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東日本大震災のボランティア活動に参加して 
考えさせられたアミーゴスでの外国人支援のあり方 

 

東日本大震災で亡くなられて方々、そして今なお行方不明になっておられる人たちにご
冥福をお祈りすると共に、被災され困難を強いられている人たちに光と、希望が与えられ

ますように、そして一日も早い復旧・復興がなされ新しい創造に向かって歩まれますよう

に願うものです。 
 今回私たちは 3 日間という短い期間でしたが、震災の津波で大きな被害を受けた宮城県

北部の南三陸町に総勢 14 名で出向きました。仲間はペル―人 4名、ブラジル人 3名、残り

が我々日本人 7 名で、車 3 台に分乗し現地に赴きました。外国人は現役の方が多く、休み
が取りにくいということもあり短期間になったものです。彼らは有給休暇が取れなく、会

社を休んで参加したとのことでした。なかなか私たち日本人にとって真似の出来ることで

はないと思いました。外国人労働者の雇用の置かれている厳しい現実をここからも垣間見
たような気がしました。非正規雇用労働者である彼らには差別があるのだと。それにもか

かわらず彼らは明るく参加をしてくれていることを思うと心が洗われるような気になりま

した。 
現地では二つのグループに編成され、一つのグループは仮設住宅に赴きそこで暮らす人

たち（特に高齢者や一人暮らしの方）と一緒になって被災者の話を聞いたり又こちらから

話しかけたりし、心のケアに務めることでした。彼らが時折見せる涙や、笑顔は真実その
もので心があわわれる気持ちになる思いがしと思います。またお茶やコヒーなどを煎れ、

時には足湯を施したりして癒えない心の支えとして過ごし安心感を得る気持ちになるよう

心がける時をもちました。一方のグループ（私はこちらの G）は瓦礫処理にまわりました。 
このグループは一度ボランティアセンターに全員集まりその日の割り振りが決められま

す。多くのボランティアが係りの指示に従ってそれぞれの処理場所に移動し、それから作

業に取り掛かるという運びでありました。多くの人たちでごった返し処理場所もあちらこ
ちらにあるので、係りの人の苦労も毎日のことで大変であることを実感しました。私たち

グループはここで大学生、社会人の人たちと一緒に作業をすることになり、総勢大凡 90 人

規模で処理を進めることになりました。 
 現場はボランティアセンターから車で 15 分ぐらいのところにあり、割り振りが決まった

あと現場に行きましたが、テレビで視聴した光景を想像していましたが、現実に目の当た

りにして瓦礫の山があちこちに散乱しており目を覆いたくなるような惨状でした。取り掛
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かる前は本当に与えられたエリアの中で片付けることが出来るのか心配でありましたが多
くの大学生や社会人がお互誰に言われるまでもなく、みな自分から進んで黙々と作業をこ

なして、そしてなんとなしに自分の片付け場所を決め、そこが片付けば、次の場所へと順

次移るようにし多くの瓦礫を分別することが出来ていきました。 
自分の体力にあわせてとは言うものの若い人たちに混じっての作業はやはりこたえまし

た。特に私の周囲で作業している者は外国人たちで有りましたから、彼らは若さに加えボ

ランティアに対する意気込みが日本人と違い一生懸命やり頑張っている様子をひしひしと
感じ取ることが目にみえていました。おかげで その日の作業終了時にはほぼ満足のいく

程度まで片付けることが出来ました。毎日のことであるので作業予定終了時間が決められ

ているようで作業の途中でも切り上げることになっており、陽がまだあるのにもったいな
いなあという感じでしたが、あっという間に終了時間を迎えたような気がしました。しか

し充実した作業であったように思へました。 

特に今回のボランティアに外国人と一緒に参加して感じ取ったことは、決して彼らにと
っての生活は豊かではないのにもかかわらず、このボランティアに参加する意気込みは何

とも言いようのない強固な互助の精神そのものでありその意思を良くくみ取らなければと

強く思いました。ことがあった時には彼らに少しでも答えてあげなければならないと思い
ました。 

外国人労働者支援においては生活資金支援が一番手っ取り早い解決であるように考えて

いましたが、今回 彼らと行動を共にしたことにより、お互い心と心をあわせ話し合う心
の支え「心のケアをすることも重要なことであるということを我々の活動にも生かしてい

かなければと実感したところです。 

更には、皆が気楽に遠慮なくなんでも話し合えるいつでも開放された「居場所」も必要
であると思いました。そこでは同じ悩みを共有する仲間同士が集う場所として、ここに来

れば安心感が持て、癒しの処とすることにつなげられ、ここから新たな「絆」も生み出す

源ともなると思います。これらアミーゴスの活動にとっても有意義なものになると思った
次第です。 

まだまだボランティアの活動がこの先長く続くと思います。 

少しでも被災地の復興のために役立ちますように！ 
カサ・デ・アミーゴス東部 会員  小澤 記 

――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいおこころのこもったご支援有難うございます 

 

 

 

 

 

――――――――――――――――――――――――――― 

例会のお知らせ 
      １１月１８日（金）、午後７時から 三島カトリック教会内 

                カサ・デ・アミーゴス事務所 

9/13 竹本 久美 様 

9/23 遠藤 光子 様 

10/3 田中 謙吉 様 

10/3 前田 千鶴子様 

 

10/16 石嶋 英子 様 

11/2  内村 慎史 様 

11/2  藤巻 ひふみ様 
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三島市・清水町に住む外国籍住民の実態 
三島市内に住む、外国籍の人々の、国別人数等

を調べました。外国人登録をしている数で、総

数は 1370 人。中国、韓国・朝鮮、ブラジルの順

になっています。 

 また下の表は、三島市内の小、中学校に通う

生徒数です。小・中学生の数は 17 名で、外国籍

人数の総数と比べると数が少なすぎるようにも

思えます。 

 小・中学校は、日本国籍のある者は義務教育

で、誰でも通わなければなりませんが、外国籍

の場合は義務教育扱いにはなっていないので、

就学適齢期の外国籍の子供が、小・中学校に通

っていない場合も考えられます。 

下の清水町の場合と比較す

ると、三島市内には未就学の

まま、取り残されている子供

の存在が疑われます。 

 

 

 

 

 

この表は清水町の外国籍人数です。総数は 996 人、

世帯数は 416。小・中学校に通う外国籍の生徒数は 

51 名で、三島と比べると人数の割りに多く通ってい

ます。清水町には臼井産業があり、多くの外国人派

遣労働者が雇われています。生徒の数が地域に偏っ

ているのはその関係かも知れません。 

 アミーゴスは、外国籍の子供達に十分な教育がい

きわたることが、大きな課題であると考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 島 市  （1370 人） 
国 名 人数 実態（生活保護等）  

中国 258  
韓国・朝鮮 226・7  
ベトナム 10  
フィリッピン 211  
タイ 38  
ラオス 62  
インド 69  
インドネシア 13  
ペルー 61  
パラグアイ 13  
ブラジル 220  
ボリビア 25  
その他 103  

 1370 生活保護世帯 １９世帯 

国 名 人数 世帯数 

中国 77  

韓国又は朝鮮 60  

ベトナム 15  

フィリッピン 418  

タイ 31  

ラオス 13  

インド 9  

インドネシア 3  

ペルー 64  

アルゼンチン 18  

ブラジル 223  

ボリビア 27  

その他 38  

 996 416 

学校名 
外国籍

生徒数 

外国籍学習 

困難生徒数 

清水小学校 3 0 

西小学校 31 21 

南小学校 4 0 

清水中学校 12 3 

南中学校 1 0 

学校名 
外国籍
生徒数 

外国籍学習 
困難生徒数 

備考 

西小学校 6 1 H23/8日本に来たばかり 

北小学校 2 2 授業についていけない、在日期間は長い 

徳倉小学校 1 1 日本に来たばかり、H23/5 

中郷小学校 3 3 授業についていけない、在日期間は長い 

沢地小学校 1 1 日本に来たばかり H22 

北中学校 2   

北上中学校 2   
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外国人の子どもの公立義務教育諸学校への受入について（文部科学省） 

 外国人の子どもには、我が国の義務教育への就学義務はないが、公立の義務教育諸学校

へ就学を希望する場合には、国際人権規約等も踏まえ、日本人児童生徒と同様に無償で受

入れ。教科書の無償配付及び就学援助を含め、日本人と同一の教育を受ける機会を保障。 
 

【参考】 

日本国憲法（昭和 21 年 11 月 3 日憲法） 

第二十六条   すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける

権利を有する。  

2 すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義

務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。  

教育基本法（平成 18 年 12 月 22 日法律第百二十号） 

（義務教育） 

第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を 

 負う。 

経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約（A 規約）（昭和 54年 8月 4 日条約第 6 号）（抄） 

第十三条 一 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。 

二 この規約の締約国は、一の権利の完全な実現を達成するため、次のことを認める。  

（a）初等教育は、義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとすること。 

（b）種々の形態の中等教育（技術的及び職業的中等教育を含む。）は、すべての適当な方法

により、特に、無償教育の漸進的な導入により、一般的に利用可能であり、かつ、すべ

ての者に対して機会が与えられるものとすること。 

児童の権利に関する条約（平成 6 年 5 月 16 日条約第2 号）（抄） 

第二十八条 一 締約国は、教育についての児童の権利を認めるものとし、この権利を漸進的にかつ機

会の平等を基礎として達成するため、特に、  

（a）初等教育を義務的なものとし、すべての者に対して無償のものとする。 

（b）種々の形態の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し、すべての児童

に対し、これらの中等教育が利用可能であり、かつ、これらを利用する機会が与えられ

るものとし、例えば、無償教育の導入、必要な場合における財政的援助の提供のような

適当な措置をとる。 

＜2011年 外国人支援 ４団体交流会＞ 
日時：１２月１８日（日） 
午後１時３０分～２時３０分----交流会 
午後２時３０分～----講演会 

          ＴＰＰと外国人労働者問題 
        講師：菅谷 巧 氏（大学教授） 

会場：静岡労政会館 ５階会議室 


