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UNI-LCJ金融部会グロー

バル・ワークショップ  
 UNI／UNI Apro金融部会後援UNI
-LCJ金融部会グローバル・ワーク

シ ョ ッ プ は、2013年6月10～13
日、全世界の金融部門で働く仲間

を結集し、日本で開催された。海

外から32名、日本から103名が参

加した。日本のUNI加盟組合、UNI
未加盟組合が共にグローバルな金

融危機からの脱出、規制、インク

ルーシブ（内包的）な金融機関の

あり方等を世界の仲間と意見交換

するこの催しは、これからの金融

機関の労働組合の姿を先行的に示

すものであった。 

 主催者を代表して、關裕UNI 
Apro金融部会議長が英語で歓迎ス

ピーチを行い、特に「金融機関の

社会性」を強調した。エドガル

ド・イオジアUNI金融部会議長

は、欧州金融危機を振り返り、

「2008年以降当局の対応は素早

かった。バーゼルⅢ等の規制の体

制を作り上げ、現在は銀行同盟の

構築にとりかかっている。金融安

定理事会（FSB）と討論した時、

これは実体経済にとって良い結果

を生み出すことになると感じた。

組合の重要性を認識させることが

重要である」と述べた。加藤友康

UNI Apro会長は、UNIにおける金

融部会の重要性に触れ、UNI-LCJ
金融部会が昨年１万人の純増を達

成したことを賞賛し、金融労組が

日本の労働運動の中でより重要な

役割を果たすことを期待した。ク

リストファー・ウンUNI Apro地域

書記長は、ASEAN統合プロセスに

おける組合（ASEAN銀行労組協

議会など）の参画の重要性を訴え

た。相原康伸UNI-LCJ議長は、自

動車産業と金融制度の結び付きに

触れ、「金融部門の健全性はあら

ゆる経済活動の基礎をなしている

ことを実感する」と述べ、UNI-
LCJ金融部会を激励した。 

  

ファイアウォールとリングフェン

ス‐欧州におけるポスト経済危機

の金融規制 

 アーヴィッド・アーリンNFU
（北 欧 金 融 労 組）副 書 記 長、

リュック・プレチンクLBC-NVK
（欧州中央銀行労働者委員会）議

長が欧州の危機を説明した。マル

シオ・モンザネUNI金融部会担当

局長は、「過去は、ラテンアメリ

カ等後進国が危機の発生源だった

が、今では資本主義の中核となっ

ている国々が危機の中心となって

いる。そのためG20が調整を進

め、FSBが作られた。流動性資金

に対して、リスク管理に力を入れ

ており、大きすぎて潰せない銀行

（G-SIFIs）に関しての話し合い

が行われている。危機の前は統合

的な管理システムがなかったこと

が問題だ。また、ITUCはFSBと
市民社会との接触がなかったこと
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を批判している」とFSBの経緯を

概括した。 

 討論では、ジャヤスリ・プリヤ

ラルUNI Apro金融部会担当部長

が、「アジアでは97～98年の危機

から学び、ASEANプラス3、チェ

ンマイ・イニシアチブなどの防波

堤を作っている」と指摘し、イオ

ジア議長は「内部告発者の保護の

重要性」を語った。關議長は日本

の例として、大地震が起きたと

き、組合は金融庁とコンタクトを

取り、顧客の声を集約して、要求

としてまとめた経験を挙げた。ホ

セ・ウマリNUBE（フィリピン全

国銀行従業員組合）委員長は、

「バーゼルⅢは来年フィリピンで

も実施され、特に中小銀行に影響

が大きい」と報告した。アーリン

NFU副書記長は、バーセルⅢがレ

イオフにつながっている例を挙

げ、「UNI欧州としては規制は歓

迎するが、全ての規制を支持する

わけではない」と述べた。 

  
地域に浸透する金融サービスを増やす

政策の一貫性‐労働組合の役割 

 マウロ・ボッソラFABI（イタリ

ア銀行員独立連合）副書記長は、

イタリアでは協同組合制度が憲法

で保証されていると強調した。プ

リヤラル部長は、FSBのピアレ

ビューにおいて、組合も席を持つ

べきと主張した。 

 河野哲也全労金書記長は、労働

者自主福祉運動の観点から労働金

庫の創設、発展を説明し、組合と

しても「協同組織としての健全な

労金事業と社会的な役割発揮を目

指す」と述べた。 

 伊藤雄太郎労済労連副委員長

は、全労済の概要、規模を概括し

た後、特に東日本大震災の影響に

焦点を当て、6月13日の被災地視

察に触れた。 

 小川宏農団労書記長は、農協の

歴史を振り返り、金融仲介機能の

必然性を導き出し、農協設立の理

念を現代に復活させる重要性を強

調した。 

 討論では、「どの業界にも受け

入れられる良い規制とは」「労金

が利潤を生み出すような活動が批

判されるのなら、どう維持してい

けるのか」「途上国と先進国では

状況が違うが、持続可能性を高め

るにはどう調整していくべきか」

などの質問が出た。「配当と利益

は違う。利益はある。それは再投

資されなければならない。コミュ

ニティの為に使われなければなら

ない」「社会的包摂という観点で

考えていくべきだ」「ICA（国際

協同組合同盟）の原則には、利益

を出資者である人々に返していく

という項目がある」などの意見交

換があった。 

 

日本の事例 

 田名田曜行損保労連事務局次長

は「消費者からの信頼向上」の

テーマでプレゼンを行った。業界

再編が進展する中、顧客視点を

持った業務の見直しが必要だと強

調した。そして持株会社のグルー

プ戦略が従業員に大きな影響を及

ぼす可能性に触れ、純粋持株会社

とどのような関係を構築すべきか

を問題提起した。 

 続いて大長俊介生保労連中央副

書記長は、日本の生保産業の現状

を報告した。営業職員による対面

販売をベースにしており、丁寧な

コンサルティングが可能だが、保

有契約高の減少などネガティブな

側面も見られると述べた。 

 日下芳朗全信連書記長は、銀行

の合従連衡の歴史を振り返り、信

託銀行を「商業銀行が行っている

サービスとともに、資産管理・不

動産などのサービス提供が可能な

銀行」として紹介し、組合活動で

は特に教育に力を入れていると

語った。 

 続く意見交換では、日本の組合

に対し、CSRに関する組合のコ

ミットメントや、バンカシュラン

スについての考え方、ストの有

無、外国銀行の活動、新政権との

関係まで幅広い質問が出された。

ルイ・リソSBSI委員長は、「スト

をしても得るものが無ければ意味

がない。例えばギリシャは42回ス

トを実施したが、成果はあげられ

なかった。それよりも政治的社会

的な対案を考えて提案する方がよ

い」と発言した。 

 この日に開催されたレセプショ

ンでは、重富健太郎労済労連中央

執行委員長が司会を務めた。關議

長、イオジア議長の挨拶に続き、

石田輝正全労金中央執行委員長が

乾杯を行い、日下全信連書記長の

中締めまで、満員盛況で、それぞ

れが言葉の壁を超えて交流した。 
  

UNI金融部会の今後の方向性 

 イオジア議長は、「日本やアジ

アで、このような活発な活動を

行っている金融労組があることを

今まで知らなかったが、意欲的な

取組み事例を共有できて嬉しく思

う」と感想を述べ、議長としてさ

らにUNIに奉仕していく決意を示

した。「UNI金融部会は運動の形

を進化させてきた。UNIの中で金

融部会ほどグローバル化した組織

はない」「この会議を経て、きち

んとしたアクションプランを作る

べきである。次のステップは米国

の金融業界で組合をつくること－

これも全員が協力すれば可能だ」

とまとめ、閉会した。  
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UNI-LCJ金融部会加盟組合、博物

館等訪問（6月12日） 

 6月12日午前中、海外参加者は3
グループに分かれて加盟組合や博

物館を訪問した。 

 Aグループは、海外参加者11名
が、全信連を訪問した。出席者が

全員銀行出身者であったこともあ

り、特に銀行を中心とした日本の

労使関係に討論は集中した。ま

た、2つの加盟組織になっての難し

さ、役員の決め方などについても

質問が出た。 

 Bグループは、海外参加者7名と

全労金、労済労連、農団労役員5名
が賀川豊彦記念・松沢資料館を訪

問した。日本の協同組合運動の父

と呼ばれる賀川豊彦の生涯および

日本の協同組合運動、さらには労

働組合運動の軌跡について、加山

館長と杉浦副館長より丁寧な解説

を受けた。 

 Cグループは、海外参加者9名が

生保労連を訪問し、その取組みと

課題について詳細な説明を受け、

意見交換を行った。少子高齢化や

単身世帯の多さが具体的に示され

た統計を見て、海外参加者は非常

に驚いていた。プリヤラルUNI 
Apro金融部会担当部長は、提示さ

れた詳細な統計や報告に感謝し、

生保労連の欧州調査にも関心を寄

せ、結果をUNIの仲間と共有した

いとの希望を述べた。 

 シンガポールDBS労組代表団4
名は6月12日午後に連合を訪問し

た。竹詰仁国際局長より日本の非

正規雇用の現状と連合の取組みに

ついて詳細な説明を受けた後、熱

心な意見交換が行われた。 

  

被災地視察（6月13日） 

 6月13日午前、UNI-LCJ金融部会

グローバル・ワークショップに参

加した海外参加者21名は、仙台で

地元の金融労働組合役員（亀井健

二・仙台銀行新労働組合書記長、

古川道太・全労済労働組合中央執

行委員／北日本総支部書記長、渡

部一也・東北労金労組執行委員

長）と、震災時の労働組合の取組

みについて意見交換を行った。海

外のUNIメンバーはどのような被

災地支援ができるかという質問に

対して、「帰国したら見たこと、

聞いたこと、感じたことを他のメ

ンバーに伝えてほしい」と答え

た。イオジア議長は、被災地視察

の機会をつくった關UNI Apro金融

部会議長に感謝した。午後は、荒

浜、石巻、女川など各被災地を視

察した。 

 

アジア開発銀行総会 

 2013年5月5～6日、ニューデリー

で第47回アジア開発銀行（ADB）総

会が開催された。今回の総会は、

総裁が黒田氏から中尾氏に変わっ

たこと（日本が総裁の位置を保持

したこと）が注目されたが、総会

の内容も得るものが多かった。就

業のチャンスを与えられない若

者、それを増長する様々な不平

等、日本やシンガポール、韓国な

どを襲う高齢化など、これらの社

会的現実の中で、いかに経済をイ

ンクルーシブで持続可能なものと

するかが討論テーマとして数多く

取り上げられたからである。社会

的諸問題に注目する傾向（社会的

リスクの重視）は確実に昨年より

強まっており、組合との対話の可

能性も高まっていると言える。 

 日本からは、關裕損保労連委員

長、澤木泰秀同事務局長、金光裕

右損保ジャパン労組委員長、中元

茂夫全信連中央委員、渡辺博明同

中央委員、日下芳朗同書記長、田

中一浩同副書記長の計7名が参加

し、日本の金融産業の仲間の意気

を示した。 

 

ADB総裁と市民社会との対話 

 「ここ数年、市民社会の役割は

大きく高まっており、市民社会と

の協力はADBにとってますます重要

になっている」と述べた中尾新総

裁は、「ADBはプロジェクト実施に

あたり、ILO国際労働基準を十分意

識しており、部門別にモニタリン

グを強化したい。組合との対話も

行いたい」と表明した。そのため

に「貧困削減といった共通の目標

を持つこと、持続可能性を強調す

ること」という2つの条件を挙げ

た。GUF側も新総裁のコミットメン

トを歓迎した。 

 

包摂性のためのイノベーション 

 インド経団連（FICCI）が主催し

た本セミナーで、インド経済が取

り上げられた。「インフレに苦し

むインド経済だが、順調な成長を

遂げている。ただしこれを持続可

能なものとするには、成長を目指

した政策との連携が必要である。

その点で、小売部門に関係する外

国投資法の改善は、歓迎すべきで

ある」という主張があったが、GUF

はこれに反対している。 

 

工場アジアを超えて（総裁セミ

ナー） 

 1970年代、アジアは「工場アジ

ア」と見られ、世界の生産基地と

して成長を遂げてきた。これに対

し、現在は内需を中心に需要を拡

大し、世界経済を引っ張ろうとし

ている。これは可能なオプション

なのかが討論された。麻生副総理

も出席、意見を述べた。 

 

SBI-FTセミナー：アジア内貿易の

変化に関するフォーラム 

 インド経済は1991年から開放さ

れ、経済構造が変化してきた。プ

リヤラルUNI Apro金融部会担当部
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長は「今、経済の推進力を輸出か

ら内需へと転換する過程におい

て、貿易の変化はどのように結び

つくのか」と質問した。 

 

CSOパネル「年金制度について」  

 關UNI Apro金融部会議長が、パ

ネリストとして出席し、日本の年

金制度と少子高齢化の問題点を解

き明かした。PSI、その他からもパ

ネリストが出て、討論に参加し

た。全体として、会場から多くの

質問、意見が出て、活発な様相を

呈した。年金問題はどこの国でも

深刻な問題である。 

 

UNI Apro南アジア金融労組協議会 

 本会議はADB総会に出席した南ア

ジアの金融労組代表が参加、開催

された。ネパール、スリランカで

開催、今回で3回目となる。 

 開会にあたり、關UNI Apro金融

部会議長から、ADB会議出席の感想 

を含む挨拶があった。「経済で南

アジアが重要な位置を占めるよう

になればなるほど、労働組合がま

すます重要になる。組織化が重要

であり、全信連の加盟は大きなブ

レイキングスルーだ」ミリンド・

ナドカルニUNI Apro南アジア金融

労組協議会議長の歓迎挨拶に続

き、プリヤラルUNI Apro金融部会

担当部長が、この間の活動の総括

を行った。 

 ザビエル経営学大学院のプラバ

ル・セン教授から、インドの銀行

改革についての基調講演があっ

た。セン教授は「バーゼルⅢの結

果としてもたらされる改革は、自

己資本比率の増大だが、インドの

銀行部門の（危機の際の）回復力

を高めるものであり、基本的には

賛成である」としつつ、これは一

時的には銀行のROE（株式資本利益

率）を低め、生産性向上が至上命

題となると分析した。さらに海外

取引に関し、監視の改善と協力、

国際金融報告基準の改善、銀行資

産の質の向上などについて、解

説・分析した。 

 この他、日本の損保労連と全信

連が各々の活動を紹介するプレゼ

ンを行った。 

 

印刷業界の現在を俯瞰

する 
 2013年6月25日、35名が参加し

て、第3回UNI-LCJ印刷部会会議が

開催された。竹井京二UNI-LCJ印刷

部会議長は、5月にコペンハーゲン

で開催されたUNI世界印刷・パッ

ケージング部会運営委員会につい

て報告した。相原康伸UNI-LCJ議長

は、「UNI-LCJ議長になってから学

ぶことも多い。特に印刷部会を含

め、UNIがきめ細かい運動を進めて

いるところに感銘を受けている」

と挨拶した。 

 

学習会：中村氏の講演 

 中村恵二氏は、「最新印刷業界

の動向とカラクリがよーくわかる

本」の著者として知られている。

今回、「印刷業界の現在を俯瞰す

る～ルネサンスから3D革命まで

～」というテーマで講演を受け

た。現在6兆円の売上を維持する印

刷業界の問題として、電子出版の

現状、TPP、クラウド時代の印刷

業、異業種混合、六次化と新分野

への進出、3Dプリンターの可能性

を語った。最後に「ナイス・プリ

ント・コミュニティー」として、

紙をベースにした印刷は絶対に無

くならないことを強調した。 

 これに対し、印刷産業の社会的

位置とグローバル化の現状につい

て2つの質問が出た。中村氏は「印

刷業の事業所が3万社あるといって

も、2強によって印刷業界が支配さ

れる。一方、参入障壁が低く、小

企業がほとんどである」と指摘

し、「しかし、だからといって悲

観すべきではなく、新しい可能性

が出てきている」と強調した。 

 

レセプション 

 釣本利幸印刷労連委員長が、今

回で早くも第3回を迎えるUNI-LCJ

印刷部会会議について非常に中味

の濃い活動ができており、印刷業

界が持つ様々な力を発揮している

と評価した。伊藤俊美UAゼンセン

関東労組会長は、過去の印刷労働

者の結集について触れ、UNI-LCJ印

刷部会の今後の発展に期待を寄せ

た。最後に西山睦情報労連電話帳

関連労協事務局長より、今後も連

帯して頑張っていこうという力の

こもった挨拶があり、閉会した。 

 

UNI世界印刷・パッケー

ジング部会運営委員会 
 UNI印刷・パッケージング部会運

営委員会は、2013年5月23～24日、

コペンハーゲンで開催された。ア

ンディ・スノッディー局長就任後

初の会議で、日本からは竹井京二

全印刷委員長が参加した。24日に

はUNI Apro印刷・パッケージング

部会委員会も開催され、今後の活

動、Apro地域のコーディネータ問

題、バンコクで9月に開催される

UNI Apro6部会大会のプログラム等

を話し合った。 

 

各国の状況報告：成果と課題 

 竹井委員は、日本の政治経済状

況について説明し、その後国立印

刷局の経営形態の変更の動きにつ

いて触れた。また、日本における

印刷労組の結集を図るためのUNI-

LCJ印刷部会結成を報告した。 

 トミー・アンダーソン議長は、
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「政治的には保守党が政権を取っ

た国が多く、我々のロビー活動が

困難になっている。いずれにして

もパッケージングは伸びている。

伝統的な印刷業が危機に陥ってい

るのは世界共通の現象である」と

討論をまとめた。 

 

グローバル協定 

 現在同部会が持つ4つのGFAを分

析した。ナムパック、キンバリー

クラーク、イーランダース、ケベ

コールである。実際の運営はどれ

もうまくいっていない。チャンド

ラ セ カ ラ ン 委 員（マ レ ー シ ア

NUNW）から「キンバリークラーク

は対話をしない。アジアには、カ

ルチャーと言語の問題がある。正

しいコーディネーションが必要で

ある」との意見が出た。 

 

印刷・パッケージング部会の雇用

傾向と大手企業 

 本調査は、印刷部会の雇用傾向

を如実に示すもので、日本の大企

業としては、トッパンが取り上げ

られている。 

 2日目は、フィリップ・ジェニン

グス書記長が挨拶し「今年の世界

経済フォーラム（WEF）は、グロー

バルリスク報告書を出版し、社会

的団結の崩壊が社会反乱に至るリ

スクを取り上げた。その後多くの

国で法秩序を無視した若者の反乱

があった。2億7500万人の若者が世

界で失業している」と述べた。さ

らにUNI世界大会の準備について語

り、「UNI印刷・パッケージング部

会は構造改革等に負けず組織化を

進めて欲しい」と呼びかけた。 

 

地域活動報告 

 スノッディ局長は「全体として

組織化に力を入れる。その意味で

は、各地域にオルグがいる必要が

あろう。私は、英国で組織化アカ

デミーの責任者をしていた経験か

ら、ふさわしい人材を見つけ出す

ことができる。40か50のプライオ

リティを果たすことはできない

が、3つか4つくらいに絞れば実現

可能だろう」と述べた。ポーラン

ドにオルグを置くこと、アジアの

コーディネータを見つけることも

プライオリティに含まれる。竹井

委員は、日本の印刷労組の状況、

UNI Apro印刷部会の状況、UNI-LCJ

印刷部会の活動を報告した。 

 

UNI世界運営委員会 
 2013年5月14～15日、ニヨンで開

催された同会議には、日本から加

藤友康UNI Apro会長、八野正一UNI

副会長が参加した。 

 ジョー・デブリュンUNI会長が議

長を務め、開会挨拶の中で、イン

ドと中国の労働者数の近年中の逆

転予測等に触れた。また、欧州地

域における主要課題である緊縮財

政とその影響によりソーシャル

ヨーロッパモデルが危機にさらさ

れている現状を述べた。 

 

バングラデシュのビル崩壊 

 2013年4月26日、バングラデシュ

の首都ダッカ近郊で縫製工場が入

居する8階建てのビルが崩壊し、多

数の労働者が死亡した事故に関す

るビデオが映し出された。フィ

リップ・ジェニングス書記長は

「物事を変えるタイミングという

ものがある。バングラデシュのビ

ル崩壊が意味するものは、使用者

の強欲である。グローバル、地

域、部会全てにおいて我々はやり

方を変えねばならない。搾取に対

抗し、パートナーシップに基づい

て市場のルールを変えていく。サ

プライチェーンの分野を変えてい

かねばならない」と訴えた。現在

UNI、インダストリオールがイニシ

アチブをとり、安全協定への署名

活動を進めている。しかし、ウォ

ルマートが署名を拒否したことが

明らかにされた。 

 クリストファー・ウンUNI Apro

地域書記長は「同様の事態はバン

グラデシュだけではなく、カンボ

ジア、ラオスなどにもある。運動

の広がりを期待する」と述べた。

八野UNI副会長は「バングラデシュ

では以前から工場火災などが多

く、劣悪な労働条件が黙認されて

いた。問題の根本を解決すべき

だ」と訴えた。ジェニングス書記

長は「クリーンクローズ運動な

ど、NGOが主導してきた運動と連携

して署名活動を行うことが重要で

ある。この動きをグローバル協定

につなげたい」と決意を述べた。 

 

イ ン ク ル ー デ ィ ン グ・ユ ー！ 

絆－排除なき共生社会を目指して 

 ジェニングス書記長は第4回UNI

世界大会（2014年、ケープタウ

ン）準備の議題で「インクルー

ディング・ユー！は今日の社会的

排除の課題に取組む意欲を示す適

切なテーマだと述べた。貧困、不

平等が蔓延する中、アフリカは成

長している。「南アフリカでは失

業率が25％に達し、実際はその倍

と言われている。その一方で、平

均労働者の1700倍の報酬を受け

取っているエリートたちがIT産業

にはいる」と南アフリカの現状を

指摘した。  

 加藤UNI Apro会長は、「ITUCや

ILOとの連携が重要だ」と発言し、

また「政治状況は常に変化する。

我々はその中で経営団体と意見交

換していかねばならない。経営団

体に対するUNIのパワーアップが重

要だ」と述べた。ウンUNI Apro地

域書記長は「UNI Aproはソフトア

プローチをとっている。これは、

組織活動をよりソフトな形で行っ

ていくと言うことだ」と述べた。 

 

我々の経済を取り戻そう 

 このセッションは、英国の新経

済研究所の2人の若い女性がモデ 
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レーターとして意見をまとめてい

く手法が取られた。「6億の新しい

雇用を創出する必要がある。これ

が世界経済の現実である。より良

い労働条件を獲得するために何が

必要か」と問題提起した。 

 加藤UNI Apro会長は「世界的な

流れが説明されたが、各国で状況

は違う。日本が直面しているの

は、少子高齢化社会である。全て

のステージで女性をどう参加させ

るかも重要である。アジアと言っ

ても状況は相当違う」と述べた。 

 長期的なオプションは何かとい

う問題提起に対しては、八野UNI副

会長が「今後10年は予測できな

い」と発言し、「グローバル企業

を重視する余りに、中小企業を忘

れている。各国とも中小企業の割

合が多い。中小企業の雇用が奪わ

れないよう、アグレッシブに闘う

必要がある」と述べた。最後に、

ジェニングス書記長は、「雇用と

いう観点から、金融に関する規制

のあり方、財界の役割、政府の役

割、政党の役割等、すべてを考慮

しなければならない。経済の方向

性については、ケープタウンでも

議論したい。11月のUNI世界執行委

員会に提出されるペーパーは、

もっと具体的な政策提案について

討論したい」とまとめた。 

UNI世界商業部会運営

委員会 
 2013年5月16～17日、UNI世界商

業部会運営委員会がニヨンで開催

された。 

 

バングラデシュの安全衛生協定 

 バングラデシュの安価な労働コ

ストを求める多くのグローバルブ

ランドや多国籍小売企業が同国に

製品を発注しているが、近年、安

全衛生対策の不備・怠慢により火

災・工場倒壊等による死亡事故が

多発している。そのうちいくつか

の事故に関しては、ブランド・小

売業者の責任が問われ、事故が発

生した工場に発注していた企業が

労働者への補償金を拠出した。

2013年 4月、ダッカ郊外にある

ショッピングモール兼衣料工場の 

ラナ・プラザ・ビル崩壊により

1100名以上の労働者が死亡し、約

1500名が負傷した。事故の深刻さ

に鑑み、インダストリオールとUNI

は関係労働NGOと連携しつつ共同

キャンペーンを開始し、5月15日ま

でに「バングラデシュにおける火

災予防及び建設物の安全に関する

協定」に署名するようグローバル

ブランド及び多国籍小売業者に要

求した。これまでにH&M、インディ

テックス、テスコ、カルフール等

57社が協定に署名した（6月28日時

点）。 

 今後、監査・是正措置等の実施

を推進するための作業部会が設置

される可能性がある。その場合

は、UNI（UNI加盟組合）の参加が

必要となると思われる。 

 

多国籍企業 

 カルフール、H&M、イケア、メト

ロ、ウォルマートを優先活動対象

企業として、組織化、グローバル

労組同盟の強化、グローバル協定

の交渉・推進等の取組みを進めて

いる。ウォルマートについては、

他のGUF（インダストリオール、

ITF等）と協力し、同社のサプライ

チェーン全体における取組みを強

化する。 

 

 この他、UNI世界商業部会大会

（2013年10月9～11日、ブエノスア

イレス）に提出する活動計画や決

議案について協議し、労組同盟の

機能強化、サプライチェーン労働

者組織化のための他のGUFとの協力

等を追加することとした。CSR組織

との関係では、活動に対する考え

方の違いから、UNIは SAI（ソー

シャル・アカウンタビリティ・イ

ンターナショナル）を退会したと

の報告があった。 

 

UNI世界ICTS部会委員会 
 2013年5月16～17日、スイス・

ジュネーブでUNI世界ICTS部会委員

会が開催され、25カ国から約40名

が参加した。委員会では、①多国

籍企業の組織化、②コールセン

ターの状況、③各国ブロードバン

ドの展開と雇用について情報を共

有し、今後1年間の戦略計画を策定

した。 

 日本からの参加者は以下の通り。 

・加藤友康 UNI Apro ICTS部会議

長／情報労連委員長 

・渡辺拓也 情報労連副委員長／ 

KDDI労組委員長 

・瀬田奈緒子 KDDI労組教育宣伝

部長 

・木村富美子 情報労連国際担当 

 

多国籍企業の組織化 

 UNI ICTS部会のターゲットを下

記の通り分類し、企業ごとの対策

を議論した。 

(1)労働組合を認めない多国籍企業 

 ドイツテレコムは米国のＴモバ

イルで未だ労働組合権を侵害して

おり、全米通信労組（CWA）とドイ

ツVer.diが連携して4年間にわたり

組織化キャンペーンを行ってい

る。OECDにも提訴したが、事態の

好転は見込めないだろう。今後

は、AFL-CIOやITUC支援を得て取組

んでいく。ドイツテレコムの株主

総会にも労組代表者を派遣し、意 
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意見を述べていく。 

2)労働組合を認知しているが、一

層の取組みが必要な多国籍企業  

 今年1月にテレノールがグローバ 

ル協定を締結、進出国の労組にも

良い効果が表れている。フランス

テレコムはアフリカでの事業を拡

大している。リソースは限られて

いるが、新たな進出国も含めて、

グローバル協定を活用していく。 

コールセンターの組織化 

 2012年10月に実施した「UNIコー

ルセンター行動月間」キャンペー

ンを総括した。これはUNI金融部会

と共同実施したもので、「集団的

な業績管理の改善」がテーマだっ

た。5カ国35組織が参加し過去最大

の規模となり、参加組織からは

「コールセンター労働者の組織化

に繋がった」との評価を得た。 

 

ブロードバンドの展開と雇用    

 渡辺KDDI労組委員長が座長を務

め、「ICTS産業は技術革新が早

く、環境変化が著しい。こうした

中で、我々は労働問題に対応しな  

ければならない。よって、技術の

進展状況と展望をきちんと把握す

る必要がある」と議題の趣旨を説

明した。瀬田KDDI労組教育宣伝部

長は日本のブロードバンド進展状

況について報告し、LTEによるモバ

イルデータ通信や、超高速ブロー

ドバンドを活用したテレビ、映画

配信など様々なサービス提供が行

われていること等を説明した。あ

わせて、KDDI労組における非正規

社員の正社員化や処遇改善が行わ

れたことなどを紹介した。 

 委員会は、通信多国籍企業対策

やコールセンター組織化の取組み

を各国・地域で進め、その取組み

と成果を共有すること、そして、

労働組合も技術革新の状況をつぶ

さに把握して雇用確保に努めてい

くことを確認し、終了した。 

UNI世界郵便・ロジス

ティクス部会委員会 

 2013年6月13～14日、ステファ

ン・デマテオ局長の下での、UNI世

界郵便・ロジスティクス部会委員

会が初めて開催された。日本から

は、JP労組の柴慎一中央執行委員

が臼杵博委員長の代理として出席

した。 

 フィリップ・ジェニングス書記

長は、昨年開催されたUPU大会議の

様子と、新たに結ばれたグローバ

ル枠組み協定の意義を説明した。

さらに来年に迫ったUNI世界大会に

触れ、「南アフリカは2014年アパ

ルトヘイト廃止・民主主義の獲得

20周年にあたる。ぜひ成果を持ち

寄り、2018年の次期世界大会につ

なげてもらいたい」と述べた。栗

原啓UNI郵便・ロジスティクス部会

特別プロジェクト・コーディネー

ターより自由貿易協定の影響につ

いてプレゼンが行われた。 

 

自由化と規制 

 サラ・ライアン前郵便・ロジス

ティクス部会政策担当より、郵便

の自由化の現状について発表があ

り、議論が続いた。欧州全体の状

況をコーネリア・ブロスUNI欧州郵

便・ロジスティクス部会担当部長

が説明した。欧州郵便指令を「世

界最大の失敗」と特徴づけ、「欧

州委員会は今年末までに自由化の

何が良かったのかを総括すること

になっている。彼らは、もっと競

争を呼び込むべきだという結論を

出すだろう。我々はソーシャルダ

ンピングこそ失敗の原因とし、社

会的規制を求めてロビー活動を展

開したい」と述べた。 

 

UPUとのグローバルパートナーシッ

プの構築 

 UPU大会議の決議43で、UNIと協

力し、イノベーションを郵便サー

ビスに起こし、新しい商品を開発

することがうたわれている。また

APPUなど多くの地域限定連合で、

MOUが結ばれている。この方向をさ

らに自信を持って進めたいとの報

告があった。 

 
新たな労働者の組織化キャンペーン 

 デマテオ局長は前段に開催され

たITF/UNIデリバリー会議の報告を

した。「80人ほどのうち、ほとん

どがITFからの参加者だった。郵便

労組は企業別労組の性格が強く、

他の労働組合から学ぶべきことは

多い。ITFからぜひ学んでいきた

い」と述べた。 

 

郵便サービスの状況 

 柴JP労組中執は「JP労組の株式

公開（IPO）への取組み」というプ

レゼンを行った。JP労組は上場の

前提条件として、ユニバーサル

サービスの維持を掲げている。

「IPOを目的化しない。何のために

IPOをするのかをきちんと考えねば

ならない」とし、信頼を確固とし

たものにするためのIPOであると主

張した。貯金や保険を切り離すシ

ナリオには、断固反対である。日

本郵政は、ユニバーサルサービス

を提供しており、安定的に株式を

保有してもらう意味でも、受益者

に株主になってほしいと希望して

いる。 

 

アクションプランの構築 

 課題としては、チュニジアUGTT

との連帯、特に北アフリカ諸国を

含む地域間の緊密な連携、DHLキャ

ンペーンにおける統一的な活動の

調整、UPUの委員会への加盟組合の

任命、イノベーションプロジェク 
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トの推進等の項目が含まれる。最

後に2016年イスタンブールにおけ

るUNI郵便・ロジスティクス部会大

会開催が提案され、終了した。 

 

UNI世界専門職・監督

職（P&M）大会 

 UNI世界専門職・監督職（P&M）

大会が、2013年4月15～16日、英

国・ロンドンで開催され、32カ

国・約100名が参加した。昨年就任

したパブ・アクターP&M活動担当局

長の下で開催される初の世界大会

であり、高度な専門性を有する業

務に就いている専門職や中間管理

職の組織化について事例を共有す

るとともに、P&M労働者のワークラ

イフバランスや持続可能な雇用確

保の方策等について議論した。 

 日本からの参加者は以下の通り。 

情報労連 

・NTT労組 持株本部  

 福地英明委員長、 

 浅見明良副委員長、 

 宇田川利雄組織部長 

・NTT労組 中央本部  

 清澤祐司中央執行委員 

・KDDI労組  

 田原信男副委員長、 

 浦早苗中央執行委員 

・情報労連  

 木村富美子国際担当 

損保労連 

・關 裕中央執行委員長 

 

熟練・安定したP&M労働力の構築 

 アクター局長が、加盟組合を対

象に昨年実施した調査結果を報告

した。UNIにおいてP&Mをよく組織

化している部会は、金融、商業、

ICTSである。P&M労働者は独立心が

高い一方、団体交渉への関心も高

いことが分かったため、今後はP&M

のスキル開発等にも力を入れてい

くと述べた。 

 福地委員は、昨年11月に発表さ

されたNTT新経営戦略とグローバ

ル･クラウドサービス展開に触れ、

北米R&D拠点設立等について報告し

た。この中でNTT労組の対応につい

て「組合員の異動や現地採用社員

の労働条件等の課題が生じるが、

各地域の法制度や環境を考慮し慎

重に対応していく」と説明した。 

 

21世紀にふさわしいワークライフ

マネジメント 

 關損保労連委員長が、損保労連

による労働時間短縮の取組みを報

告した。時短、ワークライフバラ

ンスの実現、ダイバーシティー浸

透を目的としたキャンペーンで、

使用者からも理解を得て業界全体

を巻き込んだムーブメントとして

実施したものである。個々人が帰

社時間を意識するように、職場ポ

スターに予定帰社時刻を書き込む

などの具体的取組みを紹介して、

業界全体の時短に貢献したことな

どを紹介した。 

 
包括的なP&M労働者と組合文化の構築 

 最後に大会参加者は、世界中で

今後も増加が見込まれるP&M労働者

の組織化に取組んでいくことを意

思統一した。またUNI本部は、P&M

を組織する労組がグローバルな協

力関係を構築するための枠組みを

つくるとともに、将来の労働市場

を担う青年の組織化に力を入れて

いくことを確認した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。  

UNI global union 

〒101-0062 
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Tel: 03-3219-2159 
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