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「外国籍の子どもたちの置かれた現状」 
少子高齢化で日本国内の「人手不足」を補う方法として、外国人材の受け入れを拡大す

るための法律が今年４月からスタートした。この受け入れが拡大すれば、働く人だけでな

く、家族として来日する子どもの数も増えると予想される。 

ところが、外国籍の子どもたちが希望しても 学校に通えない事態が生じる恐れがあると

いう。 

都内に住むインドネシア人Ｕさんは調理師として、在留資格を得て来日した。その後、

10 年以上日本に滞在したことで、永住権を取得。2017 年、妻と、９歳になる息子をインド

ネシアから呼び寄せた。ところが、息子を地元の小学校に通わせようと市役所を訪れ、「日

本語はほとんど話せない」と言うと、まずは日本語を理解出来るようにして来てほしいと

言われ、受け入れてもらえなかった。息子は小学校に入れず、友だちもいないし、さびし

い気持ちになったという。 

日本では、外国人の子どもは義務教育の対象にはらないとのことで、憲法では、義務教

育の対象は「国民」と明記されている。国は、外国人の子どもも学校で受け入れるよう通

知を出しているが、 終的な判断は自治体や学校に委ねられているのが現状とのことだ。     

＜NHK 今朝のクローズアップより＞ 

一方、 近では、日本で生まれた赤ちゃんの 50 人に 1 人が両親のどちらかが日本人で、

もう片方が外国人であり、日本国籍を持つ日本人の子どもの中にも、少なくない数の「外

国にルーツを持つ子ども」が含まれているとのこと。 

  そうした子ども達の「言葉」の壁が不登校を招いたり、進学を阻んでいるという。 

特に来日直後の子どもたちは、日本語がわからないため、学校の勉強についていくこと

ができず、教室の机に向かってただ座っているだけしかない日々を送ったり、友達を作れ

ず、強い孤独を感じたりということが少なくない。文科省では日本語のわからない子ども

たちが、全国の公立学校に 37,000 人在籍していて、このうち 6,800 人は何の支援も受ける

ことができていないという。そんな中、言葉の壁から基礎学力を伸ばすことが難しく、不

登校になる子どもが多い。そうした子ども達の高校進学率は 50％前後とも言われている。 

  一方で、肌や瞳の色、親が外国人であるということで、いじめや差別、偏見にさらされ、

居場所も無く、長期にわたって不登校状態に陥ることが多くみられる。保護者の就労状況

が不安定で、経済的に苦しんでいる家庭が多く、日本語の壁などから就労が不安定となり、

失業と就業を繰り返したり、工場のアルバイトなどで子どもたちを養う家庭は珍しくない。
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昼夜働く親に代わって幼い兄弟の世話をするために学校から足が遠のいたり、親の失業に

伴って高校進学をあきらめ、働いて家族を支えようとする子どもいる。 

外国人保護者や本人が、日本語が十分にわからないため、必要な支援にアクセスできな

かったり、情報を得られなかったなど、困難が重なり厳しい現状という。 

                 ＜NPO 法人青少年自立援助センター記事から＞ 

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

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 
★８月例会  お休み 
★９月例会 ９発２６日（木）、午後６時３０分～カトリック三島教会 
★例年１１月に行っていた県内４団体交流会は、各地の状況から方向で検討

します。 
★アミーゴス創立 30 周年の取り組みについて検討しています。（何が出来るか、２０周年

のような大掛かりなイベントは難しいと考えています。） 
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

＜活動報告＞ 

移住連とアミーゴスとのかかわり  
6 月 1 日、2 日の 2 日間、「移住労働者と連帯する全国フォーラム・東京 2019」が開催されま

した。 「移住労働者と連帯する全国ネットワーク」(移住連)が 2 年に 1 回開催しているものです。 
 「出会う、感じる、多民族、多文化共生社会」 ～いっしょに考え、ともにつくろう～ をテー

マに、 分科会や全体集会をもち、市民団体メンバーや在日外国人など、のべ 800 人強の関係する

人たちが一堂に会しました。 分科会は、入門編、出入国・在留管理、労働、難民、定住化、医療、

ケースワーク、教育、地域、移住女性のエンパワメント、 研修生・実習生、在留特別許可、事例、

自治体の政策、総合政策と多岐にわたって行われました。 
元来私たちアミーゴスの活動に深く関わりの有る全国組織の団体であり活動内容においても関係

する事が多く学ぶべきものがあることから以前より参加をしているものです。 

移住連と連携する全国フォーラム・東京 2019 に参加して 

＜201９年 5月～7月＞ 

6/16 総会時会費 

西岡ルイサ様、堀考信様、小澤輔夫様 

  高原静子様、菊池博様、大津良嗣様、 

覚本直人様、覚本雅世様、ウララ・オラノ様 

守屋中様、岸本ジョマール様、百瀨秋彦様 

高尾育子様、ワン様、大越タニア様 

水野義夫様、小野啓一様、野澤洋子様 

6/16 総会時会費 

井原美由紀様、鈴木通正様、 

津田エミコ様、いながき様、佐藤サリザベチ様 

6/20 会費 

 前田千鶴子様、川村汎子様、遠藤光子様 

7/13 寄付 中塚佳宏様 

7/27 寄付 志賀賢子様 
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 「出会う、感じる 多民族・多文化共生社会」            
  ～ いっしょに考え、ともにつくろう ～ をテーマに 6 月 1 日（土）~2 日（日）に

かけ東京神田の日本教育会館で開かれました。 
  全国各地から関係する団体個人など大凡 850 人ほどが集いお互いそれぞれに思いを尽

くし熱心に意見交換がかわされました。 
  初日はサヘル・ローズさん（女優・タレント）と矢野デビットさん（ミュージシャン）

が多民族・多文化社会に生きる日本での生活について話をされました。8 歳から日本で

生活しているイラン出身のサレル・ローズさん、日本人の父とガーナ人の母のもとに生

まれた矢野デビットさん、それぞれに苦労の連続であった生い立ちや、自身の経験活動、

思いなどを語られました。これからの日本社会と共生していくためにはどのようなとこ

とが必要かという課題に一つの明かりを灯してくれ、その道筋を示してくれたようにも

感じました。 
  そのあと分科会に移り 移住女性、医療・福祉、難民、子ども・若者等々といったテー

マで 15 の分科会が有りそれぞれの分野でのデスカッションがなされました。私は「子ど

も・若者」というセクションに参加しました。いまの日本社会が抱えている少子化問題

に関心があったことと、学習勉強会に参加しているからですが、正直私が思っていたこ

とと討議された内容が少しかけ離れたように思われました。この場での討議内容は「若

者の高校進学に関して及び学校での受け入れ状況」などがメインでした。   
しかしアミーゴスでの活動の中で子どもたちの学習支援進学に関しては一つの大きな課

題でもありますのでこれからも続ける中で参考にしなければならないと感じましたし、

今後の勉強会の一助進学へのアプローチになると期待したところです。特に強く意識し

たのは、先ずは、ことば「日本語」のマスターが第一であること、その中身・意味合い

の習得 さらに加えて母語も欠かせないものであると思いました。子供たちの学校生活

ではもちろんのこと、普段の実生活、家庭内でのコミニュケーションは欠かすことは出

来ずその重要性を改めて認識したものです。 
そのあと会場を移し懇親会が開かれ参加者お互い親交を深め合いました。 

2 日目は全体会が開かれ「どうなる、どうする移民政策」と題して外国人労働者の受け

入れの基本方針、外国人材の活用受け入れ促進 特定技能一号・二号についての話があ

りました。 
一号：相当程度の知識技能、経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人 
二号：熟練した技能を要する業務に従事する外国人・家族の帯同可 
共に生きる社会の実現のために！ 
わたしたち社会はこれから先、外国人労働者が多くなることが予想され、彼らを快く

受け入れ、それぞれの立場に置いてその人達を理解し、尊重し、助け合い共生する社会

を目指していくことの大切さを深く感じとったフォーラムでした。 
 
                             小澤輔夫 記 

     ------------------------------------------------------------------------------------ 
移住者と連帯する全国フォーラ・東京２０１９             6 月１日 15:20〜17：20 

分科会「技能実習」報告               出席者 約 50 名 

テーマ 技能実習制度の新たな外国人労働者受入れ 

技能実習制度の廃止をめざして 

実際に問題となった事例の報告から、技能実習制度の実態を明らかにして問題の解決図る。 
【事例報告】 
１、技能実習生の妊娠、帰国強要事案について 
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・ベトナム人の実習生が妊娠を理由に中絶を迫られる。子供がいたら働けないと、 
妊娠は約束違反で強制送還と脅された。100 万ほどの借金があり帰ることもできずにい

たとき、全統一労組に連絡があり会社と交渉して、今は一時帰国して出産したら再度

入国して働けることになった。 
・川崎の中国人は妊娠し、子供を産むと働けなくなると近くに遺棄、警察に逮捕され執

行猶予のついた判決。 

２日立製作所での大量解雇・強制帰国 

広島、日立製作所折戸事業所で 99 名のフィリピン人が解雇される事件。電気技術を学

ぶ契約で実習生として入ったが、実際は単純労働させられていたため、外国人技能実

習機構が監査に入る。日立の対応は認められず、解雇し帰国させた実習生はユニオン

によって権利を守るため団交をして、実習できなかった残り２２ヶ月賃金の補償させ

た。 
３、岐阜のシェルターの紹介と技能実習生の事例 

牧場で働く実習生が小指を切断し 11 ヶ月休む。雇い止めされ帰国を促された。 
労基署に訴えて休業補償と労災補償が認められた。 
労災や病気など問題を抱えている実習生の住まいの確保のためシェルター運営の説明

があった。 
４、後を絶たない強制帰国  報告者欠席のためなし 

５、ミャンマー人技能実習生と労働運動の課題 

・ミャンマー人 5 人が「しまむら」の下請けでタグを付ける仕事、 低賃金以下で残

業しても時給 600 円、労基法違反、超長時間労働で未払い賃金を交渉中 

・大葉を束ねる仕事、出来高払いで時給 300～400 円、朝 7時〜1２時まで働かされた。 

日本の労働基準法が適用されず、対等な労働契約ではない。彼女たちは 70 万円の借

金で来ており、逃げると 100 万円なると脅されていた。現在、未払い賃金は交渉中。

技能実習の制度を変えなければと強く訴える。 

６、新たな外国人労働者（特定技能）受入れと技能実習制度 

・技能実習生をめぐる問題構造 

 低賃金、賃金不払い 転職の自由なし 多額の債務 私生活上の制約 強制帰国  

・旅券、在留カードの取り上げ 違約金 強制帰国 

まとめ 

  日本の労働不足解消のため多くの外国人を受入れる必要になり、そのため昨年入管法

を改正して特定技能実習制度を設けた。国際貢献のための技能移転という建前だけの

制度で多額の借金を背負わせて管理し、低賃金で過酷な労働させている実態はまった

く変わっていない。妊娠、出産、家族の帯同などの整備し、日本人と同じように人権

が守られるよう抜本的な法整備と社会の意識改革が求められる。 

（水口英男 記） 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

２０１９年、総会と講演会 

記念講演「特定技能外国人労働者問題（外国人労働者の人権は守られるのか？）」

講師：鳥井一平氏（移住者と連帯する全国ネットワーク・全統一労働組合） 

＜まとめ＞ 
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■入管法だけで決めてはいけないこれからの社会のあ

り方ダイナミズムに対する恐れとゼノフォビア「不法

就労」への歪められたイメージ、事実に反する誤った

単一民族国家論、外国人犯罪キャンペーン、雇用競合、

事実に反する「健康保険キャンペーン」、問題、年金

問題、そして、ヘイトスピーチ 
■すでに始まっている多民族・多文化共生社会への歩 

み、職場、地域での実感言語、宗教、文化、の違い、

認識差を前提にした労働者政策、移民政策労働者の権利移動の自由＝辞める権利、市民

の権利職場だけではない地域の一員としての生活教育、医療、社会福祉、社会参加など

移住労働者とその家族の生活と権利、 東日本大震災などの被災地救援活動にボランティ

アとして外国籍住民、労働者が参加。今も除染作業を含めて復興作業に多く従事してい

る。 
管理・監視の対象ではなく、共に生きる働く仲間、地域の隣人、社会の担い手として東

日本大震災と原発事故をめぐる多民族・多文化救援活動労使対等原則が担保され、「違い」

を尊重しあう多民族・多文化共生社会へ 

 

 ２０１９年 カサ・デ・アミーゴス総会 

総会参加者は 30 名、立食パーティー参加者は全部で

70 名程位でした。 
会費 20 人＠2000 円/人 40000 円、3 人@1000 円/人計 3000

円計 23 人 43000 円 

新規入会者 2 名 
① 三島カトリック教会 井原美由紀さん 
② 市民ひろば 小野啓一さん 
               以上                   

7/26 アミーゴス例会に、西岡ルイサさんの紹介で、新しい
仲間 3 名が参加しました。 

・ラウラ オラノ (コロンビア人、    

女性)  在日 15 年 

・ダリオ カストロ(ペルー人、男性)  

在日 13 年、知的障害者施設で働い  

ています。 

・岸本 ジョマール(ボリビア人、 

女性)在日 28 年 

 スペイン語圏の仲間です。 

 アミーゴスの活動が、ますます楽  

しくなりそうです。 
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＜編集後記＞先の参院選で山本太郎率いる「れいわ新選組」が大きな話題となった。消費税廃止、
低賃金 1500 円、格差反対、ＭＭＴ（通貨を増刷し市場に流す政策）等を訴えた。ネット上では

大旋風を巻き起こし、街頭演説は熱気にあふれ、若者の支持を集め、既成政党の党首を完全に圧倒
した。結成わずか 112 日で市民からの寄付金 4 億円が集まり、市民が主体的に政治に参加するとい
う今までにない新たなうねりを生んだ。だが、マスコミは諸派だからと「仰天異端児」の出現を全
く無視。本人は惜しくも落選したものの、重度障害者を特定枠で２人も当選させ、政党要件を満た
す事になった。これからはテレビ、マスコミにもどんどん登場し、次期衆院選は政権を目指し、100
人規模の候補者を擁立するという。この先が楽しみだ。 


