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第2回UNI Apro東アジア

労組フォーラム 
 昨年初めて東京で開催されたUNI 

Apro東アジア労組フォーラムの第2

回会議が、2013年10月30～31日、

韓国・ソウルで開催された。テー

マは「低出生率、高齢化社会にお

ける雇用政策」であり、日本、韓

国、台湾、香港において、この問

題がいかに取り扱われ、解決策は

何であるかということを、労働組

合の立場から議論した。 

 開会式では、まずリー・ハング

UNI韓国加盟協（UNI-KLC）議長が

「今回のテーマは時宜に即してお

り、東アジア各国が同じ問題に直

面している」と述べた。    

 逢見直人UNI Apro会長は、今後

の人口動向について「65歳以上の

人々が総人口の7％以上を占める国

を高齢化国、これが14％以上を超

えると高齢国と言う。日本は、最

近の統計で65歳以上の高齢者が初

めて総人口の25％を越えた。2024

年に高齢者数は30％を突破し、

2035年には3人に1人が高齢者にな

る。これに対し、韓国は2010年が

11％、2020年が15％、台湾は今年

が11％、2018年に14％を超えると

言う。香港は、今年が13％、あと

数年で、東アジア各国は全て高齢

国となる」と報告した。その上

で、発想の転換を呼びかけ、長寿

自体は祝うべきことであるが、国

としては「人口の高齢化に対する

戦略が不可欠」と述べた。 

 相原康伸UNI-LCJ議長は、少子化

の実態を示し、若年層の非正規労

働者増大がこの事態の背景にある

のではないかと問題提起した。 

 続いてウンUNI Apro地域書記長

は「私自身が高齢化を前に何も準

備していないことに気がついたよ

うに、アジア太平洋の労働組合も

殆どこの問題に対する備えができ

ていない」と警鐘を鳴らした。ア

ン・ズヨプ韓国労働研究院研究員

が、メインテーマの低出生率、高

齢化社会における雇用政策につい

て講演した。 

 

本フォーラムにおける日本からの

報告 

 テーマ1「低出生率、高齢化社

会における組合戦略」では、藤吉

大輔UAゼンセン副会長が「日本の

低出生率、高齢化社会の現状」を

分析し、続いて東英幸自動車総連

労働法制局部長が「政府の方針・

討論状況の概要」を説明した。そ

して産別の実例として、北野眞一

情報労連中執が「少子・高齢化に

対応する雇用政策」について報告

を行った。 

 テーマ2では、「退職年齢引き

上げによる成長・社会福祉政策」

を取り上げた。まず日下芳朗全信

連中執が「日本における年金制度

と政府の対応策」について説明

し、続いて井上繭子日放労中執が

「仕事と介護の問題」として、仕

事と介護の両立のための取組みに

ついて発表した。さらに藤畠正明

労済労連中執が「公助・自助・共

助」として、特に協同組合運動に
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おける共助の取組みについて説明

を行った。そして倉橋政史全印刷

中執が、退職年齢引き上げに対す

る取組みの実例を報告した。 

 テーマ3では、「ワーク・ファミ

リー・バランスのための子育て政

策」として、福島秀紀JP労組中執

が「日本におけるワーク・ファミ

リー・バランスの現状と政府の対

応策」を説明した。続いて個別企

業では具体的にどのような取組み

を行い、組合がいかに関わってい

るのかという点から、川田裕之損

保労連中執と宮井淳同中執、神崎

剛全労金書記長が発表を行った。 

 テーマ4では、UNI-LCJ2013年度

の主要な活動と課題について、相

原UNI-LCJ議長が説明した。なお、

各テーマにおいて、韓国、台湾、

香港の各労組から対応するプレゼ

ンが行われ、各国の現状と課題が

共有された。 

 

 また30日には、UNI-KLC主催のレ

セプションが開催され、各国参加

者によるダンスや歌を通じて交流

が図られた。 

 東アジア各国の共通点として特

に強調されたのは、非正規労働者

の増加が少子化の背景にある点、

さらにワークライフバランスの確

立がこの問題を解決する鍵になる

という点である。相原UNI-LCJ議長

が、「高齢化について、UNI-LCJと

して議論するのは今回が初めての

機会である」と述べたように、UNI

-LCJにとっても本フォーラムの価

値は高まっている。UNI-LCJのイニ

シアチブで開始した本フォーラム

は、今回が2回目の開催となり、い

よいよ軌道に乗ってきた。来年は9

月に台湾で開催予定である。UNI-

LCJからの今年の参加者数は49人で

あった。今後もこの勢いを持続し

つつ、より一層内容の充実を図っ

ていきたい。 

 

UNI-LCJユース、長崎

で国際労働運動と平和

について学ぶ 
 2013年9月27～30日、長崎で第13

回UNI-LCJユース英語セミナーが開

催され、情報労連、全信連、UAゼ

ンセン、自動車総連、JP労組より

21人の参加者と、南アフリカ・

SACCAWU（商業労組）からステファ

ニー・ダフィ、ネパールテレビ労

組からプジャ・シュレスタ、ミャ

ンマー・シャン州地域開発財団か

らサイ・ナウ・カム・センが講師

として参加した。UNI長崎世界大会

以降、2011年の沖縄、2012年の広

島に続き、3年ぶりに長崎での開催

である。    

 9月27日夜、全参加者と派遣組織

の地元役員との懇親夕食会が開催

された。相原康伸UNI-LCJ議長も東

京から駆け付け、参加者を激励し

た。世界大会当時、UNI長崎連絡会

事務局長を務め、現在は連合長崎

事務局長の宮崎氏からも温かい歓

迎を受けた。参加者は翌日からの

英語漬け合宿に先立ち、交流を深

めた。  

 28日の開会式では、相原議長が

英語で基調講演を行い、国際労働

運動について学び、被爆地である

長崎からUNI長崎世界大会のテーマ

「核兵器廃絶・恒久平和」を次世

代に継承していく重要性を訴え

た。海外講師の講演では、ステ

ファニーが、南アフリカにおける

若い女性の現状と課題、それに対

する労働組合の取組みを紹介し

た。プジャは、ネパールでの女性

の立場と雇用は、教育により少し

ずつ改善されてきていると述べ

た。ナウ・カムは、民族間の争い

や、軍政から民政へ移行過程にあ
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るミャンマーの現状を概説し、

「人々への教育こそ国を変える」

と述べ、国際社会は市民と政府関

係者の両方への能力開発を支援し

てほしいと訴えた。    

 グループワークでは、英語で自

己紹介をすることから始まり、そ

の後は各組合の青年活動について

説明したり、ワークライフバラン

スについて議論したりした。アフ

リカ、ネパール、ミャンマーと、

様々なアクセントの英語にも徐々

に慣れ、活発に議論が行われた。   

 この他、参加者は、3つの委員会

に分かれ、セッションの合間のエ

クササイズやゲームを指揮した

り、プレゼンの司会進行を務めた

り、UNI-LCJ ユ ー ス ブ ロ グ や

Facebookに英語記事と写真を掲載

したりする等、セミナーの運営を

サポートしながら、チームワーク

を深めた。  

 29日の午後には、参加者はグ

ループ毎に市内視察ルートを計画

して出かけた。原爆資料館や平和

公園では原爆の実相に触れ、グラ

バー園、浦上天主堂、孔子廟等で

は、長崎と海外との交流の歴史や

文化を学び、海外講師に英語で説

明を行った。その後、セミナーで

学んだことを英語で発表する最終

プレゼンに向けて、各グループは

夜遅くまで海外講師と話し合い、

練習を行った。短期間ではあった

が、異なる組合／産業の参加者が

一致協力し、言葉の壁を越えて、

ユニークで創造的なパフォーマン

スを披露した。海外講師からは

「原爆の恐怖を初めて実感するこ

とができた。平和大使として、こ

の経験を広く仲間に伝えていきた

い」、「初日は控えめだった参加

者も、この3日間を通じて積極的に

なった 」との感想が述べられた。  

 

UNI-LCJユース・女性ネットワーク

会議 

 翌10月1日には、会場を東京に移

して「ネパール、ミャンマー、南

アフリカの社会・労働事情を聴く

会」が開催された。海外講師をゲ

ストに迎え、情報労連、全印刷、

UAゼンセン、損保労連、JP労組か

ら10人が参加した。プジャが「ネ

パールの女性と仕事」、ナウ・カ

ムが「国の発展に向けて子供たち

に教育を」、ステファニーが「南

アフリカの若い女性を取り巻く課

題」と題してそれぞれ報告を行っ

た。ネパールの女性労働者の地位

や、労組としてミャンマーにどの

ような支援ができるのか、等につ

いて参加者から質問が出された。

また、ステファニーからは来年開

催されるUNIケープタウン世界大会

に向けて、現地で着々と準備が進

んでいることが報告された。 

 

UNI世界金融部会運営

委員会･UNI欧州金融部

会大会 
 UNI欧州金融部会大会に先立ち、

UNI世界金融部会運営委員会が2013

年10月23日、アテネで開催され、

約40人が出席した。委員会は、

「規制の影響」と「組織拡大」を

中心に議論を行った。 

 エドガルド・イオジア議長は、

各地域からの参加者と、特に就任

したばかりの田原將一UNI Apro金

融部会議長及び新たに加盟した全

信連の田中一浩中執、西村卓洋書

記長を歓迎した。 

 「規制の影響」に関して、まず

UNI本部のリン・マッケンジー同部

会政策担当から失業調査第2版

（2013年10月出版）の結果とし

て、地域で程度の差はあれ金融危

機を理由にリストラが継続してい

ること、成果給と連動し厳しい販

売ノルマがあること、雇用の海外

移転、心理的圧力（失職の不安や

顧客からの怒り等）による金融労

働者の健康悪化等の傾向が概説さ

れ、リアルバンキングの促進と団

体交渉を通じた雇用・労働条件維

持の重要性が強調された。 

 マルシオ・モンザネ同部会担当

局長は、2012年に世界経済フォー

ラム（WEF）が開始したマルチス

テークホルダーによる金融システ

ムの規制改革プロセスを補完する

取組みを紹介した。WEFの場では、

2008年経済危機以降の金融産業の

社会における役割―社会に対する

コミットメント―について、大企

業のCEO、金融政策立案者、エコノ

ミスト、学者、労働組合や消費者

団体等の市民団体が一緒になって

議論を始めた。第1ステップとして

金融システムが社会に提供すべき

ことは、金融・経済の回復、安全

な貯蓄・金融契約へのアクセス、

経済成長を支える効率的な資本の

配分、金融サービス・商品への広

範なアクセス、安価で安全で信頼
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性ある送金、金融リスクマネジメ

ント、顧客の経済的意思決定に対

する有益な情報・アドバイスの提

供等であると確認した。 

 続いて各地域からの報告・意見

提起では、ジャヤスリ・プリヤラ

ルUNI Apro金融部会担当部長が、

金融包摂の重要性を訴えた。「ア

ジアでは未だ15億人が銀行口座を

持たない。欧米では金融安定化を

重視しているが、アジアでは開発

目標を満たすための資本の獲得も

必要で、規制が障害となってはな

らない。欧米でうまくいく規制が

他の地域にそのまま当てはまると

は限らない。社会の発展や貧困削

減について配慮が少ない。監督機

関を作るのであれば組合も関与す

べき」と述べた。ジョー・コケラ

委員（南ア）も、単一の規制を一

律に適用するアプローチに疑問を

呈した。イオジア議長は、「金融

規制は国際問題であり、金融安定

化委員会、バーゼル委員会、欧州

指令等様々な国際レベルで議論さ

れている。我々は有効な規制には

賛成するが、社会的責任を忘れて

はならない。職場を守っていかな

ければならない。消費者団体等と

の連携も考えられるだろう」と、

消費者インターナショナルのオレ

リー氏を紹介した。オレリー氏は

組織の活動とUNI金融部会の行動目

標との共通点を紹介し、「販売と

適切なアドバイス」キャンペーン

の分野で協力していけるのではな

いかと述べた。 

 「組織拡大」について各地域か

ら報告があった。米国には金融部

会加盟組織が無いが、通信労組

（CWA）のステファン氏が、ブラジ

ルやアルゼンチンの金融労組の支

援を得ながら、NGOとも連携し、主

要都市をターゲットに展開してい

る米国金融産業の組織化状況につ

いて説明し、引き続きUNI金融部会

を通じた世界の金融労組の連帯支

援が必要だと協力を要請した。田

原UNI Apro金融部会議長は、全信

連の加盟により同地域の組織人員

が増大したこと、インドのステー

ト銀行労組の再加盟を促進してい

る こ と、そ の 他、バ ン グ ラ デ

シュ、マレーシア、ネパール、パ

キスタン、スリランカ、タイ、パ

プアニューギニア等で組織拡大が

見込まれることを報告した。 

 最後にUNI世界金融部会運営委員

会として、行動計画を実施するた

めに、分野毎に作業部会を設置

し、各地域の委員で責任分担する

ことが、イオジア議長から提案さ

れた。「CSR」作業部会はアフリ

カ、「組織化」作業部会は米州、

「コミュニケーション」作業部会

はUNI Apro、「規制」作業部会は

欧州が主担当となり、各地域代表

と協力していくこととなった。イ

オジア議長は、「欧州地域では既

に各副議長が責任を分担して欧州

行動計画を実施している。このア

プローチを世界レベルに適用する

ということだ」と述べ、委員の協

力を要請した。 

 10月24～25日に開催されたUNI欧

州金融部会大会では、開催国ギリ

シャのスタブロスOTOE委員長が参

加者を歓迎し「ギリシャでは緊縮

政策の結果、過去5年間の急激な銀

行再編によって、11行が大手4行に

合併された。小規模銀行は姿を消

し、良い銀行と悪い銀行に分類さ

れ、多くの従業員が解雇された。4

行が市場の9割を支配する。危機の

時こそ労働者の連帯が重要であ

り、企業の社会的責任を追及なけ

ればならない」と挨拶した。 

 欧州金融危機から5年経過した

が、未だに高い失業率と経済不況

が継続している。金融部門では危

機への対策として、自己資本や流

動性比率等の規制を強化する動き

が見られた。金融部門の信頼性回

復には必要な対策だが、組合員、

従業員や社会全体にはマイナス影

響を及ぼしている。金融部門の規

制と監督は必要である。だが、そ

の方法は正しかったか? 欧州では

シャドーバンキングが急成長し、

顧客は適切な販売アドバイスを受

けられない等、疑わしいビジネス

慣行を続ける企業もまだある。 

 銀行の統合が進む中、規制のあ

り方は正しいのか? 大企業はます

ます大きくなり、小規模（だが健

全な）銀行は、金融安定化の名の

下に消えていく。消費者のニーズ

を無視し、少数の富める企業に集

中していないか? 良きアドバイス

を犠牲にして、従業員や支店が減

らされている。 

 こうした背景の中、大会は、安

定性、顧客への適切なアドバイ

ス、より良い雇用について、加盟

組合への調査結果や、消費者団

体、関連シンクタンク、NGO等から

のスピーカーの発表を交え議論し

た。UNI Apro金融部会を代表して

田原UNI Apro金融部会議長（損保

労連委員長）は、日本の現状を共

有し、「保険募集・販売にあたり

体制整備が義務付けられたが、組

合として顧客利便性及び組合員の

負担といった視点から、過度な規

制が課されないよう、施行規則や

監督指針の策定に関与していきた

い」と発言した。大会は議論を反

映した声明を採択し閉会した。 

 

エコバンク労働者に連帯 
 アフリカのエコバンク労働者の

報告によると、彼らはローカル経

営者による解雇や突然の望まない

異動といった弾圧的な行為を恐

れ、組合に入りたがらないとい

う。また、ローカル経営者は、労

働問題を巡る組合からの対話の要

求を巧妙に拒み、社会対話を避け

ようとしているという。 

 エコバンクは、西アフリカ最大

の銀行で、アフリカ33カ国に支店
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を持つ。国際金融公社（IFC）の

パートナーとして、アフリカ諸国

の開発と貧困削減のため、世界銀

行によって策定された政策を実施

している。 

 UNI金融部会は、世界中の加盟組

合を動員し、エコバンク労働者が

団結権を認められ、団体交渉がで

きるよう、彼らの闘いに連帯を示

すグローバル・キャンペーンを立

ち上げた。これを受け、田原UNI 

Apro金融部会議長は10月17日、東

京のトーゴ共和国大使館を訪問

し、スティーブ・アクレソ・ボ

ジョナ臨時大使に、トーゴ政府が

エコバンクの不当労働行為に注意

喚起するよう求める書簡を手渡し

た。ボジョナ臨時大使は、UNI金融

部会からのメッセージをトーゴ政

府に伝えると約束した。 

UNI-LCJ 印 刷 部 会 セ ミ

ナーで、アンダーソン

UNI印刷部会議長が講演 
 2013年9月23日、トミー・アン

ダーソンUNI印刷・パッケージング

部会議長夫妻が来日した。翌24日

には印刷労連を訪問し、釣本利幸

委員長、田倉正司委員長代行他と

意見交換を行った。印刷労連を中

心に、現在の印刷産業の抱える問

題、組合運動のあり方等について

議論した。午後には、国立印刷

局・滝野川工場を訪問して竹井京

二委員長、川口工場長の歓迎を受

け、工場見学や意見交換を行っ

た。25日は午前中に釣本印刷労連

委員長、高橋義春同副委員長の案

内で、印刷博物館を訪問、日本の

印刷技術の質の高さを堪能した。 

 同日午後にはNTT労組会議室にて

UNI-LCJ印刷部会主催のセミナー

「北欧における印刷産業と印刷労

働組合運動の現状」を開催し、全

印刷、印刷労連、UAゼンセンから

40人以上が参加した。 

 まずスウェーデンの労使関係モ

デルについて説明があった。アン

ダーソン議長が副委員長を務める

GSは、ソーシャル・ 

パートナーである使用者団体と団

体交渉を行い、全国協約を締結す

る。組合員は全てこの産業別の全

国協約にカバーされており、全国

協約の水準の賃金を支払えない企

業は市場から撤退する。失業者に

は失業前賃金の80％水準の失業保

険が最大2年間給付される。  

 同国の組織率は80％以上であ

り、こうしたシステムによって労

働者が保護されてきた。保守党政

権はこのモデルを覆そうとしてお

り、組合としてはスウェーデンモ

デルを守るための取組みが必要だ

と述べた。また、グローバル化に

よって、底辺へ向かう競争が続い

ており、こうした流れに対抗する

ためには、多国籍企業の組織化や

グローバル枠組み協定の締結が必

要だと強調した。 

 質疑応答では、欧州における印

刷市場の動向、日本とスウェーデ

ンの社会保障の違い、スウェーデ

ンの組合費、非正規労働者の組織

化、高齢労働者の状況等について

熱心な質問が出され、議長からそ

れぞれに丁寧な応答がなされた。 

 

UNI世界商業部会大会 
 UNI世界商業部会大会が2013年

10月9～11日、アルゼンチン・ブエ

ノスアイレスで開催され、34カ

国、49組織から295人（うち代議員

114人、全体の女性比率40％）が参

加した。日本からはUAゼンセン及

び自動車総連より13人の代議員が

出席した。 

 開催国アルゼンチンのカルロ

ス・トマダ労働･雇用･社会保障大

臣も臨席した開会式で、商業サー

ビス労組FAECYSを代表してルーベ

ン・コルチナUNI世界商業部会議長

代行は、全参加者を歓迎し「85年

以上の歴史の中には、民主主義の

誕生や中断もあり、また工業化・

経済発展に伴い組合の役割も変化

してきた。皆さんにアルゼンチン

の仕事の現場も見てもらいたい」

と挨拶した。 

 アルケ・ベシガーUNI世界商業部

会担当局長は、前回ダブリン大会

で採択した同部会ブレイキングス

ルー戦略に沿って、2009～2013年

の活動を振り返った。髙島屋をは

じめ多くの流通企業とグローバル

協定が締結された成果や、企業別

労組同盟の設置・協力関係強化、

南アのコケラ氏に連帯のエールを送

る田原UNI Apro金融部会議長 
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グローバル協定交渉の進捗状況が

報告された。また、2012年9月には

商業部会として中国にミッション

を派遣し、今大会にも中華全国総

工会の徐楽氏が来賓として出席し

ていることを報告した。アジア太

平洋地域の活動として、UNI Apro

商業部会大会を総括した他、東日

本大震災に際しての連帯支援・被

災地激励についても報告された。 

 フロアからの発言では、清水陽

子代議員（UAゼンセン）が、日本

で唯一の流通産別組織が結成され

たことと、それでも産業全体の就

業者数からみれば依然として低い

組織率を上げるための組織拡大方

法を紹介、世界の流通労働者と連

携して社会的影響力を高めたいと

述べた。 

 また、バングラデシュの縫製工

場崩壊事故を受けて、安全衛生上

危険な工場で働く労働者の労働環

境・条件を改善するため、UNI及び

インダストリオールが中心となっ

て働きかけ、現在までに100社を超

える企業が金銭的責任の伴う安全

協定に署名したことが報告される

と共に、今後の検査・修繕とモニ

タリングの重要性が強調された。 

ジェニングスUNI書記長は、ウォル 

 

マートやGAP等、バングラデシュ安

全協定未署名企業に対して「参加

のドアはまだ開かれているが、特

別扱いや取引は一切ない」と断

言、「組合を認めないことが賢く 

 

トレンディだという企業の考えは

間違っており、そうした態度を広

めてはならない」と訴えた。労組

同盟の事例として、カルフール、

イケア、ショップライト、ウォル

マートが取り上げられた。ラルス

代議員は、「スウェーデンではイ

ケア従業員の80％が組合員、店舗

を含めても60％が組織され、全て

の職場に協約があるが、海外では

イケアのスタンスが異なることを

認識している」と述べた。トルコ

の参加者は、「組合員や家族への

脅しや、会社がつくった第二組合

による混乱等、会社の反組合的態

度に直面し組織化は難航している

が、労組同盟を通じたスウェーデ

ンの仲間からの連帯支援に感謝し

ている」と述べた。シャリーザ代

議員は「マレーシアでも2008年当

時、イケアは組合を認めようとし

なかったが、スウェーデンの組合

やUNI Aproが経営側と会って信頼

関係構築に努める等し、3年後によ

うやく認められた。協約も結ば

れ、5年経った今ではマレーシアで

最も良い産休の条件を持つ等、喜

んで働ける職場となった」と報告

した。コロンビアでは、組合活動

は命がけであったが、UNIの支援で 

全国のカルフール店舗を巡り組織 

 

化を進めている。カルフールでの

成功を他企業にも広げていきた

い。ブラジルでは、3つのナショナ

ルセンターが協力し、不安定労働 

 

に取組むためにウォルマート労組

同盟を結成、活動を進めている。 

 10日午後は、8グループに分かれ

て、流通企業の現場を視察した。

日本人グループはベア・センコ

スッドを訪れ、組合代表から説明

を受けながら店舗内部、組合事務

所、スタッフ食堂他を視察、店長

及び全従業員から歓迎を受けた。 

 商業部門の不安定雇用に関する

パネルディスカッションでは、八

野正一代議員（UAゼンセン副会

長）が、日本の短時間労働者の現

状と待遇改善に向けた取組みを具

体的事例を交えて報告した。 

 決議委員会より今後4年間の行動

計画修正案が提案され、フロアか

ら様々な意見が出された。相原代

議員（自動車総連会長）は、行動

計画に賛意を表明した上で、1000

万連合実現プランに沿った自動車

総連の取組みとUNI-LCJ110万人組

織達成目標について述べ、特に若

年層育成の重要性を訴えた。大会

は、行動計画及び決議、ウォル

マート労働者及びトルコのLeroy 

Merlin労働者への連帯決議を採択

した。 

 最後にUNI世界商業部会運営委員

会選挙が行われ、オニール代議員

（米国UFCW）が議長に、八野代議

員がアジア太平洋地域を代表する

副議長に選出された。「力を結集

し労働者の声が隅々まで届くよう

に」との思いを込め、南米の組合

員による太鼓の賑やかな演奏に合

わせ、色とりどりの組合旗が振ら

れ、大会は閉幕した。 

 

UNI MEI部会世界執行

委員会 
 UNI MEI部会世界執行委員会は、

ベア・センコスッド組合員から熱烈歓迎を受ける 

www.uniglobalunion.org 
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2013年10月2～3日、ブエノスアイ

レスで開催され、ゲリー・モリッ

シー議長（英BBC労組BECTU）をは

じめ、14人の世界執行委員と、南

米を中心とする構成組織からの参

加者27人が出席した。 

 冒頭、アルゼンチンのカルロ

ス・トマダ労働大臣が挨拶を行っ

た。アルゼンチンは軍事政権時代

もあり、南米の中でも最も政情や

経済情勢が安定しない歴史を経て

きた。かつては政府に反対する労

組や市民を軍部が殺害する「汚い

戦争」の時代もあったが、現在は

左派政権の下、「組合は国の一

部」をモットーに、組合活動が民

主主義的な議論に欠かせないと述

べた。特にメディア労組はダイナ

ミックで重要な役割を果たしてい

ると強調した。 

 委員会は、前回UNI MEI部会世界

大会（2011年、メキシコシティ）

からの2年間で、状況がいかに変化

し、次の世界大会に向けて何を中

心課題としていくかという議論か

ら始まった。この間を通じて変わ

らないテーマは、メディア産業で

の労働がクリエイティブな仕事で

あるが故に労働量と賃金のバラン

スが見えにくくなること、またそ

のために、十分なファイナンスが

なければ容易に労働条件の悪化を

招き、組合としても闘争が難しい

という点に絞られる。そのため、

流動性も高く、また非正規雇用の

問題も大きく、なかなか安定した

雇用に繋げられない。そうした状

況に、国を越えて連帯していくと

同時に、メディアにおける「良質

な雇用」をどう確保していくかを

中心に議論が交わされた。 

 そうした課題をより喫緊のもの

とさせているのが「デジタル化」

の進展だ。単にインターネットの

普及拡大という意味ではなく、デ

ジタル技術の発展によってメディ

ア産業では、これまでのような熟

練した技術がなくても簡単に制作

ができるだけでなく、出来上がっ

たコンテンツを簡単にコピーでき

るために商品価値も低下する傾向

が強まっている。アルゼンチンで

は2019年10月にアナログ放送が終

了し、デジタル化が完了する予定

だ。日本では、デジタル化後も放

送の分離よりは一体性を守る方向

で議論が進み、非正規雇用の増大

等の問題を抱えつつも一応安定し

ているが、水平分離が進行するア

ルゼンチンでは、自由競争によっ

て参入する会社がコストを抑える

ため、雇用状況も次第に悪化する

だけでなく、番組を制作するプロ

ダクションは粗製濫造の傾向が増

し、さらに視聴者が離れていくと

いう悪循環に陥りつつある。 

 デジタル化によって流動性が高

まる労働市場の中で、いかに良質

な雇用を確保していくか。日本の

経験から伝えられることは、労使

関係の信頼の中で安全施策を含む

労働環境の整備に努める、経営側

をそうしたテーブルにつかせる努

力を継続的に行うことだ。 

 アルゼンチンでは、左派政権下

で組合が政府の一部と言ってよ

く、メディアに関わる法律制定等

でも活躍している。右派勢力から

の攻撃は常にあるが、それに対し

ても大規模なデモンストレーショ

ン等で対抗し、表現の自由や多様

性の確保を法律にいかに盛り込む

かを追求している。メディア産業

労働者はメディア関連の専門課程

がある学校を卒業している必要が

あること、また社会的にも認知さ

れている職能的な意識・つながり

も、こうした組合の連帯を強化す

る役割があること、こうした連帯

と政治や社会への働きかけの積み

重ねで現在のポジションを獲得し

ていることが報告された。 

 ギリシャでは、政府が公共放送

を無理矢理閉鎖する事態に陥って

いる。再開と再雇用を求めている

が未だ応じられず、6月1日から給

与未払いが続いている。 

 UNI Aproから参加した中村正敏

UNI Apro MEI部会副議長と、カイ

ルザマン・モハマド委員（マレー

シア）は本年8月バンコクで開催さ

れたUNI Apro MEI部会結成大会の

状況を報告、ABUとの対話の下で議

論を進めてきたことを説明した。 

 ブレイキングスルーというス

ローガンの下、労働組合が社会か

らその存在を無視されず、企業に

とっても有効な枠組みとして存在

しうるにはどうすればいいのか、

今後の課題として向き合うことを

確認して、委員会は終了した。 
 

UNIゲーム部会アジア太

平洋地域会議 

 UNIゲーム部会アジア太平洋地域

会議が2013年10月7～8日、マニラで

開催され、UNI加盟のゲーム労組に

加え、IUF加盟のホテル労組が招待さ

れた。日本からは、UAゼンセンの古

川大総合サービス部門副事務局長、

林万喜マルハンユニオン委員長、佐

藤瑞樹ダイナムユニオン書記長が参

加した。 

 開会式では、ウマリUNI-PLC（フィ

リピン加盟協）事務局長が挨拶し、

フィリピンでの会議開催に感謝の意

を表した。また、フィリピンでも新しく

ゲーム産業が進出し、マニラ湾岸に

ホテル、テーマパーク、カジノ等を統

合した一大統合リゾート（エンターテ

イメント・シティー）を建設する方向で

進んでいることを説明し、このような

中、フィリピン労働運動は、イデオロ

ギーの差を乗り越えて進むことが重

要であるとコメントした。ヒダヤット・グ

リーンフィールズ IUFアジア太平洋地

域書記長は、「今回の会議の参加者

の多くはIUFとUNIに加盟しており、今
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日の会議は共同行動の良いスタート

だ。UNIとIUFはゲーム業界の組織化

で連帯していくべきである。ただし、

我々は質的に高い組合を求めてお

り、量が問題ではない」と述べた。 

 

UNIゲーム部会及び他地域の活動 

 ギエドラ・レリテUNIゲーム部会担

当局長は、スペインのカジノの会社で

あるコードレとグローバル協定を結ん

だ意義を強調した。新しい組合を作

り、教育を与えることが重要なので、

組織化に力を尽くしているとした。 

 アフリカのゲーム部会は、6カ国で

会議を開始したところである。2014年

世界大会を契機に組織化を行い、グ

ローバル協定の締結努力を進めた

い。また、集められたチップのホテル

労働者を含めた分配が一つの論点と

なっていることが紹介された。 

 北米におけるカジノ収益は、64億ド

ルがラスベガス、31億ドルが太平洋

地域、228億ドルがその他の地域と、

ラスベガスの力が大きい。また原住

民運営のカジノもある。3,970万人が

ラスベガスを訪れているが、2007年と

比べて収入、客数とも落ちている。以

前MGM社は、利潤の90％をラスベガ

スから得ていたが、今では50％とな

り、替わってマカオが収入を支えてい

る。新しい小さなカジノを各国に分散

していこうという流れがあり、これはス

テーション・カジノと呼ばれている。ラ

スベガスを中心に存在し、映画館、ス

ポーツ施設等、コミュニティーセン

ター的な要素を持つ。他方、南米で

は、カジノの組合の力は強く、アルゼ

ンチンの組合の力で、米国UNITE-

HEREの組合結成が合意に至った。 

 

アジア太平洋地域からの報告 

 UAゼンセンの古川総合サービス

部門副事務局長が日本の状況につ

いて報告し、「五輪開催は、カジノ合

法化と関係があるか」、「非正規労働

者の組織化と言う時、正規労働者と

の間に方法上の違いはあるか？」、

「日本で統合リゾートを作るとすれ

ば、1兆円以上の収入があると言わ

れているが、本当か？」、「五輪開催

までに正規労働者の数を上げるとい

う方針はどうか？」等、多数の質問が

活発に出された。 

 ゲンティングループは1965年に開

始した。マレーシアは回教国であり、

ギャンブルは禁止されている。そこで

政府を説得するため、外国人観光客

を呼び寄せるという理屈を使った。共

産ゲリラや虎等と戦いながらも、まず

道路を作り、そして山頂に20テーブル

のカジノを作った。1980年から増築

し、今では9,000の客室と1万3,000人

の従業員を擁する大企業となった。    

 組合は1978年に結成され、当初は

ピケ、逮捕等があった。しかし政府の

介入も有り、企業内労組として、カジ

ノ労働者の組織化に成功し、 初の

団体協約が結ばれた。 

 その後、企業は多角化し、ホテルリ

ゾート、不動産、電力、石油、ガス、カ

ジノ、クルーズ等を持つに至った。英

国、米国、バハマ、ラスベガス、マニ

ラ等、過去数年で進出してきた。リ

ゾートワールドというブランドは、ゲン

ティングループが運営している。 

 組合は、健康、労働安全、負けた

顧客への対応等に力を入れている。

ホテル労働者の給料は安く、退職手

当の充実等も課題の一つだ。 

 後に、デビー・アンダーソンIUF

副会長（UNITE-HERE）が、ホテルが

統合リゾート化していく中、カジノ部分

を取り込んでいくことが重要と述べ

た。ラスベガス労働者への支援等の

決議を採択し、会議を終えた。 

 

UNIゲーム部会会議 

 続いて、日本、マレーシア、ネパー

ルのUNI加盟組合だけの会議が持た

れた。マグダレン・コーン・アジア太平

洋地域担当部長が、今回の会議は、

初のステップとして重要であると述

べた。一大統合リゾートの性質を考え

ると、今後もIUFの協力が必要であろ

う。ギエドラ担当局長は、2015年にグ

ローバル会議を行う予定であると強

調した。 

 ゲンティン労組は、「今後、日本、

韓国、台湾等がカジノ合法化のター

ゲットになるとすれば、連携して行くこ

とが重要。喫煙等、悪い労働環境が

あり、政府の規制等が重要である」と

し、UNIとしての活動がまだ不十分で

あると指摘した。 

 古川副事務局長は、「今回初めて

参加し、各国の状況をよく知ることが

できた。日本でカジノが合法化される

かは不透明だが、各国のカジノの状

況を聞けて良かった。それぞれ状況

は違うが、良い事例を共有することは

重要である」と述べた。 

 後に、二次喫煙等の安全衛生

問題を今後のテーマに取り上げるこ

とを確認して、会議を終了した。 

 
UNIアフリカ地域大会 

 2013年10月16～18日に開催され
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たUNIアフリカ地域大会では、UNIアフ

リカの4年間の活動を振り返るととも

に、来年ケープタウンで開催される

UNI世界大会を展望した。日本からは

伊藤栄一UNI-LCJ事務局長が、2010

年に長崎で開催されたUNI世界大会

の経験を伝える目的で招待された。 

 大会は「UNIアフリカ、立ち上がれ」

をスローガンに開催されたが、現在

の経済の急成長、内戦等の減少、組

合活動の前進を受け、極めて楽観的

なものであった。とはいえ、社会状況

は深刻である。ナイロビにはアフリカ

第2の巨大スラムと言われるキベラが

ある一方で、富裕層の地域がすぐ近

くの丘の上にあるという状況が象徴

するように、貧富の差は大きい。若者

たちの失業率も高い。しかし、大会で

は、歌や踊りを通じた躍動的なコミュ

ニケーションがあり、来年ケープタウ

ンで開催される世界大会も、歌や踊

りが主体の楽しい大会となるだろう。

アフリカの人々は非常に親日的であ

る。このように対日感情が良い地域

を私たちは大切にしなければならな

い。世界大会という機会を利用し、日

本とアフリカの結びつきがもっと強ま

るように努力したい。  

 

UNI-LCJ ／ モ ン ゴ ル 加

盟協青年・女性セミナー 
 2013年7月22～27日、モンゴル・ウ

ランバートルで、UNI-LCJ／モンゴル

加 盟 協（UNI-LCM）青 年・女 性 セ ミ

ナーが開催され、日本から、新井JP

労組中執を団長に5人が出席した。モ

ンゴル側は、UNI商業、郵便、ICTS部

会に加盟する7組織から30人が参加

し（9割以上が女性）、2日間、各国報

告と意見交換を行った。 

 開会式に続いて、新井団長は2000

年のUNI-LCJ結成から今日までの沿

革、特に2010年の第3回UNI長崎世

界大会の成功と、その間の加盟組織

間の結束強化について説明した。  

 「日本について知ろう」というセッ

ションでは、自動車総連の川下政策

局部長が政治・経済について報告し

た。社会・文化については、UAゼンセ

ンの瀬戸政策・労働条件局副部長

が、少子高齢化傾向、都市と地方の

経済格差からクールジャパン現象ま

で、浴衣姿で発表した。 

 テーマ「女性の組合活動への参

加」では、日本から瀬戸副部長が、日

本の背景事情とUAゼンセンにおける

「男女共同参画推進の取組み」につ

いて詳述した。モンゴルからは、アル

タントゥヤ統一労組委員長が、労働

市場における男女共同参画の課題、

労働における男女共同参画を定める

法令・政策とその実施状況について

報告した。小川UNI Apro機会均等部

長は、UNI及びUNI Aproがグローバ

ルに推進するジェンダー平等キャン

ペーンについて概説した。 

 「青年の組織化」のテーマでは、モ

ンゴル側から、通信労組のトゥグル

トゥル氏、郵便労組のムンフバト氏が

それぞれの労働組合の紹介ととも

に、若い組合員を参画させる様々な

レク活動や、組合活動の意義を教え

る教育活動について報告した。日本

からは、情報労連の世古氏が、東日

本大震災後のボランティア活動や平

和行動を中心に説明し、社会貢献活

動は若手を組合に惹きつけるきっか

けになったと述べた。また新井団長

は、30歳までの男女組合員で構成さ

れるJP労組ユースネットワークによ

る、書き損じハガキ、リサイクル・ブッ

ク・エイド、東日本大震災復興支援

等、主な活動を報告した。 

 この後、参加者は2グループに分

かれ、①「組合における女性参加・役

員を増やすには？・男女共にワーク

ライフバランスを達成するには？」、

②「青年の組織化における課題‐組

合に関心を持たせるには？」という2

つのテーマでグループワークを実施

し、モンゴル参加者がそれぞれの議

論をまとめて発表した。 

 閉会式で新井団長は、「羊肉は冷

めないうちに食べろ」（モンゴル版「鉄

は熱いうちに打て」を意味する諺）を

引用し、「今の決意が熱いうちに話し

合ったアクションプランを実行に移し

て欲しい」と激励した。オユンバヤー

ルUNI-LCM議長は、「青年の組織化

グループワークの議論を聞いたが、

いいアイデアが多く出た。今まで青年

の声を聞いていなかったことが良くわ

かった」と、活発に議論した参加者や

UNI-LCJ代表団に感謝し、今後も交

流を続けていきたいと述べた。 

 この他、モンゴル文化ショー鑑賞、

遊牧民のゲル宿泊体験、並びにUNI-

LCM役員との交流、市内・職場視察

（モ ン ゴ ル ポ ス ト、モ ン ゴ ル テ レ コ

ム）、組合事務所（郵便労組、通信労

組、統一労組他）訪問等を行った。 

www.uniglobalunion.org 
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UNI世界執行委員会 
 2013年11月12～13日、アイルラ

ンド・ダブリンで開催されたUNI世

界執行委員会は、来年開催される

第4回UNI世界大会（ケープタウ

ン）の準備として、大会の3つの議

題の確認、大会のプログラムと決

議、加盟費の調整等を取り上げ

た。さらに印刷労連の加盟が受理

され、UNIブレイキングスルー賞が

UNI-LCJ金融部会に贈られる等、こ

の間のUNI-LCJの躍進を祝した。 

 また、今回アイルランドでの開

催に合わせ、11月11日「金融恐慌

から5年」セミナーが開催され、問

題の背景を勉強した。 

 開会式ではジョー・デブリュン

UNI会長が「この間UNIの存在価値

を高めたのは、バングラデシュの

ビル倒壊に伴う安全衛生協定だっ

た」と挨拶した。  

 

2014年ケープタウン世界大会 

 ケープタウンUNI世界大会につい

て、ジェニングス書記長は次のよ

うに述べた。「アパルトヘイトか

らの解放20周年を迎える2014年、

南アフリカ社会はどの程度前進し

ただろうか。GDPは3倍に増え、イ

ンフラ整備も進んでいる。ANC政権

が作り出した素晴らしい成果であ

る。しかし格差は大きい。現場で

働く労働者とCEOの給料の差は450

倍である。失業率も（公の数字は

23％となっているが）35％であ

り、そのほとんどは若者である。

まだまだ問題は多い。ここに光を

当てる大会として、大会テーマは

『インクルーディング・ユー！』

である」 

 世界大会での議題は、「組合の

成長を勝ち取ろう：ブレイキング

ス ル ー 戦 略 計 画（2014 ～

2018）」、「我々の経済を取り戻

そう」、「ともに新しい労働の世

界で闘おう」であり、ゲストス

ピーカーとして、ズマ南アフリカ

大統領、ルラ元ブラジル大統領、

オーエン・ジョーンズ氏（政治評

論家）、シャロン・バローITUC書

記長、ガイ・ライダーILO事務総長

等が予定されている。 

 

ブレイキングスルー賞 

 フィリピンのバンコデオロ労組

と、UNI-LCJ金融部会が受賞した。

田原UNI-LCJ金融部会議長は、日本

の金融労組中心に、金融部門の未

加盟労組のUNI加盟を勝ち取るべく

前進している様子を報告した。 

 

バングラデシュにおける安全協定 

 今年5月13日にH&Mが初の協定調

印企業となって以降、現在まで112

社が調印している。バングラデ

シュの繊維工場の約半数が協定の

対象となっている。  

 

 最後に、印刷労連の加盟が受理

されると共に、プロスポーツ部会

では、日本のプロ野球選手会がUNI

に加盟する可能性があることが発

表されて会議を終えた。 

 

 日本からの主な出席者は以下の

通り。 

野田三七生UNI副会長（情報労連中

央執行委員長） 

逢見直人UNI Apro会長（UAゼンセ

ン会長） 

八野正一UNI商業部会副議長（UAゼ

ンセン副会長） 

相原康伸UNI-LCJ議長（自動車総連

会長） 

田原將一UNI金融部会副議長（損保

労連中央執行委員長） 

小俣利通UNI郵便・ロジスティクス

部会副議長（JP労組中央執行委員

長） 

 

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 
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