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国際労働組合総連合 

組織名（略称） The International Trade Union Confederation (ITUC） 
役員名 会長：Sharan Burrow 書記長：Guy RYDER 
加盟組織数 155 カ国 311 組織 １億 6,800 万人（2007 年 12 月現在） 

主にそれぞれの国の労働組合のナショナルセンターが加盟 
設立年・活動方針等 2006 年 11 月、それまでの国際自由労連（ICFTU）、国際労連（WCL）、そして

いずれの国際労働組合組織にも加盟していなかった 8 つの組織と共に、労働組合

相互の協力、グローバルレベルのキャンペーンの展開、主要国際機関等々におけ

る活動を通じて、労働者の権利と利益を擁護し、促進することを目的として結成

された組織。実質的な意味で国際労働運動を唯一代表する組織といえる。 

経済協力開発機構 労働組合諮問委員会 

組織名（略称） Trade Union Advisory Committee to the OECD(OECD-TUAC) 
役員名 会長：John J. SWEENEY 事務局長： John EVANS 
加盟組織数 OECD 加盟 30 カ国にある 58 の労働組合ナショナルセンターが加盟 

連合（日本）や AFL-CIO（アメリカ）、DGB（ドイツ）、TUC（イギリス）等の

ITUC 主要加盟組織の他に、ITUC に加盟していない労働組合もいくつか加盟し

ている。 
設立年・活動方針等 OECD（経済協力開発機構）に、労働界の視点を提供するために 1962 年に設置

された労働組合の代表からなる委員会。経済や社会等に関する国際討議の場に、

労働組合としての意見反映を行っていくことを目的とし、G8 サミット、OECD
閣僚理事会や労働大臣等の閣僚会合に向けて労働組合声明を作成し、これら国際

会議体との協議を行ったり、OECD が行う諸活動に対して労働組合の見解をまと

め提言するなどの活動を行っている。また、OECD で合意された OECD 多国籍

企業ガイドラインについて、その普及や違反案件の解決に向けた働きかけ等の活

動も行っている。 
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フランス民主労働同盟 

組織名（略称） Confédération française démocratique du travail （CFDT） 
役員名 書記長: François Chérèque 
組合員数 803,635 人（2006 年 12 月 31 日現在） 
加盟組織数 15 産別組合  農水産物加工業、銀行・金融、化学・エネルギー、建築・公共工事・

木材加工、私立学校教員、公務員、金属工業・鉱業 等 
設立年・活動方針等 1964 年 、CFTC（フランスキリスト教労働同盟）を前身として設立。5 つのナショナ

ルセンター（CGT、CFDT、CFTC、 CGT-FO、CFE-CGC）のなかでも CGT（労働

総同盟）と勢力を二分し、信仰・言論・表現の自由を尊重した活動を展開している。

主要課題 ・活動方針は、１）民主主義 ２）自由 ３）連帯 ４）解放 等。  

ドイツ労働総同盟 

組織名（略称） Deutscher Gewerkschaftsbund（DGB）    
役員名 会長：Michael Sommer 
組合員数 6,585,774 人（2006 年 12 月 31 日現在）   
加盟組織数 8 産別組織 （2006 年 12 月 31 日現在） 

IG メタル、ベェルディ（公務労組）、商業鉱山・化学・エネルギー労組、建設・農業

労組、警察労組、教育労組 等 

設立年・活動方針等 1949 年、ミュンヘンにおいて西側占領地区の労組結集体として｢統一組織原則｣のもと

に発足。加盟労組は、一産業一組合、一企業一組合の原則のもとに組織されている。

主要課題・活動方針は、１）最低賃金のためのキャンペーン ２）組合員の増加

３）新しい国際金融システム 等 

イギリス労働組合会議 

組織名（略称） Trades Union Congress（TUC） 
役員名 会長：Alison Shephero  書記長：Brendan Barber 
組合員数 6,744,395 人（2006 年 9 月現在）   
加盟組織数 66 産別組織 （2006 年 9 月現在） 

教職員、工業、エネルギー、建設、自動車、航空、化学、電機、通信、金属、造船、

食品、繊維、製紙、商業、金融、消防、公務員、映像、演劇、ホテル、印刷、医療、

鉄鋼、音楽家、海員、運輸、鉄道 等 
設立年・活動方針等 1868 年の結成以降、イギリスにおける唯一のナショナルセンターとしての地位を保っ

ている。主要課題・活動方針は、１）労働状況の改善 ２）組織化 ３）国際連帯  
４）国際機関（EU、国連、ILO)の中で英国労働者を代表する 等 
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アメリカ労働総同盟・産業別労働組合会議 

組織名（略称） American Federation of Labor - Congress of Industrial Organizations（AFL‐CIO）

役員名 委員長：John J.Sweeney  書記長：Richard L.Trumka  
組合員数 約 8,000,000 人（2007 年 1 月現在）    
加盟組織数 54 産業別組織   

公務労組（AFSCME）、自動車労組（UAW）、鉄鋼労組（USW）、郵便労組、 
教師労組 等   

設立年・活動方針等 1955 年にアメリカ労働総同盟(AFL)と産業別労働組合会議(CIO)が合同して AFL－
CIO を結成。唯一のナショナルセンターとして活動してきたが、2005 年 7 月、年次

総会をボイコットした加盟 4 労組のうち 3 労組が AFL-CIO 脱退を宣言し、新たに

CWC（勝利のための変革連合）を発足させた。ITUC には、AFL-CIO のみ加盟。 
主要・課題活動方針は、組織化、政治参加。 

＊連合、国際労働財団及び各組織 HP 等より作成 

イタリア労働総同盟 

組織名（略称） Confederazione Generale Italiana del Lavoro (CGIL) 
役員名 書記長：Guglielmo Epifani 
組合員数 5,542,677 人（2007 年 12 月現在） 
加盟組織数 15 産別組織 

化学、建設・森林、金属、繊維・衣料・皮革、商業、運輸、エネルギー、公共サービ

ス、銀行・保険、農業・食品、教職員 等 
設立年・活動方針等 1906 年設立。3 つのナショナルセンター（CGIL 、CISL、UIL）のうち、最大かつ

最古のナショナルセンター。主要課題・活動方針は、１）グローバル化と労働者の挑

戦 ２）堅固で安定した雇用 ３）移民の権利 ４）包含的で効率的かつ質の高い社会的

国家 等 

ロシア独立労働組合連盟 

組織名（略称） Federation of Independent Trade Unions of Russia（FNPR）    
役員名 会長：Mikhail Shmakov    
組合員数 28,600,000 人（2006 年 3 月現在）    
加盟組織数 41 産業別組織（2006 年 3 月現在） 

農業、金属、石油・ガス・建設、公衆衛生サービス、教育・科学 等 
設立年・活動方針等 1990年、ソ連と労働組合連合（GCTU）がまだ存在していた1990年に設立された。ソ

連崩壊後、ロシアの主要ナショナルセンター（FNPR、KTR、VKT）のうち最大とな

る。主要課題・活動方針は、１）.労働者のディーセントワークと適正賃金の推進 ２）

労働と市民権の保護 ３）出稼ぎ労働者の組織化 等 


