn.ne.jp/~kcunion/
http://members2.jcom.home.ne.jp/union.k.s/consul.html
http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/
http://www.geocities.jp/gungoroso/
http://homepage1.nifty.com/ckcu/
http://www.ab.auone-net.jp/~ws-roren/gdrs/gdrs_stmap.html
http://www9.plala.or.jp/kotsu-union/
http://www1.odn.ne.jp/s-union/index0.htm
http://www15.plala.or.jp/kitaadati-tikuro/union.html
http://www016.upp.so-net.ne.jp/union-sh/
http://www.zenkokuippan-kanagawa.org/
http://www.zenkoku-ippan.jp/syoukai.html
http://park.geocities.jp/union_chiba/
http://scrumunion.web.fc2.com/
http://www2.ocn.ne.jp/~unichiba/
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ユニオン千葉(ブログ) http://blog.goo.ne.jp/unionchiba   
よこはまシティユニオン http://www.d2.dion.ne.jp/~yuniyoko/ 
 
東京 
労働組合ネットワークユニオン東京(ＮＵ東京) http://homepage3.nifty.com/nu-tokyo/ 
ＮＵ東京労働相談ページ http://www.netlaputa.ne.jp/~nut21/ 
ＡＰＦＳ労働組合(外国籍･移住労働者) http://magon.sanpal.co.jp/apfs-union/   
一般労働組合･東京管理職ユニオン(渋谷区初台) http://www.mu-tokyo.ne.jp/   
一般合同労働組合 東京西部ユニオン http://www12.ocn.ne.jp/~seibu-un/ 
一般合同労働組合 なんぶユニオン(本部･東京都品川区) http://www.nanbu-union.org/wp/ 
映演労連フリーユニオン http://members3.jcom.home.ne.jp/doga-uni/sub6.htm 
コミュニティユニオン http://www.cutokyo.jp/mokuhyo.html   
京浜ユニオン http://keihin3762.sakura.ne.jp/   
サイバーネットユニオン(東京) http://www.cyber-union.or.jp/ 
ジャパンユニオン http://www.jca.apc.org/j-union/  
下町ユニオン(東京東部地域ユニオン協議会) http://www.geocities.jp/shtmch/ 
下町ユニオンビルメンテナンスユニオン http://www.geocities.jp/shtmch/BMUtoha.htm 
首都圏青年ユニオン http://www.seinen-u.org/ 
女性ユニオン東京 http://www.f8.dion.ne.jp/~wtutokyo/ 
新宿一般労働組合 http://shinjuku-union.org/    
全統一労働組合(東京･関東) http://www.zwu.or.jp/  
全国一般労働組合(連合) http://www.zenkoku-ippan.or.jp/ 
全国一般労働組合東京南部 http://www.jca.apc.org/nugw_ts/   
全国はたらく障がい者ユニオン http://www.shogaisha-union.net/what.html 
全労協全国一般東京労働組合 http://www.aa.alpha-net.ne.jp/tokyoun/ 
ソクハイユニオン http://kensuke7856.cocolog-nifty.com/tokyo_messenger/ 
電機ユニオン(本部･東京都港区) http://denki-union.com/ 
東京管理職ユニオン(豊島区東池袋) http://www.mu-tokyo.com/   
東京西部一般労働組合 http://www.seibuippan.org/ 
全労協東京東部労働組合 http://www.toburoso.org/ 
東京ユニオン(労働組合東京ユニオン) http://www.t-union.or.jp/ 
東京東部地域合同労働組合 東部ユニオン http://www6.ocn.ne.jp/~tbunion/index2.html    
日本音楽家ユニオン http://www.muj.or.jp/ 
ねりまユニオン(練馬全労協･練馬地域ユニオン) http://www.nerimaunion.org/ 
パープルユニオン http://purpleunion.net/   
派遣ユニオン http://hakenunion.blog105.fc2.com/   
八王子合同労組 http://gorohachi.blogspot.com/    
フリーター全般労働組合 http://freeter-union.org/union/  
プレカリアートユニオン http://d.hatena.ne.jp/kumonoami/   
ユニオン千代田 http://www.geocities.jp/unionchiyoda/  
ユニオン東京合同 http://www.union-tg.org/   
連帯ユニオン(全日本建設運輸連帯労働組合) http://www.rentai-union.com/ 
 
甲信越地方 
にいがたユニオン(連合新潟) http://www.jtuc-rengo.jp/niigata/union/   
にいがた青年ユニオン http://www.union4u.org/   
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山梨青年ユニオン http://yunion.exblog.jp/ 
山梨県労地域ユニオン http://www18.ocn.ne.jp/~kenro/kenrouunion.html   
 
中部･東海地方 
愛知ユニオン http://www5.cty-net.ne.jp/~symj1211/a_001.htm 
愛知連帯ユニオン http://www.geocities.jp/aichi2rentai/   
愛労連ローカルユニオン http://www5e.biglobe.ne.jp/~union-ai/   
岐阜青年ユニオン http://www.usiwakamaru.or.jp/~gifkyoso/dantai/youthunionlab/ 
静岡青年ユニオン http://blog.goo.ne.jp/shizuoka-union/ 
静岡ゼネラルユニオン http://www.wbs.ne.jp/bt/sg-union/ 
静岡ふれあいユニオン http://homepage2.nifty.com/s-fureai/ 
静岡ふれあいユニオン(ブログ) http://s-fureai.cocolog-nifty.com/blog/   
女性ユニオン名古屋 http://www.geocities.jp/ju_nagoya/ 
全国一般･岐阜一般労働組合 http://homepage2.nifty.com/gifuscrumnet/ 
東海合同労組 http://tokaigoudourouso.blog33.fc2.com/  
名古屋ふれあいユニオン http://homepage3.nifty.com/fureai-union/ 
名古屋北部青年ユニオン http://hoku-sei.cocolog-nifty.com/union/   
南勢ユニオン http://blog.ap.teacup.com/nansei-union/    
派遣ユニオン東海 http://www014.upp.so-net.ne.jp/haken-union/ 
みえ青年ユニオン http://www.geocities.jp/mieseinen_union/ 
ユニオンはままつ http://unionhamamatsu.com/   
ユニオンみえ(三重県) http://homepage3.nifty.com/union-mie/  
ローカルユニオン静岡 http://www.s-kenpyo.jp/union/  
 
関西地方 
あかし地域ユニオン http://www1.ocn.ne.jp/~a-union/ 
アクション 21 連帯ユニオン･京津労働相談センター http://nttbj.itp.ne.jp/0759351203/   
アルバイト･派遣･パート関西労働組合 http://www.ahp-union.or.jp/ 
管理職ユニオン･関西 http://www.mu-kansai.or.jp/ 
関西合同労働組合 http://kansaigodo.no-ip.org/main/ 
北大阪合同労働組合 http://www16.plala.or.jp/kitagoudou/ 
きょうとユニオン(京都地域合同労働組合) http://web.kyoto-inet.or.jp/people/kyotama/ 
高麗労連 在日高麗労働者連盟(本部･大阪) http://www2.ocn.ne.jp/~rouren/   
さきょうユニオン(京都) http://blog.so-net.ne.jp/sakyo/ 
滋賀青年ユニオン http://www.biwa.ne.jp/~sigaziti/seinenunion.html 
自治労大阪公共サービスユニオン http://kaigo.jichiro-osaka.gr.jp/union/ 
出版ユニオン京都(出版情報関連ユニオン 京都支部) http://www.syuppan.net/kyoto/ 
出版情報関連ユニオン http://www.syuppan.net/union/ 
新世紀ユニオン http://21c-union.net/ 
せんしゅうユニオン http://homepage3.nifty.com/sensyu-union/ 
全国一般おおさか http://www.unionosaka.org/about/flow/   
全国機械金属港合同労組 http://www.minatogodo.org/   
地域労組おおさか http://local-union-osaka.org/    
なかまユニオン(関西) http://nakama-union.com/   
なにわユニオン http://www.jca.apc.org/~naniwa/  
奈良ふれあいユニオン http://homepage3.nifty.com/nf-union/  
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http://nakama-union.com/
http://www.jca.apc.org/~naniwa/
http://homepage3.nifty.com/nf-union/


 

ぱあぷる(セクシャルハラスメントと斗う労組) http://www7b.biglobe.ne.jp/~papuru/   
兵庫青年ユニオン http://blogs.yahoo.co.jp/koyouhyogo2006 
伏見ふれあいユニオン http://www.fureai-u.net/  
ユニオン自立(京都) http://www.k5.dion.ne.jp/~jiritu/text1.html   
ユニオンぼちぼち(関西非正規等労働組合) http://rootless.org/botiboti/shoukai.htm 
ユニオンみなみの風(京都) http://blogs.yahoo.co.jp/union_minaminokaze   
洛南労働組合連絡会議(京都) http://web.kyoto-inet.or.jp/people/yamabiko/  
 
中国･四国 
えひめユニオン http://www.k2.dion.ne.jp/~e-union/ 
管理職ユニオン岡山 http://gm-uni.main.jp/syoukai.htm   
高知一般労働組合 http://www.k3.dion.ne.jp/~kotipan/ 
全国一般労働組合広島 http://sky.geocities.jp/zenkokuippann/   
広島青年ユニオン http://seinen-u.jugem.jp/ 
 
九州･沖縄 
姶良ユニオン(鹿児島) http://www.synapse.ne.jp/~aunion/   
大分ふれあいユニオン http://oita-union.lar.jp/  
沖縄(南部)一般合同労組 http://www6.ocn.ne.jp/~oki_godo/    
日労会(日本労働者会議･福岡) http://www.nichiroukai.jp/   
福岡地域労組･きずな http://www9.ocn.ne.jp/~f-roren/sub3.html 
連合かごしまユニオン http://www.rengo-kagoshima.jp/union.html 
連合福岡ユニオン http://www6.ocn.ne.jp/~fukuuni/ 
連合おきなわユニオン http://www.rengo-okinawa.jp/union/ 
 
海外の合同労組 
韓国青年ユニオン(韓国) http://cafe.daum.net/alabor  
 
全国(業種･職種･業態別 個人加盟労組) 
銀産労(銀行産業労働組合：金融ユニオン) http://www.ne.jp/asahi/oh/ginsanrou/  
国公ユニオン(公益法人) http://www.kokko-rengo.org/ 
ブ労連(日本ブロガー労働組合連合) http://blogs.yahoo.co.jp/oyakusho_star  
派遣ユニオン http://www.zenkoku-u.jp/hakenunion/hakenunion-top.html  
ファイナンスユニオン(金融) http://www.zenkoku-u.jp/finance/finance-top.htm 
福祉労働者連帯ユニオン http://www.geocities.jp/rentaiunion2007/    
ユニオンほほえみ(情報労連･派遣スタッフ) http://u-hohoemi.org/pc/   
※上記に掲載した団体/シテイユニオンのリンクは｢オレンジの樹｣からによるものです。 
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