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おわ りに :外 国人労働者支援活動 の今後
は じめに
外国人労働者 は急増期 を過 ぎて、 日本社会 に定着 しつつ ある とい うこ とがで
きる。急増期 において は、各地で さまざまに摩擦 が生 じ、社会的 に大 きな問題
が生 じた し、 マ ス コ ミに もしば しば取 り上 げ られた。近年、バ ブル崩壊後 の経
り
済的停滞のなかで これ までの ような急増 には歯止 めがかかった よ うに見 えるく
が、 その一 方滞在の長期化や定住化 が進 み、 これ まで とは異 なる問題 が生 じて
い るように思われ る。
ところで、人権後進 国 と言われ る この国 で、外国人労働 者 の人権侵害や生活
保証 に関わ るさまざまな問題 に取 り組 んで きたのは、民間 ボランテ ィア団体で
あつた。外国人受 け入れに対 す る政府 の対応 が厳 しく批判 され るなかにあって、
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民間 ボラ ンテ ィア団体 が果 た してい る役割 はた いへ ん大 きい,上 記 の ような外
国人労働者 をめ ぐる問題 の変化 のなかで、彼 らの果たす役割 は変わ って い くの
だろうか。 それ とも、 この国 の世界経済 か らみた位置 と受 け入れの構造 が変 わ
らない限 り、彼 らは これ まで と同様 の役割 を果 た してゆ くのだ ろうか。 この間
題 を、浜松市 にお けるある民間 ボランテ ィア団体 を素材 に考 えてみた い。
第 1章

1‑1

浜松 の外国人 とへ るすの会
浜松市 と外国人労働者

浜松市 とその近郊 は、
外国人労働者 が 日本 で もっ とも多 い地域 の一 つで あ り、
1995年 3月 には 11,851人 が外国人 登録 をして い る。最大 の割合 を占めて い る
のはプラジル国籍 で あるが、 その半数強 は日系 ブラジル人 である9)こ のように
外国人労働者 が多 い理 由 は、何 とい って も浜松 に 自動車産業 (4輪・ 2輪 )な
どの製造業 が集積 し、 日本人 が きらういわゆる「 3K」 (き つい、汚 い、危険)
労働 に従事す る労働者 を大量 に必要 としていた ことが ある。 また、浜松市 は気
候 が温暖 で、特 にブラジル系外国人労働者 に とっては過 ごしやす い ことも、一
因 であろう。 この ような集住 とい う事態 の もとで、すでに浜松市 では、多 くの
研究者・ 研究機関が外国人労働者 の調査 を行 い、急増期 の外国人労働者 と地域
の問題 につ いて調 査が行われ て い る9
本稿 が取 り上 げるのは、在浜松民間 ボランテ ィア団体 の「 へ るすの会 」 で あ
る。「 へ るすの会」 (略称 HLS)は 正式名称 を「外国人 と共 に生 きる会・ 浜松

Hamamatsu overseas Laborers Solida五 ty」 といい、 1990年 7月 の結成後、
浜松市内外 の外国人 に対す る援助活動 を精力的 に行 って きた。 へ るすの会 は、
5年 以上 にわたって継続的 に活動 し、実績 を重ね てお り、 この種 の団体 のなか
で全国的 にもっ とも名前 を知 られてい るものの一つで ある。浜松 の外国人問題
における行政側窓 回の一つで ある財団法人浜松国際交流協会 (略称 HICE)￨、
その活動 のなかに「民 間 ボランテ ィア との連携」 とい う項 目を設 け、唯―「 ヘ
るすの会 」 の名称 を明示 してい る
る支援活動 を評価 されて、96年

た、浜松 に多 い ブラジル系 日系人 に対す

')ま
にブラジル大統領 が来 日 した折 には、ブラ
3月

ジル大使館 が開催 した ンセプシ ョンに この会 の代表 A氏 が夫妻 で招待 されてい
るのである
この会 の')
活動 を、外国人労働者 の急増期 に当た り、 この会が結成 された直後
の 1年 間 と最近 の 1年 間 を比較 しなが ら紹介す る とともに、定着期 における外
国人労働者 の問題 と民間 ボランテ ィア団体 の役割 につ いて考 えてみ よう。 その
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際、本稿 が主 に依拠す る資料 は、へ るすの会が発足以来 おおむね毎月発行 して
い る「 ニ ュー ス ンター」と 1994年 10月 か ら 96年 3月 まで、 ほぼ毎回出席 した
毎月 の例会 の参与観察 で ある,
1‑2 へ るすの会 の発足 と経過
へ るすの会 は、1990年 3月 に行われ た
「滞 日ア ジア人労働者 を考 える学習会」
において結成 された「外国人労働者 を考 える会 (仮 称 )」 を前身 に もつ。 この学
習会 は、
「 1989年 11月 にフ ィリピン人研修生 Eさ んが、出産 が会社 に知 られ る
と解雇 され る と恐れ、生 んだばか りの我子 を殺害 した事件 を契機 に」始 め られ
てい る9へ るすの会 は、 この発足 の経緯 について最近 にいた るまで入会 を呼 び
か ける文章で欠か さず触れてお り、外国人 へ の人権保証 が発足以来同会 の中心
的 テーマであることを うかがわせ る。

4月 中旬 の第 2回 の学習会 で は後 にへ るすの会 の初代 の代表 を勤 めるK氏 が
代表 に就任 し、地域 のカ トリック教会 を拠点 に活動 が行われ た。初 回 13名 、第

2回 20名 の参加者 が、 4月 下旬 の第 3回 学習会 では 28名 に増 えてお り、着実
に活動 を拡大 して い る様子 が うかが える (NL 14,91.8.1)。 5月 15日 には、 17
名 の参加 を得 てへ るすの会 の準備会 を開 き、5月 26日 には第 2回 準備会 を開 い
て名称 を現在 の ものにす る とともに、外国人労働者 に対す る支援活動 を行 う こ
とを決定 した。翌 日には、 カ トリック教会内 に相談窓 口 となる電話 を開設す る
とともに、英語・ ポル トガル語 0日 本語 で印刷 された連絡 を呼 びかける「イ ン
フォー メー ションカー ド」 を浜松駅頭 な どで配布す る活動 を行 ってぃ る。 この
活動 については、6月 1日 の朝 日新 聞、6月 5日 の毎 日新聞 で報道 された。その
後、準備会 を重ね るかたわ らイ ンフォー メーシ ョンカー ドの配布活動 を続 けて
い る。
へ るすの会 は、 7月 1日 に第 5回 準備会 を行 って、会費 などを定 め、会員、
賛助会員、賛助団体 を募 ることを決定 して い る。 へ るすの会 は、 自らの正式な
発足 を 90年 7月 だ と表記 してお り (NL 14,91.8.1)、 また 7月 1日 付 で「 べ る
すの会 ニ ュー スンター」 を発行 してい るので、 この第 5回 準備会 が事実上 の
結成総会 で あった と考 え られ る9)「 ニ ュー ス レター No.1」 で初代代表 の I氏
は、上記 のフ ィリピン女性 の事件 を引 きなが ら、会 の基本姿勢 を次の ように述
べ てい る。

彼 ら (外 国人労働者 一引用者)と 接触 し、抱えている問題 を一緒 に考 え、
悩 み、解決 しようとい う活動は、地味でも、事件 の未然防止 とい う効果が
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ある と確信 してい ます。/「 共 に生 きる」とい う ことは、同 じ人 間 としてた
が い に学 び会 い (■ )、 助 け合 うとい うことで、人種 も優劣 もな く、 まった
く対等な人間が存在す るだ けです。
第 2章 :へ るすの会の構成 と運営

2‑1

齢
へ るすの会 は、会員・ 賛助会員 お よび賛助 団体 か ら構成 され る。 これ らは、

それぞれの資格 に応 じて会費 を支払 う以 外 の義務 をもたず、逆 に これ を支払 う
意志 が あればだれで も参加 で きる。直接 に活動 に参加 して い るのは常時例会 に
出席する少数 の会員であ り、他 に医療 や法律業務 に関 してその時々に援助 をす
る医師・ 弁護 士 な どが存在す る。最近 の 1年 あま りを見た場合、他 の多 くの会
員 は会費 を支払 うことによって会 を財政的 に支 えてい るのみである。 へ るすの
会 は、例会 や交流会 な どにで きる限 り多 くの会員の参加 を求めて広報 に努 めて
い るが、 この 1年 余 に関 しては、上記以外 の会員 の出席 はあまりない。弓削・
井桁 は「 医師や弁護 士、大学教授、牧師 な ど、 メ ンバ ー の職業 が幅広 く、 日本
人有識者 が多 いのが、同会 の特徴 である」 (弓 削・ 井桁、 1995:197)と 述 べ て
い るが、会員 に「有識者 が多 い」 ことが、労災 や賃金不払 い な ど実践的な交渉
を中心 とす る この会 の行動 を特徴付 けているわ けではない ように思われ る。

2‑2

運営

運営上 もっ とも大 きな会合 は、年 に 1度 開 かれ る総会 で ある。 へ るすの会 は
民間 ボランテ ィア団体 として、すべ て会員 の合意 の上で運営 され てい る。総会
は毎年 7月 に開催 され、総会 か ら次 の総会 までの 1年 間 を活動年度 として運営
されてい る。総会 では、 これ までの 1年 の活動経過 が報告 され、会計決算 の報
告 と承認 が行われ るほか、新年度 の活動 の方針 や課題 が討議 され るとともに役
員体制 が決定 され る。総会 は、会員 な らだれで も参加で き、通常 の例会 よりは
多数 の会員 が参加 す る。 1995年 7月 2日 に行 われた第 5回 総会 の出席者 は 13
名、続 いて行われた記念講演 (静 岡大学人文学部 L助 教授「外国人労働者 の受
容 一 日本 とドイツ」)の 傍聴者 は 17名 で あ った。
この総会 で、95年 度 の重 点活動 として次 の ことが議論 されて い る (へ るすの
が
会 当 日に配布 した「総会資料」 か ら引用、箇条書 きの番号 は引用者 による)。

1)日 系人 の定住化 に伴 い、 ポル トガル語 の講演会 や教 養講座 を開 くな ど、文
化的 レベル の昴進 を図 りた い。 た とえば通信制大学、学校・ 家庭問題 の相
談、語学教室 な どは、協力者 が見 つか る可能性 も大 きい と思われる。
一‑28‑

2)賃 金未払事件の解決 につ いては、労組 に依頼 で きる部分 は依頼 し、 い っそ
うの連携強化 を進 める。

3)お もに女性 を対象 にした昼間の会議 の開催 は、今後 の検討課題 で ある。
4)長 野県内で年 1回 、外国人 のための無料健康診断が行 なわれてい るが、推
進者 の医師が 自身 の所属病院 を中心 に有志 の医師 を募 って実施 してお り、
浜松 で同様 な企 画 が実現 で きるかは検討 を要す る。 (以 上 、 NL 54,95.7)
運営 に関す る日常的 な事項 は、基本的 に毎月第 1火 曜 日の夜 に 7時 か ら 9時
まで開催 され る例会 の席上 で協議 され、決定 され る。例会 は、会員 で あればだ
れで も参加 で きることとなってい るが、少な くとも最近 に 1年 間 は常連 の顔 ぶ
れがほぼ固定 されてい る。ちなみ に、1995年 7月 11日 に行われた 95年 度第 1
回の例会 の参加者 は、代表 のA氏 、事務局長の B氏 、交渉担当の C氏 、編集担
当 の D氏 、教育問題 に関心 をもつ G氏 で あ り、途 中か ら J氏 が参加 した。 この
他、帰化牧師で保護司 の F氏 も通常 は参加 し、研究者 としての関心 か ら参加 し
てい る J氏 を除 く 6名 を中心的なメ ンバ ー と見 なす こ とがで きる。 かつてへ る
すの会結成 に力 のあったカ トリック神父 の E氏 は、最近 は海外渡航 が多 く、例
会 に姿 を見 せ ない ことが増 えた。また、UCOで 中心的 な役割 を果た した H氏 も
例会 にほぼ参加 してお り、 固定 した役割 を担 ってはい ないが常連 のメンバーで
ある。94年 10月 ころか ら半年 ほ ど例会 に参加 していた 20代 の若者 は、例会 の
場所 が UCOの 事務所 か ら浜松市 が運営す る公 会堂 に移 ってか ら姿 を見 せ な く
なった。
例会 は、事務局長 の B氏 の司会 の もとで進 め られ、おおむね、 1)会 員等 の増
減 と会費 の徴収状況、 2)最 近 1カ 月 の活動 の報告、 3)前 回例会以降の相談 に
ついての報告、4)交 流会 な ど予定 されて い る行事等の確認、とい う順序で進行
す る。 その他、 ホーム ンスの外国人 がいるらしい とい った情報 な ど、外国人 の
人権問題 として考 えられ るものな らなんで も話題 に上 る。 これに対 し、 ケー ス
会議 は相談事例 の分析 を行 う場 で ある。
2‑3 役割構成 とメ ンバ ー

1995年 7月 の第 5回 総会 で は、役割分担 のために、代表、事務局長、会計、
相談電話、交渉、編集長、緊急援助基金 (の 管理 )、 企画がおかれてい る。 また、
通訳依頼 の役割 は「未定 」となってい る。代表 には、初代 の K氏 が 94年 7月 の
第 4回 総会 で退 いた後 を襲 った A氏 が、引 き続 き就任 した。代表やその他 の役
職 の任期 は定 め られてい なぃ。事務局 お よび会計 は B氏 、交渉 は C氏 、相談電
話 はE氏 、 ニ ュー ス ンター の編集 はD氏 が引 き続 き引 き受 け、基本的 に前年 と
―‑29‑―

同 じ態勢 で活動 を続 ける こ とを決定 した。 ただ し、 緊急援助基金 の管理 は代表

A氏 の夫人 に依頼す ることになった。 また、企画 については、交流会 を代表 の
A氏 、バ ザ ー・ フリーマーケ ッ トの参加関連 を、 かつて編集長 を勤 めて いた I
氏 が担当 し、 その他 は適宜 決定す るシステムになっている。
以上の主要活動メ ンバ ー の属性 を、以下 に簡単 に紹介す る。

A氏 :代 表、市内私立高校勤務社会科担当、上部組織 をもたない独立系 の同校
労働組合委員長 を約 20年 にわたって勤 めてい る。へ るすの会 には参加 した
直後 か ら代表 の役職 に就 く。実兄 はブラジル でカ トリック協会 の神 父 にな
り、同国に帰化 してい る。交流会 の設定 や講師依頼 な ど、対外的 な交渉 で
大 きな役割 を果た してい る。

B氏 :会 員 ナ ンバ ー9、 事務局長、オ ー トバ イ部品製造 工場 の工 員、例会 の準備
や会費 の管理 その他多忙 な事務局 の仕事 を一手 に引 き受 けてい る。毎月 の
例会 では司会 を勤 める。相談電話担当の E氏 が国外 に出か けて不在がちに
な つた ことに対応 して、95年 12月 か ら携帯電話 での相談 の受信 も担当 し
・
てい る。カ トリック青年労働者連盟 (JOC)の メ ンバ ーであ り、フ ィリピン
へ
スタディツアーに参加 してスラム の状況 を体験 し、 その後 るすの会の結
成 に関わ った経歴 を もつ。
C氏 :会 員 ナ ンバ ー22、 交渉、鉄道会社勤務、労働組合 の活動家 (現 在組合浜
松支部副委員長 )と してのキャリアか ら、賃金不払 いや労災 な どの問題 で
企業 と交渉す る役割 に着 いて い る。組合活動家 としてのキ ャ リアか ら労災
や労働問題 についての深 い知識 と交渉経験 をもってお り、へ るすの会の派
遣会社・ 就労企業側 に対 す る高 い 交渉 能 力 を支 えて い る存在 で あ る。
「 ニ ュースンター」 には、労災事故・ 賃金未払事件 な どの実践例や解雇 の
「 ニ ュー
法的側面 な ど、主 に労働 問題 に関 して頻繁 に原稿 を掲載 してい る。
ス レターNo.61」 の会員紹介欄 で は、「相談・ 交渉・ ア フターケアや会 の方
針 に至 るまで、広 い分野 で 中心的 な役割 を果 た して下 さつてい ます」 と紹
介 されて い る。 また、同 じ欄 で「妻の Y子 さん も、へ るすの会の頼 もしい
協力者 です」 と紹介 されて い る90

D氏 :会 員 ナ ンバ ー18、 ニ ュースンター編集、社会福祉 士の資格 をもち、市内
の社会福祉法人のデイサ ー ビスセ ンター に勤務 して い る。 カ トリックの信
者 であ り、教会の メンバ ーで あったためにへ るすの会 を知 った との ことで
ある。「 ニ ュースンターNo.57」 の会員紹介欄 で 自己紹介 を行 い、 日本 の欧
米崇拝 に対す る反発 や「各国 の軍隊 を消滅」 させ るために日本 の国連軍 へ
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の参加 を主張す る「改憲論」 を述 べ てい る。 へ るすの会 の通常 の例会 な ど
では政治的・ 思想的な議論 はほ とん ど聞 かれず、 へ るすの会が この レベル
の思想性 を問 わずに実践 的行動 で一 致す る ことによって運営 されてい る こ
とを考 えると、 この表明 はD氏 の個性 を示 して い ると見 る こ とがで きる。
E氏 :会 員 ナ ンバ ー7、 フランス国籍 のカ トリック教会神 父6ラ オス・ タイで布
教 に携 わ った経験 が あ り、JOCの フ ィリピン・ ス タデ ィツアーでスラム街
の生活 を体験 した。 へ るすの会 の結成 に中心的 な役割 を果た した一人 で あ
る。教会内 に固定電話 を提 供 し受信 してい るので、相談 の第 一報 をまず受
ける機会 が多 かった。 しか し、近年 は海外 に出か ける機会 が多 く、将来的
には他国 に異動す る こ とが予想 されて い る。

F氏 :日 系 としてブラジル に移住 し、農業労働者 のための活動 を行 った。農業
労働者 の生活改善 をはか る活動 の過程 で、生命 の危険 を覚 えた こともある
との こと。 その後 プ ロテス タ ン トの牧師 の資格 を取得 し、 アメ リカ合衆国
で活動 した後、浜松市 の聖隷福祉事業団 に招 かれ、三 方が原病院 に付設 さ
れた聖隷 医療福祉研究所 に勤務 して い る。三 方 が原病 院 で は堪能 な語学 を
活 か し、外国人相談室 を設置 して、そ こで の相談 を一手 に引 き受 けて い る。
来 日後 4年 で 日本国籍 を取得 したが、引 き続 きブラジル系 お よびペル ー系
の労働者・ 家族 の諸問題 の解決 に精力的 に取 り組 んでお り、 ブラジルお よ
びペ ルー本国 の政府機関等 の信頼 も厚 い。 へ るすの会 では、医療関係 の相
談 に関 して中心的 な役割 を果た してきた。 この過程 で裁判所や警察・ 検察
機関 と接触す る機会 が あ り、定着志向 の結果増 えた少年 の問題 を扱 うこと
を請われ て保護司 に就任 した。相談 された 内容 について、相談者 である外
国人 の側 に対 して もはっきりと発言す る。

G氏 :勤 務先 を定年退職後、 ポル トガル語 を学 んだ ことか らへ るすの会 の活動
に参カロするようになったので、例会 の現在 の常連 メンバ ー としては比較的
活動歴 は浅 く、 1年 余 で ある。現在 は、 ポル トガル語 を活 か して日本語学
校 の教師 を勤 めて い る。 へ るすの会で は、最近浜松で在 日ブラジル人向け
の通信教育 を始めた組織 な どとの連絡交渉 を主 に行 ってい る。
H氏 :郵 便局勤務、労働組合 での活動歴 をもつ。 へ るすの会 が 中心 にな り、外
国人労働者 に対す る相談活動 にあた るための場 として設置 した国際交流事
務所 UCOの 代表 となるな ど、へ るすの会 の中心 メンバ ー の一人 で もある。

I氏 :へ るすの会 で、一 時 ニ ュースンター の編集長 を勤 めたほか、現在 はバ ザ ー
や フ リーマ ッケ トの企 画 を担当 してい る。
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J氏 :ア メ リカ合衆国 の コー ネル大学 の大学院生 で あ り、 日本 の外国人労働者
問題 を研究す るために来 日した。実際 に外国人労働者 としてライ ンに入 り、
参与観察 をした経験 が ある。
へ るすの会 の活動 の中心的 な部分、す なわち労働 問題、医療問題、 そして犯
罪問題 な どには、 それぞれ に関わ る専門家 の援助 が不可欠 で ある。 へ るすの会
会員 には前述 のよ うに医師 や弁護 士が含 まれ、必要 な ときには随時援助 を求 め
てい る。 へ るすの会 か ら、 これ らの専門家 に積極的 に働 きかけることもある。
た とえば、現在 へ るすの会がめざして い る ことの一つ は在浜松外国人労働者 の
無料健康診断 を行 うことで あるが、 これ につい て医師会 の協力 を得 るべ く、会
員 の医師 を通す な どして折衝 してい る。 また、犯罪 や裁判 はもちろん、離婚 や
結婚 の問題 な どで も、関わ りのある弁護士 との間 に処理 を依頼す るな どの協力
関係 を作 ってい る。た とえば、1992年 3月 には、
「感染性大動脈弁閉鎖不全症 」
で人工 弁手術 の必要 なネパ ール人青年 に対 して、会員 の心臓専門医 を中心 に浜
松 で心臓手術 を実現 させた。 さらに、ネパ ール に帰国 した青年 のアフター ケア
にも取 り組 み、 2年 後 には この医師 が ネパ ール に出かけて術後 の検 査 をす ると
ともに薬 の手配 を行 って い る (NL 43,95。 3.5)。

2‑4

財政
へ るすの会の財政 は、基本的 に会員 お よび賛助会員 0団 体 の会費・ 賛助会費

で賄われ てお り、他 には緊急援助基金 へ のそれ を含 めてカ ンパ が寄 せ られる こ
とが ある。会費 は、会員 が年 6,000円 、賛助会員 が年 2,000円 、賛助 団体 が年
10,000円 となってお り、年 2回 に分 けて納入す る ことが求 め られてい る。第 5
回総会直前 の 94年 度 の最終例会 で は会員 が 68名 、賛助会員 が 170名 、賛助 団
体 が 3団 体 となって い るが、 自発的 な納入 に頼 うてい るので、 それぞれ 38名 、

58名 、3団 体 の納入 の遅れが ある と報告 されてい る。1994年 度会計報告 によれ
ば会費 が 416,000円 、 カンパ が 147,309円 、合計 563,309円 の収入 が あ り、他
に前年度 か らの繰越金 395,362円 が あった。 これ に対 して、支出で は、 ニ ュー
ス ンター の印刷費 が 23,850円 、同郵送費 が 217,020円 、ニ ュースンター関連 で
支出全体 のほぼ 1/3を 占めてい る。次 に大 きな支出 は UCO協 力費 で あ り、こ
れによって UCOの 事務所 を使用す る権禾Uを 得 て いた。その他、交流会 の謝ネLな
どの 61,000円 、電話代 48,885円 、例 会・ 交流会 等 の連 絡 に用 い るはが き代
38,800円 、他団体 へ の会費・カンパ の支払 いの 53,500円 な どが項 目 として大 き
な ものである。支出 の合計金額 は 674,268円 で あ り、差 し引 き 110,959円 の赤
字 となってい る。会員組織 を維持 して会費収入 の安 定 を図るために大 きな金額
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が必要 となっているので ある,1)
緊急援助基金 は、1991年 7月 7日 に開催 された第 1回 総会 で設置 が決定 され
た。約 10カ 月後 の 1992年 6月 1日 付 ニ ュー ス ンターNo.24で は、338,000円 の
寄付 が あ り、ブラジル人 男性 の帰国旅費 の一部補助 10,000円 とネパ ール人男性
へ の生活費補助 10,000円 の 2件 を支出 した と報告 されて い る。 1995年 7月 2
日の第 5回 総会 では、 1994年 7月 か ら 95年 6月 までの 1年 間 に 5件 のカ ンパ
計 80,000円 を受 け入 れ、入 院 見 舞 い 1件 20,000円 と拘 置 所 差 し入 れ 1件

4,431円 の計 24,431円 を支 出 した こ とが報 告 されてい る。残額 567,591円 が
1995年 度 に繰 り越 された。
初期 の財政 と比較 してみる と、1990年 7月 か ら 1991年 6月 までの初年度 の
収入 は 606,238円 、支出 は 532,633円 となってお り(NL 14,91.8.1)、 最近 は収
入 が減 り、支 出が増 えてい る こ とがわか る。会員数 は第 1回 の総会時 の会員 59
名、賛助会 員 54名 、賛助 団体 2団 体 (1991年 6月 30日 現在 )に くらべ て伸 び
て い る。 しか し、会費 の未払 いが増 えてい る一 方、会員増の分 だけニ ュー ス レ
ター の発行経費 が増大 したため、財政状態が悪化 した。
第 3章

主 な活動

主要 な活動 は、大 きく二つ にわ けて考 える こ とがで きる。 一つ は、 へ るすの
会のそ もそ もの出発点 となった相談活動 であ り、外国人 か ら持 ち込 まれ る相談
に民間 ボランティア として関わる こ とので きる範囲 で対処する こ とで ある。 も
う一つ は、外国人 との交流 を図 り、市民 に対 す る啓蒙活動 を行 うことで ある。

3‑1‑1

相談活動
電話 による相談 の第 一報 を受信す るのは、最近 1年 間 の場合、特 に電話 を管
理す るE氏 、1995年 12月 か ら導入 した携帯電話 を所持す るB氏 、および医療機
関 に勤務 して外国人 の患者 と接触す る F氏 が多 い。受信 した当人 では充分対処
する ことが難 しい問題 は、それ らを主 に扱 ってい る会 員 に回 され る。対企業交
渉 は労働組合活動家 として知識 と経験 の豊富 な C氏 、医療関係・ 犯罪・ 非行間
題 な ど外国人 (主 にブラジル系 お よびペ ルー系)と の直接の交渉 は語学 の堪能
な F氏 が担 当する ことが多 い。 したが って、例会 にお ける最近 1カ 月 の相談 に
ついての報告 は、その時間の多 くが この二人 によって費や され る。相談 の件数
では、労災・ 賃金不払 いな どの労働問題 が多 く、 ビザの切 り替 えや延長 に関わ
る問題、医療 問題 や犯罪非行 の問題 が それ に次 いで い る。 また、離婚や結婚 な
どの家族問題、定住化 に伴 う教 育問題 な ど、相談内容 は多岐 にわたる。しか し、

‑33‑

直接 の職業紹介 はい っさい行 わない ほか、営利 を生む問題 にも関 わ らない。 ボ
ラ ンテ ィア団体 に撤 してい るのである。許可 な く職業斡旋 をし、そ こか ら営利
を得 る ことは法律 で禁止 されてお り、 このよ うな活動 を行 うことは派遣業者 と
の交渉 にお いて会 の立場 を弱 くす ると考 えられ る。それゆえ、1993年 9月 に福
岡で外国人労働者 の支援 に携 わって い る市民 が 出入国管理及 び難民認定法違反
容疑 (不 法就労助長 )で 逮捕 された事件 では、 この活動家 の行為 が違法だ とし
て も外国人 に対 して正 当な扱 い をしない当局 には逮捕す る権利 はない との立場
を取 つて い る (NL 40,93.10.1)。
電話 による相談 の内容 は、活動の時期 によって若干 の変動 が あるように見 え
る。初期 の ころの相談 は、賃金不払 いが圧倒的 に多 い。 た とえば、 ニ ュースン
ターの No。 1に 紹介 されてい る相談事例 は 4件 あ り、3件 は、
給与 の額 をめ ぐる
相談 で あ り、他 の一件 は雇用条件 をめ ぐる確認 の依頼 で ある。他 に、指 2本 を
切断 した労災事故 で交渉 中で あ ることが付記 されて い る。 また、91年 8月 1日
付 のニ ュースンターNo.14に は、発足 1年 後 の相談者数 と相談 内容 が掲載 され
て い る (巻 末表 2.参 照 )。

1992年 4月 1日 には、へ るすの会の会員 H氏 を代表 に、浜松駅近 くの ビル の
フロアを借 りて、常設 の相談場所 として国際交流事務所 UCOを 開設 した。その
後、ここが相談 の窓 口 とな り、同年 5月 には来訪者延 べ 242人 、件数 にして 307
研 の相談 が寄 せ られた (NL 24,92.6.1)。 UCOは 、 1994年 3月 に浜松市富塚
町 の一軒家 に所在地 を移 して相談業務 を続 けたが、1995年 5月 ころか らこの事
務所 が使 えな くな り、事実上活動 を停止 した。 その後、へ るすの会の窓 回は、
再 び電話 が 中心 になってい る。

3‑1‑2

成果 と特徴
へ るすの会 の相談活動 は、開始直後 か ら大 きな成果 を上 げた。1991年 8月

1

「賃金未払 い・労災事件 な どの交
日付 けニ ュースンターNo.14の 巻頭記事 で は、
渉 で 2,000万 円を越 える金額 を支払わせ る ことに成功 しました」 と発足後約 1
年間 の活動 の成果 を総括 してい る。 その代表的 な事例 として、 ニ ュースンター
No.6、 1990年 12月 1日 付 か ら No.8、 1991年 2月 1日 付 まで 5回 に渡 り断続

的 に掲載 されて い る、「 自動車部品 のプ ンスエ場 で仕事 中 に日本 の指 を飛 ばし
た」ネパ ール人男性 につ いての交渉 の記録「『失われた指』の記録 一ネパ ール青
年 の労災闘争」 を整理・ 要約 して採録す る。記述 によれば、 これはへ るすの会
としての「最初 の労災闘争」 で あ つた (資 料

1.)。

初年度 の活動 の成功 を支 えたのは「 カ トリックをはじめ教会関係者 の全面 的
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な協力 と女性 メンバ ー の献身的努力」だ との謝辞 が、同 じニ ュー ス ンターNo.14
に掲載 されて い る。 この謝辞 に表れ て い るように、 この時期 の特徴 は、女性 が
活動 のかな りの部分 を担 っていた こ とで ある。 ニ ュース ンターの初代 の編集人
は女性 が務 めてい る。また、ニ ュースンターNo.13で は、ブラジル人 の母娘 (娘
は 14歳 !)が ブ ロー カーの間 をた らい回 しにされてい る間 に借金 だけが増 え、
パ スポー トを取 り上 げ られて返 済 を迫 られ る とい う事件 とタイ女性 の人身売買
の状況 について紹介 されてお り、いずれ も女性 の視点 か ら問題提起 されて い る。
そもそ もへ るすの会の発足 が フ ィリピンの女性研修生 の事件 を契機 としていた
こともあ り、発足 当初 には女性 が活動 の一端 を支 えて いた ことが うかが える。

1992年 の 8月 1日 付、93年 の 8月 1日 付 とい う、それぞれ新年度 の最初 の号 で
メイ ンの記事 を女性 が署名 して書 いて い る ことも特筆すべ きであろう。他 の号
で も女性 が巻頭の文章 を書 いて い る例 が何度 か見 られ る。
この点 か ら見 る と、1993年 8月 1日 付 の No.38を 最後 に、女性 が巻頭 の文章
を書 くこ とが無 くなった ことが 目に着 く。 また、署名記事 を書 いて い るの も、
それ以後 では 94年 10月 付 け No。 47号 の一度 だけで ある。へ るすの会か ら女性
活動家 が退出す る傾向が うかが える。 この原因 について、会 自身 は、例会 な ど
の活動 が夜 を中心 に行われ るので女性 が参加 しに くい ことが主た る理 由ではな
いか と考 えて い るようで ある。 しか し、 そのほか に女性活動家 の関心 を引 く女
性特有 の問題、 た とえば風俗産業 の問題 について民間 ボランテ ィア団体 が労働
問題 に対 す るほ ど有効 な活動 を組 めない ことが あるか もしれない。労働問題 に
ついては、労災の場合で も賃金不払 いの場合 で も、既存 の法律 を利用 して関係
者 に働 きか ける ことが可能 で あるが、女性 の風俗産業従事者 に関 し警察 な ど公
的な機関 で も有効 に対処 で きない とい う条件 の もとでは、民間 ボラ ンテ ィア団
体 ので きる事柄 に限界 が あるのであろう。

3‑1‑3

最近 の傾向
これ に対 して最近 の活動 の特徴 は、外国人労働者 の定住化傾向 に ともなって

生活 関連、 と りわけ子 どもに関わ る問題 が大 き くなって い る ことで ある。 へ る
すの会 自身 が相談件数 の統計 を とらな くな り、 またニ ュース レターで もあまり
相談 につ いて報告 しな くなったので、 この こ とを正確 に示すのは難 しい。 しか
し、例会 では報告 が あるので、 それを紹介 しよう。 1995年 度第 4回 の例会 (10
月 3日 )に は、 16歳 のブラジル系少年 の中古車窃盗事件 や年金問題、 自転車 に
乗 っていて 日本人女性 に衝突 しけが を負 わせ た交通事故問題、外国人労働者 に
い きな り「後一週間の命」 とがん告知 をした事件、 フ ィ リピン女性 の離婚問題
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な どが取 り上 げ られてい る。 もちろん、依然 として解雇事件 やパ キス タ ン青年
の賃金未払事件、ネパ ール人労働者 の労災死事件 な ど、労働関連 の問題 も報告
されてい るが、問題 が広 が ってい る ことをうかが うことがで きる。同様 に 1995
年第 6回 例会 (12月 5日 )で は、中国人 による交通事故加害 と自販機窃盗事件
に大 きな時間が 当て られた。 なお、礫 き逃 げで逮捕 した ところ窃盗 が発覚 した
この事件 で は、 へ るすの会 は「 イ リーガル」 も区別 な く扱 うが、
「イ リーガル」
な行為 を支援す るものではない ことを確認 してい る。他 には、労災後 の年金 の
受領 の問題 (マ レーシアお よびネパ ール での受給方法 の問題 )が 2件 、 ブラジ
ル人 の結婚式 に伴 う問題 が 1件 報告 されてい る。 また、聖隷三 方が原病院 で外
国人相談室 を開 くF氏 か らは
「今年 は労災 が 10件 ほどで、10数 件 あって異常 に
べ
かった
に
て
去年 比
多
減少 して い る」 ことが報告 された。子 どもの来 日や 日本
での成長 が 問題 となったため、 F氏 が保護司 を委嘱 された ことも、定住化 に と
もなって少年 の犯罪・ 非行 が増 えて い る ことの一つ の表れ であろ う。 その他、
浜松 を拠点 にした在 日ブラジル人 へ の通信教育等 についての支援 が議論 され る
な ど、医療・ 教育 な どの生 活問題 が労働問題 と並ぶ大 きな問題 となって きて い
る。
注 目すべ きことに、通常外国人 の人権問題 のなかで大 きな話題 を占める風俗
産業 に働 く女性 の問題 は、ほ とん ど扱 われ る ことが なぃ。この理 由のひ とつは、
該当す る女性 が浜松 の外国人人 口のなかで小 さな割合 しか 占めてい ないためで
あろう。外国人人 口の大多数 を占める日系 ブラジル人、数 として多 くはないが、
相談 の件数 は前者 と同 じ程 ある日系ペ ルー人 に比 べ、風俗産業 に関わ るフィ・
リ
ピン人や対人 の女性 は多 くない。 しか し他 の一つ は、会 の活動 か ら女性 の影 が
薄れた ことにあるか もしれない。女性 の視点 か らの問題 の発掘 や対応 が手薄 に
なって い るもの と想像 で きる。

3‑2 交流活動
3‑2‑1 交流会
もう一つの活動 の柱 となって い るのは、外国人労働者・ 留学生 と日本人 との
交流、 お よびそれを通 しての啓蒙 で ある。 その中心 となってい るのは、交流会
とその他 の交流 プログラムで ある。す でに 25回 を数 える交流会では、主 に在 日
の外国人 か ら各国の事情 や 日本 における生活 のさまざまな問題点 について話 を
聞 いて い る。末尾 に、 これ までの交流会 について、講演者や 日時、テー マな ど
経過 の概要 を主 にニ ュー ス ンター と実際 の参加 によって得 られた情報 か らまと
めてお く (資 料 2.)。 交流会 は、第 15回 か ら第 16回 の間約 1年 半 にわたって
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中断されたほかは、不定期ながら着実に開催されている。 しかし、最近は参加
の人数がかつてほげ多くないようである。へるすの会としては、開催曜日や時
間をさまざまに設定するなど工夫を重ねているが、
顕著な効果は表れていない。
その他、留学生 を招 いての交流会や浜松市国際交流協会 (HICE)主 宰 の交流
行事 な どに積極的 に参加 して い る。後者 で はバ ザ ー に出展 して資金 を得 ること
もある。最近 では、1995年 12月 10日 に開催 された HICE国 際交流 フェアに参
加 してニ ュー ス ンターや書籍 、イ ンフォー メーシ ョンカー ドな どを展示・ 配布
した。 また、近年では フ ィ リピン系 の女性たちの親睦団体 フ ィリピーノ・ ナガ
イサの主宰す る行事 に協力 している。1993年 3月 には、ナガイサが 10日 に弁護
士 を招 いての「滞在・ 結婚・ 離婚」 に関す る説明会、24日 に「 日本 での 自動車
運転 免許証 の取得 について」 の説明会 を開催 したが、 へ るすの会 か らも参加 し
てい る。 その他、静岡大 学関係者 による留学生 のための会合や近 隣町村 の国際
交流協会か らの依頼 による講演者 の派遣 な ど、国際交流 に関す るさまざまな機
会 を活用 してい る。た とえば、1992年 1月 25日 には、大須賀町国際交流協会の
依頼 で、代表 を含 む会 員 2名 が講演 し、へ るすの会 の活動 を紹介す るとともに、
同 じ日に浜松 市 で開催 された「留学生 と語 ろ う一国際強調 と日本 の責務」の会
合 に協力 して い るので ある。

3‑2‑2

県内外 の団体 との交流
また、へ るすの会 は、静 岡県内外 の外国人支援 ボランテ ィア団体 との交流 を
積極的 に行 っている。 へ るすの会の発足当時、県内 には東部 (沼 津市 )に 「 カ
サ・デ・ア ミー ゴス」、中部 (静 岡市 )に「 アジアを考 える静岡 フォー ラム」 (FAS)
の二 団体 が活動 していた。1991年 9月 23日 、この 3団 体 は静岡県内外国人労働
者救援団体 の交流会 を静岡市で開 いたが、 へ るすの会 か らは 4名 が参加 した。
この席上、今後交流会 を年 2回 持 ち回 りで開 くこ とで合意 した。1992年 3月 20
日には、 へ るすの会 の主催 する県内 3団 体交流会 が「外国人医療 」 をテーマ に
浜松市で開かれ、38名 が参加 した。 その後、 1994年 1月 26日 には「 志太・ 榛
原外国人 の人権 を考 える会」 が発足 し、以後 県内 4団 体 の交流会 となって現在
に至 っている。最近 では、1996年 3月 23日 に県内 4団 体交流会 が浜松市で開 か
れ、「外国人 の定住化 に ともな う諸 問題」のテーマ の もとに、特 に医療 と教育 を
め ぐって約 20人 が情報 や意見 を交換 した。
県外 の諸団体 との交流 も活発 である。発足直後 の 1990年 7月 8日 には、名古
屋 の「 あるすの会」、豊橋 の「外国人労働者 の権利 を考 える会 」 (仮称・ 豊橋 )
との共催 で『東海地 区救援 セ ミナー』 を開 き、横浜 の「 カラバ オの会」や大阪
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・フレン ド」、静岡市 の FASな どの団体、 また各地 の弁護 士 を招
の「アジア ン
いて現状 についての討議 を行 った。 その後 もあるすの会主催 の「改悪入管法 を
問 う 6月 1日 シンポジウム」(1991年 6月 1日 、名古屋 )、 ブラジル 日本文化協
「出稼 ぎ現象 に関す るシ ンポ
会 が 35周 年記念行事 としてサ ンパ ウロで開催 した
ジューム」 (1991年 11月 8‑10日

)、

「5。 31す べ ての外国人 に医療保障 を !全 国

集会」(1992年 5月 31日 、東京 )、 「第 3回 関東 甲信越外国人問題 フ ォー ラム」
(1993年 4月 29‑30日 、
長野 )、「すべ ての外国人 に医療保障 を !5.30全 国集会」
(1993年 5月 30日 、横浜 )、「外国人労働者問題全国交流会」(1995年 4月 29‑30
日、大阪)な どに会員 が 出席 して い る。

3‑2‑3

公的組織 との関係

公的組織 との関係 に関 しては、警察 や検察、裁判所 な どとは、特 に関係 が悪
い ことはないが、距離 をお く姿勢 を取 つてい るように見 える。これ らの機関 は、
言葉 の問題 一つ を とって も外国人 の関係す る諸問題 に対応す る能力 をもってい
ない。 た とえば、浜松 中央警察署 に外国人問題 を担 当す る専門的な人材が配置
されたのは、 ここ 1年 ほ どの ことで ある。 したが って、 しばしば通訳 の斡旋 な
どをへ るすの会 に求 めて くる。 へ るすの会 は、 これ らの要請 に対 してはできる
限 り前向 きに対応 して きたのであ り、その証明 お よび結果 が会員 の保護司 へ の
就任 で ある とい えるだ ろう。 しか しなが ら、 これ らの機関 とは基本的 に距離 を
置 いて接す るとい う姿勢 は、例会 でのさまざまな話題 のなかで看 て とることが
で きた。彼 らが援助 しようとして い る外国人労働者 はかな りの場合 ビザの切れ
た いわゆる「不法滞在」者 で あ り、出入国管理法違反 で警察 に逮捕 されればす
「不
ぐに入管 に送 られて強制送還 され る可能性 が ある。へ るすの会 は、これ らの
法滞在」者 に対 して救済第一 の姿勢 で臨 んで い る。警察 その他 の取 り締 まる側
の公的機関 と密接 な関係 が あ ったのでは、救済すべ き当の外国人労働者 か ら信
頼 され よ うもないので あるか ら、この距離 を置 く態度 は当然 であろう。しか し、
公的な機関 で も労基署 の ように外国籍 とい え ども労働者 としてその権利 を守 る
立場 の官庁 とは積極的 に交渉 を持 ってお り、 これ また 当然 の ことで あろう。

3‑3

広報活動

機関紙「へ るすの会 ニ ュース ンター」 は、 1990年 7月 1日 に No.1が 発行 さ
れた後、毎月 1号 が発行 され、主 に郵送 で配布 されてい る。発送先 は、1995年
10月 現在、国内 268通 、海外 8通 に上 って い る。39号 までは毎月 1日 の 日付 で
発行 されて いたが、その後発行 日が 10日 、 さらに 20日 にな り、94年 1月 か ら
12月 まで は 43号 か ら 47号 の 5号 しか発行 されなかった。その後、95年 の 1月
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号 か らは、再 び毎月発行 され るようになって い る。 この間、94年 7月 には代表
の交代 が あ り、 また編集長 も替わ ってい るので、新 しい体制 になるまでに時間
を要 したのであろ う。95年 にはい って現在 の D氏 に編集 が移 るまで多忙 な C氏
や I氏 が,時 編集 を行 ってお り、
毎月発行 で きる体制 にはなかった と思われ る。
ニ
ュー
ン
ー
ス
「
タ 」は、B5判 横書 き謄写印刷 で 12ペ ー ジか ら 28ペ ー ジで編
集 されて い る。内容 は、巻頭 にメイ ンのテーマが取 り上 げ られ、続 いて相談事
例 の報告 や交 流会 の報告、聖隷三 方が原病院 の外国人相談室 の受 け付 け状況の
統計 な どが随時載 せ られ る。ちなみに、1995年 の 1月 か ら 11月 までのメインの
テーマ は、末尾資料 3.に 示す ようになっている (ニ ュー ス ンター各号 による。
実際の表題 とは異 なる)。
ニ ュー ス ンター の発行 を中心 とす るす る広報活動 は、へ るすの会の活動 のな
かで、労力負担 の点で も経済的な負担 の点 で も大 きな割合 を占めて い る。財政

のところで見たように、最近では会 の支出の 1/3が 、ニ ュースンターの印刷
と発送 に費やされているのである。 また、一時発行が滞 る時期があった ことで
わかるように、会 にとってかな りの労力負担 となっている。 この負担を甘受 し
ても月 1度 の発行 を維持 しようとするのは、 それが大 きな役割 を追っているか
らである。すなわち、ニ ュース レターは、会員 に対 してその時々にへ るすの会
が取 り組 んでいる問題やおかれている状況 を知 らせ、 これによって会 の活動 の
成果や意義を会員 に伝える とい う役割をもつ。 これによって、会員 に対 し会費
を払 うことへの動機付けを与えているのである。 そのことは実際 に意識 されて
お り、例会 の場 でも会費の滞納を減 らすためにも定期的なニ ュースンターの発
行 に努 めるべ きことをときどき論議 した ことがある,2)
先述 のように 1年 目のニ ュースには女性 の寄稿者 も多 く、 それに応 じて女性
の問題が取 り上げられることが多かったが、95年 になると女性はほとんど寄稿
していない。 このことは、初代 の編集人 は女性だったが、 その後 はすべて男性

が就任していることとも関係するだろうが、むしろへるすの会の活動から女性
が退 いて い く過程 に対応 してい る。1995年 7月 の第 5回 総会 では女性 の参加 を
活発 にす る ことが課題 だ と述 べ られてい るが、 ニ ュー ス ンターの執筆状況 を見
て もその問題 はまだ解決 されていない よ うに思われ る。
おわ りに :外 国人労働者支援活動の今後
へ るすの会 の特徴 は、何 とい つて もその実践的性格 で ある。 へ るすの会 は、
外国人労働者 が直面す る諸問題、労災事件、医療問題、犯罪・ 非行、生活問題
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な どを具体的 に解決す るために存在 するので あって、単 なる実態 の把握や研究
を目的 として い るのではない。
浜松市 にお ける在留外国人 のさまざまな問題 について、行政的な対応 はまだ
不十分 である。 た とえば、定住化 に ともなって ます ます重 要 となってい る健康
保険問題 について、浜松市 の国民健康保険課 は、外国人 へ の国民健康保険適用
条件 として 1.外 国人登録法 に基づ く登録 を行 ってい る者、 2.在 留期間がおお
むね 1年 以上 …… と認 め られ る者 を挙 げ、「 ライセ ンス (就 労 ビザ ー引用者 )保
持者 は加入 させない」との方針 を示 してい る (浜 松市、 1993:31)。 行政 として
は、当該外国人の滞在 が適法 か不法 かを常 に意識 しなければな らない ことは当
然 の ように見 える。 しか し、現実 には適法な滞在者 を大 き く上 回る「不法」滞
在者 が存在 す ると見 なされてい る (島 田、 1993:24‑33)な ど、外国人問題 の実
態 か らずれた対応 にな らざるを得 ない。 しか も、浜松市 自身が課題 として「 国
による人 材派遣法 の厳正 な適用指導」 を国 に要望 して い る ことで明 らかなよう
に、悪質 な派遣業者 が野放 しに近 い状況(10と なって い る。 そ こで「・…"行 政側
は、国民健康保険 よ り社会保険 をすすめるが、 ……事業主 は、事業主 が半額負
担す ることか ら、社会保険 を忌避 」 す る とい う事態 が生 じて くる。一 方 で問題
を「違法」状態 で放置 しなが ら、他方 で福祉 のための法律 を規則通 りに適用 し
てい けば、問題 が集積 され ることは当然 で ある。 このよ うな状況 の もとでは、
へ るすの会の ような民間支援活動 が、単 に不可欠 であるばか りか、実態 として
問題解決 に主要な役割 を果 たさざるを得 ないので ある (天 明、 1991:100)。 第
1章 で述 べ た ように、浜松市 が事務局長 を派遣 して い る財団法人浜松国際交流
協会 HICEは 、 よ り外国人 の トー タル な生 活 に近 い場面 で活動 して い るため
に、へ るすの会 を無視 してい ない。
へ るすの会の実践 的 な姿勢 には、二つ の背景があった。一つ は、 カ トリック
かプ ロテスタ ン トかを問わず キ リス ト教 とい う宗教的背景 か ら理解 で きる人 道
主義的な立場である。 もう一つは、労働組合 の活動家 が依拠 してい るような、
労働者 の権利 とい う視点か らの労働問題 の視点 である。 へ るすの会 は、 この二
つ の要素 が結 びついた ところで成立 し、発展 してきた もの と考 える ことがで き
る。 しか しなが ら、浜松 が労働者 の町 である とい う事情 、 そしてバ ブル崩壊後
の不況 とい う事情 の もとで は、
後者 の問題 が大 き くクロー ズア ップされて きた。
労働組合活動家 で あるC氏 が、実践的活動 で もニ ュース ンター の執筆 で も一つ
の中心的 な役割 を果た してきた こ との背景 には、 この ような事情 が あるもの と
考 えられる。
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この種 の労働問題 が解消 したわ けではないが、外国人労働者 の定住化 にとも
なって新 たな種類 の問題 が多発す る傾向 にある。医療 (労 災 を除 く)、 教育、非
行、家族関係 な どの生活関連 の問題 がそれで ある。 これ らの問題 は、再 び活動
にお ける労働運動 的 な もの以外 の要素 の強化 を必要 とす るか もしれない。 日系
帰化 プ ロテスタン ト牧師 の F氏 が請われ て保護司 に就任 した ことは、 この こと
の一つの表れ とみることもで きよう。 へ るすの会 自身 は、労働問題 に限 らず、
医療や非行、最近 では教育 な どの生活関連 の問題 に も広 く取 り組 み、弁護士や
医師 との密接 な協力関係 を作 りつつ この種 の問題 にも実績 を挙 げてい る。会 自
身 がめざして い るように、今後 ともその方向 を強化す る ことが求 め られ るだ ろ
う。
上記 のよ うに引 き続 き大 きな役割 を果 たすべ き こ とが期待 される一 方、へ る
すの会 の今後 の活動 で問題 となるのは、他 の県内支援団体 と同様、財政基盤 の
確立 と活動家の確保であろ う。
初期 の ころに比 べ て各種会合の参加 者 が減少 し、
かつ固定化 してい ること、会費未納 の会員 が増 えてい る こ と、 そして と りわけ
女性会員の積極的 な参加 が少 な くなってい ることな どの問題 が ある。 日常的 な
活動面 にお いて も、会費 を滞納 してい る会員 を減 らす こ とを一つの 目的 とす る
ニ ュー ス ンターの送付 が、労力的 に も財政的 に も大 きな負担 となっているとい
う状況 が ある。外国人労働者の急増 とい う背景の もとで注 目を浴 びて きた民間
ボランティア団体 の支援活動が、彼 らの存在 が 日常的 な光景 となったなかで社
会的な基盤 を確保す る こ とに力 を割 くことを余儀 な くされてい るので ある:
定住化 の進展 によって問題 の外延 が広 がってゆ く状況下 で有効 な活動 を行 う
ためには、 一度 は退 出 した ように見 える宗教的活動家 と女性 とを再 び呼 び戻す
か、あるい はまた G氏 の ような市民 のスタンスで関わ る活動家 を確保す る必要
が あるように思われ る。
圧

(1)浜 松市 にお ける外国人登録 の状況 は、表

1.参 照。もちろん、この表 ではオー
バ ーステイの外国人 の状況 はわか らないが、一つの 目安 ではある。
(2)民 間支援団体 の役割 についての天明の指摘 を参照 (天 明、 1991:100)
(31■

1.を 参照。

(4)代 表的な もの として、前注 に記載 した浜松市の委託調査 と渡辺雅子編著 『共

同研究出稼 ぎ日系 ブラジル人

上下』明石書店、 1995が ある。
なお、私 たちは 1994年 に東海地域国際化研究会 を作 り、1995年 か ら文部省
―‑41‑―

科学研究費補助金 の交付 を受 けて、主 に 日系 ブラジル人 の調査 を行 って い る。
本稿 は、 この調査 に参加 して得 た各種資料 を用 いて執筆 されてい る。
「わが 国 の国際化 に伴 う文化的・ 階層的摩擦 と受容体制 の社会学的調査研
究 一静岡県 を中心 に一」、文部省科学研究補助金交付、 1994‑6年 、課題番号
06451033、

研究代表者、間庭充幸。

(5)浜 松市企画部国際交流室 『浜松市 における外国人 の生活実態・ 意識調査』東

洋大学社会学部研究室、1993、 39ペ ージ。以下、 この文献 については、本文
中 に (浜 松市、 1993:39)の ように記載す る。
(6)1996年 3月 5日 に開かれたへ るすの会例会 の席上での報告 による。
(7)へ るすの会が学術的 な文献 にお いて紹介 され るのは、初 めてではない。前注
(4)に

あげた渡辺雅子編 の調査報告書 で、弓削 はるみ・井桁碧両氏 が連名 で
「南

米 日系人 のための相談窓 口 と民間支援団体」 と題 した論文 を書 き、へ るすの
会 につ いて 1頁 にわたって紹介 してぃ る (弓 削・ 井桁 1995:197)。 また、 こ
の論文 ではへ るすの会 と同時期 に浜松 で活動 して いた民間 ボランテ ィア団体
SSNB(Ser宙 co Social Nipo― Brasileriroセ ル ヴィッソ ソシアル ニ ッポ
ブラジンイ ロ)や その後継 団体 である STU(Sindicato dos Trabalhadores
Universalシ ンジカ ッ ト ドス トラバ リャ ドー ンス ウニ ヴ ェル サ ウ)に
ついての記述 があ り、 これ らと関係 の深 いへ るすの会 について も、 そのなか
でたびたび言及 が ある (弓 削・ 井桁 1995:204‑216)。
るす の会「 ニ ュースンター」各号 による。 この「 ニ ュースンター」 か らの

(8)へ

引用 は、以下、本文中 に (NL,号 ,発行年月 日)の ように示す。 なお、 ここ
で い う「研修」 が実態 として低賃金労働者 の雇用 の手段 となってい る事態 に
ついては、た とえば信濃毎 日新聞社、1992:27‑39、 手塚、1986:第 7章 な ど
を参照。
(9)弓 削・ 井桁 の前掲論文 で は 1990年 5月 に結成 とされて い る (弓 削・ 井桁、
また、 7月 10日 付 の毎 日新聞静岡版 では
「 HLS発 足 3カ 月」と
報道 され、 や は り 5月 発足 とされてい る。
1995:197)。

αO引 用文 中の実名 はイニ シャル に変 えてある。

0以 上の財政 に関 する数字 の うち第 5回 総会 に関わ るについては、第 5回 総会
の当日のへ るすの会 による配布資料 か ら引用 して い る。
l1211994年

10‑12月 例会 での討議 による。

C31賃 金不払 いや労災事件 の隠ぺ いな ど、悪質 な派遣 業者 の問題 はへ るすの会 の

主要 な課 題 の 一 つ で あ り、 ニ ュース ン ターの No.8‑911991.2.1‑3.1、
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No.

13,1991.7.1、 No。 19,1992.1.1、 No.42,1993.12.20な ど、最近 に至 るまで多

くの事例 が紹介 されて い る。

1.年 表

あるネパ ール人 の労災 の記録
(人 名 お よび社名 はイニ シャル にして ある一一著者 )

資料

1989年 8月

D・ Rさ ん、来 日。翌年 2月 に ビザの期限切れ る。

1990年 3月 12日

3月 13日

DORさ

ん浜松 へ。

派遣業者 M産 業 の Uに 連れ られ、 自動車部 品の プ レスエ場 I機 工
(有 )に 行 き、 その 日か ら働

4月 6日

く。

45tプ レス記 で作業中、右手二 指

(人 差指、中指)切 断、薬指 も脱

4月 16日

臼。浜松社会保険病院 に入院、翌 日第 1回 手術。
派遣業者 U、 派遣先 か らD・ Rさ んへ の保証 を回実 に650万 円を詐取。

5月 27日

浜松駅頭で「 へ るすの会 」 と出会 う。

5月 28日

第 1回 の面談。詳 し く事情 を聞 く。

5月 29日

調査 の結果、本 国現在、医療費 122万 5千 円が未払 になって い ると判
明8

5月 31日

第 2回 面談。

6月 2日

第 3回 面談。退院 が 6月 4日 と決 まる。
第 4回 面談。
「再手術 をや りた いので、 Uを 怒 らせた くない」「未払

6月 3日

金 を払 うよう話 をす る」 とのD・ Rさ んの意向で しば らく様子 を見
ることにす る。
6月 4日
6月 9日

退院。再手術 まで リハ ビ リ通 院 となる。
D・ Rさ ん、事故後 はじめて I機 工 へ行 く。

6月 10日

第 5回 面談。

6月 12日

DORさ

6月 15日

第 6回 面談。
「 へ るすの会」として Uと 交渉 にはいることを決定。 こ

ん、 Uに 補償 を求 めるが、拒否 され る。

れ以後 DeRさ んを会 の保護下 にお き、会員宅 で交代 で あずか る。

6月 20日

弁護 士 を同伴 して I機 工訪間、事情聴取。 Uも たずねたが、不在。
妻 と面談、話 をした い 旨伝 える。

6月 21日

労基署 と相談。

6月 22日

電話 で Uに 交渉 の意志 を伝 える。 U激 昂 し、設定不成立。 この時点

6月 25日

で労基署 申告 を決定。
浜松労基署 へ 申告 (賃 金不払 い、労災補償 )。
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M産 業 は労災未加入 で

ある こ とが判明。本人 の補償優先 で進 める こ とを確認。

DORさ

6月 26日

ん、名古屋入管 に出頭。治療 と労災手続 きのため特別在留

許可 を求 める。

6月 27日

浜松労基署 に本人 出頭、事情 を説明。

6月 28日

労基署 か ら未払賃金、残業代 が支払われ るとの電話連絡。

7月 3日

労基署 で、未払賃金等 を受 け取 る。 S銀行 で普通預金 口座作成。大
い に難航す る。

7月 中旬

労災保険成立。 Uに 療養補償 の書類 にサ イ ンさせ る。

7月 23日

社会保険病院事務長 と再入院問題 で面談。

7月 30日

再入院、手術。

8月 中旬
9月 8日

労基署 か ら、 Uが 体業補償 にサ イ ン した との連絡 はい る。
退院。反原発 グループの共同事務所 で生活 で きるよう手配。

9月 14日

休業補償第 1回 約 67万 円が振 り込 まれ る。 DORさ んにわたったの
は17日 。

10月 18日

10月 24日
10月 28日
12月 14日

体業補償第 2回 約 40万 円、障害補償約338万 円を受領、
労災補償完了。

Uに 対す る民事請求 は、特別在留許可の期限 との関係 で断念。
D・ Rさ ん、名古屋入管 へ再 出頭。
ネパ ール に帰国。

D・ Rさ んか ら国際電話 で近況報告 とへ るすの会 へ の謝辞 が寄 せ ら
れ る。

資料 2.へ るすの会交流会 の経過概要
第 1回 1991年 2月 24日 、イ ン ドネ シア人留学生、静岡大学工 学部、20名 参加。

3月 24日 、 フランス人神父、25名 参加。
第 3回 5月 7日 、ネパ ール在住 日本人医師、 19名 参加。
第 4回 5月 16日 、在 フ ィリピン外国出稼 ぎ者支援団体 カイ ビガ ンに所属す る
第 2回

フ ィリピン人男性、32名 参加。
第 5回 9月 18日 、中国系男性、専門学校 在学中、 15名 参加。
第 6回 10月 26日 、在 日ベ トナム難民男性、20名 参加。
第 7回 11月 19日 、在 日大 韓 キ リス ト教会浜松教会牧師、20名 参加。
第 8回 1992年 1月 21日 、 ブラジル 日系 2世 男性、旅行代理店浜松支店長、 18
名参加。
第 9回

2月 16日 、ネパ ■ル人 ら100名 余 に よるへ るす の会 へ の感 謝 のパ ー
ーー44‑―

テ ィ、参加 日本人 は29名 、残 りはネパール人。
第 10回
第 11回

3月 22日 、 日系ペ ルー人女性、 6名 参加。
4月 21日 、 メキシヨ人夫妻、夫 は静岡大学大 学院在学中、妻 はスペ イ
ン語教師、 16名 参加。

第 12回

8月

第 14回

3月 14日 在 日韓国人作家。
5月 21日 、在 ブラジルカ トリック教会司祭 、「 ブラジ)レ の現状 」、20名

6日

千葉大教授手塚和彰氏 の調査 グループ との交流会。
第 13回 1993年 2月 13日 、元パ ウ リス タ女性記者。
第 15回

参加。
第 16回 1994年 10月 9日
第 17回 12月 20日

ス リランカ人夫妻 、「私 の好 きな浜松」。

在 ブラジルカ トリック教会神父、
「 ブラジルか らの出稼 ぎ」。
ベ
浜松 トナム人協会代表、
「浜松 にお けるベ トナム人

第 18回 1995年 2月 5日

の生 活 について」。
第 19回

3月

第 21回

6月 13日 、外国人児童相談員

5日 、 日本人 と結婚 した フ ィ リピ ン人女性、「私 の体験 一国際結
一
婚 在 日フ ィリピン人 の現状」。
第 20回 5月 16日 、イ ンター ナ ショナル=プ レス浜松支局長、 日系 2世 、「最近
のブラジルの情勢」。
(ブ ラジル系女性 )2名 、
「外国人児童 に

対 する指導 の実態 につ いて」、 10名 参加。
第22回 1995年 9月 11日 、在浜松 アイル ラン ド人、
「国際化 とは何 か」
「 アイル
ラン ドのお話」。
第 23回 、1995年 11月 11日 、在浜松 ペル ー人男性、ペ ルー人系 団体
・
「 コ ンチーゴ
ペ ルー」代表。
第 24回 1995年 11月 28日 、外国人 間題 に熱心 な男性浜松市議会議員。
第 25回 、1996年 1月 30日 、浜松 在住 ブラジル 日系人 男性、企画会社運営、
「浜松
で私 の した い こと」。
資料 3.1995年 の ニ ュース レターの主要 な内容
1月 No.48 A代 表 による年頭 の あい さつ

2月 No。
3月
4月

5月

49

No.50
No.51
No.52

豊田町の「解雇事件」 で「立替 払」決定
アジア人 労働者 の労災死事件
ペ ルー系移住者のための宣誓 口述書 について
日系人 未成年者 の犯罪事例
―‑45‑―

6月
7月
8月

9月
10月
11月

No.53
No.54
No.55
No.56
No.57
No.58

日本 の 自動車 工場 での体験 (英 文・ 和訳 )
日本 の 自動車工場 での体験続 (英 文・ 和訳 )
「東海大地震」 と外国人
日本 の 自動車工場 での体験続 々 (英 文・ 和訳 )
「解雇」 とは何 か
国民・厚生年金 の帰国後 の支払 い につ いて (ポ ル トガル語・和訳 )
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(本 稿 は、文部省科学研究費補助金 の交付対象 (一 般研究③ )と
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記載 した共同研究 の成果 の一つである。)
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なってい る注

表
国名＼年月
ブラジル
韓 国・ 朝鮮
フ ィ リピン
ペルー

中国
ヴ ェ トナ ム

1.浜 松市 における外国人登録の現状 と推移

87.3

88.3

89.3

90.3

91.3

92.3

93.3

94.3

95。

10

28

146

1457

4072

6132

6489

5920

6595

1969

1973

1945

2040

2153

2213

2180

2001

1842

117

157

290

470

535

797

624

746

800

1

2

8

17

312

836

734

639

691

169

245

277

284

374

519

634

568

942

99

106

119

136

160

199

226

233

266

67

80

98

112

113

138

140

124

113

米国
イ ン ドネ シア

31

32

20

39

47

127

178

75

89

その他

94

114

185

193

257

495

495

555

513

2557

2737

3088

4748

8023

11456

11700

10861

11851

合

計

国籍数

42

49
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51

3

表 2.国 籍別・ 内容別相談件数
国

籍

男性

(1990。

7‑1991:6)

女性

計

フ ィ リピン
ブ ラジル
ネパ ール
韓国
マ レー シア
イラ ン
ペ ルー
ス リラ ンカ
アメ リカ合衆 国
バ ングラデ ィッシュ
パ キス タ ン
不明
計
へ るすの会 ニ ュース レターm14

相談内容

相談 内容

人数

入国 0ビ ザ
パ スポー ト
賃金不払 い

仕事

借金

病気

逮捕情報
消息

宿泊
生活

解雇
就職

帰国
結婚・ 離婚

人数

労災
雇用・ 契約違反

計

※一人 で複数 の相談 をしてい る場合 がある
へ るすの会 ニ ュースレターM14

―‑48‑―

