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 児童扶養手当支給差止めの問題 
 F 市に住むペルー籍の U さんは、２０年前に来日した。弟二人も日本に来て家庭を築い

ている。U さんには５歳の男の子がいるが結婚はしていない。この子の父となる男は同じ

ペルー籍だが家庭があり、U さんにこの子が出来るとどこかに消えた。一方、U さんには

ペルーに住む離婚した元夫がおり、その間に、成人して名古屋で働いている長男がいる。

U さんは母子家庭で、アルバイト程度の仕事しかできず、生活が苦しく県営住宅に住んで

いるが、家賃の滞納が累積している。２年前に児童扶養手当を申請したら、その年の４月

から支給されるようになった。 

 ところが、２年前の５月の連休に、名古屋に住んでいる長男が、元同僚で５０歳位の友

達を連れて U さんのアパートに遊びに来た。丁度そこに、市役所の担当職員がアパートを

訪問した。 

市の担当者は見知らぬ男が居るのに気付き不審に思い名前と年齢を問い質した。 

児童扶養手当支給の条件は、“事実婚”の関係にある者がいないという事になっているが、

市の担当者は、５歳の子供の父親ではないかと疑い、後日、U さんを役所に呼び出し、男

の素性を色々と尋ねた。しかし、U さんは長男の友達ということ意外は何も知らず、返答

に窮した。市側は、男の身分証明書のコピーを持って来るように伝えた。その後、U さん

は長男を通じて男にコピーを貰えるように頼んだが、「イヤ」だと断られた。男にして見れ

ば“変なところに身分証明書”のコピーなど渡せないと思ったのかも知れない。 

U さんは月額１万数千円の児童扶養手当は、４月分を受け取っただけで止められてしま

った。何度か役所に出向いて支払い再開を懇願したが追い返されるだけだった。  

その後、児童扶養手当の再開は諦めていたけど、今年６月に U さんはアミーゴスに相談

した。U さんと一緒にアミーゴス支援者が市役所窓口で手当支給差止めの理由を確認した

ところ、「２年前にアパートで見かけた男のパスポートのコピーを提出すれば、遡って支給

を再開する」とのことだった。そこで、手を尽くしやっとコピーを手に入れ、市役所に提

出した。しかし、窓口担当者は、またも難癖をつけて来た。２年前に、アパート訪問した

時、聞き出した男の名前と年齢が違うから、駄目だという。 

ペルーでは正式名と通称名を使い分けることが多いと説明しても駄目だった。法令では、

児童扶養手当支給差止めの条件は「“事実婚”については、同居に近い関係で、生活援助を

事務所：〒411-0803 三島市大場 952-9  
 代表 高原 静子（携帯 090-4083-3281） 

ＴＥＬ＆ＦＡＸ：055-972-1793  
URL :  http://camigos.web.fc2.com/ 
E-mail : c.amigos2012@gmail.com 
郵便振替：00890-2-2473 



 2 

受けている実態があること」が想定されているが、U さんの場合、そのような関係は何も

無い。 

何故、市役所担当者は支給を差止めしたのか疑問が残る。生活困窮者に対する児童扶養

手当支給差止めは、人権侵害にも相当する。しかも、不服申し立ては支給差止めから３ヶ

月以内だが、市の担当者はその方法について U さんには何の説明もしていない。１２月が

来れば時効になり、U さんの権利は全て消えてしまう。どうすれば支給再開が出来るのか？

理不尽な市役所担当者のやり方をマスコミに暴露することも考えたが、１０月に入り、知

り合いを介して F 氏の市会議員２人に相談した。市会議員が市役所担当課で事情を聞きだ

した。そうしたところ、担当課は、このままでは具居合いが悪いと考えたのか、１１月に

入り、市担当者が民生委員を伴って U さんのアパートを訪問した。民生委員の「不審な男

の出入りは無い」との証言を元に、児童扶養手当の支給を遡って再開することになり、こ

れでやっと１件落着となった。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいお心のこもった会費・ご寄付等有難うございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 今後の活動予定 
・ 県立大学太田氏他アミーゴス来訪 11 月 20 日（金）午後３時～ 三島カトリック教会 

・アミーゴス 11 月例会 11 月 27 日（金）午後７時～ 三島カトリック教会 

――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

27 年度 4 団体交流会開催される 
私たちの活動と旨同じくする県内４団体の活動報告会は毎年行われていますが、今年は

以下を会場として開催されました。 

 平成 27 年 10 月 25 日（日） 14：00～16：30 

 於：静岡市葵区伝馬町 8-2 Live Net 伝馬町 4F  

WORK SHOP ROOM  

＜参加団体＞ 

①アジアを考える静岡フォーラム（静岡市） 

②カサ・デ・アミーゴス（友達の家）（三島市） 

③志太榛原の外国人の人権を考える会（焼津市） 

④遠州労働連帯ユニオン（浜松市）・・・（欠）   

＜会費及び寄付＞ 

8/ 1 津坂 礼子 様 

8/ 9 高田 良子 様 

8/ 9 相田 美代子 様 

9/ 5 花山 勝重 様 

9/27 石嶋 英子 様 

 

10/10 聖女子パウロ会 蛯名様  

10/10 鈴木 二海子 様  

10/10 山田 芳子 様  

10/18 沼田 美智子 様 

10/18 鈴木 あきの 様 

11/15 岡本 美子 様 
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第一部として活動報告。各団体 10~15 分程度 

第二部 多文化共生を考える焼津市民の会 による  

「フィリッピン人の子供たちへの学習支援について」と題して報告。 

当アミーゴスも「外国につながる子供たちへの学習会」のもと原則毎土曜午後の時間帯に

活動を行っている関係もあり、第二部の報告を聞くことで参考になるところがあるのでは

ないかと期待した。子供たちへのかかわり、家庭での親の子供に対する学習の関心度、学

習内容、活動自体の考え・在り方、送り迎えなど様々な課題をどのように考えているのか

等 関心を持った。 

以下各団体の報告の概要です。 

①アジアを考える静岡フォーラム・・・代表 横井圭介さん 

本当の豊かさとは 異文化を持つ外国人との開かれたチャンネルを持ち、異なる意見

を聞き、異なった文化の人と交わるそこで生まれる異なったもの同士が「止揚」して

いくことが大切である。 

今年度の活動目標として「共生」を挙げられていた。これらをテーマにした運動、学

びを行いたい。 

②カサ・デ・アミーゴス・・・ （代）小澤輔夫 

 １．アミーゴスの活動の内容についての全般説明 

   生活・労働相談 食糧支援 学習支援 講演会などを通した学習会の開催 

２．生活労働相談では相談内容とその概要について 昨年度件数 21 件・相談概要など 

 ３．食糧支援にフードバンクからの支援及び教会信徒さんからの物資支援 

   生活保護世帯・母子・父子家庭への配布 その他福祉施設（児童・養護）及び必要

としている人たちへの支給 

 4．学習支援では現在の勉強会への参加者、学習内容実績表  

学習主意 居場所づくりの構築 社会との共生者としての育成習熟 子供たちの目

標・・・等々を主眼とした資料提示報告。 

③志太榛原の外国人の人権を考える会・・・事務局 仁科敏夫さん 

  1 年間の活動 滞在している中南米（ブラジル・ペルー）の労働問題が多い 

  内容は派遣の方の有給休暇の問題、退職勧奨などの問題が報告された。  

  問題解決などにはユニオンなどを通して解決にあたっている。 

④ 遠州労働連帯ユニオン・・・書簡 

 代表者（遠州労働者連帯ユニオン前会長 池田國利さんがこの 9 月）が突然亡くなっ

たこと、 

相談の大半が外国人労働者の問題であること、ユニオンが闘う命題であること等が記

されていました。 

多文化共生を考える焼津市民の会 

  「外国の子供たちの学習支援について」 ～焼津からの報告～ 

焼津市内の外国人小・中学生を対象にした学習支援教室は昨年の冬休みに初めて行なわ

れたようです。そして今年の 7 月には夏休みの宿題を主に開かれ「しゅくだいひろば」と

名付けられたとのことでした。焼津市ではフィリッピン人がこの数年増えて続け、市内在

住の外国人ではブラジルを抜いて最多だそうです。母子家庭も多く、子供の教育への不安

外国の子ども達の学習支援について～焼津からの報告 
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を解消しようと立ち上げたとのことです。 

子供たちは県立大の学生や吉原高（富士市）の生徒、市民ボランティアの小中学生が参

加したようで、20 名程度だったとのこと。それぞれ学年によって国語や算数など夏休みの

宿題に取り組んだ様子が報告された。学習支援を行うことで多文化共生を進めることを目

標としている。子供たちは長い時間はとても苦手のようで勉強の合間には絵の描き方、ダ

ンス、雑談など工夫を凝らした対応をされている様子がうかがえた。また日を改めて料理

教室なども計画しているようでした。 

開講のきっかけは全く当方と同じで、仕組みもあまり変わることもなく方向性は同じよ

うに見受けられた。子供たちの送り迎えは民間の会社がボランティアで行っているようで

した。開設はまだ浅くしかも冬休み・夏休みの期間でありその具体的な施策はこれからと

いうところが多いように思われました。運営のやりくりが思うようにならず、苦慮してい

る様子も報告されました。子供たちの送り迎え、運営費の算段など。国が 2009 年度に始

めた制度で「虹の架け橋」教室は緊急的な支援とした制度のようで 2015 年度からは都道

府県が主体となり委託を受けた団体が運営するとのこと。 

この先、外国人の方々が国内で働く構造はますます増し、日本で暮らす子供たちも多く

なることでしょうから、このような機会は絶えることがないのではないかと思います。 

我々も学習支援活動を継続的に続けていくためには制度のあり方も当然のことながら子

供たちへのかかわり方等々多くの課題を仲間で共有し、子供たちの将来をすえた 

より良い方向性を見いだせるようにして行けたらと感じました。 

＜アミーゴス活動報告＞ 
 ２０１５年８／３０（日） 

夏の日差しが強く、食品倉庫内の温度が上がり、冷凍庫

が機能しなくなったので、急遽、直射日光よけの屋根取

り付け工事をすることになったが、工事が完了する。 

 ８／３１（月） 

午前９時頃、富士市役所に向かう。Ｕさんと子供家庭課

窓口で、Ｕさんへの児童扶養手当支給差止め書類の発送

について問い質すが、役所の担当者は、本人が横に居て、

代理で申し出ているのに、本人が申し出なければ答えられないと全くふざけた対応。通訳もいないし出

直すことにする。総務課で児童扶養手当の支給、停止運用についての情報公開請求を行う。 

 ９／７（月） 

午前１０時半頃、幸原郵便局で、アミーゴスの口座から食料倉庫の日除け屋根取り付け工事代を引き下

ろす。 

 ９／１８（金） 

午後７時から協会で、高原、西岡ルイサさん等と、Ｕさんの話を聞く。富士市役所の子供家庭課が、２

年前からＵさんへの児童扶養手当の支給を止めている問題について。①児童扶養手当の申請をしたのは

2013 年の２月頃、支給が始まったのは４月から。②５月の連休中、名古屋で働いている息子が友達（男）

と一緒に遊びに来た。そこに市役所の担当者が来て、男は誰だということになった。役所の担当者は男

の名前と年齢を聞いたという。③１週間後、Ｕさんは役所の窓口に呼びだされた。担当者はＵさんに、
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男のパスポートのコピーを提出するように督促した。名前や年齢は知らなかった。それから２週間後、

自分で役所に出かけたら、男の証明書のコピーを持って来るように言われた。その後、息子を通して、

男にパスポートのコピーを頼んだが断られた。２ヶ月後、また役所に出かけた。コピーが手に入らない

と伝えたが、相手にされなかった。６ヶ月後、また役所に行ったがコピーが無いなら来るなと言われた。

その後、児童扶養手当のことは諦めた。その後、今年の６月に西岡ルイサに相談し、６月２５日、堀と

一緒に富士市役所に出かけ、児童扶養手当を止めている理由をだずねる。以上の流れで、市長あてに本

人の申立書を作成し提出することにした。 

 ９／２４（木） 

Ｕさんの個人情報開示請求書を作成する。９時頃、富士へ向かう。１０時頃、富士駅で、熱海から来た

通訳のマルタさんを乗せ、富士市役所に行く、１０時１５分Ｕさんと合流、簡単な打ち合わせの後、総

務課で情報公開請求の公文書開示を受けるが取るに足らない文書ばかり、１７ページ分をコピーする。

こども家庭課の米山氏と話すが、第三者とは話せないとふざけた対応に終始。イサベルと通訳のマルタ

氏が話す、どうやら、役所対応のまずさを隠蔽するため、個人情報開示請求を取り下げさせ、再度、児

童扶養手当ての申請をするように説得したようだ。 

 １０／２３（金） 

午前６時４０分頃、高原、百瀬、堀の３人で名古屋セカンドハーベスト・サポーター会議にワゴン車レ

ンタカーで出かける。会場は名古屋駅前の愛知県産業労働センター、１２時頃終了し、セカンドハーベ

スト名古屋の事務所（名古屋市北区柳原 3-4-2 小菅ビル１F、電話：052-913-6280）に食料品を取りに

いく。一部の食品を詰め込み、名古屋中央卸市場で冷凍食品を積んで帰路に着く。三島到着は午後５時

半頃、食料品倉庫で荷下ろし作業。 

その後、教会に行き、午後７時から例会、参加者：高原、小澤、寺田、水口、百瀬、水野、堀、音渕

リタ氏が紹介する１０歳の息子を連れたＡさんの相談。 

 １０／３０（金） 

水野が高原さんから引き継ぎ、10/23 相談のＡさんの支援活動。 

10/22 夫死亡のＡさんの諸手続きで関係機関への同行支援をした。年金事務所は遺族年金書類等不備、

県営住宅は希望の障害者用居室空きなしで、それぞれ出直しとなりました。また、所得証明書交付のた

め、沼津市役所にもどりましたが、時間がなく、本人は帰りました。本人は年金、住宅申請に必要な、

本人の出生証明書を、月曜に仕事を休み、東京の比国大使館に取りにいくとのことです。 

以下、本日の相談先とその内容です。 

1.沼津市役所(本人、高原、水野) 

(1) 市民課窓口 

   戸籍謄本(全部記載事項証明)と住民票交付は無事終了 

(2) 市住宅営繕課 

    ・原地区での、バリアーフリーの市営住宅は空きがなく、申込みできず。 

  ・原以外であれば、障害者用でなく、エレベーター付きの居室はあるが・・。 

  ・借り上げの賃貸住宅(エレベーテー付)あるも、現在空きはない。 

  年 4 回申込みある。次回は H28.1.18 申込みとなる。 

(3) 子ども家庭課 

  ・児童手当受給の父親資格喪失変更から、母親の新規手続き、終了。 

  ・母子の児童扶養手当申請は、遺族年金申請予定で対象外。 
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  ・母子家庭医療費助成は、母親の給与所得が課税のため、対象外。 

   来年 6 月は、寡婦と障害扶養控除で、本年所得が非課税となれば、申請できる。 

追記 母親の銀行口座コピーを取り忘れとの連絡が水野にあり。本人には郵便で提出をお願いする予定 

2. 沼津年金事務所(本人、水野) 

(1)未支給請求書類は非該当 

  本人の夫 61 歳死亡するも、年金受給は厚生年金加入条件 23 年間で 20 年加入のため 3 年足らず、  

現時点加入月数では、老齢年金は非該当のため、未支給手続きは該当なし。 

(2) 遺族年金手続き・・書類揃え、次回申請。 

  本人、子どもそれぞれの申請書類をもらう。 

  添付書類は、準備したもの以外で、「外国人の出生証明書（比国大使館 

  で手続き)年金事務所には和訳をつける」と、 

 「本人の所得証明書(沼津市役所で手続き)」が必要の説明あり。 

  外人は戸籍がない、在留カードや住民票だけでは、日本人夫死亡はわかるが、 

  本人がその後、結婚しているとか、母国に夫がいるとか、判明できないため、必要とのこと。 

  東京のフィリピン大使館で証明してもらわなければならない。一日仕事となる。 

(3) 埋葬料(上限 5 万円)の手続き 

  書類は、年金事務所で受け付けしない。郵送で健保協会事務所に送るとのこと。 

  協会宛の封筒をもらう。(領収書のコピーなど同封が必要かどうか、確認してない) 

3.県住宅供給公社(東部総合庁舎 2 階) (本人、水野) 

(1)障害者用居室なく、今月は手続きは見送り。 

 原団地募集あるも、バリアーフリーでないため、手続きせず。他に、エレベーター付き住宅はまで数

がすくない。毎月、10 日に部屋の空き情報あるので、確認して申請とのこと。 

(2)外国人は、抽選きまったら、出生証明書などが必要。 

 やはり、住民票や在留カードでは、母子等の確認は不十分となり、大使館で発行してもらうなど書類

が必要。交付に時間がかかるので、すぐにとるか、事前に用意しておくなど必要。 

 １１／１１（水） 

午後９時過ぎ、西岡ルイサ氏からアミーゴスの相談がある。相談内容は以下、 

 名前は、通称Ｌさん（２９歳）、ペルー系３世、沼津市石川に住んでいる。有効期限３年のビザであっ

たが、２０１１年ビザ切れで入管に逮捕され３年半、刑務所に入っていた。２０１４年２月に出所した

が、最近仮放免の処置となった。本人は、元の３年ビザに変更出来ないかとの相談です。行政書士の川

上さんのことを紹介。電話番号を知らせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞  

会報が大変遅れて申し訳ありません。今回から隔月だった発効日を年４回発行の季刊とさせていただき

ます。ところで、先週、パリで同時多発の凄惨なテロ事件が発生しました。イスラム国による犯行声明

が出されたとのこと。欧米によるシリアへの空爆が続き、テロリスト集団のイスラム国との壮絶な戦闘

が繰り返され、多くのシリアの一般人が多大な犠牲を強いられています。幼い子供達の犠牲が増え続け

ている。死と賭して、海を渡り国外に脱出する難民の行く先も、多大な苦難が待ち受けている。私達は

それを傍観していていいのだろうか。せめてこの世に、救いの神のあることを信じたい。 


