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原発避難の小学生イジメで苦しむ！ 
 原発事故で福島県から横浜市に自主避難した中学１年の男子生徒（１３）が、転入先の

市立小学校でいじめを受けて不登校になった問題で、生徒側の代理人の弁護士が１１月１

５日、記者会見し、生徒の手記と保護者の声明を公表した。生徒は手記の中で「いままで

なんかいも死のうとおもった。でも、しんさいでいっぱい死んだからつらいけどぼくはい

きるときめた」などと書き記していた。 

 生徒は小学６年だった昨年７月、学校や加害者側との話し合いをする中でノート３ペー

ジにわたって思いを書き留めた。（原発事故の）賠償金をもらっているだろうなどと言い掛

かりをつけられて金銭を要求されたり、ばい菌と呼ばれ「放射能の影響ではないか」と不

安になったりした経緯が記されている。いじめは小学２年から５年まで続いたという。 

 一方、保護者は「学校は金銭の要求を知っていながら、連絡もしてくれなかった」と批

判。問題発覚を受け、市教育委員会の第三者委員会が公表した報告書のうち、いじめの内

容を記した多くの部分が黒塗りだったことに触れ「詳細を公表してほしいと市教委に伝え

たのに遺憾だ」と訴えた。 

  

 弁護士によると、手記は生徒が「同じようにいじめられている子どもの励みになれば」

という思いで公表した。原発事故を「ネタ」にしたいじめに傷ついた心情や抵抗できなか

ったことへの悔しさが記されている。 

 金銭の要求については「ばいしょう金あるだろと言われむかつくし、ていこうできなか

ったのもくやしい」と心情を吐露。「ていこうするとまたいじめがはじまるとおもってなに

もできずにただこわくてしょうがなかった」とつづった。 

 ばい菌と扱われたことには「ほうしゃのうだとおもっていつもつらかった。福島の人は

いじめられるとおもった」と明かした。 

 また、学校の対応について「いままでいろんなはなしをしてきたけど（学校は）しんよ

うしてくれなかった」などと振り返り、「なんかいもせんせいに言おうとするとむしされて

た」と絶望感をにじませた。 

                              ＜毎日新聞から＞ 

 

事務所：〒411-0803 三島市大場 952-9 （倉庫） 

〒411-0018 三島市初音台 4-7(代表自宅) 

 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 
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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＞ 

 

 

 

 

   今後の予定とお知らせ 
  １１月２５日（金） 午後６時３０分～アミーゴス定例会 三島カトリック教会 

  １２月２６日（月） 午後６時３０分～アミーゴス定例会 三島カトリック教会 

 

★１月２７日（金）午後６時から新年会予定 
夕方５時半、広小路、大衆酒場「庄や」（予定） 

   アミーゴスの午後５時半から定例会（簡単な打合せ）その後、新年会 

どなたも振るってご参加下さい。 

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

活動報告 

セカンドハーベスト名古屋（２HN）を支える会に参加 
10 月 21 日（金）、「セカンドハーベスト名古屋」（名古屋市北区柳原 3-4-2）を支える会

に参加し、併せて食料品調達で出かけてきました。アミーゴスから高原・堀・水野・百瀬・

小澤の５名が参加しました。全体では、名古屋を中心に、岐阜、三重、静岡等からおおよ

そ 50 名位の参加者でした。セカンドハーベスト名古屋は、食品会社から食品を譲受け、必

要とする人達に届けるための食品配送の拠点となる事業所で、アミーゴスもその事業を支

える会員となってます。毎年１回、総会が行われています。 

 当日は朝７時、ワゴン車で出かけました。名古屋の会場には１０時過ぎ到着、総会はす

でに始まっていました。 

 初めに事務局の三輪さんが、２HN の現状を説明、現在の事務所（北区）は家賃(300 万

円／年)で支える会（総経費 15%）で賄つている。約 40 坪で手狭なため、近くに倍位の広

さの事務所を探している。現在働いているスタッフは、有給職員３名、ボランティア数名

で、回している。個人支援は 2000 件位で、パック詰（1500 円相当）を配布している。 

 最近は社協との連携が大きくなっている。名古屋市・岐阜県・三重県＋愛知県も協力。 

扱い件数は、約 350 件（9 月期）、全体では 2000 件位である。 

支える会参加は 106 団体、その内 2016 年度に新たに入会したのは 32 団体。 

 その後、山内さんより、フードバンクの歩みやあり方についてお話がありました。 

・フードバンク事業は、アメリカで生まれる（テントメアリー団体？）。 

・日本には 1990 年代にセカンドハーベストジャパンとしてフードバンク事業が始まる 

・名古屋では、2HN が 2009 年より本格的に NPO を取得して活動に入る。 

・フードバンク団体は、2016 年には全国で 40 団体ぐらいに広がる。 

・全国での扱い量はおおよそ 4500（全国で破棄される食糧）t、40 団体で分け合う。 

 6/13 花山さん      現金 

9/08 浅川  隆子 様     振込 

 

  9/26  沼田美智子 様  振込 

10/02 相田美代子  様  現金 
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・生協（COOP）なども参入するようになる（2010 年）。 

・フードバンクとして子ども食堂などにも参加 

・組織的には、① 全国フードバンク協会、②セカンドハーベスト・アライアンスの２団体

がある。しかし、機能的には上手く行っていない。名古屋はアライアンスに加入してい

る。現状の問題点として下記があげられる。 

②・  公的支援もなく寄付・助成金がたより 

  ② 2HN の扱い 632ｔ だいぶ減少している様子・・・半分ぐらい？ 

 ③食糧の配布が難しい・・・各地区のパートの協力・団体間の協力の要請 

その他 問題提起 

① 食品寄付法の制定について・・・、フードバンクの継続性 

   2HN を中心に団体間での Work G を作ったら？ 

  ② 社会的共同基金の創設について・・・活動の資金調達・助成金など 

  ③ 食糧配布の仕組み・・・ボランティアで 

                                ＜小澤＞ 

◎10 月 22 日（土）、静岡県内外国人支援四団体情報交換会 

14：00～16：00 於：焼津市勤労者センター 
出席団体及び出席者（4 団体 5 名） 
 ①志太榛原地区の外国人を支援する会・・・戸塚賢一さん 
 ②カサ・デ・アミーゴス・・・・・・・・・堀さん・小澤 
 ③アジアを考える静岡フォーラム・・・・・榎本信雄さん（内科医師） 
 ④遠州労働者連帯ユニオン・・・・・・・・片岡耕一(ブラジル日系 3 世) 
＜活動報告＞ 

①志太榛原 
仁科敏夫事務局長が体調不良により娘さんが住んでおられる千葉の方に移られた
ようで今後の活動については未定とのこと。 

   1) この 1 年の活動について・・・ 
    労働・生活相談は「静岡ゼネラルユニオン」と共同で行っている。2008 年 9 月の

リーマンショック時には 120 件くらいの相談数があった。その大半は中南米諸国
が中心で、日系滞日外国人労働者のようで、当時は問題解決に半年くらいの時間
で処理できたとのこと。 

   2) 現在は月に数件程度となり内訳も談話相談であったり、事務所来られての相談と
いったことのようで地域的にも志太榛原地区（焼津市・藤枝市・島田市） 静岡
方面からの相談も多少あったようです。内容的には労働相談が主だったとのこと。 

  ②カサ・デ・アミーゴス 
    アミーゴスの立ち上げ（1990 年 9 月）の説明をする。 
    資料として本年 2 月に編集した「カサ・デ・アミーゴス」のパンフレット及び 10

月の最新号の会報を配布した。アミーゴスは「労働相談」・「生活相談」・「学習支
援」・「食糧支援」の 4 本柱で活動を進めている。 
労働・生活相談については最近の相談内容を 2 件ほど説明。 
学習支援・食料支援活動などについては近況報告 

  ③アジアを考える静岡フォーラム 
    2015・2016 年度の活動経過の報告（2 年度とも同様の経過報告） 
    総会 年 1 回 6 月ごろ開崔・・・講師を招き講演をしている 
    チャリーティーコンサートの開催・・・一部活動資金に 
    外国人無料検診会を開いている・・・FAS と共同で 
    東南アジア系及びフイリッピンの子供たちなど大凡 100 人くらい 
    相談は静岡国際交流協会で行っている 
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④遠州労働者連帯ユニオン 
    活動している人は主に 3 人程度 
    件数は 7～8 件程度 通訳はある程度のところまでは会で行える 
    裁判になっているケースが 2 件ほどある・・・解決金 10％を徴収している 
    残業の未払い 
    妊娠女子労働者の解雇・・・無効となったが精神的な苦痛に対し 
 ３．その他 
    活動資金の問題 
    活動者が高齢化してきている 
    4 団体の活動について・・・今後のあり方・進め方・どうするかなどを含め 
                           次回までに検討すること 
    次回は 浜松・・・遠州労働者連帯ユニオン     16：00 閉会 

<アミーゴス相談> 

 ９／１７（土） 

音渕リタさんの紹介でフィリッピン系 H さんの相談。１０年前から三島市の会社に正社員

で勤務。2014/5/1 に労災事故、旋盤に手を挟まれて親指切断、人差し指、中指が２本曲が

らず。鎌倉の湘南鎌倉病院に入院治療。その後平成２８年５月、病状固定で労災が打ち切

られた。労働基準監督署より、労災補償の話が届かないのは何故か？ 

 １０／１５（土） 

沼津のスナックに勤めるフィリッピン系女性が、店主からお客の飲み代を払わされた。友

達を誘って一緒に働いていたが、お店に借金をして辞めてしまったが、あなたの紹介で来

たのだからと、その借金も押し付けられた。残業をしても踏み倒されて未払である。店主

は５０代の韓国人女性。給与明細もなくその都度現金払い、社会保険等も未加入である。

しかし、借金肩代りの証拠がない。店主とのやり取りを録音し、労基署に訴えることを検

討。 

 １０／２５（火） 

相談者は S さん、ぺールー籍。未婚で子供を産んだお姉さんの子供の話し。１０歳になる

が、父親に当たる男が祖父母の元から子供を、子供手当が欲しさに千葉県に連れて行った。

千葉では、子供はまともに食事が与えられていないのではと心配している。現在、お姉さ

んはアメリカで別の男性と生活している。子供は千葉県で小学校に通っているが、LINE

で通話は出来ているとのこと。父親に当たる男とは正式に結婚しておらず、DV でお姉さ

んは子供を連れて別れたとのこと。何とか子供を祖父母の元へ取り戻したいが、児童相談

所に連絡しても埒が明かない。親権がないと法的には難しい話。お姉さんは、祖父母に親

権代理手続きを申請中、それが出れば弁護士に相談して子供を連れ戻すことを進めたいと

の意向。 

 

 

 

 

 

＜編集後記＞ 
いつの間にか秋が深まり、朝夕は寒さが身に染む季節となりました。大人社会の反映
なのか、子供の世界のいじめが拡大する様相です。格差拡大と貧困の増加、子供の世
界までいじめが蔓延、この社会はどうなって行くのか？アメリカでは差別主義者で暴
言王のトランプ氏が大統領に当選するなど、混迷の時代の訪れを予感します。シリア
ではイスラム過激派組織と欧米、ロシアの三つ巴の戦乱が続き、一般市民は地獄絵の
中に放り出された様相になっています。平和こそ尊いものはありません。今、その平
和が崩れかけています。 
 


