
 
2017 年（平成 29 年）度「事業計画」 

～財政基盤の健全化と中長期の事業推進体制の強化に向けて～ 

 

はじめに 

世界経済は不確実性を強める一方で、グローバル化は着実に浸透を深めている。市場主

義経済は世界中に拡散し、経済関係をより強固にするために地域経済統合を進め、産業構

造を急速に変化させ、熾烈な国際競争をもたらしている。多国籍企業はグローバルな市場

を追い求め、金融経済は財やサービス等の実体経済（国民所得）をはるかに凌駕するほど

の規模となっている。また、情報通信技術（ICT）、人口知能（AI）等の技術革新も急速に

進展している。こうした技術を駆使した「第 4 次産業革命」と言われる IoT（モノのインタ

ーネット化）活用による産業、労働、雇用、生活等への影響・変化が注目されている。 

しかし、その一方でグローバル化の負の側面が顕在化している。既存の社会経済体制に

対して、若者、中間層、不安定雇用者、失業者等グローバル化の恩恵を享受できない層か

らの不満が高まり、社会的分断が広がっている。その結果として自国優先の保守・保護主

義的な方針に回帰する動きが英国の EU 離脱、米国大統領選挙結果等に表れた。現状に対

する過度の不満や閉塞した社会背景も起因し、国境を越えた大規模な犯罪やテロが頻発し、

社会の安定と平和を破壊し、経済、雇用、環境等を脅かす事態が生じている。 

こうした事態に対して、国際社会は社会政策と経済政策が調和し、包摂的で持続可能な

経済成長とディーセントワークを中心とした公正なグローバル化社会を作り出せていない。

世界中に広がる不満、不公平、貧困、格差に対して、国連「持続可能な開発目標 SDGs（ア

ジェンダ 2030）」の取り組みを促進させ、社会・労働分野の課題である貧困削減、教育機会

の提供、質の高い雇用、女性を中心としたエンパワーメント、ディーセントワークの実現

が求められている。   

 

労働分野におけるグローバル課題に対する国際労働財団（JILAF）の役割 

日本国（以下我が国）の中小企業においても、海外進出・投資が拡大し国際化が進んで

いる。我が国多国籍企業の 6 割強は、経済成長が著しいアジアを中心としながら、北米、

中南米、欧州、中東・アフリカへの進出も拡大している。今日、海外の日系企業数は約 2

万 4 千社（進出地域の約 66%がアジア、5 年間で 3 割増）に達し、現地の従業員数は約 575

万人（アジアが約 7 割）に及ぶ。しかし、企業の国際化と建設的な労使関係の確立が必ず

しも結びつていない。 

労使対話の不足から、対立的な労使関係が経済成長を遂げているアジアを中心に拡がっ

ている。対立の背景には不均衡な富の分配と、労使対話の不足による対立的労使関係が起

きている。いっぽうで、インフォーマル労働者の増加は、労働組合の組機化を困難にして

いる。 



国際労働財団（JILAF）は、こうした発展途上国を中心とした社会開発や労使関係につ

いて、社会的なパートナーである労働組合やそのネットワークを活用して、建設的な労使

関係の確立を目指し、開発途上国の労働組合指導者の人材育成、インフォールセクター労

働者への生活支援（職業技能開発）、児童労働撲滅等を中心とする支援事業に、四半世紀

にわたって取り組んでいる。変化する国際経済・社会の中で、労使協議や団体交渉等の労

使対話を通じて、生産性の向上、公正な制度の確立、質の高い雇用の創出、包摂的で持続

可能な経済活動につながる建設的な労使関係の構築が、一層求められている。 

また、連合は建設的労使関係、労働のガバナンス等の確立に向けた今後の国際労働運動

の戦略を示した「連合国際労働戦略・中間報告(2016 年 11 月)」を策定し、グローバル化

時代における建設的労使関係の構築に重点をおいた運動の方向性を提起している。この方

向性は JILAF 事業と目的が合致している。JILAF は連合、産業別労働組合（産別）、地方

連合会、労働者福祉事業団体、GUF（国際産業別労働組合組織）、NGO、経済団体等と連

携協力し、事業の着実な遂行を通じて、健全な経済・社会開発に貢献する、民間外交の一

翼としての社会的責任と役割を果たしていく。 

 

2017 年度事業に向けた取り組み 

2017 年度では公益法人として事業を着実に遂行し、責任ある説明・行動に徹しながら

社会的な責務を踏まえて持続可能な事業体制の構築に努めていく。当面の課題である財務

状況は 2011 年度から 3 年連続赤字決算から、2014 年度（経常収益 1660 万 4 千円）、2015

年度（経常収益 2203 万 8 千円）と黒字基調への転換が図れた。しかし、寄付金収入の環

境も厳しく、超低金利政策が長期化する等取り巻く環境は厳しい中であるが、安定した財

源の確保、不断の経費削減等を通じて黒字化体質の定着化を図り、一層の財政健全化を進

める。 

事業の集中と選択、国際労働運動との連携、JILAF タイ事務所の効率的展開、タイムリ

ーな情報提供等を強めるともに、役職員一同が国際社会の変化と危機意識の共有を深め、

事業を支える事務局の「働き方改革」を進め、知識・技能等事務局員の人材育成・能力開

発にも力点をおいて取り組む。 

こうした体制基盤の下で、招へい事業、現地支援事業等の実施により、広く我が国の労

働事情、労使関係等の理解を促進し、建設的な労使関係の意義についての理解・普及を図

り、公的な支援が行き届かない経済的に脆弱な人達への雇用や教育等社会開発への支援を

実施する。また、労働関係情報を広く内外に発信等の諸活動を通して、国際労働分野にお

ける社会開発支援の先達として、民主的な労働運動の発展に貢献していく。 

 

 

 

1．労働組合指導者の招へいセミナーの実施（以下「招へい事業」） 



 

（１）海外進出先の労働組合指導者に対する招へいセミナーの実施  

日系企業・事業所進出が多い、または今後進出が加速すると見込まれる国の労働組合

指導者を招へいし、我が国の労使関係・労使慣行等に関するセミナーを実施する。その

ことを通じ、日系事業者が進出国において円滑な労使関係等を構築し、無用な労使紛争

を回避する等、多国籍企業の安定的な経営を通じ、我が国の雇用安定に資する。 

また、我が国に進出する外資系事業者の関係国から、当該外資系企業又は団体に所属

する労働組合の指導者等を招へいし、帰国後、我が国の労使関係・労使慣行等について

の理解を関係国に普及させることにより、今後の対日投資の拡大に際し、我が国国内に

おける労働者の雇用安定に貢献する。 

内容に関しては、被招へい者が労働諸課題やその対策等について理解を深めることが

できるよう配慮したプログラムを設定する。具体的には、我が国の労使関係や法制度等

について講義を行い、その上で、連合本部、産別、企業別労働組合や連合地方組織を訪

問する。また、厚生労働省、日本生産性本部、全国労働金庫協会や全労済協会を訪問す

る等、我が国の労働運動と政府との関係、生産性運動や労働者福祉に関する取り組み等

をさまざまな角度から立体的に学習し、我が国の労働関係全般に対する知見・理解を深

化させる。 

セミナーは年間 11 チーム、110 名程度を招へいする。1 回のセミナーは移動日、休日

等を除き 10 日（14 日間コース）を原則とし、特別チームとして建設的労使関係強化・発

展チーム（10 日間コース）のほか、先進国チーム（7 日間コース）を配置する。 

 

（２）労働組合の平和に関する取り組みへの情報提供の実施 

 連合は、職場で働き、労働運動に取り組むためには、社会が平和で安定していることが

不可欠との認識から、戦争のない平和な社会を構築する運動を進めている。こうした取り

組みの重要性を広く共有すべく、チーム編成を考慮した上で、5～6 チーム程度に広島・長

崎訪問を組み入れる。 

 

（３）海外労働事情に関する情報提供業務の実施 

招へい事業の過去の参加者であって、所属組織内において一定の地位に就いている者

や、過去数年以内に大規模な労使紛争が発生した国の労働組合指導者他を再招へいする。

これを通じ、我が国の労働関係者に対し、諸外国の 新の労働情勢、労使紛争の状況や

労使慣行等について情報を提供し、海外展開する我が国事業所での無用な労使紛争の発

生等を未然に防止する。 

セミナーは移動日、休日等を除き 5 日（7 日間コース）、6 名程度とし、再招へいチー

ムとして年 1 回実施する。 

① 対象国 



≪アジア地域全般≫ 

世界経済の成長センターに位置付けられる東南アジア諸国（ASEAN）には、安価な労

働力等を求めて日系企業・事業所のみならず、先進諸国・中国等から多くの多国籍企業

が進出しており、人口約 6 億人を有する当該地域はさらなる経済発展が見込まれている。

これに伴い、関税撤廃の動きや物流・サービス・投資等の分野で統合に向けた取り組み

が加速する一方で、域内の格差拡大、不公正な配分、対立的労使関係や頻発する労使紛

争、分立する労働運動等が課題となっている。 

上述を踏まえ、今後も ASEAN 諸国と経済的に結びつきが深まる他のアジア諸国も含

め、アジア地域を中心に招へいを実施することにより、我が国の労使慣行・労使関係・

労働法制・生産性運動等の共有や建設的労使関係の構築、無用な労使紛争の未然防止等

を通じ、企業経営の安定と労働者の雇用安定に貢献していく。 

 

＜アジア・大洋州チーム＞ 

 日系企業・事業所が多く進出しているアジア各国に加え、国連機関等が大洋州地域の拠

点としているフィジーを加え、アジア・大洋州チームとして設定する。フィジーは、クー

デターによる軍事政権が続き、労働者の権利の侵害も報告されていたが、平成 26（2014）

年に民政に復帰・政治的安定に伴い観光業を中心に日系企業の進出が加速傾向にある。 

同チームに対して、我が国の労使関係や労使慣行、生産性向上と雇用安定の取り組み等

の理解を促進する。その上で、建設的な労使関係の構築と民主的な労働組合運営等につい

て必要な情報を提供していくとともに、各国間の相互理解の促進にも貢献する。 

 

＜アジアユースチーム＞ 

各国労働運動の牽引役として将来を有望視されている若手労働組合活動家を招へいし、

我が国の労使関係や労使慣行、生産性向上と雇用安定の取り組み等の理解を促進すること

に加え、建設的な労使関係の構築と民主的な労働組合運営等について必要な情報を提供し

ていく。 

 

＜中国・インドネシアチーム＞ 

両国ともに日系企業・事業所が多く進出しているものの、労使紛争や労働争議が絶えな

い。労働組合指導者との情報交流を通じ、建設的な労使関係の構築を通じた無用な労使紛

争の防止や雇用安定を図るべく、我が国の労使関係や労働法制等について情報を共有する。 

なお、中国については、平成 27（2015）年の実質国内総生産（GDP）の成長率が前年比

6.9％となり、前年の 7.3％を下回って 25 年ぶりの低水準となった。一方、インドネシアは、

インド・中国に続く経済成長国であるものの、平成 27（2015）年の GDP 成長率は前年比

で 4.8％と、5 年連続で伸長が鈍化している。 

このように、両国の成長は減速気味ではあるが、依然としてアジアで巨大な経済力・プ



レゼンスを保持している。さらに、中国がインドネシアの高速鉄道敷設工事の一部を落札

する等、両国の経済的な結びつきも強くなっていることから、二ヵ国でのチーム設定とす

る。 

 

＜ラオス・タイチーム＞ 

両国は AEC（アセアン経済共同体）が力強く駆動する中にあって、世界的にも熱い視線

が送られている経済成長センター“メコン経済圏”に位置している。ラオスについては、

豊富な電力資源に加え、隣国タイにおける人件費の高騰等に伴い、日系企業・事業所を含

む多国籍企業の関心が急速に高まっている。またタイは、暫定軍事政権の誕生や国王の崩

御に伴い、日系企業・事業所のビジネスリスクも懸念されたものの、現段階で大きな混乱

等は確認されていない。 

これらを踏まえ、言語面でも相互の意思疎通が可能な両国の労働組合リーダーを招へい

し、我が国の労使慣行や建設的な労使関係の構築を通じた雇用安定の取り組み等について

共有するとともに、今後益々強まる AEC との経済的連携も視野に入れつつプログラムを展

開する。 

 

＜カンボジア・ミャンマーチーム＞ 

AEC の中でも経済的に脆弱な両国は、ともに繊維縫製産業が主要な産業であることや、1

人当たり GDP も同程度と経済的な類似性を共有している。両国は、タイ、インドネシア等

に比し労務人件費が低廉であることから、外国籍企業の新たな投資先・拠点として注目さ

れつつある一方で、 低賃金の引き上げ等をめぐる紛争も発生している。 

また、労働組合の活動に対する制限等もあり組織化も困難な状況にある。このような状

況にある両国を招へいし、労働組合の民主的な組織運営をはじめ、団体交渉や労働協約等、

労使関係に必要な基礎的な情報提供を行うとともに、建設的な労使関係の構築を通じた雇

用安定の取り組みや無用な労使紛争の未然防止策等を論議・検討する。 

 

＜バングラデシュ・モンゴルチーム＞ 

バングラデシュは、アジアの 貧国の一つに属するものの、近年では、その人口規模と

豊富で安価な労働力を背景に外国企業の投資によって年率 6％の堅調な成長を続けている。

しかしながら、人口の 3 割が貧困層にとどまっているばかりでなく、平成 25（2013）年の

ラナプラザ崩壊事故による多数の犠牲者や、平成 28（2016）年 7 月 1 日にはダッカのレス

トラン襲撃人質テロ事件において、日本人 7 人を含む民間人 20 人が殺害される等、厳しい

実態も浮き彫りにされている。このような中でも、投資先・市場として注目を集めている

ことや、繊維・製靴産業を中心に多くの外国企業が進出していることから、社会・経済の

発展を促進する労使関係の枠組みをつくる必要性は益々増大している。 

モンゴルは、石炭、銅、ウラン、レアメタル、レアアース等の豊富な地下資源に恵まれ，



中国とロシアに挟まれていることから、資源やエネルギーの安定的供給確保や安全保障の

面からも、我が国にとって重要である。また、外国からの直接投資を拡大させることは、

昨年 8 月に発足したエルデネバト政権の基本政策である。 

これらを踏まえ、両国労働組合指導者との情報交流を通じ、社会経済の発展に向けた建

設的な労使関係の構築や雇用安定の取り組みを強化すべく、我が国の労使関係や労働法制

等に関する情報を共有する。 

 

＜ユーラシアチーム＞ 

 欧州とアジア双方にとって地政学的に重要な位置にある CIS 諸国（独立国家共同体）は、

ソビエト連邦崩壊により平成 3（1991）年に独立を果たし、民主化と市場経済化を推進し

ている。その一方で、CIS 諸国では天然ガス等のエネルギー資源に乏しい場合、資源大国

ロシアに依存せざるを得ない等の事由から、真の意味での民主化や市場経済化が限定的に

なっていることに加え、政治腐敗・汚職、紛争、貧困等の課題も抱えている。 

トルコは、ユーラシア大陸の大国としてだけではなく、G20 の一国として、国際社会に

おける存在感を高めており、日系企業・事業所の進出は政治的な不安定要素はありつつも

増加傾向にある。ウクライナは石炭と鉄鉱石等の地下資源が豊富であり、大手商社や自動

車・家電メーカー等の日系企業・事業所が進出している。カザフスタンは、我が国の約 7

倍の国土に石油、石炭、ウラン、レアメタル等の天然資源を豊富に有している。ウズベキ

スタンも金・天然ガス等有しており、両国に日系企業・事業所をはじめとした多くの多国

籍企業が強い関心を寄せている。 

これらの地域は今後、経済の発展に伴い日系企業・事業所のさらなる進出とともに、我

が国との結節も一層強まっていくことが想定されることから、同地域の労働事情等の把握

に努めつつ、我が国の労使関係や労働事情についても共有し、建設的な労使関係の構築等

に資する交流を進めていく。 

 

＜アフリカ英語圏チーム＞ 

54 ヵ国、人口 8 億人の一大市場であるアフリカ大陸は、石油、鉱物、レアメタル等の資

源も数多く保有し、我が国の産業発展、エネルギー需要の観点からも極めて重要な国々と

なっている。特に英語圏の南部には、アフリカ 大の経済大国である南アフリカがその存

在感を強めており、自動車関連産業を中心に日系企業・事業所の進出が加速している。 

同地域は、今後の人口増加等に伴い、経済的にも一層発展・市場としての潜在的魅力が

増すものと認識する。このため、経済社会の発展段階における労働運動の役割や建設的な

労使関係構築の必要性等について理解を促進することは、経済的連携のみならず、将来的

な日・アフリカ関係の強化にも貢献していくものと認識する。 

 

＜中南米チーム＞ 



 豊富なエネルギー資源、鉱物資源、食糧資源等の輸出を背景に、中南米地域は多国籍企

業の有力な進出先となっている。メキシコ及びブラジルをはじめ、我が国からの企業進出

も多く、豊富で安価な人的資源からしても、世界の大きな製造拠点かつ市場となる潜在性

を保持している。 

今後、我が国からの企業進出もさらに増加していくと考えられる中で、情報量が少ない

中南米各国の労働事情を聴取しつつ、建設的な労使関係の構築と民主的な労働組合運営等

について必要な情報を提供、相互理解を深めていく。 

 

＜建設的労使関係強化・発展チーム＞ 

 日系企業・事業所をはじめとする多国籍企業・事業所がとりわけ数多く進出しているタ

イ、ベトナム、インドネシア、フィリピン、マレーシア各国から、建設的労使関係の基盤

が比較的根付きつつある日系企業の労働組合役員を招へいする。その上で、我が国の労使

関係や労働法制等に関する 新情報を共有し、建設的労使関係をさらに強化すること等を

通じ、現地における健全かつ建設的な労使関係のさらなる強化・発展を通じた雇用安定・

労使紛争の未然防止に寄与する他、他国への波及や東南アジア内での日系企業労働組合リ

ーダーのネットワーク構築にも貢献する。なお、プログラム中には、現地労働事情報告会

の開催や海外日系進出企業労使との交流を企画している。 

 

＜先進国チーム＞ 

 ドイツで提唱された“インダストリー4.0”は、IT やセンサーを利活用して多くの企業や

工場を結び、生産に関するデータを共有し、生産過程のデジタル化を進めて生産効率を高

めるもので、第 4 次産業革命と称されている。同様の概念として、アメリカのゼネラル・

エレクトリック（GE）社が提唱するインダストリアル・インターネットがあり、これらの

製造業の効率化は国際競争力の強化として注目を集める一方、製造業の効率化に伴う雇用

の確保等、労使関係や働き方にも大きな影響を及ぼすことが想定される。 

また、バルト三国のエストニアは、IT 大国として Skype（スカイプ）を産んだ国であり、

外国の IT 企業の進出も多く、ソフトウエア開発等の重要な拠点となっている（同国はすべ

ての行政サービスをいち早く電子化）。 

これらの IoT 先進 3 ヵ国の労働組合リーダーを招へいし、公益財団法人連合総合生活開

発研究所（連合総研）等と連携の上、「第 4 次産業革命が雇用・労働に及ぼす影響と課題」

等に焦点を当てた国際シンポジウムを中心にプログラムを予定している。 

 

＜再招へいチーム＞＊海外労働事情に関する情報提供業務  

メキシコ及びブラジルは、ラテンアメリカにおける経済大国であり、豊富な鉱物資源や

安価な人件費等を背景に多くの日系企業・事業所が進出する一方で、労使紛争・労働争議

も報告されている。 



メキシコには我が国からも自動車関連産業等の工場が多く進出し、我が国とも EPA（経

済連携協定）を締結している。歴史的経過からも我が国との結びつきが極めて強いブラジ

ルは、BRICs の一国として財界から注目を集める一方、資源価格の下落や政治腐敗・治安

悪化等に直面している。 

本年度は、両国から過去に「招へいプログラム」に参加し、我が国の労使関係・労使慣

行や雇用安定の取り組みを看取した経験者を改めて我が国に招へいし、これまでに発生し

た無用な労使紛争を含むさまざまな労働問題の背景や要因を分析、未然防止に向けた対応

等に関する研修を実施する。併せて、労使紛争事案と解決に焦点を当てた労働事情を聴く

会を開催し、関係組織等に情報提供を行う。 

  

② 招へい対象者数及び対象者の選定方法・基準等 

 ア） 招へい対象者数 

 総数：31 ヵ国・1 地域 116 名 

・タイより 8 名 

・インドネシアより 7 名 

・カンボジア、ミャンマー、ラオス、インド、バングラデシュ、ブラジルより各 6 名 

・中国、ベトナム、フィリピン、マレーシア、メキシコより各 5 名 

・トルコ、モンゴルより各 4 名 

・スリランカより 3 名 

・ドイツ、アメリカ、エストニア、カザフスタン、ウクライナ、ウズベキスタン、 

南アフリカ、ケニア、ガーナ、ザンビア、タンザニア、チリ、アルゼンチンより

各 2 名 

・フィジー、コロンビア、香港より各 1 名 

 

イ） 対象者の選定方法・基準等 

   我が国へ招へいする各国の労働組合指導者は、習得した内容を自国において広く伝

播・普及可能な能力を保持、若しくは将来的に当該国の労働運動において有力な幹部

となることが見込まれることを基本要件に、原則 50 歳以下、組合活動歴 5 年以上の者

を選定する。 

具体的な選定にあたっては、招へい対象組織（ナショナルセンター）から提出され

る候補者の推薦書に記載の組合活動歴及び職務経験等について分析し判断する。また、

女性活動家の参加についてもこれまで以上に意識し、一定程度バランスのとれた参加

となるよう引き続き対応していく。 

各招へい対象組織に対しては、予備候補の推薦も要請し、計画に沿った事業推進を

図っていく。  

ウ） 被招へい者への対応 （研修効果を上げる方策等） 



 

a）言語(通訳)の対応及びチームの使用言語 

言語については、研修効果を高めるため、可能な限り母国語又は母国語と同等の言語

での招へいとする。ただし、アジア（アジア大洋州、アジアユース、建設的労使関係強

化・発展）、アフリカ英語圏、先進国からの被招へい者については、原則英語での研修

を実施する。また、英語の理解力については、ナショナルセンターからの報告と英語に

よるレポート（労働事情の報告）によって判断する。 

通訳者の選定にあたっては労働用語に精通している者を基本とし、事前に資料（労働

関係用語集等）を提供して準備ができるようにする。なお、通訳を初めて行う者につい

ては、JILAF スタッフが事前説明を丁寧に行うとともに、JILAF が実施する労働講義の

受講機会等を事前に提供し、我が国の労使関係・労使慣行等について理解を深める取り

組みを実施し、その上で依頼する。 

なお、通訳等の選定にあたっては、複数の業者からの見積もりを取り、価格や対応等

を総合的に判断、決定する。 

＜母国語又は母国語と同等の言語での招へい＞ 

・中国・インドネシアチーム（中国語、インドネシア語） 

・ラオス・タイチーム（ラオス語、タイ語） 

・カンボジア・ミャンマーチーム（クメール語、ミャンマー語） 

・バングラデシュ・モンゴルチーム（ベンガル語、モンゴル語） 

・ユーラシアチーム（ロシア語、トルコ語） 

・中南米チーム（スペイン語、ポルトガル語） 

・再招へいチーム(スペイン語、ポルトガル語) 

＜英語での招へい＞ 

・アジア・大洋州チーム 

・アジアユースチーム 

・アフリカ英語圏チーム 

・建設的労使関係強化・発展チーム 

・先進国チーム 

 

ｂ）安全の確保及び危機管理について 

研修期間中は、安全面に配慮し、JILAF スタッフおよび JILAF が契約するプロジェク

トアドバイザー（労働運動経験者）の 2 名以上で全日程を引率する。プロジェクトアド

バイザーは、研修内容のフォローだけではなく、生活面等についてもアドバイスを行う。 

また、研修初日には、大規模地震等発生時の避難場所や避難方法等についても防災マ

ニュアルに基づき説明する（被招へい者用のヘルメットも常備）。 

失踪防止については、常時、被招へい者の行動に注意を払うとともに、空港送迎時を



含め万全を期す。万が一失踪が発覚した場合は、危機管理マニュアルに則り適切に対処

する。 

 

  



③ カリキュラム 

ア） 標準 14 日間コース 
 テーマ・ねらい 講義内容 講 師 等 

1日目 
（日） 来   日  

2日目 
（月） 

課題提起 
研修目標設定 
 

研修初日に、私たちが置かれている現況につ

いて JILAF 役員より情報の共有と問題提起を

行うことで研修効果を高める。 
研修目的の明確化、労働組合リーダーとして

必要な判断力と行動力等に関する講義、各自目

標設定を行う。 

JILAF役職員 

3日目 
（火） 

日本の労働組合の沿革 

戦後我が国の労働組合運動の軌跡と課題に

ついて学ぶ。企業別労働組合、春季生活闘争、

労働協約、団体交渉と労使協議制等、今後の課

題等に関する講義と意見交換を行う。 

JILAF役職員 

労働者を支える法体系 
労働基準法、労働組合法等、労働関係法規及

び社会保障制度に関する講義と意見交換を行

う。 

JILAF役職員、
専門家 

4日目 
（水） 

労働者を支える行政1 
厚労省において、変化する労働行政について

学ぶ。 
厚労省 

労働組合のビジョン1 

全ての労働者の地位向上に向けた連合の役

割と取り組みについて学ぶ。ナショナルレベル

の課題に対する重点活動（雇用・労働政策、男

女平等、経済・産業政策、生活福祉政策等）に

関する講義と意見交換を連合本部で行う。チー

ムごとに、課題を絞って意見交換を行う。 

連合本部 

5日目 
（木） 

労働組合役員の交渉力 

労働組合役員としての交渉力を高めるため、

我が国の企業別労働組合における労使協議や

団体交渉について理解を深めることを重点に、

グループ討議を交えながら研修する。 

JILAF役職員 

労使関係構築力1 

生産性三原則、生産性向上と労使協議の役割

及び日本的労使関係（建設的労使関係・労使協

議制等）に関する講義と意見交換等について、

日本生産性本部を訪問して行う。 

日本生産性本部

6日目 
（金） 

労働組合役員の組織運営力 
労働組合が民主的な運営を行うための活動

や、組織強化・組織拡大への取り組みに関する

講義と意見交換を行う。 
JILAF役職員 

労働組合役員の情報収集力 

参加者の国の労働事情や社会情勢に関して、

主張等を短時間にまとめて報告を行うための

研修と、情報の共有、相互理解を深める。 
被招へい者 

7日目
（土） フォローアップ 

前段の研修を受け、そのフォローアップ等を

行う。 
 

プロジェクト 
アドバイザー等



8日目 
（日） 

休日（チームに応じて労働
組合の平和ビジョン） 

参加者が休養と自己学習又は東京近郊を視

察できるよう休日とする。また、チーム構成に

応じて、広島または長崎を訪問し、原爆資料館

等の視察と連合が取り組む平和運動の理解を

深める。 

プロジェクトア
ドバイザー等 

9日目 
（月） 

 地方連合会へ移動  

地域における労働者互助の
ための仕組み 

地域における労働者互助の仕組みについて

労働金庫または全労済等を訪問し、自主的な金

融ないし共済の取り組み等について研修を受

ける。13 日目の労働者互助のための仕組みと

違う団体とし、重複は避ける。 

 
労働金庫 

 
全労済 

 
 

10日目 
11日目 
（火～
水） 

労働組合のビジョン2 

地域経済の発展、組織化、労働者のための活

動、地域行政との関係、連合本部との違い等に

ついて地方連合会役員と意見交換を行い、理解

を深める。また、地方自治体の役割等について

も学ぶとともに、地域の職場（工場）やライフ

サポートセンター視察等を行い労働組合員と

の交流や地域の文化等を体験する。 

地方連合会 

労働者を支える行政2 
ハローワーク等の視察を行い、地域における

求職支援政策等職業安定行政の仕組みについ

て研修する。 
ハローワーク 

12日目 
（木）  

労働組合役員の政策立案力 

産業別労働組合の政策立案手法について理

解を深めるため、活動方針、春季生活闘争や産

業政策面や労使関係等について産業別組織を

訪問し研修する。 

産別訪問 

労使関係構築力2 
経営側からみた労使関係と人材育成等の重

要性に関する講義と意見交換を行う。 
日本経団連 

13日目 
（金） 

労働者互助のための仕組み 

 我が国の労働者互助組織である全労済協会

または全国労働金庫協会から、組合員の自主的

な共済や金融の仕組みについて研修を受ける。 

 
全労済協会 

 
全国労働金庫協会 

 
労働組合役員の問題解決力 
 
成果報告 
 

財団役員との意見交換を通じて、これまでの

研修等で感じたことや疑問点、各国の労働組合

が抱える問題等について自由な意見交換を行

う。 
成果報告会では、被招へい者が研修当初に立

てた研修目標に対する自己評価を行う。 

JILAF役職員 
被招へい者 

14日目 

（土） 
離   日  

 

  



イ） 建設的労使関係強化・発展チーム 10 日間コース 

       内                      容 講師等 

1日目 
（日） 

来  日  

2 日目 

（月） 

10:00-12:00 

オリエンテーション／開会式 

14:00-17:00 

労働組合リーダー論 
JILAF役職員

3 日目 

（火） 

10:00-12:00 

講義：日本の労働運動の課題と

役割 

14:00-17:00 

講義：労働組合法、労働基準法

等労働関係法規及び社会保障制

度の基本 

JILAF役職員

4 日目 

（水） 

10:00-12:00 

厚生労働省訪問：変化する労働

行政について学ぶ 

14:00-17:00 

連合訪問：連合の役割と運動 

 

 

厚労省 

連合本部 

5 日目 

（木） 

10:00-12:00 

産別訪問：産業別労働組合の政

策立案手法等について学ぶ 

14:00-17:00 

職場訪問：職場の労使協議の実際

等について学ぶ 

産別本部 

6 日目 

（金） 

10:00-12:00 

労働事情を聴く会 

14:00-17:00 

労働事情を聴く会及び日系企業

労使との交流 

JILAF役職員

被招へい者 

7 日目 

（土） 

10:00-12:00 

講義：労使紛争解決手段の仕組

み等 

14:00-17:00 

講義：労働組合の運営、労使協議

制、団体交渉等 

JILAF役職員

8 日目 

（日） 
自由研修 自由研修  

9 日目 

（月） 

10:00-12:00 

JILAF 役員との意見交換 

14:00-17:00 

成果報告会／閉会式 
JILAF役職員

10 日目 

（火） 
離  日  

 

  



ウ） 再招へい 7 日間コース 

 

エ） 先進国チーム 7 日間コース 

日 付      内                      容 講師等 

1 日目 

（日） 
来  日  

2 日目 

（月） 

10:00-12:00 

オリエンテーション／開会式

14:00-17:00 

講義：日本の労働組合の重点課題 
JILAF役職員

3 日目 

（火） 

10:00-12:00 

連合総研訪問：シンポジウム

の課題に基づく情報交換・意

見交換 

14:00-17:00 

連合訪問：シンポジウムの課題に

基づく情報交換 

連合総研 

連合本部 

4 日目 

（水） 

10:00-12:00 

シンポジウム準備 

13:00-17:30 

国際シンポジウム（50 名規模） 

被招へい者 

専門家 

5 日目 

（木） 

10:00-12:00 

産別訪問：産別の政策課題と

意見交換  

14:00-17:00 

職場訪問 

 

産別本部 

日 付      内                      容 講師等 

1 日目 

（日） 
来  日  

2 日目 

（月） 

10:00-12:00 

オリエンテーション／開会式 

14:00-17:00 

講義：日本の労働組合の重点課題 
JILAF役職員

3 日目 

（火） 

10:00-12:00 

中央労働委員会訪問：日本の労

使紛争解決手段と意見交換 

14:00-17:00 

連合との意見交換（労働事情を聴

く会のテーマに合わせ） 

中労委 

連合本部 

4 日目 

（水） 

10:00-12:00 

講演会準備 

13:00-17:30 

国際シンポジウム「第 4 次産業革

命が雇用・労働に及ぼす影響と課

題」（50 名規模） 

被招へい者 

5 日目 

（木） 

10:00-12:00 

産別訪問：産別の政策課題と意見

交換 

14:00-17:00 

講義： 近の労働・社会法制をめ

ぐる動向 

産別本部 

JILAF役職員

6 日目 

（金） 

10:00-12:00 

JILAF 役員との意見交換 

14:00-17:00 

成果報告会／閉会式 
JILAF役職員

7 日目 

（土） 
離  日  



6 日目 

（金） 

10:00-12:00 

財団役員との意見交換 

14:00-17:00 

成果報告会／閉会式 
JILAF役職員

7 日目 

（土） 
離  日   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

＜14 日間コース＞ 

チーム名 人員 期間 使用言語 参加国 
現地連携
組織 

人数

中国・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 10 名 
5 月 14 日～ 

5 月 27 日 

中国語 

インドネシア語 

中国 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

ACFTU 
CITU 
KSBSI 

5 名 

3 名 

2 名 

ラオス・タイ 12 名 
6 月 18 日～ 

7 月 1日 

ラオス語 

タイ語 

ラオス 

タイ 

タイ 

タイ 

LFTU 
ITUC-TC 
ALCT 
CILT 

6 名 

4 名 

1 名 

1 名 

ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ・ﾐｬﾝﾏｰ 12 名 
7 月 2 日～ 

7 月 15 日 

クメール語 

ミャンマー語 

カンボジア 

ミャンマー 

ITUC-CC 
CTUM 

6 名 

6 名 

ユーラシア 10 名 
7 月 23 日～ 

8 月 5日 

ロシア語 

トルコ語 

ｶｻﾞﾌｽﾀﾝ 

ﾄﾙｺ 

ｳｸﾗｲﾅ 

ｳｽﾞﾍﾞｷｽﾀﾝ 

FPRK 
TURK-IS 
KVPU 
TUFU 

2 名 

4 名 

2 名 

2 名 

アジアユース 10 名 
9 月 3 日～ 

9 月 16 日 
英語 

ｲﾝﾄﾞ 

ｲﾝﾄﾞ 

ﾏﾚｰｼｱ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

HMS 
INTUC 
MTUC 
TUCP 
SENTRO 
VGCL 

2 名 

2 名 

2 名 

1 名 

1 名 

2 名 

中南米 10 名 
10 月 15 日～ 

10 月 28 日 

ポルトガル語 

スペイン語 

ｱﾙｾﾞﾝﾁﾝ 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

ﾁﾘ 

ｺﾛﾝﾋﾞｱ 

ﾒｷｼｺ 

ﾒｷｼｺ 

CGT 
CUT 
FS 
UGT 
CUT 
CTC 
CTM 
UNT 

2 名 

1 名 

1 名 

1 名 

2 名 

1 名 

1 名 

1 名 

アフリカ英語圏 10 名 
11 月 5 日～ 

11 月 18 日 
英語 

ｶﾞｰﾅ 

ｹﾆｱ 

南ｱﾌﾘｶ 

南ｱﾌﾘｶ 

ﾀﾝｻﾞﾆｱ 

ｻﾞﾝﾋﾞｱ 

GTUC 
COTU 
COSATSU
FEDUSA 
TUCTA 
ZCTU 

2 名 

2 名 

1 名 

1 名 

2 名 

2 名 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ・ﾓﾝｺﾞﾙ 10 名 
12 月 3 日～ 

12 月 16 日 

ベンガル語 

モンゴル語 

ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ 

ﾓﾝｺﾞﾙ 

ITUC-BC 
CMTU 

6 名 

4 名 

招へい事業 計画一覧 



アジア・大洋州 10 名 
1 月 14 日～ 

1 月 27 日 
英語 

ﾌｨｼﾞｰ 

香港 

ｲﾝﾄﾞ 

ｲﾝﾄﾞ 

ﾏﾚｰｼｱ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ｽﾘﾗﾝｶ 

ｽﾘﾗﾝｶ 

ｽﾘﾗﾝｶ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

FTUC 
HKCTU 
HMS 
INTUC  
MTUC 
TUCP 
CWC 
NTUF 
SLNSS 
VGCL 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

1 名 

＜10 日間コース＞ 

チーム名 人員 期間 使用言語 参加国 
現地連携組

織 
人数

建設的労使関係

強化・発展 
10 名 

6 月 4 日～ 

6 月 13 日 
英語 

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ 

ﾏﾚｰｼｱ 

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ 

ﾀｲ 

ﾍﾞﾄﾅﾑ 

CITU 
MTUC  
TUCP  
CILT 
VGCL 

2 名 

2 名 

2 名 

2 名 

2 名 

＜7 日間コース＞ 
 

チーム名 人員 期間 使用言語 参加国 
現地連携組

織 
人数

先進国 6 名 
9 月 24 日～ 

9 月 30 日 
英語 

ﾄﾞｲﾂ 

ｴｽﾄﾆｱ 

ｱﾒﾘｶ 

DGB 
EAKL 
AFL-CIO 

2 名 

2 名 

2 名 

再招へい 6 名 
11 月 26 日～ 

12 月 2 日 

ポルトガル語 

スペイン語 

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ 

ﾒｷｼｺ 

CUT 
CTM 

3 名 

3 名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



２．現地支援事業 

～建設的な労使関係の構築と、インフォーマル労働者の生活改善・底上げに向けた現地

支援事業の展開～ 

 
（1）事業別活動の考え方 

①二国間セミナーの実施 

  我が国からの事業所進出が多いアジア地域において、被支援国ナショナルセンターや

労働問題・労働政策を専門とする有識者、招へい事業とのさらなる連携のもと、二国間

セミナー（労使関係・労働政策セミナー）を開催する。 

このうち、大都市が複数存立し、さらに日系企業・事業所の進出が著しい国々におい

ては、費用対効果を 大限高める観点から、現地組織の運営能力等を勘案しつつ同一出

張・複数セミナーの開催を検討する。 

これを通じ、グローバル・シームレス化により成長著しいアジアの激動する社会・労

働情勢下において、生産性向上への貢献を通じた建設的労使関係の構築や雇用安定のた

めの労使協議・団体交渉の実現等がなされるよう、幅広い教育を実施する。 

  セミナーは 1 ヵ国 2 日程度、 低 30 名を原則とし、14 ヵ国で実施する。 

 

②多国間セミナーの実施 

  アジア大洋州地域及び東南アジア地域から 30名程度の労働組合リーダーをシンガポー

ルならびにタイに招集し、各国の労使関係（とりわけ日系企業が多数進出している国の

労使関係と、その建設的な在り方、労使紛争の未然防止等）、労働政策、産業問題等に関

し、情報交換ならびに講義等を配置する。これを通じ、それぞれの国の雇用安定、労使

紛争未然防止の一助とするとともに、人的ネットワークの構築を図る。 

  アジア大洋州各国セミナー（シンガポール）は JILAF が中心となり、国際労働組合総

連合アジア太平洋地域組織（ITUC‐AP）と共催し、7 日間で 1 回実施する。 

  また、東南アジア各国セミナー（タイ）は ILO 労働者活動局（ILO-ACTRAV）と共催

し、5 日間で 1 回実施する。     

 

③社会開発活動 

ア） 国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA） 

2011 年度にスタートした本事業は、国際的な政労使・ILO ネットワークを活用し、イ

ンフォーマル経済の拡大に伴い貧富の格差等が広がるアジア地域において、草の根レベ

ルの低所得者や女性・障がい者等、経済基盤の脆弱な人々に対する社会的セーフティネ

ットの構築と生活改善・底上げと収入改善のための取り組みを 4 ヵ国（タイ、ネパール、

バングラデシュ、ラオス）において展開してきた。 

具体的には、公的なサポートが行き届かないインフォーマルセクター労働者とその家



族等を組織化しつつ、生活の底上げに必要な情報提供や職能開発訓練のほか、（一財）全

国勤労者福祉・共済振興協会（全労済協会）の協力のもと、互助制度の確立等に取り組

み、核要員の養成等をつうじた現地の自立的運営を促進してきた。 

その結果、各国においては、現地主導による取り組みが根付きつつあることに加え、

職能開発訓練受講後に就労・就職・起業が実現（収入向上）したインフォーマルセクタ

ー労働者の発現や協同組合の設立等、一定の成果と実績を確認してきた。 

2017 年度事業では、本事業が当該国の一つの社会システムとして着実に根付くよう、

a)タイ事業「フェーズⅡ」の着実な履行、ｂ）その他 3 ヵ国の現地主導体制のさらなる

強化と自主・自立・自律化、ｃ）事業実施 4 ヵ国内での全国展開に向けた波及活動、d）

ILO プロジェクトとのさらなる連携――の一年と位置付け、今年度事業の成果と課題等

を振り返りつつ、さらなる事業完成を追求していく。 

さらに、本年度は既存対象 4 ヵ国のほか、他国への SGRA モデルの普及（経験・ノウ

ハウ共有）を行う。これまでの実績の蓄積を、インフォーマル労働者の組織化へのニー

ズと組織の運営能力が高く、ILO 関係事業との連携実現性が高い新たな 2 ヵ国（ベトナ

ム、スリランカ）に対して普及活動を行い、事業開始にむけて協議、フィールドワーク

等を重ねる。 

また、年度末には、すべての事業対象国からの関係する政労使代表が参加する会合を

開催し、年度内事業のレビューと次年度計画を共有し、さらなる充実化をめざす。 

 

イ） 児童労働対策（ネパール／インド非正規学校プロジェクト） 

児童の教育機会を奪い、健全な発育等を妨げる児童労働の撲滅をめざし、自主財源お

よび全国電力関連産業労働組合総連合（電力総連）、日本教職員組合（日教組）、TOTO

ユニオン、東京電力労働組合をはじめとする労働組合等からの寄付を主財源に、費用対

効果を強く意識した運営を継続する。 

具体的には、ネパールにおいて 9 校、インドにおいて 1 校を引き続き運営し、8～14

歳の子どもを対象に、現地ナショナルセンターや地域社会と協働した基礎教育の提供な

らびに公立学校への編入等を促進する。 

 

（２）各国・各地域における具体的活動内容 

＜インド＞ 

（二国間セミナー：INTUC、HMS 40 名／非正規学校） 

同国労働運動の特質や現状に鑑みつつ、日・印労働運動の成果と課題等を共有し、両

国関係の将来を展望する。 

内容としては、「グローバル化が加速する中で如何なる労働運動をアジアで標榜して

いくべきか（仮称）」等に関する課題提起を行うとともに、雇用安定と無用な労使紛争

未然防止等に向け、両ナショナルセンター指導層との相互論議形式での「労使関係・労



働政策セミナー」を開催する。なお、開催地については、我が国との経済連携が州分割

に伴い益々強まっている同国南東部のアーンドラ・プラデシュ州を中心に検討する。 

一方、非正規学校プロジェクト（学習センター支援）については、アーンドラ・プラ

デシュ州グントゥール市にて基礎教育を中心に継続実施する。 

 

＜インドネシア＞ 

（二国間セミナー：CITU 40 名×2 回） 

 AEC 発足による域内経済統合が労働環境に与える影響等に対応する他、日系企業が多く

進出する同国は、今後 ASEAN の中でも急速な発展が期待されている。その一方、日系企

業を含む外資系企業における労使紛争の懸念が根深く存在し、健全かつ安定した労使関係

構築の重要性が高まっている。そのような状況に鑑み、建設的労使関係の構築や無用な労

使紛争未然防止、雇用安定等をめざした「労使関係・労働政策セミナー」を、工業団地が

集積する地域を重点に開催する。 

 

＜カンボジア＞ 

（二国間セミナー：ITUC-CC（CCTU、CCU、CLC） 60 名） 

  AEC 発足による域内経済統合が労働市場等に与える影響等に対応することに加え、現

地労働組合組織の分立が安定した労使関係の阻害要因となっている。その上で、日系企

業・事業所の進出と多国籍企業における労使紛争の増加を重く受け止め、安定した組織

運営に根ざした建設的労使関係の構築と無用な労使紛争の未然防止、さらには、 低賃

金等の労働政策の前進を期すための「労使関係・労働政策セミナー」を実施する。 

 

＜スリランカ＞ 

（二国間セミナー：CWC、NTUF、SLNSS 60 名／SGRA モデル普及） 

政情・治安の回復・安定化に伴い、海外からの投資拡大を呼び掛けていることを念頭

に、昨今の市場経済主義への急激な転換に伴う社会・経済情勢に対応し、建設的労使関

係の構築等に向けた「労使関係・労働政策セミナー」を開催する。潜在的発展可能性の

見込める同国において、経済中心地での開催を指向することにより、日系資本等による

今後の投資環境改善に資するものとする。 

また、全労働人口のうち、インフォーマルセクター労働者が約７割を占める同国にお

いて、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」の事

業運営経験等を普及する取り組みを開始する。 

 

 

 

 



＜タイ＞ 

（二国間セミナー：ITUC-TC（LCT、TTUC、SERC、NCPE） 60 名／SGRA） 

AEC 発足による域内経済統合が労働環境等に与える影響等に対応しつつ、建設的労使

関係の構築と無用な労使紛争の未然防止、組織連帯・強化を目指した「労使関係･労働政

策セミナー」を開催する。 

また、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」に

ついては、ITUC-TC、使用者団体、ILO 等との緊密な連携のもと、より困難な状況下に

ある障がい者、少数民族、南部大洪水被災者やスラム在住インフォーマルセクター労働

者の生活改善・底上げに「フェーズⅡ」として取り組み、自立条件が整った一部活動を

現地主導に切り替える。 

 

＜ネパール＞ 

（二国間セミナー：ITUC-NAC(NTUC、GEFONT、ANTUF) 60 名／ 

SGRA／非正規学校） 

憲法公布後の政治的混乱等に伴い、大地震被害からの復旧が遅滞している同国におい

ては、政治安定に向けた労働運動の役割を再確認するとともに、将来的な労働運動の統

合を視野に入れ、建設的労使関係の構築や労働法制の前進を期す「労使関係・労働政策

セミナー」を開催する。 

また、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」に

ついては、JILAF 非正規学校の卒業生と家族等のインフォーマル労働者・家族を中心に

地域住民を組織化し、収入改善のための職業訓練や識字教育、互助組織（協同組合）の

安定的運営に向けたノウハウ提供、自立的運営のための核要員育成等を継続する。 

さらに、非正規学校プロジェクトについては、国内 9 校にて継続実施し、教員機会の

提供のほか、教員研修についても、継続実施する。 

 

＜パキスタン＞ 

（二国間セミナー：PWF 60 名） 

南アジアにおける同国の潜在的発展性や地勢学的優位性を重視し、多国籍企業におけ

る労使関係の変化に対応可能な組織能力の強化や多国籍企業内での建設的労使関係の構

築等を目指し、労働基礎教育を主とした「労使関係･労働政策セミナー」を実施する。 

 

＜バングラデシュ＞ 

（二国間セミナー：ITUC-BC(BMSF、BJSD、BLF、BFTUC、JSL、BSSF)60 名） 

繊維業を中心に多国籍企業の進出が加速する一方、労働環境の整備と労働者の権利保

護が急務となっている状況を踏まえ、労働組合の産業経済政策・政策提言能力強化等を

目指した「労使関係・労働政策セミナー」を開催する。 



また、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」に

ついては、ITUC-BC、使用者団体、ILO、NGO 等との連携により、インフォーマルセク

ター労働者とその家族を対象とした SGRA 協同組合が中心となった組織化と各級におけ

る核要員の育成を継続して行うとともに、政府・使用者団体・ILO 等との連携により職

業訓練を継続実施する。 

 

＜フィリピン＞ 

（二国間セミナー：TUCP 80 名） 

AEC 発足による域内経済統合が労働環境等に与える影響等に対応する傍ら、経済成長

が主にサービス産業をはじめとする特定分野の発展によってもたらされている同国は、

産業構造の基盤が不安定であり、これに伴い雇用も限定的であることから、持続的成長

可能な発展をめざす産業経済政策が待望されている。 

このことを踏まえ、雇用の安定と建設的労使関係の構築、産業政策提言能力強化のた

めの「労使関係・労働政策セミナー」を開催する 

 

＜ベトナム＞ 

（二国間セミナー：VGCL 40 名×2 回／SGRA モデル普及） 

AEC 発足による域内経済統合や TPP 署名・批准等が労働市場・環境等に与える影響等

に対応する他、顕著な経済発展と日系企業・事業所の進出が続く同国では、改正労働法

施行に伴う団体交渉や労使対話の実施と実効性の確保、組織の再構築・強化や組織化の

方策等が労働組合の主要な課題となっている。 

さらに、労使関係の基本的枠組みに関する理解促進の必要性や 低賃金を巡る労使紛

争の増加を重く受け止め、建設的労使関係の構築と無用な労使紛争の未然防止に向けた

「労使関係・労働政策セミナー」を開催する。 

また、全労働人口のうち、インフォーマルセクター労働者が約 6 割を占める同国にお

いて、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」の事

業運営経験等を普及する取り組みを開始する。 

 

＜ミャンマー＞ 

（二国間セミナー：CTUM 80 名） 

  民主化の進展に伴い、多国籍企業の大きな関心が集まっていることは衆目の一致する

ところである一方、労働問題を論議し解決する能力向上が政労使の喫緊の課題となって

いる。 

そのような現状を踏まえ、組織強化と建設的労使関係の構築等を目指し、労働基礎教

育を中心とした「労使関係・労働政策セミナー」を開催する（AEC 発足による域内経済

統合が労働環境等に与える影響等への対応についても考察）。 



＜モンゴル＞ 

（二国間セミナー：CMTU 70 名） 

資源開発を中心に続いてきた経済成長がここ数年鈍化する一方、対外的債務超過が重

くのしかかる同国においては、投資環境の整備や多国籍企業における労使関係の安定及

び労働法制の改善等が課題となっている。したがって、建設的労使関係の構築と無用な

労使紛争の未然防止とともに、順次改正段階にある労働法制の前進と産業経済政策に関

し、それらの立案・提言能力の向上等に資する「労使関係・労働政策セミナー」を開催

する。 

 

＜ラオス＞ 

（二国間セミナー：LFTU 60 名 ／SGRA） 

タイに比し低廉な人件費や隣接国（ベトナム、中国、カンボジア、ミャンマー）より

安価な電力使用料金、安定した政情等により、日系事業所を含む多国籍企業の進出が急

増している。 

他方、労働者の権利保護や労働関連法規未遵守等の課題が顕在化していることから、

労使関係の基本的枠組みへの理解促進や建設的労使関係の構築等に向けた「労使関係・

労働政策セミナー」を開催する（AEC 発足による域内経済統合が労働環境等に与える影

響等への対応についても考察）。 

また、「国際労使ネットワーク等を通じた組織化による草の根支援事業（SGRA）」に

ついては、インフォーマルセクター労働者とその家族の組織化と、各級の核要員育成を

進め、政府・使用者団体等との連携による職業訓練の継続実施とともに、事業対象地域

を新たに 1 つ設定し、事業の拡大普及をはかる。 

 

＜中 国＞  

（二国間セミナー：中華全国総工会（ACFTU） 30 名×2 回） 

経済成長が鈍化する一方、さらなる外国投資等の呼び込みを強化する同国において、

①社会経済の安定と内需拡大、②労働処遇条件と格差是正、③苦情処理件数の増加――等

の課題に直面する同国においては、「建設的労使関係の構築を通じた雇用安定と労使紛

争未然防止（仮称）」をテーマに、「労使関係・労働政策セミナー」を開催する。 

 

 

 

 

 

 

 



労使関係・労働政策（IR）セミナー「標準プログラム」 

 

＜基本的考え方＞   
当該セミナーでは、「グローバル社会経済の発展と労働組合の役割」、「建設的労使関係の構築

と雇用安定、無用な労使紛争の未然防止」を基本テーマに、対象国ごとに関連課題が付帯テー

マとして追加設定される（これに応じ、講演内容や講師、および参加者によるグループ討議内

容が決定）。 

＜付帯テーマ例＞ 

  労働法改正／労働協約／労使紛争解決システム／ 低賃金制度／生産性向上／社会保障制度

／労働者保護のための協同組合組織の設立と運営／産業経済政策と労働組合の政策提言／非正

規雇用への対応等 
【一 日 目】 

開 会／来賓挨拶〈過去実績を踏まえた登壇者一例〉 

      〔共催主催者代表〕 
現地ナショナルセンター代表者（会長・事務局長 他） 

国際労働財団（JILAF）代表者（理事長、専務理事、事務長、副事務長） 

    〔来  賓〕当該国労働関係行政代表者（労働関係所管省庁高官 他） 

        日本国大使館（総領事館）代表者（大使、公使、総領事 他） 

                 当該国使用者団体代表者（会長／議長、事務局長 他） 

                   国際労働機関（ILO）各国事務所代表者 

     
講  義 1（現地政府関係者）および質疑・意見交換 

－労使間の課題等に関する制度・施策説明等概括的内容 

講  義 2（JILAF 側講師）および質疑・意見交換 

－グローバル化の中での労働組合の役割、日本の労使関係の変遷と 
 建設的労使関係の構築、雇用安定の取り組み等を中心とした内容 

 
                              － 昼食・休憩 － 

 

講  義 3（使用者組織講師）および質疑・意見交換 

－産業界の現状と課題に関する概括的内容、労使間の課題等への対応 
講  義 4（現地ナショナルセンター講師）および質疑・意見交換 

－労働組合の重点活動や労使関係・労働政策に関連する現状と課題 

講  義 5（JILAF 側講師）および質疑・意見交換 

－付帯テーマの専門的内容等 

 

【二 日 目】 

講  義 6（学識者他）および意見交換 

              －労使関係および関連テーマに関する傾向や分析 

      分散討議（参加者がグループに分散） 

              －労使関係および関連テーマに関するグループ毎発表素材の取り纏め 

 

                            － 昼食・休憩 － 

各グループからの発表（現地ナショナルセンター／JILAF によるコメント、講評等） 

参加者による行動計画／セミナー評価記入 

総括・閉会 現地ナショナルセンター代表 
      JILAF 代表者                 



［二国間セミナー国別プログラム（労使関係・労働政策セミナー）］ 

＜インド＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

     「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

   「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後 「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

＜第 2 日＞ 

午前 「グローバル化が加速する中で如何なる労働運動を 

アジアで標榜していくべきか」 

～パネル討論（雇用安定、労使紛争未然防止等）～ 

午後  総括・閉会式他 

＜インドネシア＞ 複数都市開催 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

      課題 1「労働政策と労働組合の対応」（労働法制・ 低賃金等） 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  「産業経済政策・政策提言能力向上に向けて」 

課題 2「雇用問題と労働組合の対応」（アウトソーシング課題等） 

       ※講義とグループ論議   

午後  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

    課題毎分散会論議 

  分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

      総括・閉会式他 

 

 

 



＜カンボジア＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「 低賃金の在り方と労働運動」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「労働法制・労働者福祉・社会保障」 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  「産業経済政策・政策提言能力向上に向けて」 

課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

課題毎分散会論議 

  午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

 

＜スリランカ＞  

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「加速するグローバル経済への対応と組織化」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「労働者の権利保護とディーセントワーク・労働者福祉」 

       ※講義とグループ論議 



＜第 2 日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

＜タイ＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  講義「グローバル化と AEC」 

      課題 1「AEC 発足に伴う労働組合の対応」 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  課題 2「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

  



＜ネパール＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  講義「雇用政策・改正労働法の諸課題」 

      課題 1「労働者の権利保護とディーセントワーク・労働者福祉」 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  課題 2「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

＜パキスタン＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「民主的労働組合運営の基本」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「労働者・女性の権利保護とディーセントワーク・労働者福祉」 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 



＜バングラデシュ＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「労働者・女性の権利保護とディーセントワーク」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「労働者福祉と社会保障」 

      ※講義とグループ論議 

＜第２日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

＜フィリピン＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  講義「グローバル化と産業構造、社会経済の持続的成長に向けて」 

      課題 1「産業経済政策と政策提言能力の向上」 

       ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  課題 2「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 



＜ベトナム＞  複数都市開催 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「改正労働法と労働協約」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「組織化の重要性」 

      ※講義とグループ論議 

＜第２日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

＜ミャンマー＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「民主的労働組合運営の基本」 

       ※講義とグループ論議 

      課題 2「労働者の権利保護と労働法制」 

       ※講義とグループ論議 

＜第２日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 



 

＜モンゴル＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「日本の労働運動の変遷と建設的労使関係」  

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後  課題 1「労働法制の諸課題と労働組合の対応」 

※講義とグループ論議 

      課題 2「労働協約の諸課題と労働組合の対応」 

      ※講義とグループ論議 

＜第 2 日＞ 

午前  課題 3「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

＜ラオス＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

      「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

      「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割」 

「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

      「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

＜第２日＞ 

午前  課題「生産性・労使対話の重要性と良好な労使関係構築に向けて」 

       ※講義とグループ論議 

      課題毎分散会論議 

午後  分散会論議の棚卸 

      分散会毎行動計画の立案／全体発表・相互論議  

     総括・閉会式他 

 

 



＜中 国＞ ※複数都市開催 

第 1 日＞ 

午前  開会式（政府、使用者側含む） 

     「本セミナーの主旨及び JILAF 紹介」  

   「今日の労働運動の課題」 開催国ナショナルセンター会長他 

午後 「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

＜第 2 日＞ 

午前  ～相互討論（雇用安定、労使紛争未然防止等）～ 

午後  総括・閉会式他 

 

（3）多国間セミナー 

 

ア） アジア大洋州各国（於 シンガポール） 

アジア大洋州約 20 ヵ国からおおむね 30 名の若手労働組合リーダー層をシンガポール

に招集し、我が国の労使関係・雇用安定の取組や労働法制等に関する講義を実施する。 

なお、ITUC-AP と共催する同セミナーは、参加各国の労使関係（とりわけ日系企業が

多数進出している国の労使関係と、その建設的な在り方、労使紛争の未然防止等）、労

働政策、産業課題等にかかる情報交換等を通じ、多国籍企業・日系事業所の雇用安定等

に資する内容とする。 

〈参加国〉（予定） 

インド、インドネシア、韓国、カンボジア、スリランカ、タイ、トルコ、ニュー

ジーランド、ネパール、パキスタン、パレスチナ、バングラデシュ、東ティモー

ル、フィジー、フィリピン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ヨ

ルダン他 

 

イ） 東南アジア各国（於 タイ） 

日系企業・事業所が多数進出している東南アジア各国を対象に、労働組合リーダー層

約 30 名をタイのバンコクに招集し、ILO-ACTRAV（ILO 労働者活動局）との共催のも

と、我が国の労使関係・雇用安定への取組等を共有する。 

その上で、各国の労働組合リーダーに我が国の建設的労使関係の有用性を説き、雇用

安定と無用な労使紛争未然防止の一助とする。 

〈参加国〉（予定） 

インド、インドネシア、カンボジア、タイ、フィリピン、ベトナム、マレーシア、

ミャンマー、中国、韓国他 

 



［多国間セミナープログラム］ 

＜アジア大洋州各国（於 シンガポール＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（本セミナーの主旨及び JILAF 紹介他）  

午後  課題 1「自国が直面する社会経済問題と 

労働組合の対応（JILAF、ITUC-AP）」 

      ※講義とグループ論議・発表 

＜第 2 日＞ 

 午前  「グローバル化／社会経済の発展と労働組合の役割（JILAF）」 

 午後  「平等な社会に向けた公平な労働条件を目指して（ITUC-AP）」 

＜第 3 日＞ 

 午前  「男女平等（ITUC-AP）」 

 午後  「雇用保護と安定（JILAF、ITUC-AP）」他 

＜第 4 日＞ 

 午前  「若者雇用の課題と対応（ITUC-AP）」 

 午後  「持続的社会の実現に向けたセーフティネットの構築（ITUC-AP）」他 

＜第 5 日＞ 

 午前  「ILO 中核的労働基準の推進に向けて（ITUC- AP）」 

  午後  「組織化」他 

＜第 6 日＞ 

  午前  「戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質、 

日本の労使慣行と労使関係（JILAF）」 

  午後  課題 2「より良い労働条件の実現に向けた労使関係（JILAF、ITUC-AP）」

※講義とグループ論議・発表 

＜第 7 日＞ 

  午前  「生産性向上への貢献を通じた建設的労使関係の構築と雇用安定、 

無用な労使紛争の未然防止に向けて（JILAF）」

  午後  総括・閉会式 

 

 

 

 

 

 

 



＜東南アジア各国（於 タイ）＞ 

＜第 1 日＞ 

午前  開会式（タイ政府、使用者側含む） 

      「本セミナー主旨及び JILAF 紹介他」  

      「ILO の任務と役割」 

午後  「グローバル化と AEC への労働組合の対応」 

課題 1「自国が直面する労使問題と労働組合の対応」 

       ※講義とグループ論議・発表 

＜第 2 日＞ 

午前  「ILO 労働者活動局の取組」 

      「日本の労使慣行と労使関係」  

午後  課題 2「職場で抱える労働問題と労働組合の対応」 

     ※講義とグループ論議・発表  

＜第 3 日＞ 

午前  「建設的な労使関係の構築による雇用と生活条件の向上 

～戦後の日本労働運動の変遷と労使関係の特質～」 

午後  「経済統合と労働組合の役割 

～FTA による多国籍企業労働者への影響と課題～」 

＜第 4 日＞ 

 午前  「ディーセントワークの実現 

～社会対話の推進／労働協約の締結～」      

午後  課題 3「無用な労使紛争の未然防止に向けて」 

※講義とグループ論議・発表 

＜第 5 日＞ 

午前  無用な労使紛争未然防止に向けたパネル討論 

    総括・閉会式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（４）実施年間計画一覧 

 
現地支援事業 計画一覧 

＜二国間セミナー＞ 

開 催 国 現地連携組織 回数
時 

期 
場  所 

参加 

人数 

派遣 

講師数

インド INTUC、HMS 1 5 月 
アーンドラ 

・プラデシュ 
40 1 

インドネシア CITU 2 11 月
ジャカルタ、 

その他の都市 
40×2 1 

カンボジア ITUC-CC 1 7 月 プノンペン 60 1 

スリランカ CWC、NTUF、SLNSS 1 10 月 コロンボ 60 1 

タ イ ITUC-TC 1 7 月 バンコク 60 1 

ネパール ITUC-NAC 1 12 月 カトマンズ 60 1 

パキスタン PWF 1 9 月 イスラマバード 60 1 

バングラデシュ ITUC-BC 1 11 月 ダッカ 60 1 

フィリピン TUCP 1 5 月 マニラ 80 1 

ベトナム VGCL 2 1 月 
ハノイ、 

その他の都市 
40×2 1 

ミャンマー  CTUM 1 11 月 ヤンゴン 80 1 

モンゴル CMTU 1 6 月 ウランバートル 70 1 

ラオス LFTU 1 7 月 ビエンチャン 60 1 

中 国 ACFTU 2 6 月 
北 京、 

その他の都市 
30×2 1 

 

＜多国間セミナー＞ 

地  域 内   容 
回

数
時 期 場  所 

参加 

人数 

派遣 

講師数

アジア大洋州 

（シンガポール）

(ITUC-AP/OTC Institute） 

アジア大洋州諸国の若手指導

者への労働政策セミナー 
1 8～9 月 シンガポール 30 2 

東南アジア(タイ)

（ILO-ACTRAV) 

東南アジア諸国の労働組合指

導者への労働政策セミナー 
1

9～10

月 
バンコク 30 1 

 

 

 



＜社会開発事業・SGRA 事業展開＞ 

対象国 現地連携組織 実施地域 新規対象者数 

タイ 

ITUC-TC 

ECOT(使) 

MOL(政) 

ILO 等 

バンコク近郊 20 

北部（チェンマイ） 20 

東北部（コンケン） 20 

南部（スラータニー） 20 

ネパール 

NTUC 

FNCCI(使) 

MOLE(政) 

ILO 等 

バクタプール郡 30 

パルサ郡 30 

モラン郡 30 

ラリットプール郡（自己資金） 30 

バングラデシュ 

ITUC-BC 

BEF(使) 

MOLE(政) 

ILO 等 

ダッカ 30 

ボグラ 30 

クルナ 30 

チッタゴン 30 

ラオス 

LFTU 

LNCCI(使) 

MLSW(政) 

ILO 等 

ビエンチャン フォローアップのみ 

サワンナケート フォローアップのみ 

チャンパサック 30 

ウドムサイ 30 

ベトナム 現地政労使 モデル普及（アウトリーチ） 

スリランカ 現地政労使 モデル普及（アウトリーチ） 

＜社会開発事業・非正規学校プロジェクト＞ 

対象国 現地連携組織 開校地 2017 年度予定全校児童数

ネパール NTUC 

カスキー 50 

カイラリ 50 

ナワルパラシ 50 

バーラ 50 

バクタプール 50 

パルサ 50 

パルパ 50 

モラン 50 

ルパンデヒ 50 

インド INTUC グントゥール 75 

 

 



３．調査・広報事業の展開 

（１）基本方針 

  広報事業は、ホームページやメールマガジン等の広報手段を用いて、国内外のネット

ワークを通じて得られた労働関係情報を我が国の労働関係者に提供するとともに、我が

国の労働関係情報を招へい事業や現地セミナーの参加者をはじめ海外の労働関係者等に

提供することを目的として行う。また、調査事業は、内外の専門家の協力を得て諸外国

の労働・社会事情に関する調査研究を実施することで、もって、JILAF の活動の高度化・

活性化に役立てるよう配慮する。なお、活動状況や財務内容に関する情報を適切に公開

することにより、事業の透明性を確保し、内外に対する公共性の高い組織としての説明

責任を果たすものとする。 

 

（２）労使紛争未然防止に向けた広報事業の展開 

①メールマガジンによる情報発信 

ア）メールマガジンを活用し、国内外における労使紛争未然防止の観点から、JILAF

のネットワークを活かした労働分野における海外情報を日本語版で情報発信する

とともに、海外の関係者に向け、国内労働関連情報を英語版で発信する。 

イ）JILAF が実施する招へい事業参加者や、現地支援事業参加者・関係者等との継

続的な関係構築を図るため、積極的にメールマガジン登録を募るとともに、さらな

る関係構築の方法について検討する。 

 

②事業目的に沿ったホームページの運営 

ア）現在の JILAF 事業を反映した、わかりやすいホームページの運営を行う。 

イ）これまで実施してきた事業への理解を深めるツールとして、JILAF が実施する

セミナーの資料や映像の公開を行う。 

ウ）英語版ホームページとともに、フランス語・スペイン語・中国語・韓国語版ホー

ムページの充実を図り、より広い言語域での JILAF に対する認知度向上を図る。 

エ） 新のナショナルセンター情報の更新に努める。 

 

③JILAF 事業の理解促進のためのツール作成と活用 

ア）24 言語の新規パンフレットを引き続き事業で活用する。 

イ）JILAF 事業紹介ビデオと、これまで作成した児童労働撲滅のための事業紹介、

SGRA 事業紹介ビデオ等を活用する。 

ウ）イベントを周知するためのバナーを作成する。 

 

④イベントへの出展 

JILAF 事業周知のため、各種イベントへの参加・出展を積極的に行う。 



⑤連合組織内への積極的な情報提供 

JILAF 事業の周知・理解促進をより図るため、月刊「連合」における JILAF 事

業紹介等につき継続するとともに、さらなる周知の方法について検討する。 

 

⑥シンポジウムの開催 

我が国の労使関係者に対して海外の労使関係、労働法政策、労働経済の動向等の

情報を提供するため、参加者 50 名規模のシンポジウムを 2 回開催する。シンポジ

ウムでは、海外の労使関係者の他、我が国の労使関係者や有識者等の参加を得て行

うとともに、労使関係者の他研究者等有識者、学生、マスコミ等に幅広く参加を呼

びかけることとする。 

ア） シンポジウムⅠ（無用な労使紛争を未然に防止するために） 

アジア各国では、経済成長が続く中で所得格差が拡大し、不安定な働き方が社会課

題となっている。また、進出先に赴任する日系企業の経営者は、労務、労働関係等の

経験に乏しい者も多く、労使紛争が起きた場合の対応力が弱い場合がある。 

無用な労使紛争を未然に防止するため、日系企業が多く進出しているアジアの ODA

対象国の労使関係者を我が国に招へいし、事例報告を行うとともに、アジア各国の労

使関係等に関する理解を深めるためにシンポジウムを 8 月に開催する。今年はタイ・

ベトナムを予定する。 

 

イ）シンポジウムⅡ（第 4 次産業革命が雇用・労働に及ぼす影響と課題について） 

我が国への企業進出又は我が国への投資が顕著な先進国労働組合と、我が国の労使

関係者、有識者等により、第 4 次産業革命が雇用・労働に及ぼす影響と課題について

考察するシンポジウムを 9 月に開催する。シンポジウムのパネラーには、招へい事業

の先進国チームの被招へい者が参加するため、シンポジウムに相応しい人選を関係労

働組合に依頼する。 

 

（３）調査事業の展開 

①JILAF データベースの充実 

ア）活用度が高いと思われるナショナルセンター情報の更新を随時行う。 

イ）アジア各国の概要と労働情報等掲載する「アジア各国情報」に、新たに各国労働

法のデータベースを付加するとともに、各国データベースとリンクさせ情報提供の

充実を図る。 

ウ）招へい事業参加者や、現地支援事業参加者・関係者等と連携するとともに、招へ

い・現地支援事業参加者データベース更新を行い、セキュリティ管理のもと、各事

業におけるデータベース機能の活用を図る。 

 



②調査研究プロジェクトの設置 

2017 年度から、おおむね 2 箇年度にわたり、アジアにおける労使関係に関する調査

研究プロジェクトを設置する。 

 

  



４．労働分野におけるグローバル人材養成の取り組み 

労働分野における国際活動に必要となる労働事情、労使関係等の知見や語学力（英語）

を身につけるとともに、将来、国内・国際労働運動に活躍する人材を育成するために、こ

れまで 20 年間「国際活動家養成コース」を実施してきた。 

近年の受講者、産別や関連組織のニーズの変化もあり、2016 年度から、こうした変化

に対応し研修の効果を高めるために、実施期間とコース内容の見直しを行い、「第 1 回グ

ローバル人材養成研修」を開始した。 

 今後も参加対象者のニーズを把握しながら、効果的な研修を実施する。 

 

５．国際関係組織、連合、構成組織、NGO 等とのネットワーク強化 

（１）国際会議派遣 

ITUC、ITUC－AP 等の国際労働組合組織が開催する開発プロジェクト調整委員会や

諸会議に参加し、開発協力活動に関する情報収集を行うとともに関係組織との協力関係

を構築する。 

韓国労使発展財団（KLF）との交流については、この間、情報交換を中心に定期的

に相互交流を行ってきた。両組織間の新たなニーズも踏まえて、交流等を適宜実施する。 

中国・中華全国総工会（ACFTU）との交流は、ACFTU と連合との定期的な交流時

を利用し、連合と連携しつつ対応していく。 

JILAF 事業と関連する国際会議等にも参加し、 新の情報取集とともに内外の関係

組織等と連携・協力関係を強めていく。 

 

（２）連合ならびに連合構成組織・GUF とのネットワーク強化 

連合と有機的な活動を推進していくために、定期的な情報交換を行っていく。連合国

際委員会、「連合国際労働戦略プロジェクトチーム」に積極的に参画していく。 

連合構成組織及び GUF アジア地域事務所、日本加盟組合協議会等との連携を継続す

るとともに、JILAF の事業目的に沿った活動に対しては積極的に協力を行うこととする。 

 

（３）NGO との連携 

①NGO―労働組合国際協働フォーラムへの参加 

NGO と労働組合との連携と国際協力活動を行うために設立された「NGO―労働組合

国際協働フォーラム」に NGO メンバーとして、連合構成組織・NGO と連携した社会

課題解決に向けた取り組みに積極的に参加する。 

また、同フォーラムが取り組む、国連が定めた、2016 年から 2030 年までの国際目

標である、新たな「17 ゴール・169 ターゲットからなる持続可能な開発目標

（Sustainable Development Goals: SDGs）」達成に向けた取り組みにも積極的に参

画・協力していく。 



②ネットワークを活かした情報収集 

我が国国内で活動している国際協力 NGO とのこれまでのネットワークを活かし、情

報の収集を図っていく。 

 

③イベントへの参加 

国内 大の国際協力イベント「グローバルフェスタ」（主催：外務省／独立行政法人

国際協力機構（JICA）／（特活）国際協力 NGO センター（JANIC）等）へ参加し、

市民への広報活動を行うとともに各 NPO 組織との連携を図っていく。 

 

６．総務機能・財政基盤の強化 

（１）適切な業務執行体制の整備と人材育成 

①円滑な事業運営と情報管理等 

JILAF の運営においては、公益財団法人として社会的信頼をを高めることに努める

とともに、さまざまなリスクに対する管理機能強化を図る。また、働きやすい職場環

境実現のため、人事労務管理の適正化に努める。 

関係諸団体、関係省庁等との連絡調整のほか、各事業グループに共通する業務の調

整等を確実に行い、事業の円滑な運営に努める。 

また、マイナンバーおよび特定個人情報に関する取り扱いは、規程に遵守した適切

な管理運用を行う。 

 

②職員の人材育成 

JILAF 職員の人材育成、能力開発に向けて、適時、研修を実施するとともに、研修

受講や自己研鑽を支援する。 

 

（２）中長期的財政基盤の確立 

事業の推進を支える安定的な財政基盤の早期確立に取り組む。 

このため、中長期の財政見通しを整理し、それに合致した事業内容・収入・事務局体制

の在り方について引き続き検討を進めていく。同時に、黒字体質の定着を図り、公益財団

として健全な収支とする為、さらに効率的な運営を推進していく。 

その一環として、月次別予算管理を徹底する等、更なるシステムの強化・充実を図ると

ともに、事業実施後の精算処理を速やかに行う事を徹底し、予算執行管理の強化を図る。 

 

以上 


