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里山資本主義と金融

サービス 
2015年8月3日、「里山資本主義

と金融サービス」と題するUNI-LCJ

金融部会主催シンポジウムが損保

労連会議室で開催され、UNI-LCJ金

融部会メンバー組織に加え、UAゼ

ンセン金融部門、全銀連合、全信

労連、新生銀行従組等から42人が

出席した。 

開会式で田原UNI-LCJ金融部会議

長は、「現在、規模の論理に傾注

し、地域金融機関の統合が進んで

いるが、地域密着型経営が特徴で

あり、規模や拠点を増やせばよい

わけではない。地域金融が自身の

特徴をしっかりと考えた上で、ど

う事業を展開するかが重要。その

ために、労組として何をすべきか

を考えることが大切」と挨拶し

た。 

ゲストスピーカーの中村日放労

委員長は、藻谷浩介氏とNHKの番組

によって知られ、反響を呼んでい

る「里山資本主義」の概念を紹介

した。規模の経済が当たり前と

なっている今日だが、マネー資本

主義からの転換ないしお金だけに

頼らないモデルの創造という新た

な観点から、金銭換算できない価

値観や幸福感、金融システムのあ

り方を問いなおすことも必要では

ないかと指摘した。 

モンザネUNI金融部会担当局長

は、UNIの提唱する持続可能な金

融産業を目指した、金融安定化理

事会や規制当局へのロビー活動等

の取組みを紹介し、商業銀行と投

資銀行の役割の明確な分断と、商

業銀行の投機活動からの保護の重

要性を説いた。 

プリヤラルUNI Apro金融部会担

当部長は、持続可能で責任ある金

融産業を構築するには、金融シス

テムに多元性や多様性を担保する

ことが重要であり、一律な規制で

は特にアジアの途上国の現状に合

わないと訴えた。 

小川全国農団労書記長は、日本

の農業金融機関の現状、農協・信

用事業の歴史と仕組み、信用事業

の存在意義、法改正が農協へもた

らす影響、今後の課題などについ

て詳細に報告した。 

最後に、櫻井大輔全労金副委員

長は、「世界金融危機から落着き

を取り戻しつつある今、本当に必

要とされる金融機関・金融サービ

スとは何かを改めて考える必要が

あるのではないか」と問題提起

し、今後もUNI-LCJ金融部会の仲

間を増やし、UNIを通じて世界の

動きも注視しつつ意見及び情報交

換を密にしていこうとまとめた。 
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ILOアジア太平洋地域金融部

門政労使ワークショップ 

2015年8月5～6日、ジャカルタに

おいて、ILOはアジア太平洋地域の

7か国（オーストラリア、中国、イ

ンド、インドネシア、日本、マ

レーシア、フィリピン）の金融部

門政労使を招いてワークショップ

を開催し、35人が出席した。2009

年ILO本部で開催された世界レベル

の金融部門三者構成会議を受け

て、地域毎に開催するフォロー

アップである。労働者グループは

全ての国から代表が出席、政府グ

ループはインドネシア、中国、日

本、マレーシア、使用者グループ

はインドネシアとマレーシアの参

加に留まった。日本からは、高崎

厚生労働省顧問、田原UNI Apro金

融部会議長、全信連の須磨中央委

員、染谷中央委員、渡邊書記長が

出席、議論に貢献した。 

 「1997年のアジア経済危機を経

験したアジア諸国は、2008年の世

界金融危機では大きな影響を受け

なかった。それは既に備えができ

ていたからだ。危機は繰り返し起

こり得る」とのILOからの問題提起

を受け、 

 金融部門における雇用、労働

条件、社会対話、労使関係に

及ぼす金融経済危機或いは再

編の影響 

 金融部門における雇用及び危

機の社会的影響に対応するた

めの政策 

 アジア太平洋地域の政労使

は、グローバルな金融機関が

ローカルに及ぼすインパクト

等、危機を予測し、共同また

は個別に、金融部門の健全性

を維持し、労働者が危機の影

響に対処できるよう助ける対

策を整備するために何をすべ

きか 

 アジア太平洋地域の金融部門

に、ディーセントワークを確

実に確保するため、社会対話

と積極的な労働市場政策を活

用する：危機に効果的に対応

し、再発のリスクを減らし、

より持続的な金融サービスを

促進し、ディーセントな雇用

を守るため、どのようなメカ

ニズムを整備すべきか 

という観点から議論を行った。

様々な対立意見もあったが、2日と

いう短い期間で、参加した政労使

代表はまとめの勧告に合意した。 

 

潮目を変えよう！ 

第4回UNI世界印刷・パッケージ

ング部会大会が2015年6月8～9日、

トルコのイスタンブールで開か

れ、日本から、竹井UNI  Apro印

刷・パッケージング部会副議長

（全印刷委員長）、安部全印刷財

政局長、大江新聞労連書記長が出

席した。直前の総選挙で与党自由

開発党（AK）が大幅に票を減らし

たため、トルコの労働組合は大い

に意気があがっており、UNI世界印

刷・パッケージング部会大会参加

者は、労働組合の努力と勝利を祝

福した。 

スノッディUNI印刷・パッケージ

ング部会担当局長は4年間の活動を

報告し、印刷部門は市場が縮小し

ているが、パッケージング部門は

拡大していると強調した。ウンUNI 

Apro地域書記長は、「UNI Aproで

はマレーシア、インド、インドネ

シアを重点取組み国として、パー

トナーシップ労使関係の原則に基

づいて組織化を進めている」と報

告した。竹井副議長は、UNI-LCJ印

刷部会の活動内容について報告す

ると共に、全印刷が講師として参

加したインドでのセキュリティ印

刷部門セミナーの成果に触れた。

大江新聞労連書記長は、ヘイトス

ピーチが蔓延する日本の現状を憂

い、「新聞労連は二度と、戦争の

ためにペンやカメラを取らない、

輪転機を回さない」と誓った。 

大会は、「大手多国籍企業ばか

りでなく、国や地域における戦略

性を考慮し、ローカル企業も組織

化のターゲットにしてはどう

か」、「インターネットの発展に

伴うデジタルメディアの普及と新

聞記者の現状を踏まえ、ICTS部会

と協力するべきだ」、「新しい化

学物質が使われるようになり、安

全衛生の訓練を重視してほしい」

等、様々な提案を受け、2015～

2019年度の活動計画を承認した。

最後に選挙が行われ、アンダーソ

ン氏が議長に再選された。 

 
 

UNI世界運営委員会、

ネパール被災者を激励 
第27回UNI世界運営委員会が2015

年5月28～29日、UNI本部（ニヨ

ン）で開催され、日本から逢見UNI 

Apro 地域会長、野田 UNI副会長

（UNI Apro選出）が出席した。 

ガネシュUNIネパール加盟協

（UNI-NLC）事務局長は、4月に発

生したネパールの大地震について

報告し、世界各国のUNIの仲間から

の連帯支援に感謝した。UNI-NLCに

はエンジニアや病院スタッフ、金

融労組のメンバーもおり、復旧作

業に関わっている。組合員を助け

るだけではなく、地域社会全体を
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支援したいと考えていると述べ

た。逢見UNI Apro地域会長は、カ

トマンズで開催予定だったUNI 

Apro地域運営・執行委員会が大地

震のため急遽シンガポールに変更

して開催されたこと、年末のUNI 

Apro地域大会開催地については6月

に現地を訪問しUNI-NLC等と協議し

てから決めること、日本も連帯支

援を決めたこと等を報告した。 

委員会は、第4回UNI世界大会・

女性大会の評価、採択された決議

のフォローアップ、第5回UNI世界

大会準備等について留意した。ブ

レイキングスルー進捗状況につい

ては、部会別、地域別、国別、多

国籍企業別にホフマンUNI副書記長

が報告した。野田UNI副会長は、

コールセンター組織化の取組みを

評価しつつ、最近のフィリピンへ

のUNI派遣団の問題点を指摘し、

UNI本部と地域組織のさらなる連携

を求めた。ウンUNI Apro地域書記

長は、イオンとのグローバル協定

締結に至った経緯について、過去

の失敗例を教訓に、UNIが労働組合

と共に企業の発展に貢献したいと

いう意思を明確にし、経営側との

間に信頼関係を醸成することの重

要性を強調すると共に、各国で柔

軟なアプローチを重ねながらイオ

ン労組協議会の結成を目指したい

と述べた。 

また、ケープタウンで採択され

た今後の加盟費の検討決議を受

け、2016年11月の世界執行委員会

で最終勧告を提出するための作業

部会の設置を確認した。UNI Apro

からも日本、オーストラリア、マ

レーシア、ネパールの代表がこの

プロセスに加わることが提案、確

認された。 

 

アチャリャ労組強化部

長、ネパールへの支援

に感謝 

情報労連大会出席のため、2015

年7月14～16日、クリストファー・

ウンUNI Apro地域書記長及びラ

ジェンドラ・アチャリャUNI Apro

労組強化部長が来日し、この機会

に日本の様々なUNI加盟組織・役員

と意見交換を行った。 

情報労連大会で挨拶したウン地

域書記長は、野田委員長の強い

リーダーシップの下、情報労連

が、特にアジア太平洋地域におけ

る情報通信及び関連産業の労働者

の組織強化を支援してきたことに

感謝した。その成果として、多く

の国で民主的な労働組合が発展

し、国際労働運動の重要な担い手

となっている。野田委員長から

は、UNI ネ パ ー ル 加 盟 協（UNI-

NLC）へのカンパと『絆』の文字を

入れた黄色いポロシャツ100着が贈

られた。アチャリャ部長は、「こ

れを着たUNI-NCLボランティアに助

けられる被災者は、日本からの支

援に励まされ、再び立ち上がる気

力が湧いてくるだろう」とあらた

めて感謝した。 

来日直前にカトマンズを視察し

たウン地域書記長は、UNI-NCLとし

ては大会開催を切望しつつも、現

実的には大規模な国際会議を行う

ためのインフラの復旧が見込め

ず、参加者の安全性重視の観点か

ら、マレーシア・クアラルンプー

ルでの開催を提案していると、逢

見UNI Apro地域会長に報告し、会

長の了承を得た。 

小俣UNI-LCJ議長（JP労組委員

長）を表敬したアチャリャ部長

は、UNI-LCJの迅速な支援に対する

シャンカールUNI-NLC議長からの感

謝を伝え、倒壊したネパールの世

界遺産を描いた絵を贈呈した。小

俣議長は、東日本大震災の経験か

ら、被災者を孤立させないよう心

のケアが重要だとアドバイスする

と共に、6月のJP労組全国大会で集

められたカンパ金を渡し、日本と

しても引き続き支援していくと激

励した。 

UNI-LCJ印刷部会会議（7月14

日、凸版印刷労組本部会議室）で

ウン地域書記長は、アジア、特に

インドネシア、マレーシア、イン

ド等における印刷・パッケージン

グ部会の組織化に対する日本の労

組の支援に感謝した。釣本全印刷

委員長は、インドネシアのトッパ

ン工場労働者に関する情報を、会

社側だけでなくUNI Aproからも得

られたことは有益だったと述べ

た。続くレセプションでは、8月に

退任予定の竹井全印刷委員長の、

長年のUNI Apro印刷・パッケージ

ング部会への多大な貢献に対する

感謝の盾が贈られた。また、ネ

パール大地震への支援カンパも行

われ、アチャリャ部長に渡され

た。 

UNI-LCJ金融部会会議（7月15

日、損保労連会議室）では、ウン

地域書記長は、最近マニラで開催

されたASEAN銀行部門三者会議の成

果について報告し、日本の金融労

組には、日本の金融機関がASEAN諸

国でますます活発に事業を行うに

あたり、このような三者会議に出

席し、情報交換や人脈作りを行う

ことは非常に意義があるだろう

と、参加を奨励した。 

自動車総連では、郡司事務局長

から今春闘の結果や日本の現在の

課題等について説明を受けた後、

ウン地域書記長は40年に渡りUNI 
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Aproを率いてきたが、ようやくUNI

及びUNI Aproの知名度や評価が高

まってきたと報告した。例えば、

今年2月に発表された国連ビジネス

と人権に関する指導原則に対応し

た人権の取組み状況に関する世界

初の包括的報告枠組みの策定に関

わった14人の賢人グループに、ウ

ン地域書記長が労働運動代表とし

て唯一関わっていること、ウン地

域書記長はまた世界経済フォーラ

ムの世界規模の課題を設定する、

グローバル・アジェンダ・カウン

シルのメンバーでもあること等

に、UNI Aproの実績が高く評価さ

れていることが示されている。 

 

UNI-LCJ／モンゴル加

盟協セミナー 
2015年7月27～30日、モンゴル・

ウランバートルで、UNI-LCJ／モン

ゴル加盟協（UNI-LCM）セミナー及

び関連プログラムが開催された。

UNI-LCJからは、北條郁子情報労

連／NTT労働組合中央執行委員を団

長に、久保田龍輔講師（UAゼンセ

ン）、永島理絵講師（自動車総

連）、清水雅弘講師（JP労組）、

UNI Aproから玉井諭組織化キャン

ペーン担当部長が出席した。 

セミナーには、モンゴルの商

業、郵便、ICTS部門の6加盟組織か

ら若手組合員・役員を中心に33人

が参加し（女性26人、男性7人）、

組織化、団体交渉、労働安全衛生

のテーマで日本側、モンゴル側そ

れぞれ報告を行い、活発な意見交

換が行われた。モンゴル参加者か

らは、国から労働組合への支援の

有無、組合における青年リーダー

育成、中小零細企業における労働

条件改善の交渉、非正規労働者の

組合加入、国営事業の民営化によ

る組織率への影響は等、様々な質

問が出された。 

翌日は、UNI-LCM加盟組織幹部と

の意見交換を行い、①組織拡大、

②UNI-LCJとの協力、③UNI-LCM加

盟組織間の協力について、オユン

バヤール議長から課題と今後の計

画について説明を受けた。組織拡

大と次世代リーダー候補となる若

手役員育成について強い意欲が感

じられた。また、グループに分か

れて商業労組、通信労組、郵便労

組との意見交換及び職場視察も

行った。 

最終日には在ウランバートル日

本大使館を訪問し、最新のモンゴ

ルの政治・経済事情について見識

を深めた。更に10年以上本セミ

ナー通訳をしているナランバヤル

氏が校長を務める小中高一貫教育

の私立学校「新モンゴル高等学

校」を訪問し、日本の大学留学試

験を控えて勉強に励む高校生達を

激励すると共に、労働組合につい

て説明し、交流した。 

 

第15回UNI-LCJユース

英語セミナー 
第15回UNI-LCJユース英語セミ

ナーが2015年7月3～5日、長崎で開

催され、情報労連、全信連、UAゼ

ンセン、全労金、自動車総連、JP

労組から23人と、海外リソース

パーソンとして、スウェーデン商

業労組のダニエル・カールステッ

ド、ネパールテレコム労組のパル

パサ・トゥラダー、台湾郵便労組

のジェームズ・ウーが参加した。

小俣UNI-LCJ議長は、「このセミ

ナーをきっかけに、グローバルな

労働運動にもっと興味を持ち、海

外の若い労働者や組合がどのよう

な課題に直面しているか情報交換

し、業種、国境を超えた友人の

ネットワークを広げてほしい」と

激励した。 

今回、特別講師として、2010年

まで、UNI長崎連絡会事務局長（情
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報労連長崎県協議長）を務めUNI長

崎世界大会の成功に奔走した、宮

崎辰弥連合長崎事務局長（現）か

ら、「UNI長崎世界大会と平和」と

題する講演を受けた。宮崎事務局

長は、平和への想いとして、70年

前の原爆投下と、日本が戦争をし

ていたことを決して忘れてはなら

ないと述べ、「戦争は絶対にして

はならない、核兵器は最後の一発

が無くなるまで行動しよう」と参

加者に訴えた。また、UNI世界大会

から学んだこととして、「多くの

課題があっても、みんなの知恵と

情熱で解決できること、ネット

ワークが広がったこと、世界の動

きに興味を持ったこと」を挙げ、

「偉大な事業は夢で始まり、情熱

で持続され、責任感で成就する」

という言葉を参加者に贈った。 

2泊3日のタイトなスケジュール

で、参加者は原爆資料館等の視察

や深夜に及ぶグループワーク、委

員会作業を含む盛り沢山のプログ

ラムをこなし、UNI運動への理解を

深めた。 

 

オーストラリアの組合

との関係強化 

「2015～2018年度UNI-LCJ海外活

動の方向性」では新たな試みとし

て、オセアニアの労働組合との関

係強化が掲げられた。これまで途

上国労組の支援が中心であった

が、UNI Aproの労働運動を牽引す

る両国の組合リーダー間の友好・

協力関係の構築・強化をもって、

更なるUNI運動の発展を進めていく

ことが目的である。 

小俣利通UNI-LCJ議長（UNI Apro

郵便・ロジスティクス部会議長）

を団長に、逢見直人UNI-LCJ副議長

（UNI Apro地域会長）、田原將一

UNI-LCJ副議長（UNI Apro金融部会

議長）、郡司典好UNI-LCJ副議長

（UNI Apro商業部会副議長）、山

中恵子情報労連中央執行委員（UNI 

Apro女性委員・予定）から成るUNI

-LCJ幹部代表団が2015年8月18～20

日、メルボルンを訪問した。 

オーストラリアには現在9つの組

合がUNIに加盟している。UNIが各

国に結成を推奨するUNI加盟組合協

議会は存在しないが、2000年のUNI

結成以来、オーストラリア最大労

組の１つ商業労組（SDA）のデブ

リュン氏が同国の加盟組合をまと

めてきた。同氏は長年に渡りSDA書

記長を務め、2010～2014年にはUNI

会長も務めたが、昨年SDA書記長並

びにUNI会長職を退任し、現在は

SDA会長を務めている。後任のドワ

イヤーSDA書記長は、デブリュン氏

が担っていた要職を引き継いでお

り、UNI Aproでは副会長を務めて

いる。今回の訪問では、金融労組

（FSU）役員、ME銀行やナショナル

オーストラリア銀行の労使、商業

労組と意見交換を行った他、脱退

してしまったCEPU（通信・電気・

配管工労組）通信部門の新書記長

にも会い、再加盟を働きかけた。

また、ナショナルセンターACTUの

会長及び副書記長と両国の当該産

業の抱える課題から政治、経済状

況に至るまで幅広く情報交換を

行った。 

日本では企業別労組が産別を構

成するのに対し、オーストラリア

は産業別組織であり、機構上の相

違はあるが、抱える課題に多くの

共通点がある。特にFSUやSDAは主

要企業と建設的労使関係を構築し

ており、その意味ではUNI Aproが

普及に努めているパートナーシッ

プに基づく労使関係を日本と共に

推進していくことができるだろ

う。また、UNI Aproにおける女性

委員会の役員どうしの交流もでき

た。 

 

UNI-LCJ／インド加盟

協セミナー 
UNI-LCJはかつて2009年、2011年

にインドでパートナーシップ労使

関係の経験を共有するセミナーを

開催したが、外貨送金上の問題や

事務局体制の不備など現地開催に

様々な困難があり、開催を中断し

ていた。その後、ムンバイに専従

スタッフを配置し加盟組合の調整

がしやすくなったこと、日印経済

関係の更なる深まりと、特に今後

サービス分野の日系企業のインド

進出の加速が予測されることなど

から、2015～2018年のUNI-LCJ海外

活動の方向性で、インドにおける

セミナーの再開を決定した。2015

年9月19～20日、「変わりゆく労使

関係のパラダイム」と題するセミ

ナーをムンバイで実施し、UNI-LCJ

からは、田原將一損保労連委員長

（UNI-LCJ副議長）を団長に、登尾

直樹講師（情報労連）、菊池美保

講師（UAゼンセン）、乾紘樹講師

（自動車総連）、坂根元彦講師

（JP労組）が出席した。インドか

らは金融、郵便、通信、メディ

ア、印刷、警備部門の加盟組合、

TISS（タタ社会学研究所「グロー

バル化と労働」学部）の学生傍聴

者ら21人が出席した。本セミナー

に合わせてインド加盟協幹部会が

19日夕方に開催され、新たにUNIに

加盟した3つの組合、アクシス銀行

労組（民間銀行）、セキュリティ

印刷労組、警備員労組の代表もセ

ミナーに参加した。 

インド、日本両国から、労働運

動の歴史と現在の課題、特に、労

使関係、組織化、賃金交渉制度、

組合における女性・青年の参画に

ついて、それぞれ報告し、意見交

換を行った。ミリンドUNI-ILC議長

は来年の開催には女性の参加目標

を30％とすると約束した。 
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21日には、ムンバイ中央郵便局

視察、マルチスズキのディーラー

訪問、バローダ銀行一般職労組訪

問等を行い、22日には、TISS（タ

タ社会学研究所）の「グローバル

化と労働」学科の学生と、グロー

バル化のインパクトと労使関係に

ついて意見交換を行い、日本の

パートナーシップ労使関係の概念

及びグローバル枠組み協定等の意

義と取組みについて説明した。 

 

UNI世界ケア部会結成 
UNI世界ケア部会（UNICARE）の

結成大会が2015年5月20～21日、ア

ルゼンチン・ブエノスアイレスで

開催され、29カ国109人が出席し

た。アジア太平洋地域からはオー

ストラリア、インドネシア、日

本、韓国、マレーシア、ネパー

ル、ニュージーランドから参加し

た。開会式にはカルロス・トマダ

労働大臣も出席した。 

参加者は各国のケア部門を取り

巻く環境、組織化戦略やその課題

について共有した。「在宅ケア・

長期ケアにおける成長戦略」の

セッションでは、UAゼンセン／日

本介護クラフトユニオン（NCCU）

の陶山浩三会長が、日本の急速な

高齢化と世帯構造の変化、NCCUの

活動（組織拡大と国への要請活

動）、今後に向けた課題と展望に

ついて発表した。 

大会は、先の第4回UNI世界大会

（2014年12月、ケープタウン）で

採択された戦略目標と優先課題に

沿う形で、「組合成長」、「組織

化、キャンペーン力の強化」、

「労働者が影響力を持てるような

戦略の構築」、「ケアの仕事が、

働く者のディーセントな暮らしを

実現すると共に、高水準のケアと

社会的保護を提供する中で尊厳と

敬意を伴う素晴らしい仕事となる

よう、経済活動の主導権を取り戻

す」といった活動計画を採択し、

実現に向け取り組んでいくことと

した。 

UNICARE世界運営委員会議長に

は、今大会の受入れ組織となった

アルゼンチンのケア部門産別組織

FATSAのカルロス・ウェスト・オカ

ンポ会長が選ばれた。 

 

「連帯」結成の地で商

業部会委員会 
UNI世界商業部会運営委員会が

2015年5月31日～6月１日、UNI欧州

商業部会大会に合わせ、独立自主

管理労組ソリダルノシチ「連帯」

結成の地ポーランド・グダニスク

で開催され、25人が参加した。日

本からは八野委員（UAゼンセン副

会長）、山口委員（自動車総連副

事 務 局 長、郡 司 委 員 の 予 備 委

員）、中野UAゼンセン国際局部長

が出席した。 

アルフレッド委員（ソリダルノ

シチ商業部会）は歓迎挨拶の中

で、「ポーランドは第二次世界大

戦後、ソビエトの支配下で抗議デ

モを行った。35年前の8月31日、こ

の造船所でグダニスク協定（政労

合意）が締結され、21の要求が認

められた。UNIに集う世界の商業労

組も連帯し、商業労働者の賃金・

労働条件改善のために闘おう」と

述べた。 

ベシガーUNI世界商業部会担当局

長は、委員会構成の変更を報告

し、UNI Aproに関しては、UAゼン

センの橋本副書記長から自動車総

連の郡司事務局長への変更等が確

認された。 

委員会は、2014年の企業別活動

報告に留意し、2015年の活動計画

では新たにオーシャンとプライ

マークをターゲットに追加した。

八野委員は、イオンとのGFAは高島

屋の時と同様、当該企業労組、産

別及びUNIの4者で結んだことを前

置きした上で、当該国の状況をよ

く知る者とUNIをよく知る者が連携

して進めることが重要だと強調し

た。 

グローバル・サプライチェーン

の取組みについて、アマゾンを例

に、UNI各部会及び他のグローバル

ユニオンの関与が図で示され、ベ

シガー局長は、UNI内の様々な関係

部会だけでなく他のグローバルユ

ニオンとのより一層の連携と一貫

したアプローチが不可欠であると

強調した。八野委員は、AI等が将

来の労働に与える影響と、文化や

人々の生活スタイルをも変え得る

可能性を指摘し、マイナス方向に
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変わらないよう各国の先進事例を

共有していく意義を強調した。山

口委員は、ASEAN統合に向けた企業

のサプライチェーン戦略を調査す

るため、タイやインドネシアを訪

問し関係者と意見交換したことを

報告し、TPP等の地域・多国間貿易

協定の動向も注視しつつ、賛否の

議論ではなく変化に対する労働組

合の対応を検討することが重要だ

と意見を述べた。 

 

変化する労働の世界、

ICTS部門での組織化 
2015年6月16～17日、UNI世界

ICTS部会大会が「変化する労働の

世界における組織化」をスローガ

ンに、スウェーデンのドローナ

セットで開催され、50カ国、78加

盟組織、237人が参加した。アジア

太平洋地域からは、バングラデ

シュ、インド、インドネシア、日

本（情報労連13人）、マレーシ

ア、ネパール、シンガポールの代

表が出席した。 

開会式では、スウェーデンの3加

盟組織（ユニオネン、SEKO、エン

ジニア協会）代表から歓迎挨拶が

あった。ヘルバーグ・ユニオネン

委員長は、第3の産業革命と称され

る急速なデジタル技術の進化によ

り、今後20年間でスウェーデンの

雇用の約半分が影響を受けるだろ

うとの厳しい見方を示し、「労働

組合として組合員がその現実に備

えられるようにしなければならな

い」と述べた。 

パネル討論「ICTS部会における

新しい労働の世界と組織化への影

響」では、野田UNI世界ICTS部会副

議長（情報労連委員長）が座長を

務めた。アクターUNI世界専門職・

監督職（P&M）委員会担当局長は、

UNIが行った「新たな労働の世界」

に関する調査結果の概要を紹介

し、「課題は機会になり得ると信

じ、21世紀の変化とニーズ、21世

紀の労働者に合わせた組織化の方

法と交渉議題を共に考えていこ

う」と訴えた。ドルガスト教授

（ロンドン・スクール・オブ・エ

コノミクス准教授）は、「通信産

業における細分化した生産ネット

ワークにおける組織化」という

テーマで講演し、「企業にとって

は組合組織率が低く協約にカバー

されていないところに、低賃金・

弾力的雇用の仕事を下請けしやす

い。雇用の維持に焦点を置くより

むしろ、下請け企業の組織化こ

そ、この産業の基準の低下を食い

止めるために必要だ」と述べた。

情報労連（KDDI労組）の瀬田代議

員は、非正規社員の組織化と処遇

改善の取組みや今後の働き方につ

いて発言した。野田副議長は、

「労働組合は、技術革新による市

場変化、雇用形態の多様化、イン

フォーマル経済の労働者増加など

の課題や状況変化に、タイムリー

かつ十分にコミットしなければい

けない」とまとめた。 

この他、「ICTS部会の主要キャ

ンペーン」、「コンタクトセン

ターにおける新たな取組み」、

「ICTS部会の将来をマッピング」

のテーマで議論を行った。情報労

連（アイネス労組）の兵後代議員

は、ユーザー視点のサービス提供

のために組合員の教育が不可欠で

あること、幅広い発想を活かすた

め特に女性が活躍しやすい環境整

備の重要性について、自組織の例

を挙げて報告した。また、情報労

連（NTT労組）の廣瀬代議員は、企
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業・労働者のグローバル化が進む

中、UNI加盟組織が連帯して取組み

を進めることがより重要となる、

共に頑張ろうと呼びかけた。 

大会は、①大手多国籍ICTS企業

の組織化と組合強化、②コンタク

トセンターの組織化と労働基準の

引上げ、③ICTS労働者の政治的影

響力及び経済力の構築、④全ての

取組みに「インクルーディング・

ユー」の4本柱から成る2015～2019

年のブレイキングスルー戦略計画

を採択した。最後に、UNI世界ICTS

部 会 議 長 と し て、英 通 信 労 組

（CWU）副書記長のアンディ・カー

ル氏が選出された。 

 

UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会セミナー 
JP労組の後援を受け、UNI Apro

郵便・ロジスティクス部会とタイ

郵便労組（SEWU-THP）との共同セ

ミナーが、2015年7月27日、バンコ

クで開催され、バングラデシュ、

インド、インドネシア、日本、マ

レーシア、モンゴル、ネパール、

パキスタン、フィリピン、シンガ

ポール、スリランカ、台湾、ベト

ナムから参加した19人（うち女性8

人）に加え、SEWU-THPから本部及

び地方役員33人が出席した。日本

からはJP 労組の佐々木さおりさ

ん、萩原美華さんが参加した。 

タイの郵便事情について、労働

組合及び会社代表から報告を受け

た後、海外からの参加者が各国の

郵便事情について報告した。佐々

木さおりさんは日本郵便の現状、

国際ロジスティクスを含めた今後

の事業戦略とJP労組の概要、活動

について、萩原美華さんは、労働

安全衛生の取組みについて発表

し、事故の無い安全な職場作りに

は労働組合の関与が欠かせないこ

とを強調した。 

7月28～29日には、JP労組の後援

とアジア太平洋郵便連合（APPU）

の研修機関APPCの協力を得て、UNI 

Apro 郵 便・ロ ジ ス テ ィ ク ス 部

会／APPU共同セミナーがバンコク

のAPPCで開催された。UNI Apro郵

便・ロジスティクス部会が各国郵

便労組の若手役員向け研修として

毎年開催しているものである。開

会式では、リンAPPU事務局長が参

加者を歓迎し、「過去30年間で郵

便事業を取り巻く環境は劇的に変

化した。このような変化に適切に

対応するためにAPPCという学びの

場が存在する」と述べ、国や文化

の違いに関わらず、同期の研修生

どうし協力し、貴重な学びの機会

を有益に活用するよう激励した。

伊藤UNI Apro郵便・ロジスティク

ス部会担当部長は、10年以上続く

本セミナーからこれまで多くの卒

業生が輩出され、彼らが組合リー

ダーとして第一線で活躍している

ことを強調し、長年に渡るAPPUの

協力に感謝した。 

アヌチャ講師とアミチャ講師か

ら、「UPU及びAPPUについて：郵便

の国際事業」、「郵便事業の将

来」、「変化する郵便・ロジス

ティクス・ビジネスの現状と発

展」、「90年代に民営化され2003

年に上場されたシンガポール・ポ

ストの成功事例」、「人材育成及

び労働安全衛生」について講義を

受けた他、参加者は、郵便事業の

収益性をあげるための新たなサー

ビスについて、小地域別にグルー

プディスカッションを行い発表し

た。また、ラクシ・メールセン

ターを訪問し、ロジスティクス・

サービスの現場を見学した。 

修了式では、リンAPPU事務局長

から全員に修了証書が授与され、

萩原美華さんが研修生を代表して

謝辞を述べた。また、リン事務局

長は、年内に退任予定の伊藤UNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会担

当部長を労い、APPUとUNI Apro郵

便・ロジスティクス部会の協力関

係強化への貢献を称えた。伊藤部

長は、日々進化する郵便事業やそ

れを取り巻く環境と同様、自身の

引退も変化の１つに過ぎないと述

べ、今後もAPPUとの協力関係と本

セミナーの実施を継続していくこ

とを期待し、次世代へとバトンを

渡した。 

 

米国のUNIの仲間がJP

労組大会で演説 
2015年6月17日、金沢で第8回JP

労組定期全国大会が開催され、UNI

を代表して、ジム・サウバーUNI米

州郵便・ロジスティクス部会議長

（全米郵便外勤労組事務局長）が

出席、連帯の挨拶を贈った。サウ

バー議長はこの他、新金沢郵便

局、日本郵政本社などを訪問し

た。また大会会場では、UNIコー

ナーが設けられ、フィリピンの貧

困地区パヤタス支援とネパール大

地震被災者に対するカンパが呼び

かけられた。 
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国内外でご活躍のUNIリーダーか

ら、国際労働運動でのご経験や意

義についてお伺いするコーナー。

今回は、野田三七生UNI副会長（ア

ジア太平洋地域代表、情報労連中

央執行委員長）と、デニス・マク

ガイアUNI世界女性委員会議長で

す。 
 

野田三七生UNI副会長 
初めて国際労働運動に関わった
きっかけは？ 

九州で役員をやっていた頃、中

国郵電工会や天津郵電工会との交

流参加が国際活動のスタートで

あったように思いますが、大規模

な国際会議ということで言えば、

1991年に南米・ジャマイカで開催

された『第3回ICFTU世界青年集

会』です。全世界から、約3000人

の青年（女性含む）が参加したイ

ベントでしたが、日本からも約300

人の連合代表団が派遣され、その1

人として参加しました。成田発、2

回のトランジットを経て、約30時

間の長時間飛行であったと記憶し

ていますが、当時、ジェンダーバ

ランスの観点が希薄だったことも

あり、日本だけが殆ど男性の参加

であったことも印象深く頭に残っ

ています。 

その後、中央本部の役員となり

（1996年）、自ずと国際会議や国

際支援活動に参画する機会も多く

なり、現状においては、UNI副会長

の役職も仰せつかっていますが、

私にとっての国際労働運動の原点

は、中国における沙漠緑化や児童

労働撲滅の取組みではないかと

思っています。 
 

様々なご経験から、国際労働運動
の意義は? 

一言でいえば、「不可避」であ

るということではないでしょう

か。少子・高齢化、人口減少社会

に突入している日本。そして、ひ

と・もの・かね、そして情報が世

界を駆け巡る今日的状況下で、グ

ローバル化への労働組合のアプ

ローチは必須であり、そのこと無

しに、課題の解決はあり得ないと

いうことです。 

とりわけ、情報労連に加盟する

組織の多くは、情報通信・情報

サービス産業を担う企業に対置す

る労働組合であり、『ICT革命』と

も言われる技術革新のもとで、M&A

を含む熾烈なグローバル競争が進

展し、日本企業が多国籍化してい

る状況からして、情報労連にとっ

ても重要かつ強化していかなけれ

ばならない運動領域であると思っ

ています。  
 

UNIの活動の魅力は？ 
これまた一言でいえば、「活動

に動きがある」ということではな

いでしょうか。濃淡はありつつ

も、成長・拡大しているサービス

産業の組織が集う国際産別組織

（GUF）であり、他のGUFとの比較

においても、活発に運動を進めて

いる組織ではないかと思っていま

す。本部の情熱をもった強いリー

ダーシップのもとで、4つの地域組

織と様々な部会組織が懸命に頑

張っていますし、結果にコミット

し、その成果が「見える化」され

ていると感じています。 

特にアジア太平洋地域は、東

南・南アジアを中心に、今後の経

済発展が見込まれていますが、情

報通信・情報サービス市場も拡大

し、労働組合の結成や健全な労使

関係の確立が急務となっており、

UNI Aproの果たすべき役割、その

中における日本のリーダーシップ

が求められていることを強く感じ

ています。 
 

本年6月のUNI世界ICTS部会大会を
振り返って、いかがでしょう？ 

UNI世界ICTS部会は、4年前の

2011年10月に、テレコム部会と

IBITS部会が統合して結成された組

織ですので、ICTS部会としては第2

回世界大会ということになりま

す。6月16～17日にスウェーデン・

ドローナセットで開催された大会

には50ヵ国・78組織から237人が参

加し熱心な討論が行われました。 

大会スローガンは、「変化する

労働の世界における組織化」。4つ

のセッション（①新しい労働の世

界と組織化への影響、②ICTS部会

の主要キャンペーン、③コンタク

トセンターにおける新たな取り組

み、④将来をマッピング）と基調

講演を中心に議事が進められまし

たが、特に第4セッション（将来を

マッピング）では、『第3の産業革

命』とも称される今日的情報通信

市場の動向を踏まえた論議ができ

たこと、そして課題共有ができた

ことは、大きな成果でした。 

当然ながら、ブロードバンドの

先進国である日本のICTS部会にお

いて果たすべき役割は大きいもの

がありますが、新たに選出された

アンディ・カール議長のもとで、

ブレイキングスルー戦略の達成に

力を尽くしたいと思います。 

 

デニス・マクガイアUNI世界

女性委員会議長 
組合活動、そして国際活動に関わ
るようになったきっかけは？ 

組合に入って数か月後、支部で

全国大会の話をしていた時、先輩

役員が出席できなくなったという

ので、私は代役として行くことに

なりました。そこで、職場を良く

しようという同じ志を持った人た

ちに会い、笑いあり、楽しいこと

ありで、すぐに組合の魅力に憑り

つかれてしまいました！ 

初めての国際労働運動への関わ
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りは、多国籍委員会への参加でし

た。ある会社が世界のどこで事業

を行おうとも、組合をつくって労

働者を組織しようという試みでし

た。米国の通信労組の役員だっ

た、モートン・バー氏やラリー・

コーエン氏と知り合い、様々なこ

とを学べたのは光栄でした。 

その後、2010年に長崎で第3回

UNI世界女性大会が開かれる2年ほ

ど前に、私はUNI世界女性委員会の

議長に選ばれましたが、そこから

試練が始まりました。重責を担う

と同時に、大会の準備に関わるよ

うになったからです。大会でどの

ような課題を議論するかはもとよ

り、大会の1年も前から休憩時間を

特定せよと言われ、日本のきっち

りした事前計画、時間厳守のスタ

イルを学びました。 
 

日本についての印象は？ 
長崎大会が初めての来日でし

た。どこへ行っても、エネルギー

を感じ、創造的で、人々は大変親

切で他人を思いやる…私は日本が

大好きになりました。駅でも、電

車の中でも、東京の地下鉄でも、

店でも、どこでも助けてもらいま

した。長崎では、UNI10周年記念と

平和公園での式典が印象深く、ま

た被爆者の話に心を打たれまし

た。 
 

ケープタウン世界女性大会はいか
がでしたか？ 

格別の経験となりました。長崎

大会より良い大会にすることはで

きないのではないかと思っていま

したが、アパルトヘイトの歴史

や、それを廃止しようと闘った

リーダー達の言葉を聞いて、たと

え私のしたこと（例えばTシャツを

着てデモに参加するとか、南アフ

リカの製品をボイコットするな

ど）は非常に小さな貢献でも、私

もその歴史の一部だったのだと感

じることができました。ケープタ

ウン大会に日本からこれほど多く

の若い女性代議員が参加してくれ

たのは嬉しいことでしたし、素晴

らしい英語でスピーチしたのも印

象的でした。 

次の世界女性大会は2018年、私

の国リバプールで開かれますが、

レベルが日本で、そして南アフリ

カで上げられてしまい、大変なプ

レッシャーを感じています。UNIの

仲間は皆、2つの大会を絶賛してお

り、特に長崎の「赤ジャケット」

ボランティアは素晴らしかったと

今でも覚えています。リバプール

でも、若手組合活動家が長崎方式

を再現して世界の皆さんをご案内

できればと願っています。 
 

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？ 
 日本はアジア太平洋地域だけで

なく、世界でも重要な国です。日

本の組合員の皆さんからの連帯に

よって、世界中の兄弟姉妹が助け

られています。誰もが平和な世

界、恐怖の無い世界、尊厳のある

職場をつくるために奮闘していま

す。特にこれから職業人生の長い

若い労働者・組合員の皆さんへ。

どのような未来になってほしいか

を考える絶好の機会に、是非UNI運

動に参加してください。UNIを通じ

て皆さんの望む世界を実現してい

くチャンスを掴んでください。長

年、UNI運動に関わって来られた日

本の役員の皆さんには、大きな感

謝を申し上げます。皆さんこそ、

UNIをこのように素晴らしいグロー

バルユニオンにしてくださったの

ですから！  

 

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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