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第4回UNI世界女性大会 

UNI世界大会に先立ち、2014年12

月4日、第4回UNI世界女性大会が華

やかに開幕した。 

アフリカの女性の闘いを紹介す

るビデオに続いて、ルイーズ女史

（南ア）が開催国及び開催地域を

代表して参加者を歓迎するととも

に、南アの歴史上、いかに女性達

がジェンダー差別や民族差別と闘

い、民主化の過程においても重要

な役割を果たしてきたかについて

紹介した。また、民主化以降、女

性議員数は飛躍的に増え、現在で

は40％を超えていること、大臣の

43％が女性であり、労組出身が多

いこと、2005年に初の女性副大統

領が誕生する等、政治への女性参

画も進んでいることをアピール

し、「アマンドラ！（力を）」、

「アウェト（人々に）」という会

場との力強い掛け合いで締めく

くった。 

続いて、大会テーマ「マサカ

ネ」（互いに信頼し、協力関係を

構築するという意味のズールー

語）をキーワードに、家事労働と

仕事との両立、職場での差別、障

がい等、女性の置かれている困難

な状況と闘いつつも女性であるこ

とを楽しみ、共に助け合おうと呼

びかける寸劇が行われ、音楽とと

もに会場は希望にあふれた一体感

に包まれた。 

ジェニングスUNI書記長は、世

界の女性達が立ち上がり困難に対

して共に闘っていることに敬意を

表し、「大会テーマであるインク

ルーディング・ユーは、あなたを

一人にはしないということだ」と

女性への支援をあらためて公約し

た。また、男性役員が多い自動車

総連大会で、大会議長を初めて女

性が務めたことを大きな変化の一

歩だと称賛した。「自由を達成す

るためには女性を解放しなければ

ならない」というマンデラ氏の言

葉を引用し、自由への長い闘い

を、自信をもって共に闘おうと呼

びかけた。 

アン・セリンUNI副会長（フィ

ンランド）は、ジェニングス書記

長に今大会でUNI会長に選出予定
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と紹介され、挨拶をした。性別を

問わず自己実現できる時代へと変

化してきているが、現実はまだそ

うなっていない。世界の46％の企

業は女性管理職が全くいない。幹

部男性は活躍している女性の存在

を認める必要があるとし、女性に

対しては自分を信じることと、信

頼してくれる同僚や上司を持つこ

との大切さ、支援を必要としてい

る他の女性への支援を訴えた。 

UNIアフリカの女性達の力強い歌

に迎えられてデニス・マクガイヤ

UNI世界女性委員会議長（英国）が

登壇し、世界各国及び地元の多く

の女性の参加を喜んだ。アフリカ

地域のUNI機構における40 for 40

達成を称え、女性大会で採択予定

の動議と討論テーマを説明した。 

その後、ルイーズ・ネットUNIア

フリカ女性委員会議長が登壇し、

参加者を歓迎、アフリカにおける

ジェンダー平等の達成状況を報告

した。政府がジェンダー格差の是

正、女性のためのディーセント

ワークについて経済政策に盛り込

むべきであり、女性同士が助け合

い精神を持ち、自らを再評価する

ことが必要だと述べた。 

 議題及び大会議事規則の採択の

後、大会役員（資格審査委員、決

議委員、セッションの座長・副座

長、プロフェッショナルで礼儀正

しいふるまい委員（苦情受付）、

タイムキーパー）の選出が確認さ

れた。日本からは、和田代議員

（UAゼンセン）が資格審査委員

に、宮原代議員（情報労連）がタ

イムキーパーに選出された。 

 

議題4「長崎大会以降のフォロー

アップ」 

組織化、能力開発、40 for 40

キャンペーン、Decision for Life

キャンペーン、政治キャンペー

ン、UNI機構における女性代表制の

改善等、長崎大会以降4年間の様々

な取組みがビデオで紹介された。

ベロニカUNI機会均等局長は取組み

に関わった全ての人々に感謝の言

葉を述べた。 

 

議題5「組合文化における平等性を

改善し、共に組合の成長を勝ち取

ろう」 

オニールUNI世界商業部会議長

（米国）から、特に妊娠や子育て

に関し法的保護のない米国女性商

業労働者が直面する厳しい現状に

ついて報告があった。 

デニス議長は、4年間の活動の振

り返りを受けて動議1「2014～2018

年度UNI機会均等委員会戦略的優先

課題」についてビデオを使用して

紹介した。 

フロア発言では、日本から宮城

千絵代議員（JP労組）が、「組合

だけでなく企業においても女性の

登用が進んでいない日本の状況を

是正するには、家事・育児等で女

性に偏った負担を改善する必要が

あり、男女共に意識改革が必要

だ」と強調した。 

また横倉由希代議員（自動車総

連）は、女性役員研修会を通じた

相互連携、女性リーダー育成、女

性の意見を吸い上げる仕組み作り

等の取組みを紹介し、産業の将来

を見据え、サービスの品質向上と

いう観点からも女性の目線の重要

性を訴えた。 

ランキカ代議員（スリランカ）

はUNI-LCJからの旅費支援に感謝

し、UNIスリランカ加盟協女性委員

会の活動を紹介した。動議1は採択

された。 

 

 

 

UNI-LCJの貢献 

UNI-LCJはアジア太平洋地域の途上労組からの参加者の旅費を支援し

た。彼らは貴重な機会を与えられたことに大変感謝している。 

損保労連女性代議員と、スリランカ銀行労組ランキカ氏（左から3人目） 
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議題6「平等な社会に向けて、共に

我々の経済を取り戻そう」 

 アナ・サンチェスUNI米州女性委

員（アルゼンチン）が動議2「平等

な社会に向けて」を説明した。 

 フロア発言では、日本から目黒

ゆかり代議員（損保労連）が、三

井住友海上における有期契約社員

の組合員化について述べた。同じ

職場で働く仲間として共に諸問題

を解決し、有期契約社員の視点か

ら職場実態を把握し、組合組織を

一層強固なものとするため取組ん

でいると報告した。 

 また蠣原希代議員（UAゼンセ

ン）は、コープこうべ労働組合が

女性の活躍の場を広げるべく、配

達等の男性中心だった業務内容の

改善に取組み、宅配に従事する女

性が40％に達した事例を紹介しつ

つ、男女の賃金格差は制度上な

く、女性も生き生きと働いている

と報告した。動議2は採択された。 

 セッションの合間に、UNIアフリ

カの女性が歌や踊りを披露し、参

加者は何度も「アマンドラ！」

「アウェト！」の掛け合いで女性

の団結力を示した。 

 

 2日目も、UNIアフリカの女性に

よる歌とダンスでスタートした。

冒頭、ホフマンUNI副書記長が挨拶

した。数少ない女性工員として

ジェットエンジン工場で働き始め

た時にセクハラを受け、組合に助

けてもらったのが、組合活動にか

かわるきっかけになったという経

験を紹介し、その後弁護士として

多くの重要な交渉を乗り切ってき

た自らの人生を振り返った。 

力を合わせることで問題を解決

しようと訴える「失われたメッ

セージ」と題するビデオが上映さ

れた後、パトリシア代議員（南

ア）から昨年亡くなったマンデラ

氏の、反アパルトヘイト闘争に捧

げた人生と女性の地位向上に果た

した功績について紹介があり、参

加者全員で黙とうを捧げた。マン

デラ氏は、8月9日を女性の記念日

と定め、「女性が貧困の中にいる

限り、権利を与えられない限り、

国家の発展はない。平等に役割を

果たせなければ国家は破綻する」

として、女性や子供の医療サービ

スの無料化を実現した。 

 動議3「同一価値労働同一賃金」

について導入報告があり、討論に

移った。日本からは、佐伯さやか

代議員（UAゼンセン）が、妊娠に

伴い実質降格となった女性の訴え

に、最高裁が最近画期的な判決を

下したことを紹介した。その後、

マルイグループユニオンが進める

様々な母親の復職支援、男性の育

児参加促進、上司との定期的面

接、母親同士の意見交換等を通

じ、制度に頼るのではなく、働き

方や時間を主体的に工夫する考え

が増えてきたと効果を報告した。 

 フランスのような人権を重視す

る国でさえ男女間賃金格差が25％

あるという報告もあった。 

 全地域の10ヶ国を超える代議員

が発言し、動議3は全会一致で採択

された。 

 

議題7「差別のない新しい労働の世

界で共に闘おう」 

シャラダ代議員（インド）が動

議4「暴力からの解放」を紹介し、

労働組合は女性に対する暴力の問

題を交渉議題に取り上げるべきだ

と強調した。UNI機会均等局は、

「女性への暴力の連鎖を断ち切ろ

 

資格審査委員会報告 

参加国数：58ヶ国 

参加組織数：158組織 

参加者数：504人（代議員211

人、オブ61人、ゲスト173人、

UNIスタッフ47人、同伴者12

人） 
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う」キャンペーンを展開してお

り、ジェニングス書記長はじめUNI

の男性スタッフが「加害者には決

してならない、女性への暴力は絶

対に許さない、息子にも教育す

る」と宣言する啓発ビデオ等の

ツールを紹介した。 

フロア発言では、宮原千枝代議

員（情報労連）が、日本で依然と

して存在する男女間賃金格差や、

顕在化しているマタニティハラス

メント等の問題を解消するため、

情報労連は「男女平等月間」を設

定し意識啓発を行っていると英語

で発言した。 

ナイジェリアの代議員からイス

ラム過激派により誘拐された少女

達を連れ戻す緊急動議への、また

ケニアの代議員から爆撃テロを非

難する緊急動議への支持要請があ

り、大会代議員は支持を表明し

た。動議4は採択された。 

 動議5「女性の健康」は、マクシ

ン・ゲイUNI Apro女性委員会議長

（ニュージーランド）が座長を務

め、胎児のアルコール症候群の問

題に取組む団体を紹介した。同団

体のビューラ女史は、貧困家庭に

生まれアルコール依存症だったた

めに子供達の発達にどのような悪

影響が起きたか、自身の経験を振

り返り、妊娠中にアルコールを摂

取することに対する危険性を訴え

た。フロアからは、女性性器切除

の慣習や、子宮頸癌、メンタルヘ

ルス等、女性が抱える健康問題に

ついて労働組合が取組むべきとの

発言が目立った。ロー代議員（台

湾）は、台湾で育児休暇を申請す

る男性が増えていると報告した。

動議5「女性の健康」は満場一致で

採択された。 

 

議題8「世界女性委員会規則の修

正」 

 デニス議長が、UNI世界女性委員

会から勧告された規則の修正案

（①UNI世界青年委員会が指名する

若い女性1人を世界女性委員会に含

めること、②各地域青年委員会が

指名する若い女性1人を地域女性委

員会に含めること）について説明

し、全会一致で可決された。 

 

議題9「選挙と確認」 

 続いて、UNI世界女性委員会の確

認が行われ、UNI Aproからは以下

の5人が確認された。 

 

 マクシン・ゲイUNI Apro女性

委員会議長（ニュージーラン

ド） 

 和田水穂UNI Apro女性委員会

副議長（UAゼンセン）、第1

予備委員は花田美和UNI Apro

女性委員（JP労組）、第2予

備委員は宮原千枝UNI Apro女

性委員（情報労連） 

 ジュ リア・フォ ックス UNI 

Apro選出UNI世界女性委員会

新 副 議 長（オ ー ス ト ラ リ

ア ） 

 ジャッキー・タンUNI Apro女

性委員（シンガポール） 

 

 リン・シューフェンUNI Apro

女性委員会第1予備委員（台

湾） 

 

 更に各地域女性委員会を代表す

るUNI世界女性委員会副議長の選出

が行われ、UNI Aproからはジュリ

ア・フォックス氏が選ばれた。 

 最後に、UNI世界女性委員会議長

には、デニス・マクガイヤ現議長

が満場一致で再選された。 

 

女性の功績を表彰 

民主化されたチュニジアのサー

ビス・専門職労組で初の女性書記

長に選出されたハヤット代議員に

「恐怖からの解放賞」が贈られ

た。ベルギーのアレッテ代議員、

アルゼンチンのアレハンドラ代議

員に組織化賞が授与された。退任

するオーストラリアSDAのテレーズ

UNI Apro選出世界女性委員会副議

長には、長年の功績を称え功労賞

が贈られた。「暴力反対」賞は、

父親から受けた虐待の体験を告白

し、同様に暴力を受けた他の女性

の支援に尽くした米国のアニー代

議員に授与された。 

 

2018年リバプール大会に向けて 

 ルイーズUNIアフリカ女性委員会

議長から、4年後の開催地英国のア

グネス代議員にバトンが渡され

た。大会参加者全員が成果を持ち

寄り再会することを誓い、2日間の

世界女性大会は閉幕した。 

新たに選出されたUNI世界女性委員会メンバー 
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第4回UNI世界大会 
 長崎大会から4年、アパルトヘ

イト廃止20周年を祝う2014年、南

ア・ケープタウンに国際労働運動

の新たな歴史が刻まれた。12月7

日、2,000人を超えるUNIファミ

リーが集い、第4回UNI世界大会が

ダイナミックなアフリカの音楽と

映像で開会した。UNI-LCJからは

12組織、81人が出席した。 

 まず労働組合出身の南アフリカ

共和国経済開発大臣エブラヒム・

パテル氏は、「人類誕生の地、10

億人が住むアフリカ大陸へようこ

そ」と歓迎し、民主化後、労使関

係がなかなか改善しなかった頃、

マンデラ大統領が一緒にデモ行進

に参加してくれたエピソードを披

露した。 

続いて、ジョー・デブリュン

UNI 会長は、「21世紀はアジアの

世紀と言われるが、アフリカの世

紀でもある」と述べ、豊富な天然

資源がアフリカの人々の発展のた

めに使われるべきだと訴えた。長

崎大会以降のUNIの成果として、

組織化基金が有効に活用されてい

ること、日本のイオンとの間にグ

ローバル協定が結ばれたこと、世

界執行委員会をはじめUNIの意思

決定機関でジェンダーバランスが

改善されていること、バングラデ

シュ協定により200社以上のブラ

ンドが労働者の安全衛生にコミッ

トしていること等を挙げた。そし

て、UNI会長職は退任するが、セ

リン新会長の下、将来の労働の世

界の変化を先取りしたアクション

でブレイキングスルーしてほしい

とUNI加盟組合に期待した。 

マンデラ氏を兄と慕い、リボニ

ア裁判で終身刑を受け、マンデラ

氏らと共に長くロベン島に収監さ

れたアーメド・カスラダ氏は、マ

ンデラ氏の人間的なエピソードの

数々を語り、肌の色や年齢に関わ

らず対等に扱ってくれたことを強

調した。生きるレジェンドの感動

的なスピーチに会場はスタンディ

ングオベーションとなり、デブ

リュン会長は「恐怖からの解放

賞」を贈呈した。 

ガイ・ライダーILO事務局長

は、「UNIのセクターには将来が

ある」と述べ、男女間賃金格差、

ポスト2015開発アジェンダ、グ

リーンイニシアチブといった課題

に対し、地球の将来のための

ディーセントワーク実現に向け、

共に協力して取組んでいこうと訴

えた。 

 ボーンズ・スクルUNIアフリカ

会長／UNI南アフリカ加盟協議長

はUNIアフリカ執行委員会役員と

共に登壇し、「世界中からの連帯

が無ければ、20年前、南アは自由

を勝ち取り、民主国家になり得な

かった」と感謝した。世界各地で

資源の支配を巡る紛争が起き、ま

た労働者の命より利益を優先する

多国籍企業が繁栄する中、差別や

困難と闘う多くの同志に連帯を約

束すると述べた。 

 ンデイ・ファウネ・ニャンUNI

アフリカ副会長は、UNIと共に連

帯すれば変化を起こすことができ

ると訴えた。 

 来賓挨拶の合間には、抵抗運動

と闘争の歴史を再現する寸劇や、

黒人奴隷に由来するタップダン

UNI世界執行委員会 

 2014年12月6日、世界大会前に行われた世界執行委員会は、大会の段

取り、焦点の説明に充てられた。ジェニングス書記長より今世界大会

のストーリーが語られ、クリスティ副書記長より決議の確認が行われ

た。討論があったのは、パレスチナ・イスラエルに関する複合動議だ

けであり、概ね修正は認めないことが確認された。 



6  www.uniglobalunion.org 

ス、マンデラ氏の好きだった聖

歌、若者が望む南アのあるべき姿

等が表現され、代議員はマンデラ

氏の功績を称えるとともに、アパ

ルトヘイト下のスローガン、「ア

マンドラ！（力を）」という叫び

に「アウェト！（人々に）」と応

えた。 

 大会1日目に、議題の採択後に大

会委員会が選出された。日本から

は、川下明子自動車総連国際担当

が資格審査委員、栗原啓JP労組国

際担当が決議委員、北條郁子代議

員（情報労連）がタイムキーパー

として選出された。またエボラ危

機と闘っている国々における予防

措置と更なる国際支援を求める緊

急声明が採択される予定だとの説

明があり、ギニア労組役員からの

メッセージビデオが上映された。 

 

共に組合の成長を勝ち取ろ

う！ 
ジェニングス書記長は、経済発

展による富は、それに貢献した労

働者に公正に配分されるべきだと

して、賃上げを求めていく姿勢を

明確に打ち出した。組織化基金の

設立と加盟組合からの拠出によ

り、各国で効果的に組織化が進め

られていることに感謝した。マン

デラ氏のミドルネームは「トラブ

ルメーカー」という意味だったと

紹介し、組合に対する様々な使用

者側の圧力に屈せず声を上げ、ブ

レイキングスルーを続けていこう

と呼びかけた。 

続いて各国における組織化事例

が報告された。コロンビアは天然

資源が豊富だが、格差が大きく、

組合活動に従事すると命の危険す

らある。そのような中、商業、印

刷、ビル管理部門の組織化、正社

員化、賃上げに成功した例が紹介

された。経済発展に伴い多国籍企

業が進出している東欧からはルー

マニア、東アフリカからはケニア

の状況が報告された。 

ネパールでは加盟組合協議会が

結成され、長崎大会以来、組合員

は倍増した。特に銀行労組では20

の銀行や保険会社が組織化され

た。テリアソネラ（スウェーデン

の通信会社）に買収されたNセルの

組織化、団体協約締結の経験が語

られ、スウェーデンのSEKO労組か

らも、ネパールのテレコム労組に

対する支援が報告された。また商

業部門の組織化と、最賃の確保、

長時間労働の改善等の成果が披露

された。 

マレーシアは、加盟組合協議会

と連携した、イケア労組、テレビ

労組、DiGi労組の組織化、団体協

約締結、労働条件改善等を報告し

た。マレーシアでは、長崎大会以

降、15の新しい労組の登録に成功

している。シャフィーUNIマレーシ

ア加盟協議長は、各企業の人事担

当者との信頼を構築し、協力する

ことの重要性を訴え、「UNI、ボ

レ！（マレーシア語で「やればで

きる」の意）」と気勢を挙げた。 

スウェーデンのユニオネン労組

は、「勧誘を受けなかったから組

合員にならなかった」という労働

者の言葉から、あらゆる機会を通

じて組合加入を説明、暫定的組合

員制度（3ヶ月組合費無料）の導入

等により、2015年までに60万人と

いう目標を達成することが出来た

と報告した。 

八野正一UAゼンセン副会長は、

本年11月に締結したイオンとのGFA

を例に、「GFAは目的ではなく、組

織化や労働条件交渉のための手段

である。活用されなければ意味が

無い。実効性のあるものにするよ

う努力していきたい」と述べた。 

カルティック・シェカール代議

員は、インドのUNITEが過去9年間

行ってきたインドのIT労働者の支

援と組織化の難しさを報告した。 

UNI-LCJ、クリス・ハニ芸術文化高校に寄付 

開会セレモニーに美声で華を添えたのは、クリス・ハニ芸術文化高

校コーラス部である。ケープタウン郊外の黒人居住区にあるこの高校

は、最貧地区にありながら生徒の学力は相当高い。マドーダ校長以下

教職員が「貧富の差は教育によって解消できる」との信念をもって指

導にあたっている。UNIは参加する加盟組合に図書や学用品等の寄付

を呼び掛けており、UNI-LCJもパソコン購入に役立ててもらおうと、

50万円を寄付した。 
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マクシン・ゲイ代議員（ニュー

ジーランド）は、UNI SCOREと協力

し、ANZの組織化を進めてきた経験

を語った。 

田原將一損保労連委員長は、UNI

-LCJ金融部会の組織化の成果とし

て、全信連のUNI加盟と、加盟組織

の拡大により、着実に金融部会を

拡大していると報告した。UNI-LCJ

金融部会グローバルワークショッ

プ等、更なる組織化につながる取

組みを継続していくと述べた。 

アスリート部会のスミス代議員

（NFL選手協会）は、スポーツ商品

化のプロセスの中で選手が利用さ

れており、選手の人間性を取り戻

さなければならないと述べた。 

シャラン・バロウITUC書記長

は、「29億人の労働者のうち6割が

フォーマル経済にあるが、多くが

低賃金労働である。4割がイン

フォーマル経済に従事する」と世

界の労働者の現状を語り、2018年

までにあと2000万人の組織化とい

うITUCの目標実現を訴えた。 

福島秀紀JP労組国際部長は、JP

労組は非正規社員の人生設計、

キャリアパス実現のため、正規化

を強く求めている。良質なサービ

ス提供のために質の高い雇用環境

を創造し、全ての働く者が安定し

た雇用のもと、安心して働ける環

境と頑張った者が報われる制度の

構築を目指していると発言した。 

相原康伸自動車総連会長は、日

本の政治状況を説明した後、国際

ルール遵守を前提とした海外事業

体における建設的な労使関係構築

への働きかけや、多国籍企業労組

ネットワーク構築が、産業別労働

組合の重要な役割であると捉え、

積極的に取組んでいくと述べた。 

 

バングラデシュ安全協定 

ベシガーUNI商業部会担当部長、

ライナ・インダストリオール書記

長が、国際労働運動及び200社を超

えるブランドとの間で結ばれたバ

ングラデシュ安全協定の経緯と成

果、今後の実施について発表し

た。ベネトンはラナプラザから商

品を調達していた最大のブランド

として、協定に署名するだけでな

く、補償基金に応分の拠出をする

よう要求する声明への支持が呼び

かけられた。 

 

財政及び監査報告 

ゴべUNI財政局長、トルミーUNI

監査から財政及び監査報告があ

り、承認された。動議2（2015～

2018年の加盟費の年0.05スイスフ

ラン値上げ）及び動議3（今後の見

直し）について、ゴべ財政局長は

「常にコスト削減に努力している

が、長崎大会以降の部会機構の統

合・新設、必要な世界中の事務所

の維持、活動水準の維持・強化、

サービス提供能力強化は、全て加

盟組合の利益のための必要資金

だ」と説明し、動議採択への理解

を求めた。討論を経て、2つの動議

は採択された。動議1（ブレイキン

グ ス ル ー 行 動 計 画 2014 ～ 2018

年）、動議18（スポーツ等国際イ

ベントにおけるフェアプレーを求

める闘い）も採択された。 

 

共に我々の経済を取り戻そ

う！ 
 2日目は、ズウェリンジマ・バビ

COSATU（南アフリカ労働組合会

議）書記長の連帯挨拶から始まっ

た。反アパルトヘイト闘争への国

際連帯に感謝し、民主化20年の実

績と課題を報告した。格差、貧

困、失業問題は未だ解決されず、

最賃引上げ、団体交渉に使用者連

合は強硬に反対している。COSATU

内部の意見の違いを乗り越え、汚

職腐敗を無くして団結していかな

ければならない。我々は必ず勝利

すると決意を語った。 

続いてジャーナリストで作家・

政治評論家のオーウェン・ジョー

ンズ氏が登壇、労働者が生み出し 

た富や食糧が労働者に公正に配分

されるよう、世界どこにいても同

じ目標に向かって団結しようと訴

えた。「敵は我々を分断しようと

している」、「一部の富裕層に富

が集中する社会は持続しない」、

「労働者の権利が侵害されるのは

不正義というより犯罪だ」と指摘

し、会場から大きな共感を受け

た。「権利は与えられるものでは

なく勝ち取ったものだ」と想起

し、勝利を信じて諦めずに共に闘

おうと力強く訴えた。 

レイド代議員（ニュージーラン

資格審査委員会報告 

国数：109ヶ国 

組織数：383組織 

代議員：536人 男性346人

（65％）、女性190（35％） 

オブ：318人 男性188人

（59％）、女性130（41％） 

ゲスト：1,013人 

通訳・スタッフ：89人 
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ド）は、米国に主導され透明性無

く交渉される地域貿易協定や投資

協定は国家の機能を縮小し、労働

規制を緩和し、大手多国籍企業に

のみ有利なものだとし、強く反対

した。コーエン代議員（米国）は

特に貿易条項にISD条項（投資家対

国家の紛争解決制度）を入れては

ならない、阻止しなければならな

いと強く訴え、企業が政府を訴え

るのは許せないと主張した。ゲイ

ル代議員（英国）は公共サービス

を民営化し民間企業に身売りする

TTIPに歯止めをかけなければなら

ないと訴えた。 

キム代議員（韓国）は、公的年

金の反対抗議を色々な組織と連携

して行っていることを報告し、コ

ンセンサスを作っていくことが大

切であると述べた。 

逢見直人UAゼンセン会長が、現

在行われている衆議院選挙はアベ

ノミクスの成否が最大の争点だと

述べ、富裕層には恩恵があった

が、所得格差は拡大し、低所得者

が増加していると指摘した。アベ

ノミクスの雇用政策は労働者保護

ルールを後退させようとしてお

り、労働組合はそれに対抗する矢

を放とうとしていると報告した。 

ライハ代議員（香港）は、雨傘

革命／オキュパイセントラル（普

通選挙権をはじめとする民主主義

や人権を求める非暴力の占拠によ

る抗議活動）への理解と支持を求

め、若い人に正義を勝ち取るた

め、もっと政治に関心を持つよう

訴えた。 

中村正敏日放労委員長は、正確

な情報を国民に伝え、人々を連帯

させるための公共放送の価値を強

調し、権力や政府から独立した公

共放送サービスの維持が重要だと

訴えた。 

 

労働者には賃上げが必要

だ！ 
 様々な格差や不平等を示す統計

が示され、「全ての地域の労働者

は“底辺への競争”と闘うため立

ち上がろう！」と呼びかけた。 

 「男女間賃金格差を解消しよ

う」というビデオが上映された

後、UNI女性委員会の各地域代表

が、世界で23％あるとされる男女

間賃金格差の事例を示した。「低

賃金の仕事に女性が多いがゆえに

女性の賃金はいつまでも改善され

ない」、「子供がいるからといっ

て責任の低い職務につかなければ

ならない理由は無い」、「家族の

世話のため定時に帰宅すると、パ

ソコンの前で残業のふりをしてい

る男性から非難の目で見られ

る…」、「世界の女性は賃上げを

必要としている！」と訴えた。マ

クシン代議員は、賃上げだけでは

なく、適正な労働時間の確保も必

要だと強調した。 

 また低賃金・悪条件の清掃労働

者の正義を求める闘いを支援する

ため、全員が黄色い手袋をはめて

連帯を示した。 

 

成長するアフリカ 
アフリカは、増える若年人口、

女性のエンパワーメント、豊富な

資源等、成長の潜在性が高い一方

で、民族紛争、原理主義の台頭、

エイズやエボラの蔓延といった経

済成長を阻害する要因もある。ク

ワシ・アドゥアマンクワITUCアフ

リカ地域書記長は、良き統治、地

域統合といった大陸全体の課題

に、労働運動として、インフォー

マル部門も含め組織率を上げ、分

裂を克服し、組合組織の基盤も強

化しなければならないと述べた。

ショップライトチェッカーズ労組

同盟のマイク議長は、GFA締結まで

の苦労を振り返るとともに、実施

を確保するため監視を続け、他国

の労働者の組織化を支援していく

と述べた。コケラ代議員（南ア）
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は、ナイジェリアで起こっている

女学生の誘拐や、若い男性による

自爆テロ等に対し、労働組合が主

導して人間性を取り戻さなければ

ならないと述べた。 

エマ・マシーニ女史は、アパル

トヘイト下で労働組合が弾圧され

る中、繊維労組の書記長として逮

捕され、半年の獄中生活を余儀な

くされ、その後も南アの商業労組

結成及びCOSATU結成に多大な貢献

をした。それを称え、「恐怖から

の解放賞」が贈られた。マシーニ

女史はママ・マシーニと呼ばれ、

南アの全ての労働組合メンバーか

ら慕われている。「政府や企業を

批判する前に、労働組合も国のた

めに何をしているのか自問せよ」

と叱咤激励した。 

 

平和！ウブントゥ！インク

ルーディング・ユー！ 
 2014年は第一次世界大戦勃発か

ら100年目。大会3日目は、新たな

世紀を戦争のない平和な世紀とす

るため、労働組合のできるアク

ションについて議論した。 

国際平和ビューロー共同会長及

びIALANA事務局長であるブラウン

氏は、1.74兆ドルの軍事予算を、

人々に食糧や清潔な水、衛生施

設、教育を提供する開発予算に充

てるべきだと訴えた。軍事予算を

無くしたコスタリカのような例が

ある一方、ロボットによる戦争や

宇宙戦争等ハイテク殺戮武器が開

発されている。1万6000残存する核

兵器が使われれば、人類のみなら

ず全ての生物が破滅するだろう。

「戦争を起こすのも防ぐのも人間

だ」と想起し、軍事産業に従事す

る労働者をそれに代わる命の産業

へ移行させようと訴えた。 

 世界中から届いた平和メッセー

ジのビデオが上映され、日本から

は田上富久長崎市長がUNIファミ

リーに核兵器廃絶への支持を呼び

かけた。ジェニングス書記長はこ

れを受け、「長崎大会でUNIは平和

運動の推進を公約した。日本の平

和大使との交流を続けている」と

報告した。 

UNI幹部は2014年9月にパレスチ

ナ・イスラエル両国に赴き、両国

の労組、政府関係者等様々な人々

に会い、和平交渉の難しさを実感

した。利害が相反するため動議案

にも賛否両論有った。世界執行委

員会は、二国家共存案に基づき、

イスラエルによる入植地拡大を非

難するITUCの声明を支持し、入植

地で生産された製品をボイコット

する動議を提案した。イスラエル

の代議員は、ヒスタドルート（イ

スラエルのナショナルセンター）

は対話と交渉に努力していると述

べ、「ボイコット」という言葉を

削除するか本動議を反対するよう

呼び掛けた。採決の結果、大会は

11と12の複合動議を可決した。 

宇田珠美情報労連中央執行委員

は、情報労連は結成以来「平和無

くして労働運動なし」、「創り育

てる平和」を合言葉に、戦争と原

爆被爆を風化させない活動や人

権、環境、貧困の問題等に取組ん

でいると述べ、共に差別の無い平

和な世界を築くために努力しよう

と呼びかけた。動議10は満場一致

で採択された。 

 

12月10日は世界人権デー 

デニスUNI世界女性委員会議長

は、西欧の労組の女性役員と東欧

や北アフリカの労組の若い女性組

合員とがペアになって取組んだメ

ンタリングプロジェクトにより、

女性の組織化が進んでいると報告

するとともに、「調査はもういら

ない。男女間賃金格差は明白だ。

「UNI組織化賞 

（ブレイキングスルー賞）」 

警備員の組織化に貢献し12社中9社でGFAを締結したケニア加盟組

合協議会、マレーシア加盟組合協議会及びDiGi労組、スウェーデンの

ユニオネン労組等に与えられた。また、2010年以降の受賞者として、

日本から逢見UNI Apro会長、田原UNI-LCJ金融部会議長、渡邊全信連

書記長が登壇した。 
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女性の賃上げのために立ち上がろ

う！」とアピールした。 

駐南ア・オランダ大使は、反ア

パルトヘイト運動を支援したオラ

ンダのナショナルセンターFNVの取

組みを紹介し、ボーンズ・スクル

UNIアフリカ地域書記長より感謝状

が贈られた。 

COSATU初代書記長であり、マン

デラ政権で郵政大臣を務めたGAIN

（栄養向上のためのグローバル同

盟）のナイドー理事長は、「世界

には十分な食糧があるにもかかわ

らず、飢餓に苦しむ子供達が死ん

でいく。気候変動対策を取らなけ

れば状況は深刻化する」と想起

し、我々はパワーをどう構築する

か自問し、政治リーダーを説得し

なければならないと強調した。 

 

共に新しい労働の世界で闘

おう！ 
グローバル化、金融不安、技術

革新、人口動態の変化、都市化、

気候変動等は、急速に仕事のやり

方や労働の質を変化させている。

ステファニー代議員（南ア）は、

若年労働者に対する良質な雇用機

会や研修へのアクセスを求め、セ

ニス代議員（ブラジル）は、コー

ルセンター労働者を組織化して基

準を引上げなければならないと述

べた。ウルフUNI専門職・監督職委

員会議長（スウェーデン）は、

「将来の仕事の性質がどのように

変化するか完全に予測できない中

で、例えば、技術革新のために

ワークライフバランスが崩されな

いように、非倫理的な事態を告発

しても解雇されないよう、専門

職・監督職の権利を擁護していか

ねばならない」と訴えた。 

桜井大介全労金副委員長は、連

帯・協同で安心・共生の社会を作

り上げることが喫緊の課題である

とし、「全労組が市場経済の暴走

を抑止する社会的機能の強化と、

協同組合経済の領域拡大を図り、

新自由主義に代わる新たな社会を

実現しよう」と呼びかけた。 

宮本進平生保労連副書記長は、

生保産業では多くの女性が働いて

おり、女性の社会進出に貢献して

きた。生保労連としては加盟単組

本部役員の女性占率合計30％を目

指して取組んでいると報告し、

「男女共同参画推進委員会」の設

置や、「女性特別中央執行委員制

度」、女性役員研修等を通じ、活

動全般に女性の視点を一層反映さ

せていきたいと述べた。大会は、

全ての関連動議を採択した。 

UNIの新たなリーダーシップ 

 最後に各地区から指名されたUNI

世界執行委員（正委員、第1予備委

員、第2予備委員）が確認された。

日本からは次の委員が確認され

た。（敬称略、カッコ内は第1予備

委員、第2予備委員） 

 

 情報労連 野田三七生（後藤

一宏、宮原千枝） 

 UAゼンセン 逢見直人（郷野

晶子、中野英恵） 

 自動車総連 相原康伸（鎌仲

一樹、川下明子） 

 損保労連 田原將一（田名田

曜行、目黒ゆかり） 

 JP労組 小俣利通（増田喜三

郎、花田美和） 

 

会長には、アン・セリンPAM委

員長（フィンランド）が選出さ

れ、書記長には、フィリップ・

ジェニングスが再選された。セリ

ン新会長の就任最初の言葉は「ま

ず私達に必要なのは平和だ」だっ

た。そして職場からボトムアップ

して組織化を推進していこうと呼

びかけ、全員から寄せられた信頼

と支持に感謝した。ジェニングス

書記長は、デブリュン前会長の献

身に感謝し、2018年リバプールで

の再会を誓い閉会した。 

 

   

デジタル大会  

 今大会では環境に配慮し、

大会文書がUSBで配布された。 

 また、時間の制約のため大

会で発言できなかった人や、

さらに発言したい人のため

に、登録場所にUNIロゴを背景

とした特設ステージが設けら

れ、録画した演説の模様を

Y o u T u b e で 発 信 で き た 。 

会議中にFacebookやTwitter

で発信したコメントや「つぶ

やき」は常時会場スクリーン

に表示された。# U N I 2 0 1 4  

特別ゲストとしてハロネン前

フィンランド大統領が演説 

不平等は経済にとって良くな

い。持続可能な開発を実現しな

ければならない。そのためには

グリーンジョブ開発、女性の権

利向上等が不可欠だと述べた。 
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UNI世界アスリート部会結成。全世界からスポーツ選手会代表が結集 
 

UNIは2010年長崎世界大会以来、スポーツ選手のグローバル部会確

立を目指し、活動を進めてきた。2014年12月5～6日、その努力の集

大成としてUNI世界アスリート部会結成大会がケープタウン郊外で開

催された。日本からはプロ野球選手会を代表し、山崎卓也運営委員

が出席した。 

各国における諸団体の活動紹介に続き、同部会活動報告、加盟組

織の確認、活動計画が承認された後、「良き統治と団体交渉」、

「健康と安全」、「反ドーピング」、「八百長防止」、「組織

化」、「スポーツにおける知的所有権問題」等のテーマで討論が行

われた。野球、サッカー、ラグビー、クリケット、バスケットボー

ル、アイスホッケー等のプロスポーツ選手が一堂に会し、選手が抱

える問題を話し合った。スポーツ選手と労働者が抱える問題には共

通性も多いが、固有の問題も多い。 

部会議長として、ドン・ファー氏（NHLPA）、副議長として、ブ

レンダン・シュワブ氏（FIFPRO）、ジェフ・レイモンド氏（EUアス

リート）、執行委員として日本プロ野球選手会の松原徹事務局長他

が選出された。 

田原將一UNI-LCJ副議長も大会に参加し、選手たちと意見交換した。 

UNIの組織機構 

UNIが主催した「世界アスリート・サミッ

ト」には、日本プロ野球選手会代表も参

加。世界スポーツ選手組合連盟を設立。

（2011年11月、ニヨン） 

田原UNI-LCJ副議長と山崎運営委員（2014年

12月、ケープタウン） 
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UNI global union 

〒101-0062 

東京都千代田区神田駿河台3-6 全電通会館6F 

Tel: 03-3219-2159 
Fax: 03-3257-0839  
tokyo@uniglobalunion.org 
http://tokyo.uniglobalunion.org 

 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、意見調整をしたり、また力をあわせて

国際活動を展開するための国内の協議会です。UNI結成に併せて2000年

1月に発足し、12組織、1,033,200人以上が加盟しています。（2015年1

月現在）。また、UNIおよびUNI Aproと緊密に連携した活動を進めてい

ます。 

 UNI-LCJapanは毎年1回、2月に年次総会を開催し、活動計画および予

算の討議・承認を行い、2年毎に役員の選出を行います。総会での決定

に基づき、運営・活動に関わる事項は、12構成組織、22人の委員から

成る運営委員会で討議・実施されています。 

 日本の加盟組織は、UNIおよびUNI Aproにおいて重要な地位を占め、

意思決定のプロセスに関わり、アジア太平洋地域におけるUNIの活動を

促進しています。また、UNIおよびUNI Aproと協力し、各国協議会との

ネットワークを通じてインド、インドネシア、ラオス、モンゴル、

フィリピン、タイ、ベトナム等で支援セミナーを開催してきました。 

UNIと日本－UNI-LCJapan 

UNI-LCJ／タイ加盟協セミナー（2013年12月、バ

ンコク） 

UNI-LCJ／モンゴル加盟協セミナー（2014年7

月、ウランバートル） 

ラオス代表団、日本受入れ（2014年7月） 


