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外国人母子世帯の失業率 
  母親が外国籍である母子家庭に限ってみると、日本国籍のシングルマザー失業率が 7.8%

であるのに対し、韓国・朝鮮籍 14％、中国籍 18.3%、フィリピン国籍 13.3%、タイ国籍

14.8%、ブラジル、ペルーはそれぞれ 13.5%、10.3%とより深刻な経済状況にあることがわ

かります。 
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母親がフィリピン出身者の母子世帯では生活保護受給者のうち 79％が母子世帯であり、

その他の国籍と比べても割合が高いことがわかります。  

現場ではフィリピンやタイにルーツを持つ子どもたちのひとり親家庭率が高く、お母さん

たちの中には若いころに来日した女性が多く、日本人男性との国際結婚 → 離婚、という

パターンが大半を占めることと、現在の経済状況とは相関するのではないかと考えられま

す。 日本人男性との国際結婚経験を持つ方々は、そのお子さんが日本人男性との間に生ま

れた日本国籍を持つ、いわゆる「ハーフ」のお子さんであることも少なくありません。 

こうした子どもたちを、外国人のお母さんたちが１人で、けんめいに働きながら育てて

いて、言葉もままならない国での子育ての大変さを考えると、本当に大きな苦労がのしか

かっていることがわかります。＜NPO 法人青少年自立援助センターの資料から＞ 

事務所：〒411-0803 三島市大場 952-9 （倉庫） 
 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 

出所：平成２１年度被保護者全国一斉調査（厚生労働省） 

国籍別生活保護受給母子世帯 
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暖かいお心のこもったご寄付等有難うございました。 
＜会費及び寄付＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 今後の活動予定 
アミーゴス３月例会 ３月２３日（水）午後６時３０分～ 三島カトリック教会 

アミーゴス４月例会 ４月２２日（金）午後６時３０分～ 三島カトリック教会 

アミーゴスへの活動取材３月２９日（火）国際ソロプチニスト駿河から、 

午後２時三島プラザホテルにて実施。 

★日時未定、６月上旬、アミーゴス総会予定（６月１１日頃） 

 

「技能実習生制度～その現状と支援」 
～外国につながる人々ともに創る教会～ 

☆ ２月２０日（土）  場所 カトリック横浜末吉町教会 

            主催 カトリック横浜教区 難民移住移動者委員会 

              講師 鳥井一平 氏 

 （NPO 法人 移住者と連帯する全国ネットワーク代表理事） 

目的は外国につながる人々への理解を深めるとともに、我々日本人との共生社会を目指し、

その一助になれるように！ 

超少子高齢化社会を迎えこの先 産業界における深刻な労働力（者）不足が懸念される。 

また 2020 年には東京オリンピック、パラリンピックが開催されます。このような事情を

考えると、どうしても外国人にその一端をお願いせざるを得なくなる。しかしながら現在

の外国人の多くの労働者は、安価な労働力で且つ搾取にさらされているのが現状である。

「開発途上国における人材育成に協力する」という趣旨に基づいて創設されたはずの外国

人技能実習制度の中で働く多くの外国人労働者は「低賃金」「長時間労働…月 400 時間労

働した方もあった」「中間搾取」「パスポートの取り上げ」などに遭い身動きできずに働い

ている現状事例が報告された。 

このようなことをかんがみた場合私達【アミーゴス】に当てはまる事項は今まで幾度とな

く耳にしている。様々な人権侵害に遭っている外国人労働者へ支援の在り方をもう一度考

え直す良い機会とし、ともによりよい知恵を出し合っていきたい。 

（焼津の戸塚さんなども見えていました）参加者大凡 45~50 名 

 

                           会員 百瀬・小澤 

 

1/28 守屋 中   様  寄付 

1/28 細沼弁護士  会費、寄付 

1/28 本岡 俊郎  様  会費 

1/28 鈴木 二海子 様  お米 

2/05 瀧  盛喜智 様  会費 

 

2/12 中塚 佳宏  様  寄付 

2/19 浅川 隆子  様  寄付 

2/28 前田 千鶴子 様  会費 

3/17 沼田 美智子 様  寄付 
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アミーゴス活動報告 
１／２７（水） 

駿河平にある財団法人企業経営研究所にて、国際貢献活動に関する表彰式があり、カサ・

デ・アミーゴスも表彰される。高原、百瀬、堀の３人が参加する。金一封の授与式。 

西川ルイサ氏経由の相談があった。白内障で裾野の M 眼科に行ったら高額の手術代がか

かるといわれた。お金が足りないので貸してもらいたいとのこと。もう一件は、M 市に住

む母子家庭で、児童扶養手当を申請するのに独身証明書が必要で、今、取得の手続きを行

っている。それとは別に、中学生の長男が悪の仲間に入って夜遊びが過ぎる。部活のサッ

カーを続けさせて悪の仲間から距離をとりたいとのこと。 

 １／２８（木） 

午後５時半頃、カトリック教会でのアミーゴス新年会が行われる。例年になく、外国人

を含む多くの参加がある。信者で声楽家の若い大津良嗣さんも参加、声楽を披露する。２

０時３０分頃終了。その後、ペルー籍系の女性で裾野の M 眼科に係わる高額な治療費を請

求された件で、借り入れ要請についてどうするか皆で話し合った。 

 

２／４（木） 

午前１０時過ぎ派遣会社イーコムの労働委員会あっせん、フィリッピン籍で沼津に住む母

子家庭 K さんの問題で団体交渉を行うが決裂する。しかし、その後、労働審判に持ち込む

相談の最中に会社側弁護士から和解の電話がり、急遽、和解が具体化する。 

 ２／２６（金） 

夕方７時からアミーゴスの例会に参加する。参加者、高原、本岡、小沢、水口、水野、堀

の６名。 

①アミーゴス・パンフ 1000 枚出来上がりと配布先を検討、会員募集の追加修正を別途プ

リンターで刷り込む。配布先を検討し手分けして配布予定。 

②アミーゴス Gmail の転送設定不良問題、再設定をやり直す。移住連外国人相談窓口連絡

先更新。 

③K さんの労働問題解決報告。 

④Ａさん沼津市花園町の県営住宅入居、本国から独身証明書取得、子供３人の児童扶養手

当支給される。アパート代の家賃１万円値引き、市営住宅に申し込み中。 

⑤野沢さん関係、東小「食べれない子供達」、子供食堂について話す。 

⑥3/12 県国際交流協会---災害時の外国人避難訓練、13:30～16:30、沼津文化センターにて。 

⑦セカンド・ハーベスト名古屋のアミーゴスに対する食料支援状況報告---本岡さんから、

雇用改善、支援外国人の減少、取り残された人々（高齢者、障害者、母子家庭）、ブラジ

ル籍の炊き出し、生活困窮者、2015 年アミーゴスへ食糧支援物資６トンの実績。250 件
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／月、1500 円／50Kg 相当。2HN では東海３県への貧困者個別支援の発送で三島への配

送は後回し。要望、要求を届ける。地元での食品調達の可能性、他団体との連携模索も

必要。 

⑧３月の例会は３月２３日（水）午後６時３０分からの予定。 

 ３／１９（土） 

労働相談、ブラジル籍、Ｍさん（44 歳）、御殿場市在住、来日２０年。会社は（株）SN、

御殿場市にある。入社日：H27 年 7 月、２月の給与明細、出勤日２１日、出勤時間：94:30、

基本給：80,000 円、雇用保険：400 円、差引支給額：79,600 円、タイムカードなし、労働

時間：5:00～9:00、19:00～21:00 頃まで。土日の労働時間はもっと長い、派遣労働者の送

迎車（ワゴン）の運転手（送迎記録から実労働時間を割り出せる）未払い賃金は相当ある。 

３月１２日付けで解雇。理由：会社の送迎車のオイル交換 5000 キロが目安だが、所長

は 11,000 キロまで走らせていた。車はトラブル続き、３月１０日、車からオイル漏れで所

長に修理に出すように申し出たが、そのまま送迎するように言われた。事故が起こったら

怖いので警察に届けたところ、所長は警察に呼ばれて注意を受けた。そのことで怒った所

長が１２日付けで解雇した。昨年９月頃も車を修理に出したとき、会社は代替の車は出さ

ないで自分の車を使用した。２週間くらい自分の車を使ったが請求しても使用料は払わな

かった。また、会社の駐車場が無く、自分が借りている駐車場に車はプライベートに使っ

ていいのでと言って、会社が無料で M さんの借りた駐車場を使っている。 

 

 

食料支援を話合い、活動を進めましょう 
２月 26 日のアミーゴス例会には、セカンドハーベスト名古屋の元理事長本岡俊郎氏が出

席をされ、アミーゴスの食糧支援活動について、取り組みの課題や活動の進め方について

の提起と食料支援活動団体等の情報提供をいただきました。そして、アミーゴスは、これ

からどのような食料支援活動ができるか、その食料支援計画、活動内容、方法を今後、具

体的に検討していくことにしました。 

 

現在の活動内容は、名古屋セカンドハーベストやセカンドハーベストジャパン、教会関

係者などから食料物資の提供や引き取りにうかがい、三島市大場の倉庫に保管をするとと

もに、三島、沼津を中心に、外国につながる人たちを含めた食料支援を必要とする人々に

配布や配達をしています。 

支援活動を（継続）していくためには、１．食料物資の入手方法、情報受発信、進行管

理と計画、２.物資の保管、入出庫の在庫管理 ３．配布方法、体制、連絡 ４．拠点と人

員確保と役割分担 ５.活動資金確保 ６．活動内容の周知や情報の受発信などが、課題と

してあります。 

アミーゴスのスタッフ体制や資金はとてもささやかな内容ですが、代表を始め教会関係

者および事務局と会員の献身的な活動や賛助・支援者の協力により、食料支援の活動も試

行錯誤しながら、進めてきています。 

先の例会では、「地元の食品関係事業者や住民からの食品提供はどうか。地域で活動する

人々や団体との連携や協力はどうか。地元でフードドライブ(回収ボックス)の設置はでき
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ないか。東京や名古屋のセカンドハーベストの団体の現況はどうなっているのか。県内活

動団体や「フードバンクふじのくに」はどのような活動をしているか。支援を必要とする

人々の現状はどうか。役所や社会福祉協議会などとの関係はどうか。」など様々の意見がだ

されました。 

このなかで、県内でフードバンク活動を始めているフードバンクふじのくにとは、アミ

ーゴスとの連携も今後考えられます。 

静岡県内の情報を十分確認できていませんが、フードバンクふじのくには、静岡県労働

者福祉協議会(略称「労福協」)が主体となって、2014 年 5 月 19 日に設立されています。

理事長は日詰一幸(静大人文社会科学部教授)、役員構成は、副理事長が県労福協金指専務

理事、県労働者福祉基金協会木下アドバイザー、県生協連合会吉田会長の 3 名。理事は、

県ボラ協会、青少年就労支援ネットなどに中西連合静岡事務局長、監事は県労金、事務局

長は NPO 法人 POPOLO 望月健次理事長など。 

フードバンクふじの国は、既存の労働者関連組織や協同組合など、産別、業態別の代表

組織、上部組織で枠組みを構成し、それに実行、企画部隊として NPO 法人を加えた組織イ

メージです。また、労福協が主体団体であることからは、労働者の福利、厚生、福祉を目

的に、社会貢献活動めざしてしていくことが活動の基調であると推測されます。 

活動は始まったばかりで、組織の設立、編成は上部組織等によるため、下から積み上げ

の活動団体等による組織形態ではなく、下部組織や地区、地域での食料支援活動の積み重

ね、実践はありませんので、実際の活動はこれからの課題です。 

各地区的には、労福協や連合の地区割り単位で、情報伝達や活動課題が提起されてくる

のだろうと思いますが、各地区、地域でのフードバンクふじのくにの支部体制などは整っ

ていないようです。労福協については通常、労働金庫が事務局を担いますが、労福協活動

のようには、フードバンク活動の理解や認識は浸透しておらず、また、ふじのくにからの

指令がどの程度、具体的におりているか、わかりませんが、各地区としてフードバンク活

動を展開するとの認識や体制や計画は現状ではまだできていないように思われます。 

それでも、支援物資を集める方の活動は関係業種や企業などからの寄付などのほか、連

合、労福協などの行事の時に、参加団体、組合(員)に食料品拠出の依頼を要請し、フード

ドライブを年に数回行っています。 

配布先実績は、ホームページからは見えませんが、福祉施設や各支援団体などとなって

います。実態はいかがでしょうか。 

 

この２月の沼津市議会では、「フードバンク活動への自治体の支援」について、連合推薦

議員から質問があり、沼津市は、「市庁舎へのフードドライブ(回収ボックス)の設置」を検

討するようです。実際には年に数回の設置のようですが。 

フードバンクふじのくには、連合系推薦議員と連携し、行政機関の支援、協力を今後も

要請していくと思われます。そして収集と配布の体制、支援も行政との関係が模索されて

いくと思います。 

連合や労福協という巨大組織をバックとした政治、行政への発言や影響力は大きなもの

があり、アミーゴスのような小さな組織としては、うらやましい面もあります。 

アミーゴスの活動は、人対人の活動で、時に行政や事業者への要請、協力依頼や対峙、

対決など、それらの関係は、それぞれに対応が違いますが、食糧支援活動は、必要とする

人にとっての生存及び、よりよく生きる糧の一つであり、人のつながり、交わり、安らぎ
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や自立への根源につながるものの活動の一つであると思います。 

 

アミーゴスの活動は、地域での連携を含め引き続き検討していかなければなりませんが、

ふじのくにとの関係、連携は、これからどんな絵がかけるでしょうか。 

アミーゴスの活動パンフレットができました。あらたに、食料支援活動の計画も話し合

っていきます。皆さんのご意見をお寄せください。また、例会などの話し合いにもぜひご

参加ください。     

 水野 義夫    

 

移住連ワークショップ 2016 in 徳島のご案内 
テーマ「日本の移民政策を問う」 

日時：2016 年６月４日（土）13:00 〜５日（日）12:00 
会場：徳島グランドホテル偕楽園（JR 徳島駅より徒歩 10 分） 
＊参加費：当日会場でお支払いいただくか、M ネット送付時に同封してある振込用紙をご利用ください。 

＊宿泊あり（参加費＋交流会費＋宿泊費＋朝食） 

＊正会員・賛助会員（団体/個人） 13,000 円、一般 18,000 円 

申込締切：2016 年５月 16 日（月） 

＜プログラム＞ 

６月４日（土曜日） 12：00 受付 
13：00  開会挨拶／オリエンテーション 

13：15 特別講演 中村一成さん 

「ヘイトスピーチ／クライムに対峙するために〜徳島県教組襲撃事件の取材から」 

そのほか、技能実習生法案、改定入管法案、人種差別禁止法案に関する報告 

14：30 分科会 パート １ 

16：30 分科会 パート２ 

（１）労働・技能実習 （２）移住女性 （３）改正入管法・住基法／難民・収容 

（４）貧困 （５）医療・福祉・社会保障 （６）人種差別・ヘイトスピーチ 

18：30〜 夕食／交流会 

６月５日（日曜日） 
９：00 全体会（１）：各分科会から報告「移民政策への提言」 

＊徳島から技能実習生の現状にかんする特別報告 

10：15 全体会（２）「私たちの共同課題／移住連の今後の課題」 

12：00  終了 

移住者と連帯する全国ネットワーク（移住連） 

〒110-0005 東京都台東区上野 1-12-6 3F 

 

 

 

 

＜編集後記＞  
格差が広がり貧困層の世帯が益々増え続けている。日本人の貧困層が増える以上に、外国
籍の貧困層は拡大している。リーマンショック時に比べると雇用は増加したといわれる
が、余り実感は無い。とりわけ母子家庭には格差が直撃している。消費税導入等で長期デ
フレが続き、政府は経済活性化に向けアベノミクスを大宣伝するが、世間ではアホノミク
スと揶揄され、明るい見通しは見えてこない。日銀は消費拡大政策に必死だが、打つ手な
しでついにマイナス金利に転じた。株価は暴落、年金投資は赤字を抱え込み、老後の生活
を直撃する。それでいて大企業に減税とはやりきれない。 


