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 UNI、イオンとグロー

バル協定を締結 
 2014年11月10日、UNIは、イオン

株式会社、UAゼンセン、イオング

ループ労働組合連合会との間で、

グローバル枠組み協定（GFA）を締

結した。調印式には、横尾博イオ

ン株式会社取締役兼取締役会議

長、石塚幸雄執行役グループ人事

最高責任者兼グループ環境最高責

任者、逢見直人UAゼンセン会長、

新妻健治イオングループ労働組合

連合会会長、ジェニングスUNI書記

長が出席した。 

本協定締結について、ジェニング

スUNI書記長は、「これはイオン

とUNIにとって重要な戦略的協定

だ。イオンは大志を持つ企業であ

り、アジアや他地域へとビジネス

を拡大していく中で、良き労使慣

行の普及に繋がるだろう。そのた

めに我々は協力していく。UNIと

加盟組合の支援により、イオンは

ディーセントワークを先導するこ

とができるだろう」と語った。 

 日系多国籍企業とUNIの間で締

結したGFAとしては、髙島屋に次

いで2社目である。 

 また、逢見UAゼンセン会長は、
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  UNI声明 
 

 UNIとUAゼンセンは、日本の小売大手イオンとグローバル枠組み

協定を調印するという重要なブレイクスルーを成し遂げたことを発

表することができ、大変光栄である。 

 イオンは日本で最大の小売業者であり、アジアでNo.１のリー

ジョナル・リテイラーを目指し、13ヶ国で事業展開し、42万人を雇

用している。 

 UAゼンセンは151万8,000人の組合員を有する日本最大の労働組合

で、小売部門において強力なプレゼンスを持っている。協定交渉の

重要な推進者であった。 

 本協定は、従業員およびILOの中核的労働基準に対するイオンの

取組みを確認するものである。労働者の福祉向上に資する継続的な

社会対話と、アジアおよびグローバルなイオンの進出先国において

も社会対話を確保するコミットメントがある。 
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「本グローバル枠組み協定は、す

でに四者がこれまで実践してきた

ことを、協定の形に表したもので

ある。これに調印し、世間に公表

したということが、企業の社会的

責任を履行し、人権および労働者

の権利擁護を推進していくという

四者の決意の強さを表している。

これをきっかけに、日本型協調的

労使関係がアジアに広がるよう期

待するとともに、そのために努力

していく」と述べた。 

   

 

第3回UNI Apro東アジ

ア労組フォーラムを台

北で開催 
 2014年9月29～30日、台湾・台北

で第3回UNI  Apro東アジア労組

フォーラムが開催され、韓国、台

湾、香港、日本から約200人が参加

した。UNI-LCJからは9加盟組織お

よび事務局合わせて42人が参加し

た。同フォーラムは2012年にUNI-

LCJのイニシアチブで始まり、今年

で3回目となる。今回は「終わりな

き新自由主義と雇用不安：雇用危

機と雇用なき成長に対する組合の

対応」という全体テーマの下、

「若年者の雇用」、「教育：持続

可能な労働市場と人材開発に向け

たインクルーディング・ユー」、

「労働組合におけるインクルー

ディング・ユー」という3つのサ

ブ・テーマで討論が行われた。増

加する非正規労働者や女性・青年

の社会参画について各国の状況と

課題が共有され、労組の取組みが

報告された。開会式には、呉敦義 

台湾副総統、郭芳煜労働副大臣を

はじめとし、友誼団体から来賓が

多数出席する中、ウンUNI Apro地

域書記長、各国UNI加盟協議会議長

が連帯の挨拶を行った。 

 相原康伸UNI-LCJ議長の代理とし

て、小俣利通UNI-LCJ副議長（JP労

組委員長）は、グローバル化と国

際的な価格競争の激化により、非

正規雇用や長時間労働などがます

ます増加する中、労働者が仕事に

誇りを持てるディーセントな労働

環境を実現していく上で労働組合

の力量が問われているとして、活

発な議論を期待した。 

 逢見直人UNI Apro会長（UAゼン

セン会長）は、3回目を迎える今回

のフォーラムが地域の友好と連帯

を深め、意見を発信する場として

機能してきていることを評価し

た。また、各国で労働法の改悪が

相次ぎ、労働者を巡る状況が一層

厳しさを増している中で、共通の

問題と取組みを共有することは重

要だとしてフォーラムの継続を呼

びかけた。 

 基調講演では、潘世偉・中国文

化大学教授（前労働大臣）が、台

湾でも派遣労働、非正規雇用が拡

大しつつあるという現状と課題を

報告した。 

 また、メリサ・セラノ・フィリ

ピン大学労使関係学部教授より東

アジア4ヶ国における労働柔軟性と

雇用保障に関する背景調査の報告

が行われた。近年、日本や韓国で

は規制緩和が進み派遣労働者が急

増していること、台湾では約5％と

比較的少ないが増加傾向にあるこ

と、香港では労働法制が整ってお

らず解雇が容易なため非常にフレ

キシブルな雇用が一般的となって

いることを比較分析した上で、組

合による多様な非正規労働者への

アプローチが必要であると提起し

た。なお本調査は、2015年12月に

開催されるUNI Apro地域大会で最

終報告が発表される予定である。 

 各テーマでのUNI-LCJ加盟組織か

らの報告は以下のとおり。 

 テーマ1「若年者雇用：各国の現

状と課題」では、田原將一UNI-LCJ

副議長（損保労連委員長）が司会

を務めた。三浦義弘三井住友海上

労組委員長（損保労連）は、「若

年者雇用を取り巻く情勢と組合員

化の促進に関する取組み」とし

て、日本の労働力人口の推移と政

府の「若年雇用戦略」などの政策

を紹介した上で、三井住友海上労

組が取組んだ有期社員を含むユニ

オンショップ協定締結について報

告した。八野正一UNI-LCJ副議長

（UAゼンセン副会長）は、「長時

間労働と労働の柔軟性（ホワイト

カラー・エグゼンプション）に関

する政府の見解と組合の取組み」

として、安倍政権による残業代ゼ

ロを推進するホワイトカラー・エ

グゼンプションが一般組合員にも

波及する危険性を指摘し、労働組

合としてなんとしても労働法制規

制緩和に反対していく決意を述べ

た。「非正規労働者の正規化に関

する取組み」については、まず、

石田輝正全労金委員長が、「仲間

を広げる取組み」として、全ての
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労働者の安定雇用や公正処遇を目

指す観点から、労働金庫における

正職員登用を進めていくとの決意

を述べた。また、花田美和JP労組

中執は、日本郵政におけるこれま

での正社員化の取組み状況と2015

年から導入される予定の新たな人

事制度を紹介し、今後も組合員の

ニーズに合った正社員化を目指し

て労使協議を続けていく必要性を

訴えた。 

 テーマ2「教育：持続可能な労働

市場と人材開発に向けたインク

ルーディング・ユー」では、松井

一浩KDDI労組副委員長（情報労

連）が、KDDI労組におけるユニオ

ンショップ協定締結を通じた有期

契約社員の組織化や教育・研修活

動、正社員登用制度、さらにUNI 

Aproと共に開催したユースワーク

ショップなどの青年活動の取組み

を紹介した。丸山敦郎自動車総連

業種政策局部長は、日本の競争力

を高め雇用を維持するためには付

加価値の創出が大切であるとし、

そのためには常に学ぶ姿勢、コ

ミュニケーション、働く楽しさ、

適切なマネジメントが必要だと訴

えた。梅原貴司全印刷書記長は、

紙幣など機密性の高い製品を長期

的に安定して製造するために高い

モラルを持った人材育成が不可欠

であると述べ、組合が行っている

各種の研修や活動について紹介し

た。佐伯憲輔労済労連副書記長

は、平和行動や青年自ら企画・運

営する社会貢献活動など労済労連

および加盟単組で実施している若

年層向けの教育研修制度を紹介し

た。 

 テーマ3「労働組合にインクルー

ディング・ユー」では、宮原千枝

UNI Apro女性委員（情報労連中

執）が、日本における男女共同参

画の促進として、女性の活躍促進

を掲げる日本政府の取組み、連合

の男女平等参画活動の取組み、さ

らに情報労連、UAゼンセン、損保

労連（あいおいニッセイ同和損保

労組）、JP労組の取組みを紹介し

た。岡﨑淳司日放労副委員長は、

ワークライフバランスに関する政

府の見解と組合の取組みを紹介し

た。また、長時間労働やサービス

残業が依然として存在する中、実

際の制度利用をいかに浸透させて

いくかが課題だとした。 

 閉会式では、今回のフォーラム

開催準備に中心的な役割を果たし

た中華郵政労組（CPWU）の青年委

員会メンバーが壇上に上がり、共

同声明文を読み上げた。声明は、

2012年から始まったフォーラムの

成果を振り返り、東アジアの労働

組合の連帯と友好、共通課題の認

識共有と意見発信に大きく寄与し

てきたことを評価し、今後3年間、

2015年に日本、2016年に韓国、

2017年に台湾で開催することが提

案され、満場一致で確認された。 

 

 

UNI-LCJ金融部会、台

湾の金融労組と交流 
 第3回UNI  Apro東アジア労組

フォーラムが台北で開催された機

会を利用し、2014年10月1日、UNI-

LCJ金融部会は台湾の金融関係労組

と交流を行った。UNI-LCJ金融部会

からは、田原將一UNI-LCJ金融部会

議長（損保労連委員長）、石田輝

正全労金委員長、神崎剛同書記

長、田名田曜行損保労連事務局

長、三浦義弘三井住友海上労組委

員長が出席した。 

 台湾側は、UNI加盟の台北市保険

業務職業労組（TNUIE）から潘敏媛

委員長、UNI未加盟の全国金融業労

組連合（TFFU）から林萬福委員長

や韓仕賢書記長ら8人が出席した。 

TNUIEは保険販売員を組織してお

り、TFFUは26の企業別労組（銀行

および保険会社）と19の市・県レ

ベルの銀行労組を傘下に持つ。

リーマンショック以降、台湾でも

金融機関の合併が進んでおり、林

TFFU委員長は、「民間銀行間、政

府系銀行間の合併が多いが、合併

する銀行の労働組合間の統合調整

は非常に困難である」と述べた。

田原議長は、「日本の損保業界に

おいても統合合併が進んでいる

が、単組とよく議論し、その意見

を反映した産別方針を立てて課題

に対処している」と述べ、加盟単

組との密接な議論が重要だとアド

バイスした。 

 TFFUは、2013年6月に東京で開催

されたUNI-LCJ金融部会グローバル 

ワークショップにも代表を派遣

し、第3回UNI Apro東アジア労組

フォーラムにも参加した。韓書記

長は、今後も世界の金融情勢に関

する情報交換と金融労働者の条件

改善と連帯のため、日本の金融関

係労組との意見交換の継続を希望

した。田原議長は、UNI Apro金融

部会を通じた労働者の結束と情報

ネットワークの有用性を強調し、

台湾の労組の積極的な参加を奨励

した。 

 最後に、2013年に設立20周年を

迎えたTFFUから、UNI-LCJ金融部会

代表団に記念コインが贈られた。 
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UNI Apro東アジア郵便

労組フォーラム 
 2014年9月28日、第14回となる東

アジア郵便労組フォーラムが郵政

労 組（CPWU）、韓 国 郵 政 労 組

（KPWU）と地元オブザーバーを含

めて約40人が参加した。参加各国

の最新の郵便事業や新たなサービ

スとイノベーションについての報

告や討論が繰り広げられた。 

 開会式では、鄭CPWU委員長、労

働省の陳次長、交通部の陳次長に

続 い て、中 華 郵 政 の 王 社 長 が

「フォーラムを活用して、郵政を

取り巻く環境の相互理解を深める

ことは有益である」と挨拶した。 

 小俣利通UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会議長は、「株式上場

に向けて、日本郵政創業以来最大

の変革が進んでいるが、これに

よって組合員の将来や労働条件に

毀損を与えることがないようJP労

組は最重要案件として取組んでい

く」と挨拶した。 

 伊藤栄一UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会担当部長は、欧州の

現状を踏まえて、「ユニバーサル

サービスが縮小の方向で再定義さ

れると、雇用や事業にも大きく影

響を与えかねないため、ユニバー

サルサービスを積極的に守ってい

く必要がある」と訴えた。 

 また「各国の郵便事情」のテー

マでは、まずCPWUから、2003年の

公社化を境に、新入職員とそれ以

前からの職員に処遇の違いがあ

り、それを埋めて出来るだけ公平

に扱うように努力していると説明

があった。新たなサービスとし

て、不動産開発を行っているとの

報告があった。また、柴慎一JP労

組企画局局長は、日本郵政の株式

公開について説明を行った。KPWU

は、韓国郵政の労働時間の長さに

触れ、労働時間削減のための運動

を展開し、土曜日配達の廃止に成

功した事例を報告した。また、米

韓FTAによる韓国郵政の保険新サー

ビスへの進出制限や、通常郵便物

の減少、民間との競争の激化につ

いて述べた。 

 「新たなサービスとイノベー

ション」のテーマでは、福島秀紀

JP労組国際部長が、広告ビジネス

や流通ソリューションについて報

告した。KPWUは、国民の通信費の

節約を目指した加入手続きの簡易

なエコノミックフォンについて説

明し、通信分野に一歩踏み出した

ことを紹介した。また、CPWUから

は、中国本土との間のEMS需要、マ

イクロ保険の取扱い、ロジスティ

クスパークの建設、郵便局の美化

などについて報告があった。 

 

 

第14回UNI-LCJユース

英語セミナー 
 2014年11月1～3日、湘南IPC生産

性国際交流センターで第14回UNI-

LCJユース英語セミナーが開催さ

れ、情報労連、全印刷、UAゼンセ

ン、全労金、自動車総連、日放

労、JP労組より16人が参加した。

リソースパーソンとして、中華郵

政労組のジョイ・リウ、ニュー

ジーランドの金融労組出身で日本

在住のトム・シューマッハ、ラ

ジェンドラ・アチャリャUNI Apro

労働組合強化部長が参加した。 

 冒頭、相原康伸UNI-LCJ議長は

「グローバル化が進む中、同じ産

業で働く海外の仲間や労働組合と

も連携を取り合っていくことが重

要だ。セミナーをきっかけに、グ

ローバルな労働運動にもっと興味

を持ち、海外の若い労働者がどん

な課題に直面し、どのように若い

労働者を組織化しているかを情報

交換してもらいたい」と挨拶し、

参加者を激励した。 

 海外講師の講演では、はじめに

ラジェンドラ部長が、UNIの歴史や

機構、国際労働運動の目的や活動

内容について具体例を交えて説明

した。ジョイは、中華郵政および

労組の概要と、昨年発足したばか

りの青年委員会について説明し

た。トムは、ニュージーランドで

も組合に対する若者の関心や組織

率が下がっている現状や、オルグ

時代の苦労や経験について語っ

た。また初日の懇親会には、来日

中のウォルター・パーマーUNI世界

プロスポーツ部会担当局長も飛び

入りで参加し、同部会を紹介する

と共に、親睦を深めた。 

 また、伊藤栄一UNI-LCJ事務局長

は「労働組合運動から得た教訓」

と題し、自らの経験をもとに、積

極的にチャンスを掴みとっていく

ことの重要性を訴えた。「労働組

合の平和運動」についてのセッ

ションでは、平和運動はUNIや連合
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だけでなく世界中の労働運動が共

に取組むべき課題であるとの認識

を深めた。 

 グループワークでは、参加者は

短時間で斬新なアイデアを出し合

い、組合イメージアップのための

CM作りや、組合による平和キャン

ペーン企画など、全員参加のユ

ニークな発表を行った。その他に

も、参加者は3つの委員会に分か

れ、エクササイズやゲームの指

揮、プレゼンテーションの司会進

行、またFacebookに掲載する記事

や写真の発表など、数々のタスク

に挑戦しながらセミナーの運営を

サポートした。 

 最終グループ発表では、「ユー

ス」、「UNI」、「平和」をテーマ

に各20分の発表を行った。インタ

ビ ュ ー や 寸 劇、動 画 を 交 え、

ニュース番組仕立てやクイズ形式

など、独創的なスタイルで今回の

セミナーで学んだことを発表し

た。また参加者一人ひとりがプレ

ゼンテーション作りのプロセスに

積極的に関わり、英語上級者は

初・中級者の理解を助け、夜遅く

まで練習に励んでチームスピリッ

トを醸成した。 

 参加者からは、「UNIや他国の組

合活動について知る良い機会に

なった」、「世界中に仲間がいる

と知り、心強く思った」、「英語

を話す機会だけでなく、普段は接

することのない産業の人々と交流

できて良かった」などの好意的な

感想が多々寄せられた。  

 

 

ラジェンドラUNI Apro労

働組合強化部長が来日  
 UNI-LCJユース英語セミナーで講

師として来日したラジェンドラUNI 

Apro労働組合強化部長は、11月4～

5日にかけて、UNI-LCJ幹部会の各

労組を表敬し、幹部と懇談を行っ

た。ラジェンドラ部長は、日本の

労使関係、各組織の現状などへの

理解を深めると同時に、UNI Apro

の今後の課題について語った。日

本の組合のトップリーダーとの対

話は、今後UNI Aproの運動の発展

のために生かされることになるだ

ろう。 

 

 

ディーセントワーク世

界行動デー 

 10月7日は、国際労働組合総連合

（ITUC）が呼びかけ、ディーセン

トワーク（働きがいのある人間ら

しい仕事）の実現を求めて全世界

で一斉にアクションを起こす、

「ディーセントワーク世界行動

デー」である。 

 2014年、東京では、連合／連合

東京の呼びかけで200人を超える仲

間が結集し、田町駅および新宿駅

において街宣行動を実施した。 

 UNIからは、相原康伸UNI-LCJ議

長（連合副会長、自動車総連会

長）をはじめ、情報労連、全印

刷、生保労連、UAゼンセン、自動

車総連、損保労連、日放送、JP労

組などの加盟組合の仲間や、ヨハ

ネス・ストゥディンガーUNI世界

MEI部会担当局長が、田町駅前で、

ディーセントワークの種（ハーブ

の種）を街行く人々に配布した。 

 登壇した弁士らは、「ディーセ

ントワーク」とは、労働者の権利

が保障されていること、労働組合

をつくって交渉できること、生活

賃金をもらえること、労働時間が

適切であること、社会保障が適用

されていること、働きがいのある

仕事であることだ、とわかりやす

く演説した。最後に相原UNI-LCJ議

長は、「皆さんの仕事がディーセ

ントワークであるかどうか考えて

みてください」と問いかけ、疑問

に思ったら連合に相談してほしい

とアピールした。 

 

 

UNI世界MEI部会、公共

放送について熱い議論 
 UNI世界MEI部会の諸会議が、

オーストリア・ウィーンで開催さ

れた。9月30日にUNI欧州MEI部会執

行委員会、10月1日に「世界公共放

送会議」、10月2日にUNI世界MEI部

会執行委員会と、続けて一連の会

議が行われた。会場はドナウ川に

近い、オーストリア労働組合連合

で、40人あまりの参加者が集まっ

た。日本からは、中村正敏日放労
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委員長、井上繭子同中央執行委員

が出席した。 

 

世界公共放送会議 

 ここ数年、UNI 世界MEI部会で議

論を重ねてきた公共放送サービス

のあり方、とりわけヨーロッパに

おけるこの10年ほどの公共放送に

関する議論を踏まえ、会期中の一

日を「世界公共放送会議」とし

て、ヨハネス・ストゥディンガー

UNI世界MEI部会担当局長をはじめ

とするUNI MEI部会のスタッフを中

心に議論が展開された。 

 会議では「公共放送の存在は、

民主的な社会にとって欠かせな

い」という認識が参加者の間で共

有された。これは、公共放送が政

府からの独立性を維持することは

当然としながら、この10年ほど続

いたヨーロッパ各国の財政危機

と、それにともなう公共放送への

支出削減、制度改革への対応とし

て打ち出された考え方である。す

なわち、公共放送そのものを危う

くする事態を避けるために、いか

に安定的な財政基盤を確保し、長

期的に公共放送を持続させるか、

ということを主眼としていくべき

との方向性で一致した。 

 今回の会議には、旧ソ連圏のウ

クライナやカザフスタン、また、

ポーランドやハンガリー、スロべ

ニアなど東欧圏の国々からも多く

の参加があった。これらの国では

若年層が多く、これから産業とし

ての成長も見込まれるが、歴史的

に公共放送というものが存在して

こなかった。会議の中でも、ウク

ライナの委員から「議論されてい

る『公共放送』というものが、国

営や民間とどう違うのか教えてほ

しい」といった意見が出され、休

憩時間も使って活発に議論が行わ

れた。 

 会議は、「公共放送サービスの

独立性を再検討する」、「グロー

バル・デジタル経済の中で持続可

能な公共放送の財源のあり方」、

「良質なサービスのための良質な

雇用」、「良質な公共視聴覚サー

ビスについてのマニフェスト」の4

つのパートに分けて議論が行われ

た。2つ目の「持続可能な公共放送

の財源のあり方」のパートでは、

日放労の中村委員長がパネリスト

として登壇し、罰則がない状態で

約4分の3の視聴者が受信料を支払

い、かつ、政府からの助成金も必

要としない日本のNHKの状況につい

て説明した。政府からの持続的な

支援の必要性を訴える国々が圧倒

的多数の中、パネリスト自身も

「まるでおとぎ話のようですが」

と前置きして話すほどの距離感が

生じる報告となった。10年前であ

れば、「そのような日本の状況が

うらやましい」という声があがっ

ていたが、今回はそうではなく、

むしろ「唖然とする」、「理解し

がたい」といった反応が多く示さ

れた。日本からの参加者として

は、ヨーロッパの公共放送ならび

に公共放送サービスの労働者がこ

れまでに経験してきた苦しい状況

を実感することとなった。 

 

UNI世界MEI部会執行委員会 

 ゲリー・モリッシー議長をはじ

め、ほぼ全ての世界執行委員が集

まり開催された。冒頭、ジェニン

グスUNI書記長が基調講演を行っ

た。現在のメディア産業界の労働

条件についての分析、主張もさる

ことながら、ジェニングス書記長

はこの前夜にガザから直接ウィー

ンに入っていたこともあり、非常

に厳しいパレスチナの現状につい

ても熱のこもった演説を行った。

委員からも、4年前のUNI世界長崎

大会の経験も踏まえて、「平和」

を今一度組織として受け止めよう

という声が上がった。 

 委員会では、今後のUNI MEI部会

としての活動戦略が話し合われ

た。映画が盛んな南米各国や、イ

ンドの映画産業の中心となってい

るムンバイの「ボリウッド」にお

ける労働環境など、メディア産業

における労働ダンピングを防ぐた

めの取組みについて話し合われ

た。参加各国からは、「非正規労

働者をいかに組織化していくか」

についてそれぞれの取組みが紹介

され、今後の方向性について議論

を進めた。また、UNI MEIが引き続

き「社会対話」の主体として存在

感を示していくための方策や、そ

のためのメディアの産業的・経済

的な位置づけについて、検討を進

めることも確認した。  

 

 

UNI世界MEI部会担当局

長が来日 
 2014年10月7日、ヨハネス・ス

トゥディンガーUNI世界MEI部会担

当局長が来日し、加盟組合他と意

見交換を行い、日本の放送・娯

楽・芸能文化産業の現状と課題に
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ついて理解を深めた。 

 8日、NHK放送技術研究所を視察

し、最先端技術についての説明を

受けた。続いて、日放労でUNI世界

MEI部会の諸活動について説明した

他、ギリシャ公共放送閉鎖などの

欧州情勢について、執行部と情報

交換を行った。また、2015年3月に

日本で開催される国連防災会議に

合わせた日放労主催のフォーラム

企画について、東北支部役員を交

えて意見交換を行った。 

 9日には、UAゼンセンを訪問し、

オリエンタルランド・フレンド

シ ッ プ・ソ サ エ テ ィ ー お よ び

ユー・エス・ジェイ クルーアラ

イアンス代表から、労働組合の概

要について説明を受けた。ストゥ

ディンガー局長は、世界のディズ

ニー・テーマパークで唯一組合の

ない香港での組織化を進めるた

め、世界中のディズニー関連労組

が連携していると述べた。 

 10日午前、日本音楽家ユニオン

を訪れ、本年5月のILOメディア・

文化部門世界対話フォーラムに出

席した篠原代表と再会し、日本の

音楽・文化・芸能産業で働く労働

者の現状と課題について説明を受

けた。伝統あるローマ歌劇場の

オーケストラ・合唱団員182人の解

雇に対しては、UNIも国際音楽家連

盟（FIM）、国際俳優連盟（FIA）

などと連携して抗議行動を起こす

ことを約束した。午後には民放労

連を訪問し、非正規労働者の組織

化や労働安全衛生の取組みなど、

幅広い意見交換を行った。 

UNI世界金融部会週間: 

FSBと活発論戦 
 2014年10月27～30日、UNI本部

（ニヨン）で、UNI世界金融部会週

間と銘打ち、作業部会会議、UNI世

界金融部会委員会、金融安定理事

会（FSB）・主要金融多国籍企業・

OECDとの対話、UNI欧州金融部会委

員会など一連の会議が行われた。

参加者は100人を超え、金融部会の

団結の強さ、金融産業が国際課題

と密接に結びついていることを示

す会議となった。日本からは、田

原將一損保労連委員長、須磨勇介

三菱UFJ信託銀行従業員組合委員

長、染谷智隆三井住友信託銀行従

業員組合委員長が参加した。 

 

作業部会会議およびUNI世界金融部

会運営委員会 

 10月27日には、2015年開催のUNI

世界金融部会大会を前に、加盟組

合参加による「規制」、「CSR」、

「組織化」、「コミュニケーショ

ン」の作業部会を立ち上げ、それ

ぞれどのような活動計画を作り上

げるかを検討するため、討論が行

われた。 

 午後にはUNI世界金融部会運営委

員会が開催された。開会式で、

ジェニングス書記長は参加者を歓

迎し、「金融危機は社会危機と結

びついている。その中で金融産業

を安定した形で保っていくことは

重要である。中長期的にトレンド

を見て、将来の銀行モデルはどう

なるのか、インクルーディング・

ユーの立場から考えていかなけれ

ばならない」と問題提起した。 

 同一賃金キャンペ－ンの議題で

は、須磨氏が、女性の活躍に関す

る全信連の取組みを発表し、男女

比率は半々だが、役員レベルでは

女性は極端に少ないこと、出産・

育児休暇を経た後、職場に戻る組

合員数は増加していることに触れ

るとともに、今後はアンケートを

取って女性の意識を分析するな

ど、女性の問題に取組みたいと発

表した。ベロニカ・フェルナンデ

スUNI世界機会均等局長は、「女性

は家事と労働の二足のわらじを履

いている。女性自身がどう考えて

いるか意識調査を行い、ワークラ

イフバランス改善のために何がで

きるかを考えねばならない」とま

とめた。 

 「保険部門：課題と機会」の議

題では、田原世界UNI金融部会副議

長がUNI Apro保険労組ネットワー

ク、日本における保険業界の組織

化の経験を語り、同時に2013年に

東京で開催されたUNI-LCJ金融部会

グローバル・ワークショップの記

録集出版について報告した。 

 

金融改革の銀行ビジネスモデルへ

の影響とその社会的意味：FSB、ビ

ジネスリーダー、組合リーダー間

の対話 

 まずジェニングス書記長が、

「現在、金融業界は非常に緊迫し

た状況の中にある。ストレステス

ト（健全性審査）によって、不合

格の烙印を押される銀行が続出し

ている。我々は、銀行と保険の労

働者が適正に顧客に対応できるよ
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うにするため、社会対話を歓迎す

る」と述べた。続いて、「構造改

革の影響とグローバルバンクとい

う新たなビジネスモデルの出現：

脅威か、それとも好機か?」という

パネル討論で、FSB側は、「オペ

レーションが高度化しており、銀

行への規制は簡単でないことは理

解している。特定投資銀行業務と

中核的な銀行業務の分離、リング

フェンシング、ボルカールールに

則った自己勘定取引の禁止、ヘッ

ジファンドやプライベートエクイ

ティへの出資の禁止、G-SIFIsへの

規制の強化、ホールセールとリ

テールの分離などは必至だ」と主

張した。しかし、欧州銀行連盟の

ロバート・プリスター氏は「欧州

はユニバーサル銀行が多く、この

ような規制（例えば、リテール部

門の分離）は、欧州の銀行にさら

なる困難を強いるもので承服でき

ない」と真っ向から反対した。こ

れに対し、FSB側は「FSBは、各国

の監督機関を支援するのが任務で

あって、それ以上ではない」と

し、批判をはねのけた。さらに

「銀行業の将来」パネルでは、

OECD財務部のシッヒ氏が「暗黙の

政府保障」についての発表を行っ

た。G-SIFIsを潰せないとすると、

これは暗黙の政府保障であって競

争上の歪みを与える。これをどう

考えるかというわけだ。 

 「銀行を分割してどのような効

果があるか」、「コアバンキング

の定義が見直されるか」などの質

疑応答があった。最後に、エドガ

ルド議長が、「我々は状況をよく

認識している。分離、コスト増、

雇用など様々なチャレンジがある

が、銀行業界全体に貢献し、生き

続 け る 覚 悟 で あ る。Including 

Youだけでなく、Including Usとし

てもらいたい」とまとめ、討論を

終えた。 

 

UNI欧州金融部会委員会 

 2日間の議論を終え、10月29日に

開催されたUNI欧州金融部会委員会

では、欧州の現状確認と今後の方

針をめぐって討論が続いた。   

 ストレステストについて、「UNI

欧州は、ストレステストを歓迎す

る。25の銀行がテストに不合格と

なったが、だからといって銀行と

して不合格というわけではない。

ストレステストの補完として、

セールスとインセンティブについ

てのテストも行わなければならな

い。UNIはさらに社会対話を継続

し、セールスとインセンティブの

問題を訴えていく」との声明文が

提起された。これに対し、「スト

レステストは銀行を殺してしまう

ことになる」、「ストレステスト

の 正 当 性 が 問 わ れ て い る」、

「我々は雇用を守らねばならな

い」などの意見が出された。一

方、トルコからは、「1980年に銀

行業はエッセンシャルサービスに

指定され、ストは禁止されたが、2

日前に諮問裁判所は、当指定から

銀行を外し、スト権を認めた」と

の勝利報告もあった。また、社会

対話が使用者によって攻撃されて

いる現状についても提起され、ヨ

ハネス委員は、「欧州中央銀行で

は社会対話はあるが、労働条件に

ついて話してはならないなど、通

常の欧州の労使協議とは比較にな

らない」と問題点を提起した。 

 しかしUNI欧州は、欧州銀行社会

的パートナーのCSRについての相互

理解に関する共同宣言に署名して

おり、今回はこの宣言のレビュー

も発表され、社会対話は日本と比

べると大いに進んでいることを学

んだ。 

 

 

UNI  Apro ／ ICTJ 青年

ワークショップ 
 2014年10月16～18日、マレーシ

ア・クアラルンプールでアジア太

平洋地域の青年組合活動家を対象

としたワークショップが開催さ

れ、アジア太平洋地域およびアフ

リカ地域12ヶ国から48人が参加し

た。 

 また、事務局にはアリス・チャ

ンUNI Apro青年活動担当部長、玉

井諭UNI Apro組織化担当部長も加

わった。ワークショップには通訳

が配置されるが、グループワーク

は英語で行われる。そのため、各

グループでの議論では日本人と海

外参加者の意思疎通が大きな課題

となるが、参加者同士、旺盛な意

欲とチャレンジ精神で全ての課題

に取組んだ。 

 1日目はUNIとUNI Aproについて

理解を深める講義から始まり、日

本とアフリカからの参加者による

青年活動の取組みについての紹介

が行なわれた。南アフリカのケー

プタウンでUNI世界大会が開催され

るのにあわせ、アフリカのジンバ

ブエとウガンダから2人が参加し

た。もともと労働組合が無かった

中で始まった青年活動の成果と課

題について説明した。今後取組む

べき課題として、財政的な基盤が

ないこと、組合加入が少ないこと

（組合加入による解雇の恐れのた

め）、職業訓練の機会が少ないこ

となどを指摘した。 ワークショッ



9  www.uniglobalunion.org 

プには、モハメド・シャフィーUNI

マレーシア加盟協議会議長も駆け

つけ、挨拶の後、「UNI、ボレ！」

と全員で大きな声を出して盛り上

げ、参加者の気持ちを一つにし

た。午後は、6つに分けられたチー

ム毎にグループワークを行い、

チーム内での役割分担と翌日の課

外活動の準備を行った。 

 2日目はチームワークの強化と実

践を目的とした課外活動を実施し

た。各チームは、前日の入念な準

備に基づき、公共交通機関を利用

したクアラルンプール市内の観光

ポイントや商業施設・会社の訪

問、そこで働いている労働者や街

中の人々への労働組合に関するイ

ンタビューという課題に取組ん

だ。各グループは、ペトロナス・

ツインタワーやリトル・インディ

ア（インド人街）、ムルデカ広場

とその周辺、中央郵便局などの中

から、自分たちで選択した少なく

とも2ヵ所を巡った。中には、8ヵ

所も訪問した積極的なチームも

あった。参加者からは、「実際に

インタビューを行うことで現実感

のある話ができた」、「内容の濃

い活動であった」などの感想が述

べられた。 

 この日は金曜日にあたりイスラ

ム教徒のお祈りの日であったた

め、モスクを訪れた参加者もい

た。日本では宗教習慣の違いを感

じる機会が少ないため、海外の慣

習や文化を改めて実感した、との

声もあった。課外活動を無事に終

え所定の時間までにホテルに戻っ

た各チームは、翌日の報告準備に

取組んだ。ほぼ全てのチームが、

午前1時まで作業を行った。この日

の課題を全員でクリアすることで

さらにチームワークが深まった。  

 3日目は、日本の「ラジオ体操」

を全員で行なうことから始まっ

た。自らも7年前のこのワーク

ショップの卒業生である後藤一宏

情報労連副委員長から挨拶を受け

た後、各チームから2日目の課外活

動についての発表が行なわれた。

グローバル化がもたらす労働環境

の変化を指摘したチーム、貧富格

差について問題提起をしたチー

ム、インタビュー結果をグラフ化

して説明したチームなど、各チー

ムが課外活動を通じて様々な考え

を得ていた事が分かった。 

 ワークショップ閉会にあたり総

括が行われ、アリス部長は参加者

全員の努力と成長をたたえた。ま

た、参加者同士、互いに今回の経

験を各国に持ち帰り青年活動を活

発にしていく決意を確認し合い、3

日間のワークショップは無事に終

了した。 

APPU新事務局長が方針

演説 
 UNI Aproとアジア太平洋郵便連

合（APPU）は、2014年8月に覚書を

再締結し、今後4年間の協力関係を

再確認した。APPUは、郵便事業の

経営者（規制当局と事業者、日本

からは総務省と日本郵政が代表す

る）の国際組織であり、アジア太

平洋地域32ヶ国が加盟している。

これまでUNI Aproは、労使関係の

改善と組織化という2つの観点から

APPUとの協力を求めてきた。 

 スリランカ・コロンボで開催さ

れた今回のAPPU執行理事会の注目

点は、今年1月に就任した林APPU事

務局長（中国郵政出身）のスピー

チであった。林事務局長は、今後

のAPPU活動は訓練だけにとどまら

ず、地域やグローバルレベルで、

より活発な役割を果たしていくこ

と、今後の発展方向はEコマースに

あるとして、このための人材開発

に協力したいとした。また、林事

務局長は、現在いくつかに分かれ

て存在している郵政関係の国際支

援 機 関、RTCAP（地 域 技 術 セ ン

ター）、APP（EMS支援センター）

をバンコクに統合したいという希

望を持っており、今後その方向で

動いていくことになると思われ

る。また、アジア太平洋以外の地

域限定連合とも協力の姿勢を打ち

出している。いずれにしても、UNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会に

とって、APPUがより影響力を持つ

ことに異存はない。 

 UNI Aproからは、開催地である

スリランカ出身のチャンドリカUNI 

Apro郵便・ロジスティクス部会委

員が登壇し、UNIとUNI Apro郵便・

ロジスティクス部会の役割を説明

した。そして、スリランカポスト

での労使関係がパートナーシップ

労使関係に基づいて改善された結

果、赤字額も減り、現在新しいビ

ジネスに向けて、努力している様

子を報告した。今回のAPPU執行理

事会はスリランカで開催されたも
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のの、スリランカポストの事情を

聞く機会がなく、チャンドリカ委

員の話は大いに参加者の関心を集

めた。 

 

 

第4回UNI Apro/JP労組

共同英語セミナー 
 2014年11月15～16日、東京・青

梅で第4回目となるUNI Apro/JP労

組共同英語セミナーが開催され

た。JP労組から38人の組合員が参

加し、フィリピンのPEUPからロデ

ル・パシオン、インドのFNPOから

ソマ・ゴシュ、イギリスのCWUから

リー・フィッシュウィックの3人が

リソースパーソンとして招かれ

た。 

 今回のメインテーマは、「組合

による地域貢献活動」であった。

伊藤栄一UNI Apro郵便・ロジス

ティクス部会担当部長は、「UNIの

世界」と題したプレゼンテーショ

ンの中で、グローバルな労働組合

運動の重要性について語った。ロ

デルはフィル・ポストの概要と組

合活動について、ソマはインドの

郵便労組の活動について、リーは

ロイヤルメールの民営化とIPO、青

年労働者への影響について、それ

ぞれ報告を行った。JP労組からは

栗原啓職員が、米国の郵便配達員

連合NALCによるフード・ドライブ

（保存食を低所得家庭などに寄

付）やベトナム郵便労組による献

血活動、車椅子寄贈といった各国

郵便労組の地域貢献活動について

紹介した。 

 続いてグループワークの時間に

は、参加者はリソースパーソンに

英語での表現を助けられながら、

各自の経験をもとに地域での組合

活動について紹介し、意見交換を

行った。翌日には、「組合の理想

的な社会貢献活動」についてグ

ループ毎に英語で発表を行った。 

 セミナーを通じて参加者やリ

ソースパーソンは、アジアや欧州

における郵便事業の状況や組合活

動について学ぶとともに、各国郵

便労働者がUNIファミリーの一員で

あることを認識した。 

 

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。  
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