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ベネルックス三井物産

川瀬 裕司
2017 年度日本人会会長就任のご挨拶

巻頭

　この度 2017 年度ベルギー日本人会会長に就任致
しましたベネルックス三井物産の川瀬でございま
す。
　前会長のダイキンヨーロッパの三中様の実績を引
き継ぎ、今後一年間ベルギー日本人会の発展と成長
に微力ながら貢献出来ればと思っております。どう
ぞ宜しくお願い申し上げます。

　先ずは、日本・ベルギー友好 150 周年記念の大
事な時期に会長職をお務め頂いた三中前会長をはじ
め、役員、関係者の皆さま方の日本人会の活動への
積極的なご支援、ご参加に心より御礼申し上げます。
　150 周年記念行事も無事に終了し、今年は 151 年
目ということで通常行事に戻りますが、その中でも
皆さまがベルギーで快適に、安心して日々過ごせる
ように、日本人会としても尽力していきたいと思っ
ておりますので、引続き皆さまのご協力と積極的な
ご参加をお願い申し上げます。

　会長就任にあたり、この場をお借りして簡単に自
己紹介をさせて頂きます。
　私は、ベルギーには 2015 年 6 月に赴任し、丁度
3 年目に入ったところです。海外勤務は、4 回目で
パリ、ヒューストン（2 回）に次いでブリュッセル
の駐在となりました。前回の駐在地であるヒュース
トンでは日本商工会（役割としては、ベルギーに於
ける日本人会と同様）にも積極的に関与させて頂き
ましたので、そこでの経験を活かしつつ、ベルギー
日本人会の活動に少しでも貢献出来ればと思ってお
ります。

　昨年の BREXIT に端を発し、欧州各国での選挙、
今後の EU の動向、EU/ 英国間の交渉など EU が日々
注目されております。また、一方で日・EU EPA の
話も盛り上がってきており、EU は引続き世界で注
目される存在となっています。その中心地であるベ
ルギー・ブリュッセルに、正にこの時期に滞在出来
ることは大変光栄なことだと思っております。

　ベルギーは、三つの言語共同体と三つの地方政府
が存在する多言語・多文化の国、美食の国、多数の
歴史的世界遺産が存在する国と大変魅力のある国で
す。日本人会会員の皆さまが、当地ベルギーでの文
化、芸術、経済等の様々な面において、ベルギーで
の生活をより多く堪能できるように、会員相互の親
睦、文化交流、経済関係の発展、また日本人学校支
援などを中心に日本人会役員の皆さまと共に、この
一年間活動を盛り立ててまいりますので、引続きご
支援の程宜しくお願い致します。

　最後になりましたが、在ベルギー日本国大使館、
並びに欧州連合日本政府代表部の皆さまの日本人会
の活動への積極的なご支援に心より感謝申し上げま
す。会員の皆さまとそのご家族の皆さまのご健勝を
祈念しつつ、今後一年間宜しくお願い申し上げます。
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日本人会ゴルフ部　羽藤

2017 年度　日本人会ゴルフコンペ（第１回）結果報告

開催日 ４月８日（土）
コース GOLF LA BRUYERE
参加人数 11 人（女性 2 人、男性 9 人　内初参加 4 人）
幹事会社 AGC　Glass Europe

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 河地　久直 Nippon Express Belgium NV 52 40 92 21 71

準優勝 水澤　由子 Kaneka Europe Holding Company N.V. 44 44 88 13 75

第３位 太田　勝博 Bridgestone Europe NV/SA 50 47 97 19 78

ﾍﾞｽﾄ ｸﾞﾛｽ 水澤　由子 Kaneka Europe Holding Company N.V. 44 44 88 - -

開催日 5 月 14 日（日）
コース GOLF CLUB DE PIERPONT
参加人数 21 人（女性 3 人、男性 18 人　内初参加 5 人）
幹事会社 NYK Bulkship NV

順位 氏名（敬称略） 会社名 OUT IN Total H/C Net

優勝 高橋　英三 TOYOTA MOTOR EUROPE NV/SA 45 40 85 17 68

準優勝 中野　春美 書家 47 41 88 20 68

第３位 羽藤　正史 AGC GLASS EUROPE S.A 45 43 88 15 73

ﾍﾞｽﾄ ｸﾞﾛｽ 青木　優 YAMAYU-SANTATSU 41 39 80 - -

日本人会ゴルフ部　羽藤

2017 年度　日本人会ゴルフコンペ（第２回）結果報告
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　日本人会春季テニス大会が、さる 4 月 23 日（日）に Sports City にて開催されました。今年も初級者か
ら上級者まで 39 名の方にご参加頂きました。午後からはキッズコートを設け子供たちも一緒になってテニ
スを楽しみ、怪我もなく盛大なイベントとなりました。一人あたり４～６試合をこなし、日頃の練習の成
果を発揮、または運動不足の解消にチャレンジしました。
　懇親会も含めて総勢 55 名以上の方が参加、ペア・対戦相手・新規赴任者との親睦の場となりました。
試合後の表彰式を兼ねた懇親会では、協賛品を囲みながら応援のご家族と一緒に賑やかに過ごしました。
また、大会を通じて優れた成績を収めた男女各 1 名（MVP）の方へ在ベルギー日本国大使館より贈呈頂い
た大使杯が授与されました。
　ご参加頂いた選手の皆様、大会運営にお手伝い頂いた皆様、応援に駆けつけて頂いたご家族の皆様に感
謝致します。また、この度もベルギー日本人会のバックアップ、及び多くの方々からのご協賛を頂きました。
この場をお借りして、厚く御礼申し上げます。各クラスの入賞者、及びご協賛会社は、以下の通りです。

日本人会テニス部 2017 年度幹事　多田

第 32 回 日本人会春季テニス大会結果のお知らせ

入賞者（敬称略）

< 男子Ａ > 優勝：岩成・森川  < 女子 A> 優勝：森山・吉橋 < 男子 B/C> 優勝：久多里・重黒木　 

< 女子Ｂ /C> 優勝：田嶋・村上 <MVP> 女子：田嶋圭子、男子：森川健太郎　

　秋（10 ～ 11 月頃）には団体戦での秋季テニス大会を予定しております。　
　ブラッセルでの日本人会テニス関連行事が、益々盛り上がり楽しいイベントとなりますよう、これから
も多数の皆様のご参加をお待ちしております。
＜ご協力いただきましたご協賛会社（敬称略・順不同）＞
アイシンヨーロッパ , ＡＮＡ ( 全日空 ), 旭化成プラスチックス , ブティックルイーズ , ブリヂストンヨーロッパ , ダイキンヨーロッパ , ERNST & YOUNG, 
ジャパン P.I. トラベル , Nikon Metrology, 日本触媒ヨーロッパ , カネカヨーロッパホールディング , パナソニックエナジーヨーロッパ , 
スーパーストアはるちゃん けんちゃん , 日本食材店 田川 , YAKULT BELGIUM, 山優 三辰 , 居酒 - YA, Patisserie - Chocolaterie Yasushi SASAKI, 
Languages Unlimited, 麺真 , 豊田自動織機 , レストラン Nihon-Shoku, Toyota Motor Europe
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　昨秋、フランダースの作家による小説の翻訳が松
籟（しょうらい）社という京都の出版社から二冊同
時に出たので紹介したい。
　エルヴィス・ペーテルス『火曜日』（鈴木民子訳）
　これは、一人暮らしの老人の朝起きてから寝るま
での一日を、昨日と変わらない今日のほぼ習慣的な
行動を通して、そのわずかな見るもの聞くものから
頭に去来する思い出の断片が次々フラッシュバック
して、彼の 76 年の人生が徐々に明かされてくると
いう話である。
　主人公は適当にやんちゃで女好きで女にモテて不
良でならず者で無軌道で、というところまではまあ
ありがちで退屈な話である。ところが思い出の場面
が 19 歳で渡ったコンゴに移ってから俄然話が動き、
不穏な光がどんどん増す。彼は 1960 年前後から始
まった独立をめぐるコンゴ動乱の中を宗主国ベル
ギーの白人として生きのびたのである。その生きの
び方が筆舌に尽くしがたく、……と書いて筆力のな
いアタシなどはお茶を濁すのだが、作者エルヴィス・
ペーテルス（60 歳）はあくまでも直裁的にして冷
徹冷酷に活写する。この人は 80 年代テクノパンク
の頃から名を鳴らしたロックミュージシャンで、今
もライブでシンバルをスタンドごと手に持ちながら
歌う姿を見たが、抑制の効いた重いパンクが小説の
スタイルと妙に重なる。そして、なぜコンゴ帰りの
主人公がああもまめまめしく女に優しいのか、そし
て可愛いエロ爺さんを演じられるのかがわかってく
る。秘密はコンゴにあり。
　ところで、私たちの知る老人たち一般の行動がど
うしてあのように鈍くゆっくりなのか、またどうし
て一日に何度もボーとしたり我関せずで黙り込んで
は周りと関係ないことを言ったり、ため息をついた
りするのか、考えたことはおありでしょうか。あた
かも衰えとか機能不全のようにとらえ、老人とはそ
ういうものと割り切っておられませんか。
　私がこの本から得た解答はこうだ。つまり、老人
の中を過ぎる時間というのは１日 24 時間と並行し
てそれまでの人生、この主人公だったら 76 年分の
時間が同時に流れているからだ。「鳥、猫の鳴き声、
たまに鐘のなる音、風向きによっては、飛行機、サ

イレン、車の音、……誰かが叫ぶ声。こうしたもの
に居場所を与えるための記憶を、彼（老人）はたっ
ぷり蓄えていた」
　体力があって日常茶飯に追われているうちは思い
出は今に時々入り込んでくるくらいだが、老人に
とっては逆なのかもしれない。

　ペーテル・テリン『モンテ・カルロ』（板屋嘉代子訳）
　他人は妄想と呼ぶ。でも自分だけがこれが妄想で
はなく真実であることを知っている。でもそう言え
ば言うほど他人は自分から離れていく。こんなはず
じゃなかった、諦めたくても諦めのつかない、やり
場のない思いなどなど、澱のように心の奥底に溜
まっているいやあな感覚。この話、どうも既視感が
あってかなりしんどい。
　自動車整備士である主人公は、F １モナコグラン
プリの出場チームスタッフの一員になるほどの腕と

藤野 ユミリ
書籍編集シリーズ「フランダースの声」

〈ベルギーもの〉なんでも読書案内　73
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プライドを持っている。本番前のサーキットで引火
による大事故が起こった。自分は大火傷を負った。
が、かまうこたあない。だって俺はヒーローなのだ
から……。そうだろ ?　なあ ?　俺ってこのままじゃ
ないはずだろ？　誰かそうだと言ってくれ～。心で
血を流す主人公。ネタバレになるのでもうやめる。

　それにしてもここ数年フランダースの現代小説の
出版ラッシュは一つの事件といえよう。これら松籟
社の「フランダースの声」シリーズも注目に値する。
その仕掛け人はフランダースセンター。ご存知、当
センターは日本におけるフランダース文化情報の一
大発信基地であり、音楽、ダンス、ファッション、
芝居に映画、自転車レースまでと様々な企画を催し
てフランダースの知名度を上げ続けて 40 年。フラ
ンダースといえばネロとパトラッシュだった日本人
に意識改革をもたらしたその功績は大きい。今年か

ら「アーツフランダース・ジャパン」と名を改めつ
いに大阪を離れて東京吉祥寺に進出。
　実にありがたい。この連載を始めた 10 年前とは
隔世の感がある。当時、自分が企画し完成したばか
りのエリックエマニュエル・シュミットの新刊本の
書評を載せたいばっかりに、事務局に掛け合い、最
低 10 回は連載することを条件にこの読書案内の連
載がはじまった。フランスやイタリアじゃあるまい
し、10 回も書くほどベルギーの本がそこらへんに
ゴロゴロ転がってはいなかった。それが今や「フラ
ンダース」と冠がついたシリーズ刊行で、まごうこ
となき「ベルギーもの」が向こうからやってくる。
牛が鉄板と焼肉のたれを手に歩いてきてくれるよう
なものだ。
　今回取り上げた二冊のそれぞれの「訳者あとがき」
は、当センターが長い時間をかけて戦略的にフラン
ダース現代文学の紹介への道筋をつけてきたことを
教えてくれる。それによると、出版を目的としたプ
ロジェクトを立ち上げ、そのための翻訳者養成セミ
ナーを開催し、文学基金の援助を取り付け、出版社
に渡りを付ける。
　実に堅い。こうして最初に結実したのが、かれこ
れ 3 年前に刊行された 5 人の作家（かつてはユーゴ・
クラウスで知られたヒューホ・クラウスや人気劇作
家トム・ラノワイエを含む）のアンソロジー短編集

『フランダースの声』（松籟社）である。この本は当
初通常の書籍流通ルートに乗っていなかったので入
手困難だったが、今やアマゾンのセコハンで１円也。
　これまでの海外文学の場合、研究者がいるような
古典だったりビッグネームだったり、文学部の先生
や学生の情報網にかかってくるようなおもしろい作
家だったり話題のベストセラーだったりすると、訳
者や出版社やエージェントなどなど、日本の読者の
興味の側からぜひ翻訳を出そう！となったものだ。

http://www.nittsu.eu/be/removal_japan.html#top
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　だが、フランダースセンターの手法は逆だ。需要
よりもまず先に供給してしまおう、つまりフラン
ダース側からぜひとも読んでほしい作品や作家のラ
インナップを並べて、さあ、どうぞお試しください！
　といった、ビールの試飲会のような感じ。
　いやいや、フランダースセンターだけでない。岩
波や新潮社などの老舗出版社からも『15 の夏を抱
えて』（ヤン・デ・レーウ）とか『残念な日々』（ディ
ミトリ・フェルフルスト）が出て、もはや作家や作
品の各論だけでなく「フランダース文学」概論が語
られてもいい舞台が整いつつあるのかもしれない。
つまり、ベルギー専門家やオランダ語専門家の内輪
ウケの枠を超え、きちんと文芸評論の俎上に載せ、
面白い面白くないを含めて、本格的に評価できる日
本からの視点を待望したいところ。
　あ、もしかしたら、これもセンターのプロジェク
トの一環としてプログラムされているのかもしれな
いっすね。

【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】【食料品・持ち帰り弁当】

  120 Rue kelle, 1150 Bruxelles 120 Rue kelle,1150 Bruxelles          17 Rue des begonias, 1170 Bruxelles

  TEL： 0490.11.9026 TEL&FAX : 02.771.7224          TEL&FAX : 02.660.0666

  火～土:10h-20h　（19h-20h予約の方のみ） 火～金:10h-18h / 土:10h-19h          月～金:10h-18h / 土:10h-19h

   (月曜・日曜・祝祭日休み) (月曜・日曜・祝祭日休み)           (日曜・祝祭日休み)

【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】【ヘアーサロン】 【食料品・持ち帰り弁当】 【食料品・持ち帰り弁当】 【食料品・持ち帰り弁当】 【食料品・持ち帰り弁当】 

TAMAKITAMAKITAMAKITAMAKI    けんちゃん   けんちゃん   けんちゃん   けんちゃん はるちゃん　　はるちゃん　　はるちゃん　　はるちゃん　　

http://sowatrading.be/
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前号のあらすじ 

「ホットライン」または「内部通報制度」（英語では、
"whistleblow" という。）とは、会社内で不正会計、
賄賂等の腐敗、カルテル、セクハラ・パワハラ等の
違法または不正行為が行われて公共の利益が侵害さ
れると考えられる合理的な疑いのある場合、従業員
(A) が上司・同僚の従業員 (B) の不正行為を会社の
指定通報受付役（C）または弁護士等外部の通報受
理の専門家（D）に通報することが可能な制度を言
います。

最近多数の日系企業は、いわゆる「内部統制」の観
点から、「ホットライン」、「内部通報制度」の導入
を積極的に開始しました。しかし導入したのにほと
んど使われていない、とかあまり積極的な反応がな
いところが多いようです。

33. 欧州における内部通報制度 (「ホットライン」、
Whistle-blow)

欧 州 で は「 内 部 告 発 文 化 」（whistleblowing 
culture）に対する警戒心が強いという点を指摘す
る必要がある。したがって、内部通報制度の適用は、
他に有効な違法行為の是正手段がないときにのみ内
部通報を認める（「補足性」という）のが望ましい
というのが欧州の多くの国での現状です。内部通報
者と告発の対象者の処置については、過去にナチや
旧ソ連の KGB、東欧における社会主義に基づく国
民相互監視制度または密告制度の苦い経験がありま
す、と聞いても日本人はあまりピンとこない。日本
人の感覚と異なるのでよく理解できないという方が
多いであろう。また、最近のフォルクスワーゲンの
排気ガスの虚偽申告・表示に関するスキャンダルが
なぜ内部から糾弾されず、米国をはじめとする外部
当局からの告発に基づいているのかもよくわからな
いかもしれません。しかし、ベルリンの壁が壊れた
のは１９９０年という比較的最近のことです。

(1)Adams 事件

皆さんの興味を引くような話から始めます。私の記
憶にのこる欧州での内部通報制度に関する最初の大
事件は、Adams 事件です。この事件は、マスコミ
が騒いで有名になり、後にテレビ映画にもなって賞
を取ったりしていまが、まず、その第一幕を紹介し
ます。

<<< 第一幕 >>>

舞 台 は、 １ ９ ７ ２ 年 に 遡 る。Adams 氏 は、 当 時
妻と３人の女のお子さんがいたが、Hoffmann-La 
Roche というスイスの大手製薬会社の幹部社員で、
ビタミン関係の製品の責任者であった。同氏は、排
他的購入義務や必要量に近い割合を同社から購入し
た場合にのみリベートをもらえる（忠実リベート制）
等の販売条件を適用して会社が多額の利益を上げ、
一方、ユーザー側の顕著なコスト増になっているこ
とを知った。

１９７２年１２月頃、スイスは EEC と自由貿易協
定を締結し、上記排他的購入義務や忠実リベート制
等の販売条件が EEC の競争法違反であることを知っ
た Adams 氏は、欧州委員会の競争当局に接触し、
上記の違反行為に関する証拠を提出し、１９７３年
１０月に Hoffmann-La Roche を辞任した。

Adams 氏は、スイスからイタリアに移住し、産業
の乏しい地域で養豚農家の経営を始めた。イタリア
政府は、補助金を惜しまなかった。

１９７４年の大晦日、Adams 氏は、親戚の集まり
のためイタリアとスイスの国境を通過したところス
イス警察に逮捕された。彼は独房に入れられ、産業
スパイ罪と国家反逆罪の疑いで起訴された。彼の妻
も数回にわたって取り調べを受け、夫が有罪となっ
た場合には、懲役２０年の刑に処せられる、旨告げ
られた。数日後彼女は自殺した。Adams 氏は、２
日後にこれを知ったが、葬儀に出席することは司法

個人情報保護に関する EU 新規則 ( その ９)
― 内部通報制度（Adams 事件から探る悲劇の歴史） ―

柴崎 洋一
DLA Piper, Brussels Office
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当局に拒絶された。

Adams 氏は、１９７５年に２５．０００スイスフラ
ンの保釈金を払って保釈され、イタリアに戻って養
豚農業を再開するが、イタリア政府は、突然補助金
を停止した。

欧州委員会は、Hoffmann-La Roche に対して上記
の排他的購入義務や忠実リベート制等の販売条件が
EEC 条約８６条に違反する「市場支配的地位の濫
用」（Abuse of Dominant Position）であるとして、
１９７６年６月９日、３０万計算単位（約２４万ポ
ンド）の制裁金を課した。翌月、Adams 氏はスイ
スの裁判所で懲役１２か月、執行猶予３年の刑を言
い渡された。

Adams 氏は破産し、３人の子供の親権も奪われて
同居が不可能になった。Hoffmann-La Roche 社は、
全社員に Adams 氏とのコミュニケーションを禁止
し、同氏は業界のブラックリストとなった。したがっ
て同氏が連絡を取ろうとする旧友および元同僚は、
一切返答をせず、また就職先を探してもいずれにお
いても平社員の職すら就職ができなかった。

し か し、Hoffmann-La Roche の 内 部 通 報 者 が
Adams 氏 で あ る こ と を、 守 秘 義 務 に 違 反 し て
同社に知らせたのは、欧州委員会の競争当局の
Director-General であることが判明すると、欧州委
員会は、極めて困惑した。欧州議会は、欧州委員会
に対して、スイスの手続きに介入してこれを覆す手
続きを求めた。英国の弁護士グループ及び政治家は、
Adams 氏に居住権を含む避難所を与えて援助を開
始した。Adams 氏は、欧州委員会に対して損害賠
償の訴訟を提起し、欧州委員会は 20 万ポンドを支

営業時間　月・火　19:00– 22:30
　　　　　水～土　12:00 – 14:00,  19:00 – 22:30

RUE CAPITAINE CRESPEL 14, 1050 BRUSSELS 
Tel: 02.513.1725 

http://www.seoul-resto.be/

韓 国 料 理 レストラン 

ソウル
世界で一番おいしい焼肉を

お楽しみください。

払うことに合意した。( これは彼が支払った法的費
用の 40% である。)

（2）法的論点

内部通報制度は、一部は GDPR の問題であるが、雇
用労働法の問題でもある。GDPR88 条は、「加盟国
は法令又は労働協約により、従業員の個人情報の保
護に関するより特定されるルールを採択することが
できる。」と定めているので、加盟国の法令で規制
されることも可能です。

40 年前の Adams 氏のストーリーは興味深いが、現
在でもＥＵでは、個人情報の保護の指令および個人
情報の保護の新規則（GDPR）並びに少数の加盟国
でごく最近立法がなされた内部通報に関する法律を
除くと状況はまだ大きくは変わっていないのであ
る。今回は、それらの疑問を、欧州における歴史的
な動きや、いくつかの主要国の法令をベースに説明
しようとするものである。フランス、オランダ等少
数の加盟国では、内部通報に関する通報制度が最近
立法された。内部通報制度に関するルールの主な論
点は下記のとおりである。

a. 個人情報の保護（GDPR）

通報者が提出または送付する通報は、告発される者
および通報者の双方の個人情報である。これが処理
される正当化事由がないと、個人情報の保護規則
(GDPR) の違反となる。

b. 通報者の保護

通報者は、会社または使用者の違法行為を主張する

http://www.seoul-resto.be/
http://www.seoul-resto.be/
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ため、会社の利益と衝突する場合がしばしば生じる。
Hoffmann-La Roche 社は、競争法違反となっても、
見つからなければ、利益を拡大する、排他的購入義
務および忠実リベートを行いたかった。したがって、
Adams 氏に対する報復は過酷なものであった。

c. 告発される者の保護

告発が単なる噂で真実でなかったりすれば当然告発
されたものの権利が侵害される。これをチェックす
る機能も重要である。GDPR は個人情報が、不正確
である場合にこれを訂正する権利を情報主体（当該
個人）に与える。手続き上のヒアリングの権利は、
違法・不正行為の社内調査の重要な手続き面となる。
上記の Hoffmann-La Roche 事件では、会社が競争
法違反で告発されたので、会社の違法行為も「守秘
義務」の範疇に入るというのがスイスの裁判での取
り扱いであった。

ベルギーおよびオランダにおけるルールについて
は、前号、個人情報保護に関する EU 新規則 ( その ８)
で説明したので今回はフランス、ドイツおよびイタ
リアのルールを概観する。尚、これらの国の情報に
ついては、internet に 4 月時点で英文で掲載されて
いる情報に基づいているのでお断りしておく。

(3) フランス

近年までフランスの内部通報制度はいくつかの法律
に分散されており、その中で希薄化し、グローバル
な一貫性を欠いていた。そこで近年フランスは、透
明性と腐敗防止に関する新しい法律を制定し、内部
通報者の保護に関する法律がいくつかのばらばらの
法令に分断されていたのを束ねた。

フランスの新たな内部告発法的枠組みは、内部通報
者の定義を導入し、従業員数 50 人以上の企業に適
用される内部通報手続きを規定している。

a. 内部通報に関する概要

不正行為に関する情報を提供する従業員を保護する
新法のまえの規定は、腐敗防止法、環境保護に関す
る法律、脱税に関する法律などに見出すことができ
ます。フランス労働法は、雇用者が以下のような状
況で従業員を罰することを禁止する内部通報者の保
護を提供しています。

　・ 「生命や健康に深刻な危機をもたらすと考える合
理的な理由があったとき」と報告した従業員、

　・ 安全衛生委員会のメンバーは、「深刻で緊急の危
機をもたらす可能性がある」状況の報告、

　・ 職務の性質によって正当化されず、求められる目
標に比例しない、人の身体的、精神的健康、または
個人の自由の侵害の発生を報告する従業員代表
者 その他、嫌がらせや差別の状況、

　・ 性的または道徳的嫌がらせ行為を報告する従業
員

b. 内部通報者の定義

新しい法律は、内部告発者を下記のように定義して
います。

「利益追求によらず誠実ににかつ個人的に知識を得
た、犯罪や違法行為、国際的な取り組みもしくは法
令の重大かつ明白な違反、公の秩序に対する重大な
危害もしくは脅威を報告または明らかにする自然
人」 。

http://www.lmc-leblanc.com/
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c. 内部通報者の保護

内部通報者は内部通報者としての彼らの行動に対し
て差別されることはできない。いかなる差別につい
ても、内部通報行為に対する使用者の制裁は無効
とみなされる。内部通報の権利を制限することは、
懲役 1 年までの刑罰、15,000 ユーロ（個人の場合）
までの罰金、75,000 ユーロまでの罰金（法人の場合）
で処罰されます。

d. 内部通報の濫用に対する保護

根拠のない内部告発を行う従業員に対しては、懲戒
処分が可能です。

不法な告発は、名誉毀損とみなされます。公的権限
を保有する個人または法人に対して虐待的または根
拠のない告発が行われた場合、その告発をした個
人は €45,000 までの罰金を科せられます。根拠の
ない告発が私人に対してなされた場合、通報者は
€12,000 までの罰金の責任を負う。

e. 内部通報を処理する会社の手続き

内部通報の手続き中、内部通報者の特定、提供され
た情報、報告された事実に関係する者は秘密扱いと
されます。内部通報者の識別につながる可能性の
ある情報を明らかにすることは、2 年以下の懲役と
€50,000 までの罰金に処されます。この罰金は法人
の場合 €250,000 まで増額されます。

内部通報プロセスは、以下の手順に従ってください。

　I.  内部通報者は、ラインの管理職またはその目的
のために指名された人（内部監査、倫理委員会、ま
たはその他の関係者）に通報する。従業員数が50
人以上の企業は、社内規程に基づいて適切な内部
通報手続を実施する必要があります。

　II.  内部通報が合理的な期間内に処理されない場
合、内部通報は関係する司法機関、人事代表、人
権擁護機関（Ombudsman）、または合法的に5年
以上登録された内部通報者を支援する団体に提
出することができます。

　III.  内部通報がまだ処理されていない場合、内部通
報者は、報道機関やソーシャルメディアを通じ
て公に開示することができます。そのような開
示は、公序に対する差し迫った脅威を停止する
ことが絶対的に必要な場合にのみ行われます。

　IV.  雇用主は、簡略化された宣言手続きにより個人
情報を含む内部通報に関するすべてのデータ
ベースをフランスのデータ保護当局（CNIL）に
申告するとともに、従業員がそれぞれの個人情
報にアクセスし、これを変更または削除する権
利があることを従業員に通知する義務を負う。

(4) ドイツ

内部通報者の保護に関するドイツの一般法はない。
ドイツの老人看護師ブリジット・ハイニシュは、ベ
ルリンの高齢者の虐待を発表した後に解雇された。
雇用契約違反、解雇、その他の雇用上の不利益は十
分に考えられる。

http://www.lmc-leblanc.com/
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下記の法律が特別のセクターおよび業務分野に限定
して内部通報者の保護および関係者の義務を定めて
いる。

　・ドイツの労働保護法（Arbeitsschutzgesetz）、
　・ ドイツの一般均等待遇法（Allgemeines 

Gleichbehandlungsgesetz）、
　・ ドイツ労働協議会憲法

（Betriebsverfassungsgesetz）

これらは、特定の状況での権利と義務の開示を規定
していますが、告発に関する一般原則は判例法に
よってのみ提供されています。ドイツの一般的な法
的状況については、最近の会議で、ドイツ連邦州の
司法長官は、ドイツの法律に基づく内部通報者に限
られた保護を批判し、より効果的な保護を求めた。
さらにドイツ固有の手続きは、労使協議会に対する
事前の協議手続きまたは共同決定がしばしば必要と
される点である。

(5)  イタリア

イタリアでは、最近ようやく、内部通報者の保護に
関する法律が制定されたが、公共セクターのみに適
用され、私企業には適用されない。公務員が、違法
な行為を通報した公務員は、解雇、懲戒、または差
別的な扱いを適用することは禁止される。

以上

柴崎 洋一
弁護士、ブリュッセル弁護士会アソシエイトメンバー

DLA Piper, Brussels Office
yoichi.shibasaki@dlapiper.com
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日本人会関係行事予定

ベルギーの祭り、イベント、展覧会
情報ベース：ベルギー観光局：http://www.visitbelgium.com/?page=calendar
*日程等は変更になることがあります。当該主催者もしくはベルギー観光局にご確認の上、お出かけください。

期間・場所 イベント名・概要
6 月 30 日～ 7 月 2 日
ブリュッセル 
Tour ＆ Taxis

COULEUR CAFE

カリブ海、アフリカ、ラテンアメリカの音楽祭。コンサートの間に、訪問客は
世界中の装飾品と工芸品と国際的な料理を買うことができます。http://www.
couleurcafe.be/

7 月 5 日 , 7 日 
ブリュッセル
グラン・プラス

オメガング OMMEGANG PAGEANT

ベルギーを代表する祭り。「オメガング」とは「輪になって歩く」の意味で、14
世紀にサブロン教会に祀られたマリア像の周囲を行列したことが起源。現在の
形になったのは 1549 年、神聖ローマ帝国のカール大帝とその息子フェリペがブ
リュッセルを訪問した際に、歓迎の意を込めて行われたのを再現。 祭りはブリュッ
セルの旗と楽隊を先頭に、宮廷貴族、馬にまたがった騎士、司祭、ギルド職人、
道化師などが練り歩く、中世を再現する絢爛豪華な一大ページェント。皇帝カー
ル 5 世、貴族諸侯に扮するのは、本物のベルギーの貴族たち。フィナーレにはバ
ンシュの「ジル」（道化師）が登場し、祭りを一層盛り上げます。
http://www.ommegang.be/

7 月 9日（日） 第 4回日本人会ゴルフコンペ　ゴルフ部

9月 10 日（日） 日本人会ゴルフコンペ大使杯　ゴルフ部

10月 8日（日） 日本人会ゴルフ　秋のコンペ　ゴルフ部

11月 秋季テニス大会　テニス部

11月 25 日 ( 土 ) 仮 日本語スピーチコンテスト　文化交流委員会

日程   内容      　　  

http://www.visitbelgium.com/?page=calendar
https://www.golfpracticersg.be/
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期間・場所 イベント名・概要
7 月 6 日～ 15 日
ゲント

Gent Jazz Festival

さまざまなジャズミュージシャンが参加し、フェスティバルを盛り上げます。
http://www.gentjazz.com/

7 月 21 日 
ブリュッセル

国民の日

軍事パレードなど終日様々なイベントが予定されております。
7 月～ 9 月初旬
ブリュッセル 王宮

ROYAL PALACE OPEN TO PUBLIC

王宮が毎年夏の間だけ一般公開されます。月曜日を除く 10 時～ 17 時。入場無料。
https://www.monarchie.be/en/heritage/royal-palace-of-brussels

7 月 31 日
フールネ

Boetprocessie 懺悔の行列

毎年７月最後の日曜日に行われる宗教行列。キリストの生涯を再現し、行列の最
後には十字架をもった懺悔者も参列。ヴュールネのギルドハウスが建ち並ぶマル
クト広場も必見。https://www.boetprocessie.be/

8 月 9 日  
ブリュッセル

Meyboom

聖ローランの日の前日（8 月 9 日）にサンザシ（Meyboom）の木を植えるとい
う 1213 年から続く伝統あるお祭り。町中をブラスバンドや巨人の人形が行進し
ます。午後 2 時に漫画博物館を出発し、終着点はグラン・プラスとなります。
http://www.meyboom.be

8 月 11 ～ 15 日  
ブリュッセル

Flowertime

グランプラスのフラワータイム、ブリュッセル（2 年に 1 度）
http://www.floralientime.be/

8 月 19 日～ 20 日　
ブルージュ

ゴールデンツリー

5 年に 1 度ブルージュで開催されるお祭りで、次の開催は 2017 年の 8 月 19 日～
20 日になります。1468 年ブルゴーニュ公シャルル突進公とイングランド・ヨー
ク家のマーガレットとの結婚の祝いとして開催された騎士のトーナメントにちな
んだもので、1958 年に始まりました。
http://www.hollandflanders.jp/newsletter/8683/

8 月 31 日
デンデルモンド

Katuit

デンデルモンドの巨人祭り。毎年 7 月のケルメスの祭りに巨人の人形が現れます。
（無形遺産）http://www.rosbeiaard.be/fr/

http://www.nl.jal.com/
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告知版

1st BEST 
SUPPLIER
AWARD

ジャパンコンサルティングオフィス（JCO）は、Mitsubishi Turbocharger and Engine Europe B.V.
様より、トレーニングプロバイダーとして卓越した成果を示す "1st BEST Supplier”、および
“Highest appreciated training institute” 賞を2年連続で授与されました。

JAPAN CONSULTING OFFICE

www.JapanConsultingOffice.com

info@JapanConsultingOffice.com

Tel.: +32 (0)476 326 293

2015
2016

JCOについて

JCOは10年以上に亘って、日本人と日本人以外の社員の皆さまがより強い協力関係を持ち、効率的にお仕事を

するためのお手伝いをしてまいりました。 各社のニーズに合わせてテイラーメイドされたインハウスセミナーのほ

か、2−3ヶ月おきにヨーロッパ全域で各社様合同公開セミナーを開催しております。人気セミナー「日本人スタッフ

や顧客との仕事とコミュニケーション:実践的アプローチ」や、「ヨーロッパ人スタッフとの仕事とコミュニケーション:

実践的アプローチ」・「ヨーロッパ人スタッフの効果的なマネジメント」セミナーにより、下記のようなお客様各社の

ご支援を行ってまいりました:

●ブリュッセル　カトリック日本語ミサのお知らせ

日時： ７月２日（日）午前１１時１５分より
場所： ブリュッセル　スクート会（淳心会）修道院
 Mission de Scheut
 Chaussée de Ninove 548,1070 Bruxelles
日時： ８月１３日（日）午前１１時１５分より

日時が変更される事もありますので、下記のブログ
にてご確認をお願い致します。
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/

●ブリュッセル日本語プロテスタント教会

毎週日曜日、午後３時～４時まで礼拝があります。
御一緒に聖書を学んでみませんか。
詳しくは教会ウェブサイト、もしくはメールでお尋
ねください。
場所：  Eglise Protestante Evangelique de Bruxelles-

Woluwe
  Avenue Slegers 96, 1200 Bruxelles
 （地下鉄 1B Tomberg 下車徒歩５分）
お問い合わせ：brussels.nihongokyoukai@gmail.com 
URL：http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/

広告を募集しております。
掲載ご希望の方は前もって、日本人会事務局へご連絡の上、以下の枠内に編集したＰＤＦ
ファイル（カラー、リンク可）を日本人会事務局（jimukyoku@nihonjinkai.be）へご送付

下さい。

Size Member Price Non-Member Price
1/4 Page（縦 60 × 横 198 mm) 60 € 170 €
Full Page (A4)（縦 297 x 横 210 mm） 200 € 450 €

　原稿締切は原則会報発行月の前月１日です。
　詳細は日本人会事務局までお問い合わせ下さい。

会報委員会

http://www.japanconsultingoffice.com/
http://nihongomisa.cocolog-nifty.com/blog/
mailto:brussels.nihongokyoukai%40gmail.com?subject=
http://brussels-nihongokyoukai.blogspot.be/
mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=
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　2 回目の電子版会報となりました。皆さん、楽しんで頂いていますでしょうか？
　今回、“ 美味しい餃子の焼き方 ” について書こうかと思いましたが、会報電子化を受け、世界のインターネッ
トの普及について調べてみましたので、紹介します。
　まずは、日本。2016 年の普及率はなんと 91%。ほとんどの人が、なんらかの形でインターネットを使っ
ていることになります。ちなみに 2000 年の普及率は 30%。この 15 年で恐ろしいスピードで普及したこと
がわかります。
　欧州では、ベルギーが 89%、その他西欧諸国もほとんどが日本と同等の 90% 程度でした。驚いたのが北
欧、ノルウェー 98% を筆頭に、軒並み 95% を超えています。
　一方、中国は 50%、インド 35%、アフリカには 10% 前後の国も多数存在しており、まだまだ普及が進
んでいない国もあるようです。

　インターネットショッピングについても、少し調べました。日本における普及率はなんと 75%。これは
想像以上の結果でした。欧州では、EU 諸国平均が 60% 程度、ベルギーも 57% と、こちらも、日本ほどで
はないものの、半数以上の人が既にネットショッピングを活用しているようです。

　世界を大きく変えているインターネット。（正直な話、私自身、インターネットのない駐在生活は、恐ろ
しくて想像もできません）。これからもどんどん進化を遂げて行くと思われます。我らが日本人会会報電子
版も、インターネットの進化とともに、読みやすく、扱いやすいものに進化させていきたいと思いますので、
応援のほど、よろしくお願いします。

（月担：前田 泰史）

編集後記
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会員限定コンテンツ

※ベルギー日本人会にご入会いただければ、会員限定コンテンツもご覧いただけます。

入会のご案内

当会に入会ご希望の場合は、その旨、メールにてご連絡ください。
jimukyoku@nihonjinkai.be
折り返し入会手続きと入会申込書をお送り致します。理事会での審査・承認のため、お申し込み
いただいてから、1 ～ 2 週間程要しますので予めご了承ください。

＜会員の種類＞　（ベルギー日本人会規約　第 5 条）
1.  正会員：ベルギー所在の日系企業及び団体、日本法人の支店、事務所及び子会社、及びそれら

に準ずると認められる企業・団体。
・ 日本人会の商工委員会に所属し、日本人会の行事に参加頂けます。また、総会での議決権を有し

ます。会報（隔月発行）をお届けします。

2. 賛助会員：本会の目的を支持し、恩恵を受けることを望む個人もしくは法人。
・日本人会の行事に参加出来ますが、総会はオブザーバーとなります。
・会報（隔月）発行のお知らせとパスワードをお届けします。

賛助会員は以下となります。
1) 普通会員：正会員に所属するもので正会員により届出られた方。
2) 個人会員：ベルギー在住の個人。
3) 特別会員：正会員以外の法人もしくは個人
4)  名誉会員：在ベルギー日本国大使館、欧州連合日本政府代表部、ブラッセル日本人学校及びそ

の届け出するメンバー、及び理事会により特に名誉会員と認定された方。

ご不明な点がございましたら、事務局までお気軽にお問い合わせください。

mailto:jimukyoku%40nihonjinkai.be?subject=


  （ 新規赴任者用 ）

アパートをお探しですか？
SOMAPREM のハウジング・デスクをご利用ください。

SOMAPREM ハウジング・デスクでは、全て日本語で、物件のご紹介から契約時の立会いまでの

サービスを、無料で実施致しております。

アパートをお探しの方は、下記の物件訪問申込書にてお申込ください。

物件訪問申込書
氏名：

会社名：

電話：                    携帯；　　　　　　　　　　   e-mail；　　　　

以下該当欄を O で囲んでください。

＊ 独身 ･既婚

＊ お子様（１名、２名、３名，　　　　名）

＊ お子様の学校（日本人学校、インターナショナルスクール，現地校、その他　　　　　　　　）

ご希望の物件タイプ

＊ ヴィラ（一戸建て）、メゾン（タウンハウス）、マンション

＊ 家具つき、家具なし

＊ 寝室の数（１，２，３，４，５、）

＊ 有効面積 (９０㎡、１１０㎡、１３０㎡、１５０㎡、１７０㎡、　　　　　㎡ )

＊ ガレージ台数 (１台、２台 )　　

ご希望の地区

   Woluwe-St-Lambert,Woluwe-St-Pierre,Auderghem,Etterbeek,Ixelles,Uccle, その他（　　　）

その他（特別の希望や要求事項をお書きください。）

ご予算（家賃＋公益費）：　　　　　　　　ユーロ

予定滞在年数：　　　　年

入居予定日：　 　月　　　日

物件を訪問できる日：　　月　　　日　

    E-mail:

SOMAPREM Housing Desk（I.P.I. :501131）

Bld du Souverain,304/38 　 1160　Bruxelles

携帯：0496.656.206      E-mail:

yamada@voo.be

yamada@voo.be

mailto:yamada%40voo.be%20?subject=
mailto:yamada%40voo.be?subject=

