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小俣UNI-LCJ新議長率

いる新体制がスタート 
2015 年 1 月 20 日、第 16 回 UNI-

LCJapan年次総会が相原議長によっ

て開催され、加盟組織から60人が

出席した。 

伊藤事務局長から2014年活動報

告及び会計報告が、安部内部監査

から監査報告が行われた。続い

て、伊藤事務局長から、2015～

2018年アクションプラン、2015～

2018年海外活動の方向性、2015年

活動計画及び予算案が説明され

た。アクションプランの柱は、 

①110万人組織達成 

②パートナーシップ労使関係の促

進―グローバル枠組み協定の更な

る締結 

③アジア各国加盟協強化支援と部

会別支援・交流促進 

④UNI、UNI Aproとの連携強化―女

性・青年組合員への浸透である。 

最後に役員選挙が行われた。相

原議長（自動車総連会長）、八野

副議長（UAゼンセン副会長）、伊

藤事務局長（UNI Apro東京事務所

長）が退任し、新たに小俣議長

（JP労組委員長）、郡司副議長

（自動車総連事務局長）、小川事

務局長（同日UNI Apro東京事務所

長に就任）が選出された。 

相原前議長は、「小俣新議長の

下、UNI-LCJapan運営委員会が一

丸となって、110万人組織達成を

はじめとするアクションプランの

実現に向け邁進してほしい」と

エールを送った。小俣新議長から

は退任役員の多大な貢献に感謝の

言葉と記念品が贈られた。 

 

UNI副書記長挨拶 

第16回UNI-LCJ年次総会には、

ダボス会議に出席するジェニング

ス書記長に代わりUNI本部からク

リスティ・ホフマン副書記長、ア

ジア太平洋地域組織を代表してク

リストファー・ウン地域書記長が

出席した。 

総会に続き、ホフマン副書記長

はUNIを代表して記念講演を行っ

た。まず、急な選挙にもかかわら

ず、ケープタウン世界大会に81人

を派遣したUNI-LCJの相原前議長

の強いリーダーシップに深く感謝

した。また八野前副議長には引き

続きUNI商業部会での活躍を期待

し、伊藤前事務局長の長年の貢献

に感謝した。小俣新議長、郡司新

副議長の選出に祝辞を述べると共

に、小川新事務局長には、男性の

多い組合で努力し、男性の支持も

得ながら現在の役職に就いた自ら

の経験を語り、「新たなチャレン
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ジを恐れずに！」と激励した。 

ホフマン副書記長は、「格差は

組合組織率と関連性がある。組織

率の低い国では格差が大きい」

と、OECDの表を示した。最新のILO

世界賃金報告によれば、先進国で

は生産性の伸びと実質賃金の間の

ギャップが広がりつつある。つま

り生産性が伸びても賃上げは殆ど

ゼロである。この事実は偶然では

なく、世界中で権力や強欲から発

した、働く人々への攻撃が強く

なっているためである。これらの

問題に対処するには、動議や行動

計画に盛り込まれたように、「ま

ず格差解消のために、組織化と団

体交渉が要となること」、「法定

最低賃金が確実に実施され、生活

賃金たるに十分であること」、

「公正な税制と所得移転政策」が

必要である。「世界は賃上げを必

要としている！」 

そのためのUNIの役割は、ハイレ

ベルな国際的政策形成の場で発言

すること、組合の成長を支援する

ことである。ホフマン副書記長

は、力 強 く 組 織 化 に 邁 進 す る

「1000万人連合」計画とUNI加盟組

合を含む連合加盟組織の努力に敬

意を表した。また、昨年11月に締

結されたイオンとのグローバル枠

組み協定は、組織化の強力な後押

しになる、と高く評価した。 

 

UNI-LCJ新体制に来賓より激励 

第16回UNI-LCJ年次総会レセプ

ションには、加盟組織、友誼団

体、厚生労働省等からの来賓を合

わせ約100人が参加し交流を深め

た。冒頭、小俣新議長が主催者を

代表して挨拶し、「前執行部の志

を受け継ぎ、今後もUNI-LCJを強く

大きくし、UNI全体をリードしてい

きたい」との決意を述べた。 

続いて来賓の伊澤章厚生労働省

総括審議官（国際担当）は、労働

の世界が急激に変化する中、UNI-

LCJがグローバルな労働運動の中で

ますます重要な役割を果たしてい

くことを期待し、小俣議長率いる

新体制を激励した。 

連合の古賀伸明会長は、「グ

ローバルに労使対話を進めていく

必要性がますます高まる最中、イ

オンとの間でグローバル枠組み協

定が締結され、非常に勇気づけら

れた」と喜んだ。 

UNI-LCJ設立以来、毎年総会に出

席しているクリストファー・ウン

UNI Apro地域書記長は、UNI-LCJの

UNI／UNI Aproに対する多大な貢献

と協力に感謝し、相原氏のインダ

ストリオールでの更なる活躍を祈

念すると共に、小俣新議長のリー

ダーシップの下UNI-LCJが成長し続

けることを確信した。続いて、世

界経済フォーラム（ダボス会議）

出席のため来日できなかったジェ

ニングスUNI書記長はビデオメッ

セージを寄せ、「原爆投下後70年

の節目の年に再度長崎を訪れる」

と約束し、小俣新議長には「アク

ションプランを達成し、ダルマに

目を入れて祝福するのを楽しみに

している」と激励した。 

逢見副議長は連帯挨拶に謝辞を

述べ、野田副議長が乾杯の音頭を

取った。退任した相原前議長、八

野前副議長、伊藤事務局長よりそ

れぞれ挨拶があり、UNI Apro女性

委員の花田JP労組中央執行委員、

宮原情報労連中央執行委員、目黒

損保労連中央執行委員より花束が

贈呈された。 

最後に小川新事務局長より、

「国際労働運動が特別なものでは

なく、皆さんの普段の組合活動の

一部となるようにしたい。UNIサ

ポーターをもっと増やしたい。

パートナーシップ労使関係をUNI 

Aproに普及させたい」との決意表

明が述べられ、田原副議長の3本締

めで閉会した。 
 

欧州保険部門テレワー

クに関する共同声明 
 欧州保険部門のソーシャル・

パートナーは2015年2月10日、保険

部門社会対話全体会議において、

テレワークに関しての共同声明に

署名した。これは、2002年の欧州

ソーシャル・パートナー枠組み協

定に基づき、今日の保険部門にお

ける労働条件を考慮した内容に

なっている。 

今回の声明では、定期的に在宅

勤務する社員や、明確な法律や団

体協約に守られていない各国の保

険販売員や損害査定人も含まれ

る。また声明では、テレワーク

（在宅勤務や遠隔勤務）の選択は

任意とされている。テレワークの

条件については、必ず企業レベル

のソーシャル・パートナーの合意

に基づいて決めるよう求め、適切

な手段と設備を提供する責任は企

業側にあるとしている。特筆すべ

きは、本声明ではテレワーカーは

団結権を保証され、教育訓練を受

ける権利、また労働組合代表者に

面会する権利があるとしているこ

とである。今回の声明は加盟組織

に対してベースラインを提供する

もので、国レベル、企業レベルで

今回の声明と同様の団体協約の交

渉時に利用できる。 

テレワークは近年、保険部門の

従業員にとって重要な働き方に

なっている。欧州の金融労組はUNI
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欧州金融部会の下に結集し、この

問題に対し共に欧州としての対応

策を出すために努力してきた。労

働組合の立場としては、労働時間

の尊重についてより強い表現を盛

り込みたかったところではある

が、今回の声明は良い方向へ向け

ての前進になるだろう。 

 

セキュリティペーパー

印刷労組の交流 

 全印刷局労働組合の代表団（梅

原貴司・中央本部書記長、鈴木茂

之・本局支部副委員長、戸口剛・

王子支部副委員長）は、2015年3月

8～10日、インドを訪問した。UNI/

UNI Apro印刷・パッケージング部

会が、アジア太平洋地域内で紙幣

やセキュリティ製品（旅券、郵便

切手、諸証券類など）の製造を手

がける各国印刷局の労働組合の

ネットワーク作りを進める中、日

本とインドの当該労組の交流を通

じ相互理解を深めるためである。 

9日はムンバイから北東へ150キ

ロ離れたナシックにある、インド

の紙幣やセキュリティ製品を製造

している政府系工場を訪問した。

インド側の労使双方の幹部が30人

近くそろう会議室で懇談が行なわ

れた。日本からの代表団の受け入

れは同工場としては初めてであ

り、歓迎を受けた。 

使用者側は、紙幣部門とセキュ

リティ製品部門の工場長も出席

し、それぞれが監督する部門の歴

史、挑戦、労使関係についてプレ

ゼンを行ない、良好な労使関係が

維持されていることを強調した。

一方、全印刷労働組合は、梅原書

記長が国立印刷局の概要（沿革、

組織、業務、主要製品、紙幣及び

旅券の偽造防止技術など）、労使

関係について説明した。その後

は、工場の敷地内にあるゲストハ

ウスに移動し、ボーズレ委員長、

ゴッドセ会長代行、ジャグタップ

書記長らインド・セキュリティ・

プレス（ISP）労組幹部と交流し

た。同労組は組合員数約4,000人。

全インド労働者連盟（HMS）に加盟

しているが、国際産別には加盟し

ていない。インド側の挨拶の中で

は、労組の活動を通じて、雇用の

安定、長期雇用、賃金面など良好

な労働条件が確保されているとの

言及があった。 

10日はムンバイに戻り、ムンバ

イにある造幣局労組や印刷関係労

組と懇談した。インド側は30人が

参加した。全印刷局労組から、概

要、労使関係、給与決定システム

について説明した。国家公務員の

労働基本権や対等で良好な労使関

係などについて質疑応答が行なわ

れた。UNIインド加盟組合協議会

（UNI-ILC）のミリンド議長は、イ

ンドの労働者のためにも今後の日

本との協力関係強化、アジア太平

洋地域におけるネットワーク構築

が重要であると強調した。 

 

ダボスでも「インクルー

ディング・ユー」 
2015年のダボス会議（世界経済

フォーラム）において、フィリッ

プ・ジェニングスUNI書記長は他の

労働運動のリーダーとともに、失

策たる緊縮政策を終わらせ、不平

等と闘う世界的アクションを取る

ことを主張し、力強いメッセージ

を発信し続けた。 

1.1兆ユーロに上る大規模な資金

注入策を出した欧州中央銀行

（ECB）の決定について、その資金

が賢明に使用される限りは積極的

な策であると評価した。 

オーストリアのスタンダード

紙、スイスのル・テンプ紙といっ

た欧州のメジャー各紙やBBCワール

ド、フランス24、ロシア・トゥデ

イといった主要放送局による一連

のインタビューの中で、ジェニン

グス書記長は、「不平等と緊縮政

策は惨事を招く行為であり、包括

的成長こそが解決策」という点を

強調した。またアンジェル・グリ

アOECD事務総長、クリスティー

ヌ・ラガルドIMF専務理事、ガイ・

ライダーILO事務局長、ヤン・エリ

アソン国連副事務総長といった世

界のリーダーとも会談した。 

ビジネスニュース放送局CNBCの

番組では、ジェニングス書記長

は、ヴァルディス・ドムブロフス

キス欧州委員会委員（ラトビア前

首相）と、欧州の誤った緊縮財政

政策について、論戦を交わした。 

ジェニングス書記長は、次のよ

うに締めくくった。「『インク

ルーディング・ユー』のメッセー

ジは、ダボスで人々の心を捉え

た。労働者の権利のための新たな

マグナ・カルタも、不平等の削減

も、包括的資本主義も、あるいは

『インクルーディング・ユー』

も、核となるメッセージは全て同

じである。かつてない水準に達し

た不平等に、今すぐ取組まなけれ

ばならない。現状維持は、我々全

員にとってダメージであり、容認

できない。」 

 

「新たなマグナ・カルタ」、ダボ

スで波乱を呼ぶ 

2015年のダボス会議でジェニン

グスUNI書記長は、CNNのリチャー

ド・クエストのインタビューに対

し、次のように述べた。「膨大な

不平等には、革新的な解決策、つ

まり新たなマグナ・カルタが必要

だ。雇用危機に立ち向かい、緊縮

財政に終止符をうち、富の公正な

分配と持続可能な成長を生み出し

ていくための労働者憲章だ」 

このメッセージは、「包摂ある
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い は『イ ン ク ル ー デ ィ ン グ・ 

ユー』に向けた新たなマグナ・カ

ルタ」と一面で報じた英ガーディ

アン紙、ハフィントンポストの論

説コラムをはじめ、ダボス会議で

マスコミに広く取り上げられた。

2015年は、民主的権利の礎となっ

たマグナ・カルタ制定から800年目

の年にあたる。 

 

グローバル経済の拡

大、日本の小売業の魅

力と課題 
2015年2月18日、「グローバル経

済の拡大、日本の小売業の魅力と

課 題」と 題 し、国 際 労 働 財 団

（JILAF）主催の国際シンポジウム

が開催され、UNI加盟組合をはじめ

学識経験者、マスコミ等約50人が

参加した。 

開会の挨拶で、南雲弘行JILAF理

事長は「グローバル化の進展によ

り、雇用面で非正規化・不安定化

が進む中、小売業におけるディー

セントワークの実現と必要な雇用

政策について欧米各国の労働組合

と課題を共有し、議論を深めてい

きたい」と述べた。 

はじめに本田一成國學院大學経

済学部教授（副学部長）が、「グ

ローバル社会における日本の流

通・小売業の現状と課題」のテー

マで基調講演を行った。 

本田教授は、小売業における

パート労働の問題として、卸・小

売業におけるパートタイマー比率

は40％強であり、外国と違うの

は、主婦パートと呼ばれる女性

パートが多く、仕事の内容も基幹

化していること、主婦パートの大

半が第3号被保険者（扶養されてい

る配偶者が加入する年金）制度に

加入していることを紹介し、こう

した主婦パートを形成する構造が

ゆらぎつつあると指摘した。その

理由として、正社員とパートタイ

マーの賃金格差が大きいことや、

パートタイマーの収入が家計補助

であったものが、生活の維持に必

要なものに変わりつつあることな

どをあげた。 

アメリカ、フランス、スウェー

デンの3カ国の労働組合代表から

は、小売業で働く労働者の問題点

として、低賃金で不安定な労働条

件であること、組織率が低いこと

（スウェーデンは組織率が60％と

高い）、社会保障に問題があるこ

となどの報告が行なわれた。アメ

リカとスウェーデンの共通の問題

として、電話またはメールで、そ

の日の仕事に就けるかどうか、会

社からの問い合わせに即答しなけ

ればならないシステムが導入され

ていることがあげられた。また、

フランスでは日曜日を休日とする

運動を展開していることが報告さ

れた。 

各国報告の後、3カ国の労働組合

代表に、UAゼンセンの吉岡敦士中

央執行委員が加わり、小売業にお

けるディーセントワークの実現

と、そのために必要な雇用政策に

ついて、村上陽子総合局長（連合

非正規労働センター）のコーディ

ネートのもとで議論を行なった。4

カ国とも多くの点で課題が共通し

ており、今後、力を入れて取り組

むべき最優先課題は組織化である

ことがあげられた。加えて、組織

化による労働協約の強化と法律の

整備等、政策・制度課題への取り

組みの必要性とともに、労働組合

もグローバルな連帯で共同歩調を

取ることが必要であるとの認識を

共有した。 

 

情報労連、バングラデ

シュICTS労働者を支援 
2015年 1月 26日、バングラデ

シュ・ダッカでICTS労組役員を対

象にしたワークショップが開催さ

れた。昨年末から政治不安が高ま

り、ダッカ市内でも野党連合が率

いる政治デモが連日行われる中で

の開催となった。デモに伴う交通

規制等の悪条件にも関わらず、6組

合から32人が集まり熱心に議論に

参加した。UNI Aproからは野田

ICTS部会議長／情報労連委員長、

ラジェンドラ・アチャリャ労働組

合強化部長、クン・ワルダナICTS

部長、モハメド・シャフィーMLC議

長、情報労連・木村国際担当が参

加した。 

ワークショップでは、野田議長

が「健全な労使関係の必要性」に

ついて報告し、NTTの労使関係を紹

介した。その中で、労働協約の締

結による健全な労使パートナー

シップの重要性について述べ「労

働組合と使用者が信頼関係を構築

する事が双方にとって有益であ

る」と 強 調 し た。UNI-MLC シ ャ

フィー議長は、マレーシアの携帯

電話会社における組織化経験を紹

介した。また、クンICTS部長とラ

ジェンドラ労働組合強化部長がそ

れぞれUNI Aproの活動について説

明した。 

バングラデシュには6社の携帯電

話会社があり、うち4社の労働組合

がUNIバングラデシュICTS部会に加

盟している。最大事業者グラミン

フォンの労組は2013年に設立され

た新しい組合で従業員の過半数を

組織しているが、政府からの承認

を得ておらず、会社との対話の機

会がない。グラミンフォンの親会

社テレノールはUNIとグローバル協

定を締結しており、UNIは本部レベ

ルでの側面支援を検討している。

また、グラミンフォン労組は組織

化活動を強化し、従業員の結束を

高めていくとしている。 
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2013年に改正された労働法で

は、企業利益の5%を従業員基金に

充てる事となったが、きちんと順

守されていない。また、労働組合

結成時に全従業員の30%の署名を提

出しなければいけないが、このリ

ストが事前に会社側に漏れて解雇

に至るなどの問題が発生してい

る。また、労働組合の政府登録も

手続きが難しく、認可プロセスが

不透明である。そのため、国家と

しての法整備や手続き改善が期待

されるところである。 

ICTS部門においては、2014年に

UNIバングラデシュICTS部会が設立

された。使用者との対話チャネル

の確立方法や交渉など、定期的に

会合を持ち情報交換を行ってい

る。UNI Apro ICTS部会がどのよう

な有効な支援をしていくか、組織

化の潮流づくりに貢献できるかは

大きな課題である。 

また、モハメド・モジブル・ハ

クチュヌイ労働雇用大臣、バング

ラデシュの既存通信事業者BTCL副

総裁とそれぞれ会談し、健全な労

使関係構築の重要性について認識

向上を求めた。 

情報通信部門はバングラデシュ

の発展や貧困撲滅のためには欠か

せない産業である。そのため「健

全な事業発展のためには健全な労

使関係が必要である」との認識を

バングラデシュ政労使において高

めていくことが必須である。今

後、現地労組は組織化を着実に進

め、UNI/UNI Aproは情報・技術支

援や、必要に応じて政府や企業へ

労使関係の重要性の浸透を図るな

ど、内外の並行的なアプローチが

考えられる。 

 

UNI Apro／JP労組関東

地本奨学金授与式 
2015年2月25日、スリランカのア

ヌ ラ ダ プ ー ラ で、第 7 期 UNI 

Apro／JP労組関東地本奨学金授与

式が行われ、小室隆行委員長を団

長に6人のJP労組関東地本代表団が

出席した。来賓として、ペシャ

ラ・ジャヤラトゥネ北中央州知事

及びチャミシャ・デシルバ北中央

州郵政副長官も立ち会い、JP労組

関東地本の支援に感謝した。 

UNI Apro／JP労組関東地本奨学

金プロジェクトは、スリランカの

UNIに加盟する郵便労組（UPTO及び

NPTWU）メンバーの子供達に月額

2500ルピーの奨学金を2年間に渡り

支給するもので、1期あたり12～14

人が一次試験と奨学金運営委員会

による二次面接で選抜される。 

小室委員長は、過去6期80人を超

える郵便労働者の子供達が大学で

勉強を続け、地域や国の発展に貢

献する優秀な人材として活躍して

いることを喜び、今期選抜された

奨学生を激励した。 

ジャヤスリ・プリヤラル UNI 

Apro金融部会担当部長は、奨学金

運営委員会議長として、全逓千葉

県連協（当時）からJP労組関東地

本に引き継がれ現在に至る長年の

支援に感謝した。奨学生とその家

族に希望を与えるだけでなく、

「労働組合の国際連帯を通じて、

スリランカにおける労働組合のイ

メージが向上し、特に若い世代が

労働組合に関心を持つようになっ

た」と、奨学金プロジェクトのイ

ンパクトを強調した。UNIスリラン

カ加盟協青年・女性委員会は、学

生に面接を行い、労働組合につい

て話をするなど、このプロジェク

トを側面から支えている。 

奨学生を代表してお礼の言葉を

述べたヨゲスワランは、2人の姉と

同じく医者を目指しており、奨学

金を大切に使い、郵便局で働く父

親のように社会に貢献したいと

誓った。 

またJP労組関東地本代表団は27

日に、今回選抜された学生プレマ

シャンスが通うスリ・コネスワ

ラ・ヒンズー・カレッジ（トリン

コマリー）を訪問し、校長、数学

科の学生及び教師、UPTO役員らと

交流した。 

 

第6回ASEAN地域3社会

対話会議 
ASEAN地域三者社会対話会議

（RTSDC）は2009年以来、政労使に

影響のある労働問題に関する最新

情報及び良き事例を交換する場と

して、重要な役割を果たしてき

た。毎年、ASEAN議長国政府が受け

入れる。第1回は2009年10月、タ

イ・バンコクで、第2回は2010年4

月、ベトナム・ハノイで、第3回は

2011年10月、インドネシア・ジャ
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カルタで、第4回は2012年8月、カ

ンボジア・シェムリアップで、第5

回は2014年6月、ブルネイで労働安

全衛生をテーマに開催された。

RTSDCは、ドイツのフリードリッ

ヒ・エーベルト財団（FES）の全面

支援を得て、ASEANサービス労組協

議会（ASETUC）が提案した取組み

で、ASEANにおける社会対話の促

進、ASEANコミュニティの開発戦略

の中にディーセントワークの議題

を盛り込むことを目的としてい

る。この年次会議は、2010～2015

年度ASEAN労働大臣行動計画に含ま

れている。 

第6回目の今回は2015年１月13～

14日、ミャンマーの労働・雇用・

社 会 保 障 省（MOLES）、ASETUC

（BWI、PSI、UNI Aproの3つのGUF

加盟組合から構成）、ASEAN使用者

連盟（ACE）、ASEAN事務局及びFES

が共同で、「女性労働者のための

ディーセントワーク強化により

人々の福祉を向上させる」をテー

マに、ミャンマーの首都ネピドー

で開催された。開会式ではアイ・

ミント・ミャンマー連邦共和国労

働雇用社会保障大臣が挨拶した。 

UNI  Apro か ら は、ク リ ス ト

ファー・ウン地域書記長を団長

に、モハメド・シャフィー・BPマ

マルASETUC事務局長（UNIマレーシ

ア加盟協議長）をはじめ、インド

ネシア、マレーシア、フィリピ

ン、タイ、ベトナムの加盟組合、

ラジェンドラ労働組合強化部長、

玉井組織化部長、小川機会均等部

長が参加した。日本のイオング

ループ労連も傍聴した。 

ASEAN各国の政労使パートナー

は、経済統合が特に女性労働者に

及ぼす影響について議論した。女

性が経済活動及び社会活動に参加

する上での障壁を克服するため、

特に、職場における性差別や男女

間賃金格差をなくし、女性にとっ

てのディーセントワークを増やし

ていくため、法制度のギャップを

埋めるよう、地域及び国内の政策

や戦略的行動計画を見直した。

ASEAN女性と子供の権利の保護・促

進委員会（ACWC）の代表らとの意

見交換によって、職場や社会にお

ける性差別をなくすためのUNI 

Aproキャンペーンへの支持者を広

げることができた。次回は、2015

年、マレーシアで、同国人材省が

受け入れる予定。 

会議の翌15日には、UNI Apro地

域書記長らは労働雇用社会保障省

を訪問し、アイ・ミント大臣を表

敬した。大臣の他に、2人の副大

臣、3人の部長、商工会議所のキ

ン・キン・ヌェ事務局長も同席し

た。１時間にも及ぶ会談は非常に

有意義かつ建設的なもので、大臣

はASEAN、特にミャンマーにおいて

パートナーシップ労使関係を普及

させる取組みを評価した。同省は

2012年6月にヤンゴンで開催した

パートナーシップ労使関係会議に

も協力した。 

 

ベネトン､ラナプラザ補

償基金への拠出に合意  
2015年2月20日、イタリアの大手

アパレル・ベネトンが、2013年に

バングラデシュで発生したラナプ

ラザのビル倒壊事故の犠牲者に対

する補償基金への拠出に合意し

た。ベネトンは、事故前にラナプ

ラザから商品を調達していた最大

手ブランドの一つである。 

今回のベネトンの決定は、グ

ローバルユニオンや世界中のNGO等

による長期にわたるキャンペーン

が成就した証である。同社が決定

を発表した前日にも、UNIはソー

シャルメディアを通じたキャン

ペーンを開始しており、UNIとイン

ダストリオールは、この動きを歓

迎している。 

ジェニングスUNI書記長は次のよ

うに述べた。「ラナプラザの犠牲

者に対し、ベネトンは責任を取る

ことを約束した。16億ドルの売上

高と、2億ドルを超す利益をあげて

いるベネトンなのだから、気前の

良い拠出が期待できるだろう。」 

補償基金への支払いや支払額の

確定を先延ばしにしようとするベ

ネトンを問題視してきたグローバ

ルユニオンは、事故発生から2年と

なる2015年4月24日より前に、この

点を明確にするよう、同社に求め

てきた。 

 誰がベネトンの拠出額を決める

のかについては、依然として不透

明なままである。ベネトン側は、

「世界的に認められている独立し

た第三者機関の助言を受ける」と

しているが、詳細を明らかにする

ことは拒否している。 

UNIとインダストリオールが主導

したバングラデシュ・アコードは

欧米やアジア、オーストラリアな
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ど20カ国約200のグローバル企業が

調印する法的拘束力のある協定で

あり、バングラデシュの衣料品輸

出市場のおよそ半数の工場と200万

の労働者が対象となっている。 

 

TOP LEADERS @ UNI 
 
今号より国内外でご活躍の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

ナーが始まります。 

 

小俣利通UNI日本加盟組織連絡協議

会（UNI-LCJ）第7代議長 

(JP労組委員長) 

小俣UNI-LCJ議長は現在、UNI世界
執行委員、UNI Apro会長代行、UNI 
Apro郵便・ロジスティクス部会議
長を務めていらっしゃいますが、
初めて国際労働運動に関わった
きっかけは？ 

 冷戦終了後にハンガリー郵便労

組との定期交流に参加しました。

当時は、世界の郵便が国営でした

から政策を議論するというより

も、いかに自分たちの身分(公務

員)を守ることと労働条件を向上さ

せるかが主題であり、深い議論を

した記憶がありません。それ以上

に、ヨーロッパの歴史の奥深さ

と、それを表す美しい街並みが印

象に残っています。その後ベトナ

ム郵電労組との交流では労働運動

と政治や社会制度が一体となって

いることに改めて驚きを感じまし

た。 

 
その後、JP労組（及び旧組織）独
自交流やUNI（及び前進のPTTI）、

ITUCを通じて、韓国、台湾をはじ
め様々な国を訪問されています。
ご自身の経験から国際労働運動の
意義は？ 

 日本は企業内労組を中心とする

運動ですから、どうしても内向き

になりがちです。しかし、連合の

結成を一つの機会に他の産別との

交流が拡がり、更に、UNI等のGUF

を通じて世界の仲間とつながるこ

とができました。郵政事業を例に

すれば、自由化、民営化、株式公

開等の課題は国の違いはあっても

共通の課題になっています。特

に、すでに上場している他国の経

験は大変参考になります。 

 
つい最近、日本郵政グループが豪
物流大手トールを買収すると報道
されました。 

 企業のグローバル化は人材のグ

ローバル化にもつながります。今

までの常識では想像できないこと

が起こると考えています。今後、

労働者が世界の仲間と連携する必

要性は益々高まると思います。 

 
ケープタウンを振り返って 

 労働運動の幅広さを改めて実感

しました。また、反アパルトヘイ

ト闘争の歴史を体感することもで

き貴重な体験となりました。特に

今回の大会は、国内の政治日程が

重なり青年・女性を中心に代議員

を構成しました。参加した若者は

積極的に交流し新たな発見もした

ようですし、将来の役員候補とし

ての自覚をもって今後も積極的に

運動に参加してくれることを期待

しています。大会に参加できな

かった若い人にも、様々な場面で

多くのことを吸収し国際感覚を身

に着けてもらいたいと思います。 

 
最後にUNIに期待することは？ 

 国際会議では言語の違いなどか

らニュアンスの違いもあり、時

に、本音の議論が難しいこともあ

ります。しかし、せっかく各国か

ら集まり、現状やお互いの経験を

共有するのですから、表面上だけ

ではない議論をしていく工夫が必

要だと思います。世界の労働者が

繋がりを深め仲間を増やすことで

UNIのプレゼンスや発信力が高まる

と考えています。このことは労働

条件、福祉、労働環境の向上に良

い影響を与えるでしょう。そのた

めにJP労組としても積極的な役割

を果たしていきます。 

 
アン・セリンUNI会長 

(フィンランドPAM委員長) 

組合活動にはまるようになった
きっかけは？ 

私は労働者階級の出身なので、

就職したら組合に入るのは当たり

前のことでした。15歳で学校を卒

業して、腰掛け程度の仕事を探し

ていました。将来、何を学ぶべき

か、或いは大人になって何をした

いのか、考えるのにしばらく時間

が必要だったのです。ちょうど、

商業労組でメッセンジャーを募集

していて応募しました。おわかり

のように、ちっとも腰掛けにはな

りませんでした。今もその仕事の

延長線上にいるわけです！ 

 
初めて国際労働運動に関わった
きっかけは？ 

組合で青年委員会の書記をして

いた1987年に、パリでEURO-FIET

（UNI統合前のパートナー組織FIET

の欧州組織）青年大会が開催され

参加しました。その時の印象がと

ても深く、国際労働運動に携わる

長い道のりの始まりとなりまし

た。 

 
国際労働運動の役割と意義は？ 

国際労働運動の役割は大きく変

化してきました。私は1960年に生

まれ、欧州、或いはグローバルな

運動に初めて関わったのは20代後

半の頃でした。当時、国際労働運

動の役割は、相互理解を深めるこ

とだと考えていました。意見交換
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を通じて、ある政治的・社会的目

標、経営者の目標が、世界中で一

つの方向に向かって動いていると

認識することなのだと。しかし、

労働者のニーズや要求とは相反す

る方向でした。国際労働運動に関

わって、世界がより小さくなって

いくのを実感しましたが、目標に

照準が定まっていなかったような

気がします。 

その後、欧州そしてグローバル

な運動はより具体的な課題に取組

むようになってきました。課題認

識だけでなく、実際に行動を起こ

すようになりました。グローバル

な共通の目標を設定し、世界中の

経営者や政策決定者に交渉を挑ん

でいくための国境を越えた協力が

今では当たり前になっています。 

私がこの20年間実感しているの

は、「企業がローカルだった時代

は、組合もローカルでよかった。

企業が全国規模になると、組合も

全国規模で活動をするようになっ

た。企業がグローバル化した今、

組合も当然グローバルに活動する

必要がある」ということです。  

 
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？ 

日本のUNI加盟組合は、グローバ

ルなUNIファミリーにとって大変重

要な存在です。UNIの中では、日本

の加盟組合は自分たちの組織のこ

とだけでなく、支援を必要とする

他の国のUNIメンバーのため、いつ

も最善を尽くしてくれるという信

頼があります。私たちは日本の経

験から学び、同時に私たちの経験

も皆さんと共有していきたいで

す。皆さんには是非、国際連帯の

重要性や、労働者が建設的かつ効

果的に力を合わせた時に生まれる

大きな可能性について、日本のメ

ンバーに広く伝えていただきたい

と思います。 

 
日本についての印象は？ 

日本を訪れたのは、長崎世界大

会の時だけですが、とても素晴ら

しい経験でした。日本の皆さんは

準備を万全に整え、私たちを温か

く迎えてくださいました。大会そ

のものが、文字通りブレイキング

スルーでした。個人的に残念だっ

たのは、決議委員会の議長を務め

ていたため、自由時間が少なく、

長崎の街や歴史について見聞きす

る機会が限られていたことです。

いずれにしても、長崎からの平和

メッセージは、敬意をもってケー

プタウンに引き継がれました。 

 
ケープタウンを振り返って 

UNIの素晴らしい伝統は、ケープ

タウン世界大会でも明確でした。

長崎の「ブレイキングスルー」戦

略は、ケープタウンでは「インク

ルーディング・ユー」、現地の言

葉で「ウブントゥ」の決議へと歩

を進めました。「インクルーディ

ング・ユー」は、労働組合にとっ

て非常に中核的な決意を示してい

ます。組合は、できる限り多くの

人々を包摂することで、労働者の

発言力を高めていく組織です。組

合の取組みに、労働の世界におけ

る課題を取込み、労働者が組合に

何を求めているか耳を傾けていく

必要があります。組合への参加を

可能にするだけでなく、もっと身

近なものとしていかなければなり

ません。そこで必要なのは、組織

化、組織化、組織化です。包摂の

理念は、職場から地方組織へ、全

国組織からグローバルユニオンへ

とボトムアップで進めていかなけ

ればなりません。小さな力をまと

めて大きな力にしてこそ、成果を

挙げることができると思います。 

 

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、

103万3200人が加盟。  
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