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資料① 

 

（インタビュー） 学ぶための組織化、組織化のための学び 
 
 もしレイバーノーツ大会やトラブルメーカーズスクールに参加、もしくはレイバーノー

ツ発行の書籍を手にしたことがあれば、組織化のノウハウや職場組合員の創造性を引き出

すやり方について知識があるはずです。 
 この教育のスタイルは、世界で「大衆教育」として知られています。米国では、この教

育方法はアパラチア山脈奥深くのテネシー州東部にある学校で実践されてきました。この

ハイランダーセンターと呼ばれる学校では数十年にわたり、米国の社会運動の最も重要な

出来事の中心的役割を果たしてきました。1930 年代には、米国の産別会議の加盟労働組合

の公式な訓練センターの役割を果たし、加盟労組は職種や技術、人種に関わりなく多くの

工場労働者を組織化する運動につながりました。南部の労働組合員が人種差別のない統合

的なワークショップで学ぶことで、組織化の経験を豊かにし、組織化の技術を磨きました。 
 ハイランダーはまた、経済や人種的な正義の実現にもコミットしており、識字やリーダ

ーシップ教育を南部地域で実施することで公民権運動の基礎を作り、何万もの黒人労働者

の投票登録運動にもつながりました。 
 モンゴメリーでのバスボイコット運動や学生の非暴力運動調整委員会もハイランダーの

起源を持っています。We shall overcome の歌が公民権運動で歌われるようになるのもハイ

ランダーが最初です。 
 ハイランダーは今も活発に活動し、この 9 月に８５周年を迎えます。レイバーノーツの

クリス・ブルックスがハイランダーで 28 年講師をつとめるスーザン・ウイリアムス氏に聞

いた（2017 年 4 月）。 
 
レイバーノーツ：大衆教育とはなんですか、それがどのように組織化に関わるのですか？ 

 

ウィリアムス：私の経験では大衆教育の実践と組織化は同一のプロセスです。人々が集い、

問題解決に何をすべきかを考え、学習を深め、討論し、行動する、そして振り返りを行う

さらに何をすべきかを考えるのです。時に、人々の本来の行動プロセスのように思えます。 
 大衆教育では、スキルと内容を集団的に伝えていきます。それは、人間は自分で考える

よりもより多くのことができるという信念に基づいています。良い組織化というものは能

力を備えた人間が、共に学び成長することだと思います。 
 
伝統的な教育モデルとの違いはなんでしょうか？ 

 
 伝統的な教育は銀行のようなものです。エキスパートである教師がいて、教師が生徒に

情報を貯金する。生徒という貯金箱に知識というコインを貯めるようなもので、その後そ

の内容を報告する（テストする）のです。 
 ですから人々が職場で問題に直面する時、まず考えるのは「弁護士を探さないと！」と

いうことになりがちです。正しい知識を持った他人に依拠して問題を解決しようとする傾

向が人にはあるからです。今ではすぐにインターネットにアクセスしてグーグルする（検

索する）のではないでしょうか。私たちは、自分で考えて自分の能力で問題を解決し、変

革することが奨励されていないのです。 
 
大衆教育の実際と過程について説明してもらえますか？ 
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 まず人々が持つ経験からスタートし、分析と戦略を一緒に考えます。より多くの知識を

持ち込み、それがグループの中からでも外からのものでも共有します。そして何をすべき

かを考え、外に出て試し、実践する。これで最初に戻ります。 
 大衆教育の組織化の過程では批判的思考と戦略スキルを集団的に構築します。一人のリ

ーダーによるスキルや戦略の構築ではありません。組織によるアイデアは典型的にはリー

ダーや組合員によるものです。しかし、さらに良いのは、異なったスキルと知識を持つ集

団だと考えることです。全員がどのように活動に参加し、知識を他の人に伝えていく作業

が自然にできることが大事なのではないでしょうか？ 
 教育についてあるいは長期のこのようなプロセスについて考えることのない組織化は、

誤りだと考えています。そして、現状を変革しようと今取り組んでいることを考えない教

育もまた無意味です。 
 
このプロセスが展開する具体例を教えてください。 

 
 私はハイランダーで 80 年台後半から働いています。その当時、合同復職繊維労組

（ACTWU）と工場閉鎖の問題に関する会議をする仕事に取り組みました。南部中心に大型

の服飾や繊維工場の閉鎖が続き、特に規模の小さな地域社会にとっては大きな打撃となっ

ていました。そのため、私たちはテネシー産業再生ネットワークという労働者とコミュニ

ティーの連携組織をスタートさせました。その組織は1989年から2005年まで続きました。 
 私たちはまず工場閉鎖に対応するチームを立ち上げ、人々を組織化し十分な通知期間な

場合などバックペイを取るようたたかい、連邦政府の再訓練プログラムへのアクセスを確

保します。 
 すぐに多くの工場がメキシコに移転していることに気がつきました。非常に低いコスト

で生産できる米国との国境のマキラドーラと呼ばれる地域です。そして現在のように、保

守的な勢力はメキシコ人に対する人種差別的な言動を煽って、メキシコ人に仕事を取られ

るという世論が広がっていました。ですが普通の労働者がアメリカであろうとメキシコで

あろうと、工場移転という決定にかかわっているわけがないのですから、メキシコ人労働

者との連帯を作ることが重要だと考えました。 
 そしてテネシーの工場で長年働いてきた女性たちをメキシコの国境線沿いに移転した工

場の労働者と会わせました。その訪問の際に私たちは北米自由貿易協定（NAFTA）につい

て耳にします。そしてこの協定がどのようにして今自分たちが目撃しているこのメキシコ

の国境沿いの状態を作り出したのか、つまり低賃金で劣悪な労働条件で働かされ企業が利

益を上げる状態がこの協定で作り出されているかを学びました。 
 私は経済学を学んだことはありませんし、特に知識はありませんでした。訪問した人の

誰も、貿易協定に反対するキャンペーンをすることなど考えてもいませんでしたが、問題

について学びより大きな問題が存在していることを認識したのです。 
 私たちはテネシーに帰り、メキシコ国境への訪問で学んだことのスライドショーを作成

し、いかに企業が工場を移転し両国の労働者を搾取していて、交渉が進んでいた貿易協定

がいかにそれに関係しているかを示しました。 
 労働者自身が実際に事態を目撃しているので、全員が教師で、全員が学習者であるとい

うアイデアは極めて力強いものです。労働者自身が、自分たちが使っていた機械がある日

梱包され、メキシコのフアレスに送られていくのを見ています。労働者が国境沿いの工場

に行けば、自分たちが働いていた企業が操業しているのがわかります。自分の仕事をうば

った人がいると労働者は言われてきたのですが、会社がやっていることだと認識するので

す。 
 情報はあらゆるところからもたらされ、人々は多くの情報を持っています。自分の知っ
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ていることを見直し、互いに分析する機会があることで、状況の展開を分析することがで

きるようになります。私たちはこの国境を超えた交流を、人々が貿易と経済について米国

中心の考え方でないやり方で考えることを続けています。 
 ACTWUはその地域で多くのことをやり遂げました。彼らは組合員を巻き込み、財政的に

支援もして国境沿いへの訪問を組織し、訪問した労働者自身が訪問で知ったことを他の人

に知らせる機会を作りました。彼ら自身がメンバーを指導者にし、教育の機会をお互いに

提供しあったのです。これらのことを全て一緒に学んでいきました。 
 
トランプ政権は移民を労働者階級の分断に使おうとしています。このような強い物言い

が組合の中で行われていたとしたら、特に強い言葉に怯えているような労働者にどのよう

なことが必要でしょうか？ 

 
 これらの問題は自分自身がそれに向き合うかどうかが重要です。人種や移民のような大

きな問題として、また個人間の対立いう小さな問題として私たちの周りに発生します。こ

の問題が組織を破壊し、構成員を離れさせる方向で作用すると、トランプが当選するよう

な方向に作用します。 
 他人のストーリーを聞くことで人々は理解を深め、他の人が直面する課題や困難を理解

することができます。移民の問題は、人々に自身の出自を考え先祖がどうして移民してき

たのか考える機会となります。これには国境を越える移民だけの問題でなく、人種差別を

避け経済的に成功するために米国南部から北部に移住した人のことも含みます。 
 私たち自身が誰であるか、何を知っているのか共有するという単純な行為が助けになり

ます。物事を積み重ねる基礎となります。しかも実際に機能しているシステムや関わって

いる異なる機関について考える重要な機会になります。この国の移民に関するより広範な

政治的議論は、全く無意味で個々の人々の理解を深める助けになりません。仮に多くの人々

がメキシコにいる人のストーリーを聞きNAFTAや貿易協定の影響について聞く機会があれ

ば、人々はより理解を深めるでしょう。 
 私たちは現在の政治的な討論の中でこれらの情報を得ることはできません。人々は集っ

て、お互いから学ぶことが重要なのです。そしてそれはもしかして恐ろしいことかもしれ

ません。人種と移民という問題は非常にデリケートで、感情的な問題だからです。だから

こそ、同じ部屋で向かい合っている人が誰なのかを知ることはとても重要です。人々は、

私たちの運動の指導部の中に自身の属するコミュニティーの代表がいることを知ることが

必要なのです。 
 
組合員が大衆教育を自分の組合員教育などで活かすにはどうしたら良いでしょうか？ 

 
 一つ重要なことは、自分たちが集まる前のことについて考えることの重要性です。大衆

教育のプロセスは誰かが「呼びかけ」をすることで始まります。これが、私たちがやるア

ウトリーチです。職場であれば、皆さんが職場に入って、労働者に話しかけるでしょう。

一人一人と話をし、問題関心のある労働者を見つけ出し、人々が集まる課題は何かを見つ

け出そうとするでしょう。実は実際の行動よりも前に起こる目に見えないことがたくさん

ありますが、それが皆さんが主催する会議の条件を規定します。どうやって会議参加者の

足を確保するか？多言語の参加者の場合どうやって運営するのか？ 
 そのほかの大事なこととして、どうやって人々を会議に来る気持ちにさせるか、出席す

ることが大事だと考えてもらえるかもあります。 
 そしてみんなが会議に来た時に、一人一人の参加を確認して歓迎することが必要です。

自身が誰なのかを共有することが重要です。これが経験を共有し関係を構築する手始めで
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す。よく「うわ、それは時間がかかりすぎる」という声を聞きます。しかしそれをしなけ

れば、会議の参加者は信頼関係を作ることができず、共に困難で恐れている課題に取り組

むということにはなりません。最終的には、それで構築された関係は組織を長く持続させ

ることになります。 
 そして教育と分析は様々な方法で起こる可能性があります。食事を共にした小さなグル

ープの中で発生することもあるでしょう。歌を一緒に作っている時に起こることもあるで

しょう。 
 他人のストーリーを聞けば、「どこか自分と似ている」とか「同じ問題に直面している」

と考えることもあるでしょう。ストーリーは他人を考えさせ、現状への分析を深め、何を

するべきなのか考える助けとなります。 
 そして誰か重要なことを知っている人を巻き込むこともできるでしょう。私が工場閉鎖

の問題に取り組んだ時には、工場閉鎖の警告表示について詳しい人がいました。彼が取り

組みに参加し、知識を共有してくれました。そして工場閉鎖を経験した人々の経験を意義

づけ、経験を体系化する助けとなりました。 
 ハイランダーでのワークショップでは、運動の枠を超えて人々が集まり、全体の状況を

共有するだけでなく、異なった場所でどのような取り組みが進んでいるのかを知る機会に

もなります。ポイントは参加者が帰る時に、何がしたいかについてより深まった考えを持

っているかなのです。 
 完璧は私たちが求めることではありません。関係構築、分析と行動が目指されるべきこ

とです。 
 
そしてそれは継続するプロセスなのですね？ 

 
 そうです。一つのワークショップですべての問題が解決されることはありませんし、一

つの運動への動員だけでも解決しません。人々を集め、考えを付き合わせ、何をなすべき

か考え、分析するプロセスを継続させなければなりません。組合の会議のように継続して

人々が集まるのであれば、他の人が何かを学ぶのを助け、何かを集団的に考え、何をなす

べきかを考えるプロセスが起こるよう挑戦してみてください。 
 さらに重要なのは、多くの人が知らなかった人と関係を構築することを促すということ

です。一時間の会議があったとして、食事を準備して並べる人を確保できますか？参加者

がお互いに話をする時間を設定できますか？あるいは誰かがリードして歌を歌うのもいい

でしょう。 
 自分自身を制限する必要はありませんし、組織化が行動と何かを成し遂げることがすべ

てであると同時に、長い時間をかけたプロセスという一つのカリキュラムである大衆教育

の可能性を制限する必要もありません。 
 
ハイランダーの大衆教育にとって歴史が非常に重要なのはなぜですか？ 

 
 それは歴史が重要だからです。何もできないと考えていた人が、何かに取り組むのはな

ぜでしょうか？本当に勝利できるかどうか知っている必要はありませんが、何かできると

信じていることは重要です。ハイランダーが人々にとって重要である点の一つは、歴史が

感じられにくい場所でハイランダーがたたかいの歴史を蓄積してきたことです。 
 最初に紹介した私の経験に戻りますが、メキシコの労働者をテネシーに連れて行き同じ

産業の労働者と交流しNAFTAについて話し合う機会を持ちました。メキシコの労働者は、

50年代にテネシーの労働者がどのように労働組合を組織化したのかの歴史に関心があった

ため、労働組合がその頃の組合役員を集めどのように組織化を進めたのかを共有しました。 
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 現代の組合のリーダー達でも、そのような経験を聞いたことがありませんでした。本当

に驚くべき成功の歴史で、５０年代の米国南部で労働組合を組織化することのリスクと危

険性を考えればまさに貴重な経験です。 
 歴史を共有することは、人々を刺激し勇気付けます。自分たちは、先人達の肩（成果）

の上に立っているということを知るのはとても重要なことです。今取り組んでいることが

困難であるとき、困難に直面したのは自分たちだけでないことを知ることができます。そ

して歴史を直視し、美化しないことも必要です。公民権運動であったように、愛すべきコ

ミュニティーばかりでなく、すべてのたたかいが素晴らしかったわけでないことを知るこ

とも重要です。対立、摩擦、困難とリスク、そして死があったことも記憶されるべきです。

それらのストーリーは重要で、多くは共有されていません。私たちの運動は私たちの歴史

を学ぶことでもっとうまくやる必要がありますし、構成員に自分はつながっていると感じ

てもらうことが重要です。（2017 年 4 月） 
 

 

資料② 

111110 レイバーノーツ/ジェーン・スロータ氏講演テキスト 

 
 アメリカで「労働運動に運動を取り戻す」ためにたたかっているレイバーノーツの同

僚と、米国のすべての労働運動活動家を代表してお話しできることを嬉しく思います。 
 レイバーノーツは、月刊誌の発行、出版、ウェブサイトの運営を行い、レイバーノー

ツ大会の主催者であり、自分の組合をベストなものにしたいと考えている組合員を支援

する労働組合教育家の集団です。私たちは労働組合内部の民主主義の実現を支援し、必

要な場合は現場の組合員が官僚的な指導部に対抗して役員選挙に出馬することも支援

しています。私たちは、組合の指導部が進歩的な立場であっても組合員自身が組織化さ

れておらず活動的でない組合にも支援をしています。私たちは以下のような労働運動の

声を代表しています。 
 
－ボスとたたかい、賃金と労働条件を守り、妥協せずに緊縮財政とたたかいたい労働者 
－組合の会議室や政治で起こっていることでなく、職場で起こっていることに注目し、

強い職場委員がいる組織を支持する労働者 
－ストライキを含む直接行動を支持する労働者 
 
 今日は米国の労働運動の現状について話すよう依頼されています。正直に申し上げま

すが、米国労働運動のニュースはほとんどが悪いものばかりです。しかし希望が持てる

ような良い側面についてもお話ししたいと思います。 
 
 ご存知の方も多いと思いますが、一般的に米国の労働運動は弱いです。組合員数は毎

年のように減少しており、製造業の雇用が合理化、アウトソーシング、競争にさらされ

ることで失われていることが主要な要因です。米国では２０００年以降製造業だけで５

００万の仕事が失われています。全米自動車労組（UAW）を例にとれば、１９７９年

には１５０万人いた組合員が現在では４１万６千人に減少しています。 
 
 組合員が減少しているもう一つの要因は、多くの州で「労働権」法が成立しているこ

とにあります。この労働権法は、労働組合が協約交渉をする際に職場のすべての労働者

が組合に加入しているとすることを違法化するものです。つまり、労働者は組合に加入
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しない自由を得ることになりますが、労働組合はその組合に加入しない労働者が上司と

トラブルになった時でも組合員と同様の扱いをしなければならなくなります。このよう

な労働者を「ただ乗り」と呼んでいます。協約の適用を含め組合員であることのメリッ

トを享受しながら、組合に加入せず、当然、組合費を払う必もがありません。仮に組合

がストを呼びかけると、そのようなただ乗り労働者たちの多くはストに入らずスト破り

をして就労するでしょう。 
 
 現在２７の州、半分以上でこの「労働権」が認められています。 
 
 ２０１６年には米国の労働者の１０．７％しか労働組合に加入していません。１９８

３年には組織率は２０．１％で、１９５４年には３５％でした。 
 
 ここ最近は、労働組合の組合員の大多数は公務部門に属しています。公務部門の労働

者の三分の一に当たる３４．４％が労働組合員であり、民間は６．４％にすぎません。 
 
 だからこそ、来年 7 月に連邦最高裁がすべての公務労働者に対して「労働権」の考え

方を認めるかの決定を下しますが、この判決が非常に重要な意味を持ちます。判断によ

っては、すべての公務労働者が組合員であることの利益を享受しながら、組合を脱退し、

組合費を払わないことが可能になるからです。組合の弱体化はさらに進むでしょう。組

合によっては、組合に残りたいと労働者が思うように運動を組織するでしょう。しかし、

残念ながら多くの組合はどうすれば運動が組織できるかの方法を知りません。近い将来

やって来るかもしれないこの攻撃にどのように対抗するのか、支援をすることが現在レ

イバーノーツの主要な課題の一つになっています。 
 
 労働協約について言えば、労働協約は現在使用者にとっては攻撃の対象であり、特に

医療保険のコスト負担に関して妥協を労働組合に迫ってきています。賃金については、

常に切り下げ攻撃の対象であり、しばしば一時金で妥協を強いられています。 
 
 労働運動のトップの指導部を見ると、現在は２０００年代の中頃に「勝利のための変

革（CTW）」が AFL-CIO（米労働組合連盟産別会議）から分裂してできた頃活発にあ

ったような、組織化戦略のグランドデザインを提起するようなことにはなっていません。

CTW は、トップダウンのやり方ではありましたが、労働運動の主導権を握ろうとして

いました。特定の産業全体を組織する、ある都市で特定の分野の労働者を一気に組織化

するというような、野心的な組織化戦略が議論されていません。小売り大手のウォルマ

ートを組織化するキャンペーンは、そのほとんどが休止に追い込まれています。労働運

動の指導部の多くは、民主党の議員を当選させることが自分の役割と思っているようで

す。 
 
 大規模な組織化戦略がかけていることに例外があるとすれば、現在若干勢いが低下し

ていますが、ファストフードの組織化があります。国際サービス従業員労組（SEIU）

によって、時給１５ドルという大胆な要求（多くのファストフード労働者にとって６

０％から１００％の賃上げに相当します）を掲げ、ファストフード労働者がストライキ

に立ち上がるという社会的に大変注目される運動を組織しています。実際のところ、ス

トライキに突入している労働者の数は少ないのですが、彼らの問題提起は全国的な注目

を集めることに成功しています。カリフォルニア州、ニューヨーク市、サンフランシス
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コ市、ワシントン DC 特別区、ロサンゼルス市など自治体レベルで、最低賃金を時給１

５ドルに引き上げる法律・条例が成立しています。その意味では、この時給１５ドルを

求める運動は純粋な意味での労働組合の運動とは言えないかもしれませんが、最低賃金

引き上げの法制化圧力を作り出しているという点で非常に注目するべき運動です。 
 
 トランプ大統領の当選は、多くの組合指導部と活動家にとってもちろん非常にアンハ

ッピーな出来事です。組合指導部の多くはヒラリー・クリントンを当選させるために、

何百万ドルもの資金を投入してきました。医療、税制、環境問題から労働組合への攻撃

に至るまで、彼らはトランプの政策がいかに危険か認識しています。しかし、トランプ

当選ののち多くの市民社会、運動体が直ちに声をあげたにもかかわらず、唯一この米国

民の反トランプの運動に参加したかったのは労働運動です。少なくとも労働運動のトッ

プは声をあげませんでした。 
 
 それはなぜでしょうか？ 
 

三つ理由があると思います。一つには、労働組合員の世帯のうち４３％がトランプに

投票していることがあります。組合のリーダーの一部には、声を上げることで組合員の

怒りを買うことを恐れている、あるいはトランプの危険性を組合員に広めることを恐れ

ているのです。問題から目を背けています。 
 二つ目には特に建設関係の組合がそうですが、高速道路の再整備、橋脚建設などトラ

ンプが選挙中に約束したことが組合員の雇用と仕事を増やすと考えている組合があり

ます。今のところ、その約束は果たされる気配はありません。しかし、全米自動車労組

のような組合でも、トランプが自動車の輸入を制限するのではないかと期待する向きも

あるのです。しかしこのようなことが起こるとは思われません。北米自由貿易協定

（NAFTA）が再交渉されていますが、新しい協定が労働者に利益をもたらすものにな

るとは思われず、さらに有害なものになるかもしれません。 
 しかし米国の労働運動のトップの指導部がトランプの政策に NO という運動を組合

員に提起しない最大の要因は、何かの運動を組合員自身が組織することを好まないから

です。彼らにとっては、組合員は受け身であって欲しいのです。職場の草の根の組合員

がエキスパートとなって他の労働者を引っ張っていくような、職場から運動を組織化す

ることは、彼らの意識の外にあり、問題外なことなのです。彼らは職場から遠く離れた

立場におり、使用者を怒らせるようなことはしたくないと考えています。 
 
 さらに、組合員が運動を組織する方法を身につけ、どのように運動を率いていくのか

を学ぶこと、つまり職場に民主主義が花開く状態になるということは、それらの組合員

が次の組合役員選挙に立候補し、現在の指導部が落選することを意味しています。 
 つまり奇妙なことに、労働組合のトップの指導者たちがあたかも現状を変えることよ

りも、労働組合が後退していくことを選んでいるように思われるのです。組合が亡きも

のとなることを彼らが望んでいるとは思いませんが、これまでと違ったことに取り組ん

で変化を起こそうという意思はないと思います。 
 このことを示す例としては、２０１４年２月のフォルクスワーゲンの工場、２０１７

年の日産の工場での組合組織化運動の失敗を挙げることが出来ます。組合の組織化運動

を正しくすべての可能性をやり尽くしたとしても、日産について言えば UAW にとって

組織化は困難だったと思います。しかしフォルクスワーゲンについては事情が異なりま

す。 
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 UAW は、海外の自動車企業の工場が米国企業との合弁企業の場合を除き、海外企業

の工場の組織化に成功したことがありません。それほど真剣に取り組んでこなかったと

言えます。フォルクスワーゲンのテネシー工場の場合、組合の指導部はついに海外企業

の工場での組織化の道がひらけたと考えたと思います。つまり、組合が使用者に完全に

友好的に振る舞うことで、使用者側が組合結成に反対しないと考えたのです。 
 
 米国では、使用者に労働組合を認めさせ、交渉相手となるためには多数の労働者が組

合結成投票で賛成票を投じることが必要です。労働組合にとって組合結成に賛成票を投

じてもらうことの最大の障害は、恐怖です。使用者は通常組合攻撃を激しく行い、組合

が結成されれば企業に打撃となり、雇用が失われると脅します。 
 
 しかしフォルクスワーゲンの場合、経営側は労働組合を望んでいました。フォルクス

ワーゲンの経営側は UAW を工場に招き、労働組合の説明会を労働者に対して行わせま

した。労働者が恐れる必要性はなかったのです。そこで UAW は経営側のこの友好的な

対応にすべての希望をかけたのです。UAW は通常労働組合が認証選挙に勝利するため

に必要なことをせず、現場の労働者が自身の権利のために立ち上がる運動を組織しませ

んでした。署名運動や労働者に集団で働きかける場合に現場の職制が妨害してくること

がありますが、UAW はこれに対抗することはできました。このような運動を「組合認

証選挙前に組合を機能させる」作戦と呼ぶことがあります。UAW は、あくまで受け身

に徹し、待つという作戦でした。UAW のオルガナイザーは、米国の労働組合ならすべ

ての組合が取り組む戸別訪問をしませんでした。上司のいないところで対話できること

は非常に重要にもかかわらずです。そればかりか、UAW は労働者が希望しない場合を

除き戸別訪問はしないという協定を経営側と結び、さらにフォルクスワーゲンを批判す

るようなことを一切しないという協定も結びました。地域の運動団体が UAW を訪問し

て、何か運動の手伝いましょうかと申し出ましたが、関心を示しませんでした。 
 
 もちろん、UAW は１９４０年代以降職場の既存の組合員の間での運動の組織化に取

り組んできませんでした。組合の指導部は運動の組織の仕方を知りませんし、むしろ経

営側に忠実な労働者の方が良いと考えていますからそのような運動の組織には反対で

す。UAW は工場周辺の地域の運動を巻き込むという経験を持っていません。つまり、

組合がフォルクスワーゲンの運動で新たな方法を学ぶことなく、企業側だのみの運動を

洗濯したことは驚くべきことではありません。 
 
 フォルクスワーゲンの経営トップから結成を妨害されないという有利な条件のもと

で、労働者は組合結成賛成６２６票、反対７１２票（５３％）で組合結成を否決しまし

た。 
 
 工場内での運動の強い存在感と活動が欠けていたために、地元テネシーの政治家によ

る「組合ができれば新たな雇用は増えない」という反組合キャンペーンに対応できませ

んでした。全国的な右派の政治家グループは何万ドルも投じて反 UAW のキャンペーン

を展開しました。「UAW はデトロイトを廃墟にした。（フォルクスワーゲンの工場のあ

る）チャタヌーガもそれに続くのか？」というメッセージがばらまかれたのです。 
 
 この経験を紹介するのは、労働組合の指導部が、実際に労働者が立ち上がるような運

動を組織するよりは、敗北することを選ぶという実例を示したかったからです。 
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 今年のミシシッピー州の日産工場での組合選挙敗北について知りたい方もおられる

と思いますが、質問の際に時間があればお答えします。 
 
 ここまで、米国の労働組合の現状がその規模と力という点において、悲惨な状況であ

ることをお話ししてきました。しかし希望の見える話もあります。まだ諦めていない多

くの活動家がいます。 
 以下希望の持てる点を紹介します。 
 
 一つにはレイバーノーツの影響力が拡大していることです。今こそレイバーノーツが

必要な時で、新しい取り組み（実際は試され済みの中身ですが）が必要だと多くの人が

考えているのです。そして多くの現場の組合役員がレイバーノーツに参加しています。

２０１６年のレイバーノーツ大会には日本からの２１人を含め、２５００人が参加しま

した。来年２０１８年に次の大会を予定していますが、多くの参加があることを期待し

ています。２０１６年に出版した『成功するオルガナイザーの秘訣』は１３０００部が

すでに販売され、全米でこの本をもとにした学習会が開催されています。 
 さらに２０１６年にはこれまでの労働運動ではなかったことが起こったのです。「バ

ーニーのための労働者」という新たな動きです、バーニー・サンダースはヒラリー・ク

リントンの左をいく政策を掲げて民主党の大統領候補指名を争った人物です。 
 通常、米国の労働組合は民主党の候補者が誰であろうが自動的に推薦し、組合員は自

分の属する全国組合が何を言ったりやったりしているかにはほとんど関心を持ちませ

ん。労働組合による候補者推薦は、実際には組合員の投票行動に大した影響があるわけ

ではなく、組合員の側も自分が組合本部の決定に影響を及ぼすことができないと考えて

いるのです。 
 しかし今回の大統領選挙では、何万もの組合員が自ら行動しました。サンダースを支

持する労働者たちは、ほとんどすべての労働組合で独自にフェイスブックのグループを

立ち上げました。「バーニーのための電機労働者」などという組織がそれにあたります。

彼らはサンダースでなくクリントンを推薦した全国本部に圧力をかけたのです。５万人

もの労働組合員がサンダースを推薦する書類に署名し、「バーニーのための労働者」と

いうグループが全米２０以上の都市で結成されました。私も「バーニーのためのデトロ

イトの労働者」に加わって活動しました。バス運転士、郵便、看護師、一般労組など６

つの全国組合がサンダースを推薦し、支部段階では全米で１０７の組合支部が多くの場

合本部の決定に逆らってサンダースを推薦しました。米通信労組（CWA）はサンダー

ス推薦を決める前に組合員の意見調査を実施しました。クリントンを早い段階で推薦し

た組合の中には、現場の組合員の激しい抗議に直面した組合もありました。 
 様々な組合内部での闘争が起こったことには理由があったと思います。多くの組合員

が自分の所属する組合が政治運動で何かすることについて意見をいうことが正当なこ

とだと気がついたからです。自信を民主的社会主義者を称し、社会民主主義的な改革を

提起しているサンダースのメッセージは、労働組合の指導部が「これまでと同じように」

ことを運ぼうとしたことに、多くの組合員が異議を唱える力を与えたのです。 
 「バーニーのための労働者」の呼びかけに賛同した労働者の多くは、オンライン上で

名前を記入しただけかもしれません。しかし、それ以上のことをした人もたくさんいま

す。集会に参加し、チラシを配布し、組合の会議で決議を提案し、行動を誓うカードに

署名し、戸別訪問をし、電話がけに参加しています。「バーニーのための労働者」によ

ると、多くの州で組合員の世帯で民主党の予備選挙でサンダースの投票しており、クリ

ントンとの接戦に持ち込んだ例も多くありました。 
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 この経験から、組合員の中には組合が推薦する候補者により労働者階級重視の政策を

採用させることができると強い期待を持った人も多いと思います。 
  
 レイバーノーツが設立された１９７９年は、いくつかの全国組合で組合改革の運動が

進んでいました。その多くはすでに失われていますが、現在でも組合の支部や州のレベ

ルでは組合改革の運動が強まっているという非常に心踊る状況があります。 
 ２０１２年に全米で三番目に大きな教員組合の支部であるシカゴ教員組合が、一週間

にわたるストを打ち抜き、新自由主義者のシカゴ市長に打撃を与えました。このたたか

いが多くの都市の教師を激励し、教員組合の支部の改革運動に力を与えました。この改

革派のグループ（コーカス）が東海岸のフィラデルフィアから西海岸のオークランドま

で１３の教員組合支部（ニューヨーク市、ニューヨーク州、ボストン市、ニュージャー

ジー州東部、ボルチモア市、フィラデルフィア市、アルバカーキ市、シアトル市、サン

フランシスコ市、オークランド市、デンバー市、ミネアポリス市、ノースカロライナ州

東部）で活動しており、ハワイ州とマサチューセッツ州を含む９つの教員組合支部（ロ

サンゼルス市、シカゴ市、マサチューセッツ州、ハワイ州、セントポール市、ミルウォ

ーキー市、ラシーン市、コロラド州ジェファーソン郡、ポートランド市）で改革派が執

行部選挙で勝利しています。 
 さらに励まされるのはこれらの改革派コーカスが、草の根教育者のコーカス連合

（UCORE）という全国ネットワークを作って活動していることです。彼らは毎月電話

会議を持ち、組合執行部選挙に立候補しようとしているグループをサポートし、保護者

との共同の構築の仕方、トランプ政権とのたたかいの組織など様々なアドバイスと交流

を行なっていることです。重要なのは組合執行部に選ばれる以前であっても、職場から

労働組合が活性化させるような運動構築を行なっていることです。彼らの中には、独自

の新聞を発行しているコーカスもあります。 
 例えば、全米で二番目に大きな教員組合支部であるロサンゼルスの組合も改革派によ

って運営されています。彼らはカリフォルニア州内の５つの支部でネットワークを構築

し、協約の期限が切れる時期を揃えることによって統一的な行動を組織し、より良い協

約を引き出すというたたかい方を採用しています。２０１８年の初めにはストライキに

入ることでしょう。ちなみにロサンゼルスの教員組合支部は『成功するオルガナイザー

の秘訣』を８００部購入し、すべての職場委員に配布しています。 
 教員は、現在の米国の労働運動にとって最も活動的で、オルガナイザーを励ましてい

ます。しかし、全国組合の改革派運動として今でも存在しているのは運輸労働者を組織

しているチームスターの改革運動です。チームスターズは民間のブルーカラーの労働者

で組織されている組合です。昨年、組合執行部選挙で改革派候補が守旧派の会長候補に

４９％にまで得票で迫り、改革派の執行委員を６人当選させました。彼らは、妥協を拒

否し、年金を守り、組合内部の腐敗に反対し、未組織労働者の組織化を進めることを公

約に選挙に立候補しています。 
 
 レイバーノーツの成功を、私たちが発足した３８年前と比べて米国の労働運動が強く

なっているかどうかで判断するなら、私たちは失敗しています。しかし、レイバーノー

ツの成功を私が今日述べたような活動に取り組む活動家がより強くなり、一貫した活動

をできているかで判断するなら、私たちはいくらか成功していると言えるでしょう。レ

イバーノーツは労働運動の改革者をつなぐ接着剤なのです。米国の労働運動がこれから

も使用者と政府の攻撃でさらに厳しい状況に追い込まれるかもしれませんが、もし今後

運動が活性化するとすればレイバーノーツによるものだと思います。 
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資料③ 

（全教国際シンポジウム） 
マサチューセッツ教員組合（MTA） 委員長 バーバラ・マデロニ 
 

人種、階級と米国の公教育と公務組合をまもる労働者のたたかい 

 
 
米国の文脈における人種差別と資本 

 
マサチューセッツ教員組合（MTA）をはじめ米国のどんな教員組合でも、仮に日本の教

職員組合運動の「教え子を再び戦場に送るな！」のような歴史の反省の上に立ったスロー

ガンをつくるとすれば、それはおそらく「二度と人種差別のウソはつかない！ブラック、

ブラウン、ホワイト団結せよ！」になるでしょう。南北アメリカの先住民を殺戮し、奴隷

を酷使した後、米国のあらゆる機関や制度に組み込まれた白人優先主義構造に見られるよ

うに、人種差別と資本主義は、私たちの歴史のストーリーの中心的要素です。 
 
この歴史は、人種隔離から予算縮小、学校の業績や学習を評価する（優性学運動から生

まれた）全国標準テストまで、全て公立学校の中に組み込まれています。人種と階級は連

動していますが、肌の色に無感覚なことと業績主義の神話もまた同じです。人種差別主義

の暴力と、資本主義とその擁護者の暴力という根本的に暴力的な歴史のなかにあって、米

国の公立学校は常にどちら側の歴史を教えるのか、われわれは何者で、何者になれるのか

をめぐる論争の場でした。 
 
そしてもちろん、私たち労働組合も同じような人種差別主義と人間の可能性についての

狭い見方の影響を受けています。職能組織として発展した教員組合は、戦闘的になっても、

もともと戦闘的で有名なニューヨーク市の教員組合（UFT）がそうであったように、コミ

ュニティーと連携して経済的・人種的正義を求めてたたかうのを好みませんでした。また

教員組合やそのほかの労働組合は、使用者と協調し、組合員にサービスを提供するだけの

職能団体化すると、より良い世界を目指す急進的な政治闘争からは撤退してしまいました。 
 
米国では、このことは教員と私たちが働くコミュニティーとを分断する大きな力となり

ます。そしてより良い世界を作るという大義を支持する教育者と、現状維持を繰り返すだ

けの教育者の間の分断をもたらします。 
 
それでも、画一化、繰返し、人種差別など公教育のものとされる「すべての欠陥」にも

かかわらず、公教育のもつ可能性は資本を脅かしてきました。米国の公教育は、理想的に

は、世界を把握し、権力構造を検討し、新たな知識や意味と新しい世界を生み出すために

行動する可能性を引き出す場を作り出しているからです。この公教育の脅威は教室で自覚

されることはほとんどないのですが、それでも権力にとっては、注目して、弾圧して破壊

しようとするほど現実的な脅威なのです。 
 
公教育の力は、それが国民の財産で、広く国民全員を対象にしていることに支えられて

います。だからこそ、公教育を攻撃する勢力はその潜在性を恐れつつも、公教育の資源と

それを利用する能力をなんとしても手に入れようとするのです。 
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国民の財産への攻撃：ショックを与え-批判し-民営化せよ 

 
米国の公教育は長い間抗争の場となり、過去 40 年は公立学校と労働組合は止むことのな

い野蛮な攻撃を受けてきました。その中で私たちが敗北しそうになることもあります。こ

の攻撃の幅広い手法は、全ての公共財への攻撃に応用されています。まず制度全体にショ

ックを与え、そのショックによる動揺に乗じて、ショックに対応しようとする制度を批判

し、さらにショックによって非効率と決めつけた制度に代わるものとして民営化を提案す

るのです。 
 
このやり方が米国で最も典型的に現れたのが、2005 年にハリケーンで大きな被害を受け

たニューオリンズ市の公教育でした。ハリケーン被害からの復興において、公立学校の代

わりにチャータースクールを開校し、新しく白人中心の教員が採用され、現在では 96％以

上がチャータースクールになりました。当時のオバマ政権の教育長官は、「ニューオリンズ

に起こった最良の出来事は、多くのチャータースクールを導入する機会となったハリケー

ンカトリーナだった」と述べたほどです。 
 
私の住むマサチューセッツ州ボストンでも、同じような攻撃戦略が公共交通の民営化に

用いられました。長年の予算カットが続いたのち、幾度も襲った冬の嵐が公共交通システ

ムを麻痺させてしまいました。州知事と議会はこの緊急事態を多くの予算を教育に投入す

る機会と見るのではなく、公共サービス提供機関の民営化を禁止する法律の対象から、マ

サチューセッツ港湾交通局（MBTA）除外する法案を通過させる機会として利用したので

す。その後の長い運動が、MBTA の一部を、組合が活動する公的部門として存続させまし

た。MBTA もニューオリンズの場合も、予算カットが公的サービスの弱体化を招き、異常

気象に対応することができなくなっていたのです。 
 
米国の学校への予算配分方式は、貧困地域と有色人種の多い地域を差別的に扱ってきま

した。不動産税が教育予算に用いられるために、そのコミュニティーの経済状態と学校へ

の予算配分には明確な相関関係があります。マサチューセッツ州では予算不足を州がカバ

ーする法的な救済策がありますが、それでも貧困地域や有色人種が多い地域には十分な予

算がまわりません。 
 
貧しい学校、貧しい家庭、経済的に圧迫されたコミュニティーへの慢性的な予算不足が

続くなかで、州は教員の効率性、生徒の学習度、学校と地域の質を測り高度な決定を下す

ために全国一斉テストの利用を決めました。これらの一斉テストは米国の優生学運動の一

部である IQ テストから発展したもので、すでに幾度も生徒の家族の社会・経済的ステータ

スを予測する最良の手段として認められているテストです。 
 
予算不足の学校で、貧しい子供が学び、全国一斉テストをやらされるのですが、そのテ

ストが明らかにするのはたった一つの事実、つまり彼らが貧困であることだけです。 
 
これらの生徒のほとんどが黒人や先住民であるという事実は、米国社会の構造に組み込

まれている経済的、人種的な不正義を検討するために使われず、白人が大部分を占める教

師たちを、黒人や先住民の生徒のための高い教育水準を保っていないと批判することに使

われています。構造的人種差別と経済的不正義のニュアンスや複雑性は否定され、批判と

責任は教師とその労働組合、そして公立学校そのものに向けられます。 
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予算カットと全国一斉テストを通じて公立学校の信頼を失墜させておいて、民間市場と職

場の経営的支配（自由に解雇できる権限）が解決策として提示されています。つまり、チ

ャータースクールとバウチャー制度が解決策として示されているのです。 
 
この企ては、教員組合が歴史的に人種差別を支える役割を果たしてきたこともあり、構

造的な人種差別主義の現実を利用するという点で、そして経済構造がより不安定で不公正

になっているという不安を利用している点では成功しています。 
 
民営化推進者は、不安定な労働市場と個人主義、成果・能力主義の神話を利用して個人

を孤立化させ、連帯ではなく競争へと駆り立てます。公教育では、アルゴリズムと量的デ

ータによる技術官僚的な世界観が、主観的経験に介入し、想像力の発揮、相互作用の構築

に影響を及ぼします。 
 
これらの企ては、組合指導部が権力を握り、政治家やの使用者と協力し、組合員にはサ

ービスを提供するだけのビジネスユニオニズムのモデルにしたがって行動する教員組合に

よってさらに促進されます。あまりにも多くの教員組合が、技術官僚的プロセスに同意し、

組合員と直接話し合うこともなく、経済的、人種的正義のためのより広範なたたかいに挑

むことを拒否しているのです。 
 
もちろん、民営化の成功の一因として、新自由主義政策を進める政治家への際限ない企

業献金による政治の支配と、2 大政党が新自由主義政策を支持していることがあります。米

国での最悪の教育改革は、バラク・オバマ政権の時代に民主党によって実施されました。

オバマが公教育を破壊しつつあるときでも、彼は組合のお気に入りでした。組合をさらに

攻撃し、民営化や公教育の予算カットを進めるトランプ政権の教育政策が可能になったの

も、民主党が私たちを今の奈落へと導いたせいなのです 
 
私たちはどのようにたたかい、勝利するのか 

 

公教育の本来の可能性を主張するたたかいは、労働組合を自分たちの手に取り戻 
すことから始まりました。私たちは、私たちの組合をより民主的、戦闘的でより良い世界

のためにたたかう組合にするため、現場の組合員のコーカス1を作らなければなりませんし、

作っています。シカゴ教員組合にあった「現場の教員のコーカス」に刺激を受け、教員は

全米でコーカスを作り始め、「現場の教育者による統一コーカス」と呼ばれる組織を作り、

お互いを支援し始めました。私たちはこの５年間に 5 回の全国会議と全米電話コーカス会

議を毎月行い、それぞれの組合が運動を始め、力をつけていくたたかいの過程で、問題の

分析、支援、解決を行なっています。 
 
私は、民主的な組合のための教育者（EDU）という進歩的なコーカスの一員としてマサ

チューセッツ教員組合（MTA）の委員長に選出されました。MTA は 11 万６千人を組織し、

マサチューセッツ州では最大の組合です。私が指導部に選出される以前の執行部は、年功

権を放棄し、医療保険を交渉する権利も裏取引で放棄していました。組合員の投票をひっ

くり返し、生徒のテスト結果と教員の評価を連動させる制度も許しました。組合員は執行

                                                   
1 訳注：「コーカス」とは米国の政党や労働組合などの団体内部に存在する目的実現や属性を共

有する派閥、グループのこと。保守的な執行部の改革を目指す集団、グループという意味で使わ

れている。このほかにも米国の労組内には女性、移民、LGBT のコーカスもある。 
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部から疎外され、ほとんどの組合員は誰が組織的決定をし、なぜその決定がなされたのか

を知りません。指導部決定が悪いもので、異議申し立てがされても、組合員はよりましな

提案を飲むことしかできませでした。 
 
私が選挙公約として掲げたのは、一般組合員の活動と指導力を強化し、労働組合民主主

義を拡大する、たたかう労働組合づくりでした。私が属していたコーカスはできて 2 年目

で、私の委員長選立候補を利用してメンバーを増やそうとしていました。MTA には 400 弱

の地域支部があり、私たちは委員長選挙をそれらの地域支部に接触し、話を聞くとともに、

労働組合には別のやり方があるという考え広める機会と考えていました。当初は私が委員

長に当選すると思っていなかったのです。 
 
私の委員長選勝利は、現状維持派（そして EDU）にとって、大きな衝撃でした。それは

EDU が組合の既存の機構の外で選挙運動を展開し、年次会議に初めて参加する 500 人の職

場委員を動員し、組合員が深く共感するストーリーを広めたからです。私たちが何者で、

何者になることができ、そのために何をなすべきかというストーリーは、守旧派の組合指

導部の皮肉な態度や個人主義、競争、公教育、市場などついての全国的な主張にもかかわ

らず、組合員には集団行動に参加する用意があり、賃金や労働条件だけでない、より高度

のたたかいにも関心があるという確信に基づいていました。 
 
力を取り戻す：内部のたたかい–チャータースクールのたたかい–職場の組合員のリーダー

シップ構築–共同の拡大 

 
進歩的なコーカスを育てるのは、メンバーの一人を最小限の支持しかないのに、全州組

合の委員長に選出させることから始まるものではありません。私たちが最初にすべきこと

は、職場に広範で、すくなくともしっかりとした草の根組織を作ることです。私が委員長

に就任した時、進歩的コーカスの EDU は、70 人の執行委員のうち７人の代表しかいませ

んでした。EDU は副委員長選挙には候補者を立てなかったので、副委員長は私の味方では

ありませんでした。組合員に誤った情報を提供し続けた旧執行部は激怒しましたし、それ

は 4 年ほど経った今も変わりません。守旧派の関心は私の改革プランを頓挫させることで

あり、私が成功するのを妨害することでした。これに対抗する私たちの戦略は、議会や技

術的な些細な争いの罠にはまることなく、草の根の活動の強化と組合員の中のリーダー構

築に集中することでした。私たちは公開の協約交渉についての団交サミットを開催し、協

約交渉を秘密のカーテンから引っ張り出し、代わりに交渉に関する知識や力を全ての組合

員と共有しました。私はマサチューセッツ州全域で 37 回のフォーラムを開催し、組合員に

あなたの公教育のビジョン、そのビジョンの実現を阻んでいるもの、そしてそのビジョン

の実現のために何をしたいかを尋ねました。そしておそらく一番需要なことは、新しい現

場の組合リーダーたちが組合の力を理解し、職場の課題を解決するためにたたかう組合員

をいかに支援するかを教えるレイバーノーツ2の組合リーダー養成プログラムを利用したこ

とです。 
 
また、既存の労働関係やコミュニティーとの連携の拡大と強化も開始しました。私が委

員長になってから、MTA は有給の家族看病休暇、時給 15 ドルを目指す運動（Fight for 15）、
                                                   
2 訳注：「レイバーノーツ」は 1979 年創立の米国の進歩的労働運動の連携組織。活動家むけの

パンフや書籍の出版、Web の編集、活動家養成プログラム（トラブルメーカーズスクール）を

実施するなど、MTA をはじめ米国の進歩的な労働組合の多くが利用している。 
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富豪の課税強化を目指す運動に参加しています。同様に私たちは、労働者、保護者、学生

とコミュニティーグループが参加するチャータースクールと、高額なテスト反対のマサチ

ューセッツ教育正義連合という連携組織で中心的役割を果たしています。 
 
これらの連携は、2016 年に民営化推進者がチャータースクールの学校数制限を撤廃し、

より多くのチャータースクールをより早く建設するための法律を求める州民投票を提起し

た時に、非常に重要な役割を果たしました。この州民投票の賛成派は 1800 万ドルの運動資

金を使うとしていました。最終的に私たち反対派は 1500 万ドルを使い、推進勢力は 3000
万ドルを使いました。それでも私たちは勝利し、チャータースクール拡大を阻止しました。

勝利の要因には、私たちの組合員が教育者として自分たちの問題を語り、連携組織の仲間

もこの運動に参加し、草の根の運動の組織化に成功したからです。私たちの連携の仲間た

ち、特に他の労働組合は、公教育を守ることは労働者を守ることであり、民営化計画は労

働者攻撃であることを理解したのです。なかでもマサチューセッツ州 AFL-CIO は、他産業

の労働組合の仲間にこの州民投票がいかに重要な労働者の課題であるかを伝えるのに非常

に重要な役割を果たしました。 
 
人種的正義は、チャータークールに関する州民投票のたたかいで中心的な要求でした。

チャータースクール推進者は、「破綻しつつある公教育」が特に黒人や有色人種の子ども達

にとって不利であり、チャータースクールこそが解決策だと主張します。コミュニティー

と保護者との関係がいくらかあったため、私たちはこの複雑な領域をなんとか交渉で切り

抜けることができました。しかし、その交渉の一部は、いかに人種差別が公教育の中に染

み付いているか、それでもなぜ公教育が依然として人種差別にたいする回答であるのかを

認めることでした。私たちは、全州での何千回もの、あらゆる種類の人々との対話の中で、

彼らがいかに公教育を評価し、公教育の強化と、より公平な予算配分を求めているかを知

りました。 
 
教訓と次のステップ 

 
私が委員長に立候補した時、以前の執行部が考えていたよりも、組合員の希望は大きく、

そのために行動する準備があることがわかりました。よく似た現象はチャータースクール

に関する州民投票の時にもあり、政治家やメディアが言うよりも公教育ははるかに高く有

権者に評価されていることがわかりました。運動を組織する時は、人類の最良の希望と理

想を訴え、集団的行動の中にある可能性を意図的に強調することが重要です。私たちの仕

事は、力や権力関係の徹底した分析と集団的行動を支援する技術を、職場の組合指導部の

中で強化することであり、多くの組合員に日々の職場における経験の中で労働組合の経験

をしてもらうことであり、地域社会と正義のために共同のたたかいが必要だと理解しても

らう政治教育を組合員に広げることです。 
 
チャータースクール問題で鍵となるたたかいに勝利したものの、私の組合は常に右派か

らの脅威にさらされています。近日下される連邦最高裁の裁定は、公務労働組合の組合員

に組合加入の選択権を認めるもので、MTA の組合財政の安定性を脅かしています。今後 1
年で 10％の組合員減少が見込まれています。この連邦最高裁決定は私たちに、このような

攻撃にたいして MTA がどのような組合になれるのか、なるべきなのかについて厳粛な決断

を求めるものです。組合員サービス重視の組合スタイルを支持する人々は、この状況下で

広範な共同と社会正義の問題から撤退する選択をするでしょう。彼らは労働組合は組合員

にサービスを提供することに集中するべきと信じているからです。このような考えの人は、
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イデオロギーに影響されるよりも、むしろ自身と周囲の人への強い皮肉を持ち、自身が身

を置く世界以外の世界を想像する力が欠如していると思います。私たちは彼らに新しいビ

ジョンを持たせることができますが、彼らの世界観から解放させるために時間を費やすこ

とは私たちの仕事ではありません。代わりに、草の根の組合員の潜在的な想像力と正義の

感覚を強化することが私たちの仕事です。 
  

MTA の委員長として、そして EDU メンバーの執行委員の支持を得て、私たちはこの脅

威により多くのオルガナイザーを雇うことで対応し、1−20−４計画という組合員のリーダー

強化の計画を実行しています。１人のリーダーが２０人の組合員とつながりを持ち、次の

一年のうちに 4 回の会話をするというものです。願わくば、これらの会話を通じて組合員

が職場の問題を把握し運動を組織すること、そしてより広い社会正義の課題にコミットし

て欲しいと考えています。 
 
私が委員長だった４年間で EDU は成長しました。現在は執行委員会の中に２８人のメン

バーがいます。そして私の任期が切れる時、その力が試されます。組織内の反対勢力は私

たちから学び、組合内で効率的に組織しています。彼らは予算を凍結したり、新しいやり

方を阻止する障害を設けることで私たちの主張を攻撃しながらも、巧みに私たちの主張の

言葉を取り入れています。人種的正義に関する EDU の誓約は私たちの運動の中心であり、

それはただ話題にするのでなく問題分析の主要部分であり、白人優先主義の構造を破壊す

るために必要な行動だからです。私たちと守旧派の違いは、新しい世界を目指すコミット

メントだけでなく、どこから力を得るのかの認識が違います。EDU は職場の組合員のパワ

ーと共同のパワーを構築する決意です。公立学校への攻撃を跳ね返すたたかいは、より良

い世界を目指すより広範なたたかい一部であると確信します。EDU は、働く人々に、話し

合って、問題を分析する時間、手段、信頼を与えれば、彼らはより良い世界のために集団

的に行動するという有意義な希望をもって行動する決意です。たたかいは続きます。 
 
 

（以上） 


