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外国人労働者受入れ問題 
 政府は、2018 年 6 月、就労を目的とした新たな在留資格を創設して、外国人労働者の受

入れ拡大を表明した。これまで「単純労働」分野における外国人労働者の就労は認めない、

という方針を維持してきたが、労働力不足を補う手段として、新たに外国人労働者受入れ

拡大の制度として、「特定技能１号」と「特定技能２号」という、２種類の就労を目的とす

る新制度の導入を決定し、まともな論議もしないままに、12 月、臨時国会終了前に、新制

度に即した入管法改正案を強行可決した。 
これは、従来の「奴隷労働」と揶揄されていた研修生受け入れ制度の抜本的改善を行う

ことなく、単に人手不足を補う手段として、外国人受け入れ拡大を目指すに過ぎないとん

でもない法案である。新制度導入により 2019 年 4 月から開始し、オリンピック建設ラッ

シュを迎え、2025 年までに 30 万から 50 万人の外国人労働者を受け入れる予定とのことで

ある。 
しかも、これまで問題が多発し国際社会からも厳しい目で批判されてきた「外国人技能

実習制度」を併存したままの新制度の導入である。本来なら、新たな制度の創設と同時に

問題の多発している「技能実習制度」を廃止すべきである。この技能実習制度はこれまで

多くの外国人の人権侵害の温床となってきた。職場移転の自由が無く、特定の使用者の強

い支配下に置かれ､残業代ゼロ、時給 300 円という「 低賃金」をはるかに下回る労賃で長

時間働かされることが頻発した。声をあげれば強制帰国させられ、逃亡すれば「不法滞在

者」として逮捕、強制収容される。問題が多発する中、平成 22 年に技能実習生にも労働基

準法の適用が定められたが、多くの受け入れ民間団体や管理団体は「法を無視」する実態

が続いている。 
 技能実習制度は職場移転の自由を認めていない。そのことから様々な人権侵害が発生し

た。新制度では「入国･在留を認めた分野での転職を認める」としているが、「審査」が必

要とされており、審査の基準等は明らかにされていない。 
 また、技能実習制度では民間団体の関与が中間搾取を含め、様々な人権侵害が生じる原

因となってきた。政府案では「今後、外国人材から保証金を徴収するなどの悪質な紹介業

者等の介在を防止するための方策を講じる」と明記されているが、具体的な方策は明らか

でない。 
更に、「在留期間の上限を原則５年とし、家族帯同は原則として認めない」。労働者が家

族と共に暮らすのは「人間の当然の権利」である。新制度は労働力として広く労働者を受

入れるということであるから、家族を帯同するかどうかは自己決定に委ねるべきである。 
 在留期間の上限５年についても、外国人労働者が働き続けたいと考え、受入れ企業も働

事務所： 〒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 

倉 庫：〒411-0803 三島市大場 952-9  



2 
 

いてもらいたい場合には、５年を超えて働き続ける選択権も認めるべきである。 
 
 一方、外国人労働者の増加は、日本の労働者の賃金・労働条件を引き下げる懸念がある。

外国人労働者の賃金は日本人と同等以上であるとしているが、実際は低賃金労働を強いら

れる可能性が高い。そもそも「人手不足の原因」は「低賃金労働」にある。低賃金で日本

の労働者が集まらないから人手不足が生じる。その穴埋めを外国人に頼ろうとする財界や

政府の思惑がある。新制度が施行されても「単純労働」分野において技能実習制度と同様

の人権侵害が発生する危険性が大きい。 
今後、日本の労働者は増加する外国人労働者と団結し、財界・政府からの低賃金圧力に

抗して闘わなければ、自分たちの権利や労働条件、労働環境は守れない。今、日本の労働

組合は、外国人労働者の組織化のための明確な方針を持つべきことが迫られている。そし

て、支援者団体や宗教施設等を拠点とする各コミュニティ等と密接に連携を取り、外国人

労働者の権利向上のために積極的な運動を展開する必要がある。 
日本の労働組合は、現在問題となっている長時間労働や賃金格差の是正を求めていくこ

とと同時に、外国人労働者を受け入れることによって労働市場における労働条件引き下げ

に対して、外国人労働者とともに団結して闘うことが大きな課題なっている。 
                      ―――日本労働弁護団声明要約――― 
 ―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

暖かいお心のこもったご寄付等有難うございました。 
＜会費及び現金・物品等の寄付＞ 

 
 

 

 

 

 

 

   今後の予定とお知らせ 
★ アミーゴス１２月、１月例会 

12 月例会―――１２月２１日（水）午後６時３０分～カトリック三島教会 

1 月新年会―――  １月２０日（日）午後５時３０分～食堂バル(市役所西側) 

                                会費 2000 円 

★ニューイヤーコンサート（大津良嗣・声楽）―――１月５日午後１時、ホテルプラザ 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

外国人支援県内４団体交流会＆パーティー 
第１部———講演会 

 １１月２５日（日）、外国人支援県内４団体の交流会とその後立食パーティーを行いまし

た。交流会は、静岡ふれあいユニオンと三島ふれあいユニオンのメンバーでもあり、３年

前に焼津においてフィリッピン労働者を中心に「焼津地域労働組合」を立ち上げた書記長

の望月吉春さんをお招きして「焼津地域労働組合の３年間」と題して、組合立上の経験と

9/29 中塚佳宏 様-----ご寄付   

10/ 3 四野茂晴子 様-----ご寄付 

10/13 河村光人 様-----ご寄付 

10/14 遠藤俊子 様----ご寄付 

11/04 田中 修・中子様----ご寄付 

11/11 公野 一恵 様----ご寄付 

11/14 聖 パウロ女子修道会 蛯名 様 

        -----本・絵本・お菓子 一式 

11/18 不二聖心奨励会熱海三島地区会----ご寄付 

11/25 ４団体交流会＆パーティーで-------カンパ 

12/01 浅川 隆子 様-------------ご寄付 

12/01 虹の架け橋理事長 

      鈴木俊昭 様-----ご寄付 



3 
 

外国人労働者の現状と課題について講演して頂きました。通訳無しの日本語のため、外国

人の方々には十分な理解が行き届かなかったかも知れませんが時間が足りないことと準備

不足をお詫びいたします。（講演会参加者・・・45 名） 

第２部———交流パーティー 

スペイン語系、ポルトガル系、フィリッピン系、 
日本の４ヶ国のお国自慢料理を並べた立食と歌 
と踊りのパーティーでした。パーティーへの参加 
者は、 終的には 75 人程度と思われます。 
 

 

焼津地域労働組合の 3 年間 
          全国一般労組・全国協議会 焼津地域労働組合 書記長 望月吉春 
 
結論:組合を作って日常的に情報の行き来をしよう。より良い結果に結びつきます。 
    にっちもさっちもいかなくなった時に良い選択肢は残っていません。 
   良い解決は満足度が高く、組合への愛着が大きいです。 
 
いわゆる「成功体験」 
    「組合に入りたい」から⇒自分たちの組合結成に 2016 年 2 月 14 日 5~6 人 
    厚生労働省のパンフレットを使って年次有給休暇の説明 
    2016 年 4 月 委員長の帰国での年休申請 派遣会社のウソ 
     「年休は日本でだけ使える。フィリピンの帰国の時は使えない。」 
     労働基準監督署や簡易裁判所での「少額訴訟」で分割ではあったが支払わせる。 
    組合参加希望者の拡大 フィリピン人型の人脈 
      労災被害者が組合員を連れてくる。 

年次有給休暇のための「証拠づくり」 
      年休申請書と賃金明細と支払い請求の 3 点セット。 
    派遣会社との話し合い 
 
すでにあった様々な基盤 
   アジアを考える静岡フォーラムの 30 年の人脈 
   県立大の高畑さん 
   焼津での子供学習支援・いちご 
   秋山市会議員と焼津市の異文化共生の取り組み 
 これとフィリピン人たちの自主的な NPO への取り組み。 
 
これからの課題 
 言葉の壁を具体的に対策する……本人たちが団体交渉の主体となる 
 情報ネット  Facebook を使えないか 
 組合執行部 
 来年 2 月 17 日(日)に 4 回目の大会 
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４月１４日、サンウェル沼津での手話団体主催 
カサ・デ・アミーゴス高原代表講演 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ｢講演を間いて｣         望月 恵美 

 アミーゴスのボランティア活動は驚くべき内容でした。生活に困った外国人労働者に丸ごと寄り

添って、労働から食糧まで人種・国籍に関係なく支援しているからです。日本の社会の中で彼らは

弱者です。言葉は通じず仕事は不安定。人権も全く守られていません。経済的にも精神的にもギリ

ギリです。 

 教育ではこどもの学習をサポートして考える力と自信を育てたり、三者面談に通訳を付けること

で納得いく相談ができたり、いつまでも人の心に残っていく活動だと思います。 

 日本は難民をほとんど受け入れないのに就労ビザの規制は緩めているそうです。ますます弱者が

増えてしまいます。民間がボランティアで２８年間も、人の命と人権を守ってきた素晴らしさの反

対側に政治のエゴや矛盾のひどさがあることを知りました。 

 高原先生のお話は社会に目を向ける必要性と他者に寄り添い一緒に考え共に行動していくことの

大切さを教わった貴重な時間でした。 

手話通訳問題研究会総会後、東部班講演会を開きました。 
 様々な社会問題がありますが、それはすべて、障害者の問題や私たちの暮らしの問題・

人権の問題に結びついています。今年は、「外国の人たちへの支援」を切り□にして、聴覚障害

者の問題や、暮らしの問題、共に生きること等に結びつけて考えるために、「外国につながる人

たち・子どちたちへの支援」をテーマに、「カサ・デ・アミーゴス（友達の家）」という団体の

代表である高原静子氏をまねき、講演を聞きました。この団体は、「1９８９年県内在住のフィ

リッピン人がアパートで餓死しているのにも関わらす１週間発見されなかった。」という事件を

きっかけに、１９９０年１１月に外国人労働者の人権を守るボランティア市民活動として発足

しました。 
 講演を通して、外国人の暮らし・人権を守るために、国ごとのグループに分かれで集団”で

活動していくことの大切さ、高原氏の活動から“市民活動家の信念や姿勢”についても私たち

通研の活動につながる大切な事として改めて確認できました。 参加した会員からの感想をい

ただきました。 
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―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

１１月１８日、不二聖心奨励会、

熱海・三島地区会様よりご寄

付を頂きました。 

 

 

＜活動報告---労働相談＞ 
 １１／１８（日） 

沼津のファミレス・ロイヤルホストで以前労働相談のあったフィリッピン系女性労働者 K さんの紹介で、

友人のフィリッピン系の日系２世、Ｒさん（男性：51 歳）の相談があった。清水町の派遣会社Ｉ社に勤

め、派遣先のＢ社で仕事をしていた１０月初めころ、機械に指を挟まれて労災事故にあった。労災申請

をして病院は労災保険で治療したが、会社を休んだ時の休業補償がもらえていないとのこと。派遣会社

の担当者に連絡すると、２ヶ月近く経つ労災事故なのにまだ手続き中だと言う。労基署に事情を話すと、

休業補償は、本人申請で８号様式の書類に、休業した日数や賃金関係の証明書を会社からもらい、医者

の証明書を付けて労働基準監督署に申請するとのこと。本人にそのことを伝え申請用紙を労基署に出す

ように説明した。 初の３日間は労災による休業補償は出ないので、会社負担を求める必要がある。 

 

 一方、同じＫさんの友人でフィリッピン系の女性Ｔさんは、８月上旬、派遣会社Ｒ社から御殿場の派

遣先のＤ社で働いていて、やはり機械に指を挟まれて労災事故にあった。派遣会社のＲ社は当初労災扱

いを避けて一般の怪我扱いで病院に行かせたが、本人や周りの友人が抗議すると、やっと労災扱いで病

「外国につながる人たち・子どもたちへの支援」を聞いて 

                                    青木 明美 
講師は、外国人の人権を守るために、当事者や支援者と共に、解決してきたような事例を挙げ、

社会の一面を見せてくれました。活動は幅広く、生活・労働・教育・フードバンクからの食糧物資

の配給、又、教育面では母語を獲得することで考える力が育つ、など「人として生きる」すべてに

関わっています。具体的には、社会保障の面では、行政との架け橋になり、きめ細かい対応が必要

な時は支援者の熱意で解決の道を探るとか、セーフティネットの問題をご自分の問題として捉えて

いるのかと思う程でした。講師の「ＮＰＯでもない私たちが２８年間続けてこられたのは沢山の支

援があったから」の言葉から、講師の“人間としての人権を守る”という一貫した信念が支援の輪

を共感の輪を広げたのだと感じました。 
 今、日本は、外国人の労働力だけを必要とし受け入れているが、共生という視点で考えれば、文

化の違いを理解して、どういう社会を作っていくかが大切であり、そのためには、私たちの共感力・

想像力・思考力、そして視野を広く持つことが問われます。 
 外国人労働者の生きづらさは障害者の生きづらさとつながっている、ろう児・ろう者にとっての

手話の必然性、又人権意識に敏感でありたい等、私たちの活動に通じるものがある、と自分と向き

合いながらの講演でした。 
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院にかかることが出来た。治療は全て労災保険で賄われたが、会社を休んだ休業補償がもらえていない。

事情を聴くと、本人が休業補償を申請していないし、会社もその手続きを伝えていないことが分った。

ところがその派遣会社は１０月で会社を閉鎖してしまい、雇用関係が無くなったことで、まともな対応

をしていない状態が続いている。 

 

 
＜編集後記＞  
急に寒さが厳しくなりました。11-12 月号の会報が遅れに遅れて１２月の半ばに差し掛かりま

した。今年も残すところあとわずか、来年はどんな年になることやら？来年は年号が変わり平成

から、まだ未定の新しい年号へ、天皇の代替わりと共に莫大な経費を費やし新年号へと替える不

合理さ、日本人の愚かさをしみじみ感じる。西暦に統一すればこんな不合理も一掃されるのに。


