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UNI世界大会に向けて

UNIアフリカ地域会長･

書記長来日 
 2014年6月2日、UNI-LCJは、UNI

アフリカ地域組織より、ボーン

ズ・スクル地域会長とザカリ・コ

ドゴ地域書記長を迎え、本年末

ケープタウンで開催される第4回

UNI世界大会に向けて、アフリカ事

情及び南アフリカの反アパルトヘ

イト闘争について、理解を深める

講座を開いた。UNI-LCJ運営委員を

はじめ70人を超える参加者が、闘

争の歴史と人権、国際連帯の重要

性を改めて認識した。 

 ザカリ地域書記長は、アフリカ

大陸の地図を示しながら、資源に

富み、成長する巨大市場の魅力を

アピールした。社会保障制度が

整っていない国や政情不安を抱え

る国もあるが、加盟組合は昨年UNI

アフリカ地域大会で、「立ち上が

れ！UNIアフリカ」ブレイキングス

ルー戦略を採択し、多国籍企業に

おける組織化強化、労働組合の結

束強化、労働者への教育・能力開

発強化、HIV／エイズ啓発強化等に

取組む決意を新たにした。 

 ボーンズ地域会長は、南アフリ

カ概要を紹介した後、反アパルト

ヘイト闘争の歴史と、世界中から

受けた連帯支援について詳述し

た。1990年、獄中から解放された

マンデラ氏が来日した際、日本政

府はアフリカ民族会議（ANC）の支

援要請を拒絶した。これを受けて

連合が「アパルトヘイト廃絶を求

める請願署名」140万人分を携えて

国会請願を行ったり、カンパ金15

万ドルをマンデラ氏に手渡したり

したことに、ボーンズ地域会長は

感謝した。「国際連帯が無けれ

ば、我が国は今日のようになって

いなかっただろう」と述べ、「連

帯は世界を変えることができる」

と強調した。また、ホスト国を代

表して日本代表団に歓迎の意を表

した。 

 相原UNI-LCJ議長は両氏の講演

に感謝すると共に、「マンデラ氏

の映画―“自由への長い道”を観

て、ケープタウン世界大会に臨み

たい」とまとめた。講演後の懇親

会で両氏は、参加者と意見交換し

交流を深めた。 

 

金融労働者も年金運用

に積極的に関与を 
 2014年6月23～24日、ジャカル

タで第17回UNI Apro金融部会委員

会及びUNI Apro保険労組ネット

ワーク会議が開催され、田原將一

損保労連委員長が初めてUNI Apro

金融部会議長として委員会を采配

した。日本から、佐藤友美労済労

連副委員長、西村卓洋全信連書記

長、下牧祥子三菱UFJ信託銀行従

組副書記長が出席した。佐藤氏は

東アジア地区の女性の正委員とし

て確認された。 

 プリヤラルUNI Apro金融部会担

当部長は「各国での活発な活動の

結果、UNI Apro金融部会は加盟組

合数48となった。次期大会までに

20ヶ国50組合、60万人を達成した

い」と報告した。 
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 モンザネUNI世界金融部会担当局

長は「コミュニケーション、規

制、CSR、組織化の作業部会を設

け、各地域の加盟組合が参加し、

UNI金融部会の運営をボトムアップ

したい」と主旨説明をし、担当す

る委員／組合／国をプリヤラル部

長が提案した。担当者／組合を確

定し、作業部会毎に行動計画案を

策定、来年10月のUNI世界金融部会

大会に提起する。 

 「女性の金融包摂を高めるため

に」という議題では、小川陽子UNI 

Apro女性担当部長の導入に続き、

佐藤委員は労済労連における男女

平等参画活動、キャサリン委員は

マレーシアにおけるシングルマ

ザーへの起業支援プログラム、

ジャスミン委員はシンガポールに

おける女性の復職支援プログラ

ム、シュルティ委員は男性優位な

インド社会における女性の地位向

上の困難さについて述べた。女性

が基本的金融サービスにアクセス

し、経済的地位を向上させるに

は、金融教育及び機会の提供が重

要だという点で認識が一致した。 

 「持続可能な成長のための年金

基金」という議題では、田原議長

が、日本の年金制度の概要と財政

的課題を説明し、生保労連の欧州

調査結果も紹介した。欧州や日本

をはじめとするアジアで高齢化が

進み、公的保障と私的保障の適切

な組み合わせによる生活保障シス

テムを目指した論議がなされる

中、私的保障による補完・上乗

せ・代替の商品を提供する「保険

を含む金融機関」が果たす役割は

大きく、金融機関の経営チェック

機能を担っている労組の役割も大

きいと強調した。 

 ロニ・フェブリアントKSPI広

報・国際担当（インドネシア）

は、現在の社会保障制度の不公平

さやカバー率の低さ、社会保障プ

ログラムに参加しない企業にも制

裁が無い等の問題点を指摘し、

「KSPIは社会保障を全ての人に適

用すべく闘っている」と述べた。

続いて、英国の独立した年金監視

団体NGO「シェアアクション」の

キャサリン・ホワースCEOが年金基

金の責任投資促進のための活動や

キャンペーンを紹介した。西村全

信連書記長は、日本の年金制度と

特徴、退職金制度、企業年金制度

の変遷等を説明した。この他、マ

レーシア、インド、スリランカか

ら退職基金や年金制度について報

告があった。 

 田原議長は、年金基金の責任投

資を確保するためにも、労働者の

代表を基金運用及び監視に関与さ

せる必要があるとまとめた。 

 

UNI Apro保険労組ネットワーク 

会議 

 今回の会議では、「気候変動に

よる自然災害の多発と労組として

の対応」をテーマに議論した。田

原議長は、大規模自然災害が業界

にもたらす影響が増し、社会や消

費者の保険会社に対する期待も高

まる中、信頼に応えるような健全

な事業運営と業界発展のために、

労組の役割を共有した。 

 ナラシマン委員（インド）は、

自然災害に対する企業・従業員、

政府及び軍の準備不足を指摘し、

労組は経営側に従業員の訓練や被

災者の利便性に配慮した手続き面

の改善等を要求していると述べ

た。アリパン・タカフル保険労組

委員長（インドネシアAspek）は、

「アジアは自然災害件数が世界で

も多い地域だが、その経済損失額

に比べ支払い保険料は少ない。地

震、津波、洪水、地滑り等の多い

インドネシアも経済的損害が甚大

だ。労組の役割は日本に倣いた

い。災害保険の導入、貧困層への

マイクロ保険概念の普及等を政府

に要求していきたい」と述べた。 

 ルーク委員は、「シンガポール

は自然災害が少ないが、外国で支

払いが発生すれば、シンガポール

の保険会社も再保険という形で関

与する。 近はリスク評価が難し

いものもあり、保険会社の利益や

雇用に影響する。シンガポールで

は金融機関の合併が多いが、協約

にリストラ時に守るべき条項を入

れ、雇用は安定している。保険労

組のネットワークを更に強化し、

問題が起こる前に情報交換するこ

とは非常に有益だ」と述べた。プ

リヤラル部長は、UNI Aproにおけ

る保険会社の組織化状況につい

て、インド、ネパール、マレーシ

ア、フィリピン、台湾、香港等の

現状と計画を報告した。 

 田原議長は、情報交換や経験交

流を継続し、UNI本部の支援も得な

がら、UNI Aproにおける保険労働

者の組織化とネットワーク拡大を

図っていきたいとまとめた。 

 

UNI金融部会担当、日本

の金融労組と意見交換 
 2014年6月26～27日、UNI金融部

会からモンザネ局長、UNI Apro金

融部会からプリヤラル部長が来日

した。UNI-LCJにとって、金融部会

の更なる組織拡大は 重点課題で

ある。これまで一歩一歩組織を拡



3  www.uniglobalunion.org 

大してきているが、今なおメガバ

ンク系と地方銀行系、信金・信組

という協同組合系はUNI未加盟であ

る。そこで今回はUNI-LCJ金融部会

で講演しただけではなく、UNI未加

盟組合を訪問、意見交換した。オ

リバー前UNI世界金融部会担当局長

が訪問した頃と比べると、明らか

に話題に共通性が出てきた。これ

は金融のグローバル化の進展（海

外への地方銀行進出）、国際的な

規制（バーゼルⅢ）による圧力の

顕在化、金融庁の下すべての金融

機関、特に地方銀行が被るM&Aの圧

力等のためである。UNI-LCJ金融部

会として活動範囲が広がっている

ことが如実に現れた。 

 

UNI世界運営委員会、

世界大会に向けて士気

を高める 
 2014年5月22日、ベルリンでUNI

世界運営委員会が開催され、日本

から逢見UNI Apro会長、野田UNI副

会長、八野UNI商業部会副議長、中

野UAゼンセン国際局部長、木村情

報労連国際担当が参加した。 

 開 会 に あ た り、ヴ ェ ネ カ ー

ver.di副会長が地元を代表し、連

立政権後のドイツの状況を説明、

「先週年金法が成立、年金開始年

齢が63歳に引下げられた。 低賃

金もほぼ決定され、ver.diにとっ

て交渉しやすくなる利点がある。

これまで労働組合運動の後退が続

いてきたが、逆行させたい」と述

べた。 

 

ITUC大会報告 

 ジェニングス書記長が報告し

た。「シャロン・バロー氏が再選

された。過去ITUCは組合の成長に

ついて方針を持っていなかった

が、今2000万人という具体的な目

標を掲げ、取組むことになる。」

ジェニングス書記長の演説、サプ

ライチェーンの組織化というテー

マのパネル討論、Tモバイル前での

ラリーで経営側に書簡を渡す等、

UNIとしてのプレゼンスが発揮され

た。組織化に焦点が定まった良い

大会であり、UNI世界大会を前に、

ITUC世界大会から多くのことを学

ぶことが出来た。 

 

第4回UNI世界大会 

 大会まで残すところ半年を切

り、400人以上が登録している。イ

ンクルーディング・ユーというス

ローガンも、OECD、IMF等様々な場

所で聞かれるようになり、NGOも関

心を持っている。長崎のテーマ

だった平和を継承したセッション

を組む予定である。 

 2014年6月にサラエボで開催され

た平和会議と平和セッションを関

係付けること、長崎からメッセー

ジを届けることが確認された。平

和に関する動議について、逢見会

長は「2015年にNPT再検討会議が開

催され、核廃絶にとって重要な年

になる。それも含めて記載しても

らいたい」と意見を述べた。 

 中東に関する異なる見解の動議

が出て討論となり、合意を得る努

力を進めることになった。また、

UNI欧州サービス宣言を作成し、持

続可能なサービス産業の創造、質

の高い労働力の育成を呼びかける

活動が報告された。 

 

組織化とグローバル協定に関する

ブレイキングスルー 

 ホフマン副書記長が「昨年12月

にイタウ銀行とルーミス社とグ

ローバル協定を締結した。DHLに関

しては、OECDガイドラインを使っ

た取組みが功を奏し、UNI／ITFか

らもDHLの不当労働行為案件をドイ

ツ政府に報告することになった。

DHL経営陣ともその都度会ってい

る。それ以外に、メトロ・パキス

タンで問題解決できた」と報告し

た。コロンビア銀行、バングラデ

シュ安全協定、メディア部門ILO三

者構成会議について討論した。 

 多国籍企業が中核的労働基準に

違反した場合のUNIの対応に関する

ガイドラインとして、UNI連帯原則

憲章が提案、承認された。同憲章

に定められた手続きでは、多国籍

企業が中核的労働基準に違反して

いるとUNIが報告を受けた場合、

UNIは当該多国籍企業の本部がある

国の組合、同国のUNI世界運営委員

等に連絡を取り必要に応じて会合

を持つ。多国籍企業がUNIからの働

きかけを拒否した場合、UNIはメ

ディア・キャンペーン、示威行

動、法的手段等の措置を取る。 

 

成 長 す る UNI 商 業 部

会、労働環境改善を目

指して 
 2014年5月23日、ベルリンでUNI

世界商業部会運営委員会が開催さ

れた。全世界から40人が参加し、

日本からは、八野UAゼンセン副会

長、橋本同副書記長、中野同国際

局部長が参加した。 

 橋本委員が「パートタイマーの

組織化が組合成長の原動力となっ

た」と日本の経験を語った。 

 カルフール：UNI未加盟であり、

加入説得中。2014年末までに新た

なグローバル協定締結を目指す。

アジアでは事業売却が進む中、イ

ンドネシアにはまだ存在する。 

 イケア：労使関係は国によって

バラつきがある。経営陣はフラン

チャイズだ主張したが、実際には

グローバル労使関係部長がいる。

UNIとしてはグローバル企業として

グローバル協定締結を目指す。 

 メトロ：パキスタンで組織化、

組合承認を勝ち取った。 

 ウォルマート：労組同盟から企

業側に書簡を送ったが、UNIを承認
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しないという回答だった。メキシ

コ等中南米では汚職疑惑があり、

公聴会を組織した。今後女性労働

者に焦点を当てたジェンダー監査

報告書を出す。 

 インディテックス：UNI世界商業

部会大会（ダブリン）でグローバ

ル協定締結。その後ドイツでは難

航していた交渉が軌道に乗り、労

働協約締結に成功した。だが米国

では、組織化が進んでいない。 

 アマゾン：eコマースの興隆の

中、アマゾンのような会社がビジ

ネスモデルになることを警戒し、

今年7月ベルリンでアマゾンに関す

る会議を開催する。 

 

部会戦略計画 

 商業部会は、過去1年間で約

15,000人拡大し、UNI 大部会の地

位を維持した。日本の2商業労組と

もUNI世界商業部会加盟労組トップ

10に入っている。だが、グローバ

ルに見ると加盟費支払い人数は商

業部会加盟人数の63％という問題

が指摘された。今後も多国籍企業

に焦点を当てた活動を展開する。 

 

バングラデシュ安全協定 

 ラナプラザの事故をきっかけに

各国で行動を行い、署名団体数は

25から現在174に伸びている。1800

の工場、200万人の労働者がカバー

されている。すでに110人の技術者

が検査に当たり、25人の専門技術

者を雇用した。検査の結果、是正

措置が必要として、現在12工場が

一時閉鎖、2工場が閉鎖された。補

償に必要な4000万ドルに対し、

1700万ドルしか予算措置されてい

ない。UNIは、この安全協定にコ

ミットしており、すでに専従者も

雇用している。ウォルマートは同

協定には署名せず、別組織を作っ

ている。 

 

UNI ICTS部会、情報通

信規制の動きを共有 
 2014年6月11～12日、UNI本部で

UNI世界ICTS部会委員会が開催さ

れ、21ヶ国40人が参加し、日本か

ら野田UNI Apro ICTS部会議長（情

報労連委員長）、後藤KDDI労組委

員長、栗山KDDI労組執行委員、木

村国際担当が参加した。 

 ジェニングス書記長が「ICTS部

会は旧テレコムと旧IBITSが統合

し、新しいスタッフの下で良い形

で取組みが進んでいるが、やるべ

きことは多い。今年のILO総会では

サプライチェーンの問題について

議論が行われたが、ICTSでもハー

ドウェア部門のサプライチェーン

がある。また、ICTSのサービス部

門にも目を向ける必要があるし、

コールセンターの組織化も重要で

ある。ケープタウン大会ではICTS

部会の成果や取組みを積極的に発

信して欲しい」と挨拶した。 

 続いて、ICTS部会がターゲット

とする多国籍企業（オレンジ、ド

イツテレコム、テレフォニカ、ア

メリカモビル、テレノール、テリ

アソネラ、IBM、アテント、テレパ

フォーマンス）の組織化進捗状況

を共有した。 

 テレノール（ノルウェー）：マ

レーシアDiGi労組は3月末の秘密投

票で勝利、労働組合が承認を勝ち

取ったが、経営者側との関係は改

善されていない。当面、マレーシ

アとバングラデシュの組織化支援

に集中していく。 

 テ リ ア ソ ネ ラ（ス ウ ェ ー デ

ン）：テリアソネラの進出国労組

の情報交換の場として、「テリア

ソネラ・グローバル労組同盟」が

結成され、労組同盟会議を実施、

UNI AproからはネパールのNcell労

組が参加した。この1年では、モル

ドバ、グルジア、トルコ等で組織

化が進んでおり、具体的取組みに

あたっては、スウェーデンの労組

（SEKO及びユニオネン）が貢献し

ている。今後は、グローバル協定

締結を目指し、会社と交渉する。 

 ドイツテレコム（ドイツ）：ド

イツテレコム子会社のＴモバイル

アメリカに団結権を与えるため、

数年来ITUCと連携して取組んでい

るが、未だに労働組合権が侵害さ

れている。また、中欧や東欧の進

出国でも労働者の権利がきちんと

守られていない等の状況が報告さ

れた。UNI本部は引き続き、ドイツ

のver.diや進出国の労組との連携

を図りながら、ドイツテレコム本

社や株主及び投資家へ実態を訴え

ていく。また、Tモバイルアメリカ

とスプリント（日本・ソフトバン

クの子会社）の合併についても注

視していく。 

 

コールセンターの組織化 

 2月にフロリダで「コールセン

ター組織化会議」が開催され、

39ヶ国250人以上が参加し、新たな

コールセンター組織化戦略につい

て議論したこと等が報告された。

また、毎年秋に実施されている

「コールセンター組織化行動月

間」のあり方について様々なアイ

デアが出された。なお、重点的に

取組みを行う国の1つとしてフィリ

ピンが挙げられ、事情調査のため

のミッション派遣が提案された。

UNI本部、UNI Apro、フィリピンの

労組が連携の上、国情や労組の状

況をよく考慮して実施することを

確認した。 

 

情報通信規制について 

 野田議長が「日本の情報通信規

制政策の見直しの動向」について

報告した。本年秋に向けた政府の

審議状況を説明し、「グローバル

な競争に対応した透明な競争ルー

ル」整備の必要性に言及した。サ
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リスUNI欧州ICTS部会議長が、欧州

の情報通信規制の単一化の動きを

報告した。欧州委員会は統一され

た欧州単一市場と情報通信規制の

一体化を目指しているが、「効率

化と相乗効果ばかり注目されてい

る。投資が減少し、技術面で遅れ

が出る懸念がある。人員削減や労

働条件低下等も予測される」と指

摘し、欧州議会に対してロビー活

動を行っていくと述べた。 

 座長を務めた野田議長は「1ヶ国

で起こった動きは全ての国に波及

する。また、情報通信政策は日々

変わっていく。UNIのあらゆるツー

ルを活用し、タイムリーな情報を

共有していこう」とまとめた。 

 

メディア・文化部門の雇

用関係に関するILO会議 
 ILOメディア部門会議は2000年、

2004年に開催され、今回が10年ぶ

り3回目となる。政府代表、労使代

表及びオブザーバー、政府間組

織、NGO等が出席し、「メディア・

文化部門（グラフィカル部門を除

く）の雇用関係」をテーマに2日間

議論し、合意事項を採択した。 

 労働側は、UNI MEI（メディア部

会）をはじめ、IFJ（国際ジャーナ

リスト連盟）、FIA（国際俳優連

盟）、FIM（国際音楽家連盟）の4

産別の代表（加盟組織及び国際組

織事務局）から50人余で構成さ

れ、日本からは、中村正敏日放労

委員長と日本音楽家ユニオンの篠

原猛代表運営委員が労働側グルー

プ代表として出席した。 

 部門別世界対話フォーラムは、

いくつかの論点について、政労使

がグループ別会合で意見調整を

図った上で全体会合に臨み、各グ

ループのスポークスパーソンを中

心に、それぞれの意見・要求を、

具体的事例を示しながら表明し、

三者合意を形成していく。 

 も大きな議論となったのは、

労働環境におけるメディア産業特

有の「流動性」である。労働の成

果物がかたちとして見えにくいメ

ディア（放送、新聞、映画等）で

の労働や文化部門（俳優、スポー

ツ等）での労働では、仕事の質

や、労働時間以外の要素による労

働の価値がはかられにくい。この

ため、短期的な利益を確保するこ

とを目指し、労働価値のダンピン

グが起こり、低廉で粗悪な質のコ

ンテンツが量産され、それが視聴

者・ユーザーの乖離を招き、さら

なるダンピングと粗製濫造につな

がるという悪循環に陥る危険をは

らんでいる。このため、すでに多

くの不安定なフリーランスや非正

規雇用によって産業が形成されて

いるのが世界的な情勢である。 

 日本でも似たような状況はある

が、世界の大多数の地域では、日

本ほどメディア産業が成熟してい

ない。また、政府や大企業の影響

が比較にならないほど大きい。更

に、デジタル化によって産業への

参入が容易になった時代である上

に、特に英語圏の場合国境を越え

た労働移動が簡単にできるため、

労働力のダンピングがさらに進

む、という傾向が強い。 

 労働者側はこの状況をふまえ、

メディア産業は有望な成長産業分

野であるため、なおさら労働の価

値をきちんと見定め、基本的な権

利である団体交渉権を認め、労使

の対等な「社会的対話」によって

産業の成長と労働価値の向上を図

るべきだと訴えた。また、労使協

定の重要性についても触れられ、

中村委員長も労使協定にメディア

産業が持つ独自性や、文化的・創

造的価値を盛り込み、労使の協議

範囲を拡げ社会的対話につなげて

いく方法について発言した。 

 政府側、あるいは使用者側の論

理は異なる。それは「社会的対

話」と「団 体 交 渉」の 違 い、

「worker」と「employee」の 違 い

に関する解釈が労働側とは異なる

ことに顕われていた。特に使用者

側との対立点は大きく、メディア

産業ならではの、自由な雇用形態

を希望する労働者が多い実情等を

ふまえ、曖昧な定義で状況を混乱

させるべきではない旨の意見が述

べられる等、合意文書へ向けて厳

しい協議が続いた。 

 終的には、予定時間を大きく

オーバーしつつも合意事項の文書

採択に至った。その中では、メ

ディア・文化部門が成長産業であ

り、それは労働者個人の才能と創

造性に左右されるという独自性を

持つという認識が共有された。ま

た、労使交渉、協議、情報共有を

「社会的対話」としつつ、この対

話によって、多様化する雇用関係

を的確に認識し、当然与えられる

べき保護が担保されるべきとの文

言が盛り込まれた。また労働者側

からの強い意見としては、市場原

理的な活動を促す競争法が社会対

話に関わる権利を妨害しないこ

と、メディア・文化産業における

訓練の重要性、知的所有権保護の

重要性等も合意事項の文言に盛り

込まれた。 

 

UNI郵便・ﾛｼﾞ ｽ ﾃ ｨ ｸ ｽ部

会、ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝを議論 
 2014年5月14～15日、ニヨンで

UNI世界郵便・ロジスティクス
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（P&L）部会委員会が開催された。 

ユニバーサル郵便サービスの保護 

 郵便物は世界で平均7％程度減少

している。国によっては非正規化

が進み組合員が減っている。ま

た、新しいユニバーサルサービス

基準について議論されている。こ

の波が与える影響について注視す

るとともに、そのきっかけとなっ

ているIPOに目を向けていかなけれ

ばならない。現在欧州で始まって

いる民営化やIPOがその1つ目の波

とすれば、日本のIPOは次の大きな

波である。 

 アメリカでは会社側からユニ

バーサルサービスの切り下げが幾

度となく提案されている。例えば

土曜配達のカットだが、土曜日の

郵便物を見るとその40%が週末の売

出し等の広告郵便で占められてい

る。もし土曜配達を中止すれば他

の輸送業者に流失することにな

り、アメリカ郵政全体の取扱い物

数に想像を絶する影響を与える。

広告郵便の有用性が再確認されて

おり時代に逆行する。 

 

郵便におけるイノベーションとｅ

コマース 

 ハイブリッドメールや電子メー

ルは実際の郵便物差出しを押し下

げているが、eコマースに関連する

事業は毎年16～20%も成長してい

る。これをチャンスと捉え、その

市場に力を入れなければならな

い。しかし、アマゾン等の企業

は、当初こそ郵便やロジスティク

スサービスに配送を委ねていた

が、現在は特に都市部において独

自のネットワークを作ろうとして

いる。利益の出るところだけを掠

め取るような姿勢は問題であり許

されるものではない。 

 このような中で、信書の価値の

向上も囁かれている。調査による

と請求書等を含め紙による配送

ニーズは高いが、10ドルを超える

手数料が請求されることもあり、

ネックとなっている。とは言え、

公的な書類や就業に関するもの、

保険の契約等の重要なものは電子

メールより手紙で郵送することが

望まれており、負担を負ってでも

紙で求める傾向にある。 

 更に、郵便業務に付加価値を持

たせることも必要だ。例えば、郵

便配達と同時にスーパーマーケッ

ト（小売業）商品の同時配達や、

電気製品の配送、取り付けを行な

うこともある。また、ネットワー

クを活用し必要な商品を当日、ま

たは翌日の早い時間に届けるサー

ビスもある。多くの可能性と実現

性を創造的に考えることで新しい

ニーズを掴むことが出来る。 

 また、金融事業に関して、例え

ばフランスでは郵便銀行は市民銀

行であるべきと考えられている。

NGOやキリスト教教会等の市民支援

をしている団体とも協議し、特に

低所得者に向けた金融サービスを

どう提供していくのかを検討して

いる。金融業界には多くの一般的

な銀行や信託銀行が存在するが、

公的な性質を特色とする銀行の存

在を考えている。 

 

進行中の脅威－民営化、自由化、

貿易協定 

 民営化と自由化は大きな問題と

して捉えなければならない。通信

市場が何の規制もなく野に放たれ

ることになれば生活の基本インフ

ラが特に地方について崩壊する可

能性を秘めている。 

 世界には多くの貿易協定が存在

し、サービス協定レベルの交渉に

関わっている。郵便ではアメリカ

の独占的なあり方から、欧州で進

む自由化の推進まで多くの形態が

生まれている。独占的な状況は政

府が担保していくものではない

が、この考えが進めば、配達の規

制が無くなり参入障壁が低くな

る。今までの傾向をみると自由競

争が進めばユニバーサルサービス

の低下とサプライチェーンの弱体

化が進み、結果として公共サービ

スの削減に繋がってきた。この事

実に対して全体で認識を高めるこ

とが必要である。郵便サービスは

世界中で必ず必要だが減少してい

る。このまま侵食され続ければ世

界的な大きな問題になることを認

識しなければならない。 

 次期UNI世界P&L部会大会は来年

が開催年だが、UPU大会議に併せて

2016年にイスタンブールでの開催

を検討する。 
 

UNI P&M委員会、ベンソ

ン議長来日  

 2014年5月19日、ベンソンUNI世

界専門職・監督職（P&M）委員会議

長（スウェーデン・エンジニア労

組委員長）が来日した。議長は余

田UNI Apro P&M委員（NTT労組交渉

政策部長）らUNI-LCJ加盟組合と意

見交換するとともに、2014年8月28

日にハノイで開催されるUNI Apro 

P&M委員会、2015年春に開催予定の

UNI世界P&M委員会への日本からの

積極的な参加を呼びかけた。 

 情報労連では、UNI Apro P&M大

会（2013年12月、クアラルンプー

ル）に出席した余田委員、吉田NTT

労組中執、宮原情報労連国際部長

と再会。スウェーデンのP&M労働者

の組織状況やエンジニア労組によ

る労使交渉の仕組み、労働者福

祉、教育、エネルギー問題等多岐

にわたり情報交換を行った。 
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 損保労連では、組織化が難しい

世界のP&M労働者の現状、ワークラ

イフバランスの実現や内部密告制

度の確立の必要性等の課題につい

て共有した。田原UNI Apro金融部

会議長は、M&Aにより管理職が減少

する中、管理職のモチベーション

をいかに保ち、専門職としての専

門性を高めていくか等、日本の損

保業界のP&M労働者が抱える課題を

紹介し、意見交換を行った。  

 

UNIモンゴル加盟協総

会に相原議長が参加 
 2014年5月10～11日、相原UNI-

LCJ議長がウランバートルで行われ

たUNIモンゴル加盟協（UNI-LCM）

総会に参加した。直接モンゴルの

事情を見聞するとともに、今後の

活動支援の方向性について考える

機会となった。 

 モンゴルは人口約300万人の小さ

な国だが、日本の4倍の国土面積を

誇る。希少資源の宝庫であり、現

在急速に発展している。しかし発

展は首都ウランバートルに限られ

ている。都市化の進展による渋

滞、大気汚染、インフラ建設の遅

れ、貧富の差の拡大、政治の不安

定化等、途上国が抱える問題をす

べて抱え込んでいる。このような

状況の中でUNI-LCMは活動してい

る。商業部会、テレコム部会、郵

便部会を中心に加盟組合数は拡大

してきているが、加盟人員数は落

ちてきている。 

 

UNI-LCM総会 

 相原議長は、「第4回UNI世界大

会のテーマはインクルーディン

グ・ユー。一部の人だけが豊かに

なっては経済が回らなくなる。経

済を多角化し、未来を志向する産

業の拡大が必要だ。この過程で、

労働組合が果たす役割はより大き

くなる。是非パートナーシップに

基づく労使関係をモンゴルで根付

かせ、発展させて欲しい」と挨拶

した。続いてオユンバヤールUNI-

LCM議長がUNI-LCJとの連携強化、

英語教育の促進等、今年度の活動

の重点を説明した。自動車産業で

販売に従事する人々の組織化、中

古車市場と新車市場等、自動車産

業が持つ諸問題に関する質問が出

され、討論が行われた。 

 次に、UNI-LCMが展開している英

語教室の説明があった。UNI-LCM

は、モンゴルテレコムの若手を中

心に英語教室を開催している。会

話を重点に一歩一歩労働組合の国

際化に対応していこうという姿勢

で取組んでいる。 

 

UNI-LCMと運輸通信石油労連 

 従来、モンゴルの労組役員はソ

連や東ドイツの労働組合大学で育

成され、幹部となった。民主化以

降、それらが崩壊、または通常大

学へ転化し、モンゴルで労働組合

大学を作ろうという声が挙がり、

1993年に創設された。モンゴル労

働組合連盟（CMTU）には13の産別

組織、22の地方組織があり、この

大学出身の幹部が3人いる。つま

り、オユンバヤール議長のような

職場出身者と、労働組合大学出身

の若手が併存して組織を作ってい

る。郵便とテレコム、そして商業

部会のペトロスターを束ねる産別

組織である運輸通信石油労連のヤ

クチャ委員長は3人の内の1人であ

り、「モンゴル労働運動の発展の

ために、労働組合大学出身の若手

が指導部を担い、組織を拡大する

ことが重要だ」と言う。 

 

UAゼンセン、ベトナムの

商業労組の発展を支援 
 2014年3月3～4日、ホーチミンで

「UNI Apro／UAゼンセンフォーラ

ム‐企業及び労働組合発展のため

の経営と組合活動のパートナー

シップ」が開催され、日本からは

八野副会長、郷野国際局局長、天

野全髙島屋労働組合連合会事務局

長、中野国際局部長が参加した。 

 初に、ウンUNI Apro地域書記

長が「UNI Aproは20年以上にわた

り、ベトナムの労働組合と関係を

構築してきた。パートナーシップ

労使関係を通じてベトナムの商業

部門労組の発展を引き続き支援す

る」と述べた。UNI Aproが作成し

た「小売部門における安全衛生ハ

ンドブック」はベトナム語に翻訳

されており、高い評価を受けてい

る。今後、同ハンドブックを活用

した活動を進める。 

 タイベトナム工業流通労組

（VUIT）副委員長がベトナムの商

業部門について報告した。ベトナ

ムでは、9人に1人が小売部門で働

いている。伝統的な小売（市場等

の小売業者）の組織化は困難であ

る。また、低賃金で雇用が不安定

なため離職率が約70％と高い。産

業内での組合の連携が不十分であ

り、リーダーのスキルアップ、情

報交換の促進が必要である。 

 日本の労使関係について、八野

副会長が①日本の労働運動の概

要、②UAゼンセンの活動、③日本

における労使関係（使用者と連携

した労働組合の役割と活動）を紹

介した。「商業部門レベルの協約

はあるか」、「日本の 賃制度に
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ついて」、「労使交渉がうまくい

かず合意できない場合はどうする

か」、「パートタイマーの組織化

の方法」、「加入しているパート

タイマーは組合を信頼している

か、活動に参加するか」、「労働

時間が異なる労働者に対する活

動」、「パートと正社員の組合費

は同じか」等の質問が出された。 

 また、メトロ・キャッシュアン

ドキャリーとサイゴン・コープ

等、現地の組合を訪問し、情報交

換を行った。 

 

情報労連、カンボジア

のICT労働者のための

ワークショップ支援 
 2014年3月1日、プノンペンで

「カンボジアのICT労働者のための

ワークショップ」が開催され、ス

マートモバイル、ロステレコム、

クールテルから約30人が参加し

た。本ワークショップはUNI ICTS

部会の組織化戦略の一環として開

催し、カンボジア第2位携帯事業者

のスマートモバイル組織化を主要

目的として実施した。講師として

参加した春木情報労連書記長は

「労働組合に必要なもの」のタイ

トルで講義し、NTT労組の闘争の歴

史や「労使関係に関する基本協

定」を紹介し、「企業・組合員・

社会からの信頼を獲得し、組合の

『理念と指針』を策定・発信して

欲 し い」と 訴 え た。ま た、UNI 

Aproのウン地域書記長、玉井組織

化 部 長、ク ン ICTS 部 長 は、UNI 

Aproが提唱する「労使パートナー

シップ」等について説明した。

後に、UNIカンボジア（UNICAM）主

導でグループディスカッションを

行い、各組合の行動計画を策定し

て終了した。 

 

労働訓練省および経営側との会合 

 ワークショップ前日の2月28日、

UNI Apro代表団は、労働訓練省事

務次官、スマートモバイル社人事

部長とそれぞれ会合を持った。両

会合においてUNI Aproは「健全な

労使関係の構築は、企業や国の発

展につながる」と強調し、労働組

合への理解を求めた。UNI Apro 

ICTS部会は、カンボジアの組合組

織開発活動と並行して、政府や企

業への働きかけを継続し、カンボ

ジアICT労働者の労働条件改善を支

援していく。 

 

今後の見通し 

 スマートモバイル労組は2012年

に設立して活動していたが、2013

年春に会社がマレーシアテレコム

系のアクシアタに買収され、人員

整理により核となる組合役員が退

職する等して、組合員数は増減を

繰りかえして不安定な状況であっ

た。しかし、今回のワークショッ

プ参加者は「それぞれが5人を勧誘

しよう」という講師の呼びかけに

応じて真摯に組織化活動を進めて

おり、とりわけコールセンター部

門で良い兆しが見られる。スマー

トモバイル労組は執行部氏名変更

手続きを労働省に申請中で、数ヶ

月以内で承認される見込みであ

る。また 近では組合員への嫌が

らせは無く、協力的とのこと。今

後は、UNI AproとUNICAMの支援の

下、スマートモバイル労組のス

ピード感ある対応が期待される。 

 

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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