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東海在日外国人支援ネットワーク第７回総会を開催しました 

 

 ６月２０日（土）、７回目になる東海在日外国人支援ネットワーク（ＴＯＭＳＵＮ）の定

期総会が名城大学天白キャンパスで行われました。この総会に合わせて、ジャーナリスト安

田浩一さんの講演会も行われました。安田さんは「ルポ外国人『隷属』労働者」で今年、第

46 回大宅壮一ノンフィクション賞（雑誌部門）を受賞され、講演会は大宅賞授賞式の翌日

に行われました。 

 第７回総会に提出された議案、２０１４年度活動報告、２０１４年度会計報告及び会計監

査、２０１５年度活動方針、２０１５年度代表、顧問、運営委員人事の全てが承認されまし

た。この総会での大きなトピックは、名城大学法学部の近藤敦先生がＴＯＭＳＵＮ顧問に就

任されたことです。近藤先生のご専門は憲法や移民政策で、今後、ＴＯＭＳＵＮの運営に関

して色々とご教示いただくことになります。 

  

２０１５年度の TOMSUN の代表、会計、会計監査、顧問、運営委員は次の方々です。  

 

代表：由井滋（あるすの会）、会計：成田博厚（名古屋労災職業病研究会）、会計監査：人見

泰弘（名古屋学院大学）、顧問：田中宏（一橋大学名誉教授）、近藤敦（名城大学）、運営委

員：石原バージ（フィリピン人移住者センター）、大西豊（あるすの会）、大坂恭子（弁護

士）、後藤美樹（フィリピン人移住者センター）、渋谷努（中京大学）、野々あざみ（かけこ

み女性センターあいち）、高須優子（知立派遣村実行委員会）、近森泰彦（ユニオンと連帯す

る市民の会）、成田博厚（名古屋労災職業病研究会）、西山誠子（あいち移住労働者と共に未

来を考える会・フレンズ）、羽田野真帆（名古屋難民支援室）、林隆春（ＮＰＯ交流ネット）、

原科浩（朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知）、三輪憲功（のわみ

相談所） 

（名古屋労災職業病研究会 成田博厚） 

 

安田浩一さん講演会 「排外主義や外国人技能実習制度について」 

 

 ジャーナリストの安田浩一さんの講演会が、2015 年 6 月 20 日に名城大学で開催され

た。東海在日外国人支援ネットワーク（TOSMUN）の年次大会におけるこの講演会は、ち

ょうど安田さんが第 46 回大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した日の翌日に行われた。そ

の意味でも記念すべき日であった。TOSMUN のメンバーや会場に参加した者にとっても、

少なからず、衝撃的な内容の講演であった。中学生までもが、「鶴橋大虐殺」を叫ぶ、ヘイ

トスピーチの異常さ。二重帳簿を用いた技能実習生の搾取の構造。「根性・努力・忍耐」を

スローガンにかかげる送り出し機関での異常な訓練。これらをとてもわかりやすく、心に響

く形で、聴衆に示してくれた。 
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日本の排外主義を支えるいくつかの要因の分析

から、話は、はじまった。技能実習生を最低賃金

以下で事実上働かせている背景には、「なんで日

本人と同じ賃金でなければいけないの」といった

外国人への差別意識がある。そして、アパレル業

界をはじめ、作れば作るほど赤字になる構造不況

の業者が廃業しないためには、実習生から収奪す

る選択肢しか残されていない現実がある。栃乙女、

今治タオル、北海道の水産加工など、日本の地場

産業・伝統産業が、外国人技能実習生なしには、

成り立たなくなっているという。2 年以上働いて

も、さまざまな名目で搾取され、預金通帳にお金が貯まらず、実習先から逃げて、別の職場

でお金を貯めてから入管に出頭しようと思った中国人実習生が、彼を不審に思った若い巡査

に射殺されてしまった事件の話も痛ましい。中国の田舎に立派な技術学校が建てられ、日本

への実習生の訓練と称して腕立て伏せをやらせ、できないと蹴りを入れるといった軍隊式の

異常な訓練の話、保証金に代わるブローカーの架空借金の手口の話など、常に技能実習制度

にはグロテスクな側面がつきまとう。 

 在特会の街宣活動におけるヘイトスピーチのビデオをまじえ、一部の異常な人々の問題と

して位置づけるのではなく、差別と偏見を生み続ける日本社会の現状を直視する必要がある

という。ヘイトスピーチが関東大震災やルワンダの大虐殺とつながった歴史を踏まえ、差別

禁止法の必要性を強く訴える内容の濃い講演であった。東海地域において、民族的な偏見を

なくし、平等な開かれた社会を築いていくためにも、TOSMUN の活動の意義を改めて感じ

ることができた。                  

（名城大学 近藤敦） 

  

英国収容施設視察委員と名古屋 NGO の国際交流 

（開催日 2015 年 6 月 21 日） 

 

６月２０日、英国内の入管を含めた身体拘束を行う施設において、視察を行っている英国

王立刑事施設視察委員会の委員ニック・ハードウィック氏（Mr. Nick Hardwick  主任査察

官）とヒンパル・シン・ブイ氏（Dr. Hindpal Singh Bhui 視察チームリーダー）の２名

が名古屋にいらっしゃいました。愛知県弁護士会の主催による公開シンポジウム「日本の刑

務所と入管の今を考える～イギリスの視察委員会の視点から～」のあと、両氏と東海在日外

国人支援ネットワークとの懇談会が開催されました。  

英国王立刑事施設視察委員会は、英国内の身体拘束を行うすべての施設に事前通告なしに

視察に入り、出会った人とは誰とでも話すことができ、その結果を公表する権限を与えられ

ている非常に独立性の強い視察機関です。年間４５０万ポンドの予算を国から得ており、専

従の専門家集団で構成されています。 

講演する安田浩一さん 
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 日本の入国管理局においては、入国者収容所等視察委員会が２０１０年に発足しましたが、

委員は全員非常勤で、名前も公表されず、一般事務処理は入管の職員が行っています。独立

性、専門性、そして予算額等、英国にはるかに及びません。視察は、入管が設定したスケジ

ュールで行われ、出会った収容者との自由な会話の光景はあり得ません。その違いの大きさ

にまず、驚嘆しました。多くの改善点を英国から学ぶことができる有意義な会になりました。 

 今回の懇談会は、両氏の要望により実現しました。

意欲の高さに敬服します。そして、収容の実状に対

して、的確に回答される様子からは、実際の視察活

動から得た豊富な経験の蓄積を感じました。 

 懇談会では、東海在日外国人支援ネットワークの

加盟団体であるフレンズ及び名古屋難民支援室から

事前に名古屋入国管理局の処遇の現状の紹介と質問

をお送りし、当日、元被収容者に経験を話していた

だいた上で、ニック・ハードウィック氏及びヒンパ

ル・シン・ブイ氏に質問に対するお答えをいただき

ました。以下の通り、その概要をご報告します。 

 

質問と回答 要旨  

 

１、医療・・・ 収容されると、ストレスから、心身に異常が出る者が多く、医療は重大な

問題です。以前に比べると、この数年は、かなり改善されていることは事実です。しかし、

なお鎮痛剤、眠剤の使用が多いのが、気になります。また、発作をおこし転倒したような

場合に、初動の判断を素人の職員がしているのも、心配です。このような案件を、英国で

はどのように処遇しているかと問いました。 

Ａ  医療については、外部と同じ体制が取られなければならないのが大前提です。イギリ

スでは２４時間体制で医療サービスを受けられます。すぐに医者が呼ばれなければなりま

せん。もちろん、医師の収容者居住スペースへの入室は可能です。また、医者との意思疎

通を図るため１００以上の言語に対応しています。ほとんどの病状に対応し専門医が診療

することになっており、薬局の方からも薬剤師などの専門家が訪れることがあります。   

 

２、外部護送・・・ 被収容者が外部の医療機関で診療を受ける時は、手錠と腰縄が使用さ

れています。刑事犯ではない彼等には、屈辱であり、ましてや、一般の患者に診られるの

は耐え難いことです。診察を受けること自体に消極的になり、病気を悪化させることにな

ります。診察中も原則として手錠、腰縄は装着したままです。この点に関して、聞いてみ

ました。 

Ａ もちろんイギリスでも外部での医療の場合には、手錠やチェーンを使うこと自体は可能

ですが、手錠を付けられたまま病院で死亡した例があって以来、逃亡の恐れがあるかどう

か等、必要性をしっかりチェックして、必要がある時に限って使用するようになっていま

す。 

 

ニック・ハードウィック氏（右）と

ヒンパル・シン・ブイ氏  
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３、環境・・・ 入管に突然収容された被収容者らは、パニックに陥ります。しかし、早く

冷静さを取り戻し、自分の将来を考えることが重要です。そのための環境づくりに、イギ

リスではどのような配慮があるかを聞きました。 

Ａ 非常に重要な質問です。収容者は、収容所に入れられると今後どうなるのかと不安な気

持ちに覆われるため、イギリスでも重要な問題ととらえています。  

①何もすることが無いのは一番よくありません。 

②職業訓練や教育等、何かしら活動をさせることが大切です。  

③インターネットや電話で外の情報を得る機会を作ることが大切です。  

④不安やストレスを解消できるように、職員以外との人間同士のふれあいが必要です。  

⑤勧告で達成したことが１つあります。福祉担当職員を常駐させています。彼らは、被収

容者の話を聞き、不安をやわらげ、今後の人生の相談にのることをしています。今は心理

的な問題があった場合、カウンセリングも受けられるようになっています。自国より、よ

り良い生活を求めてやって来て、子孫のために移住を考えているのですから、設備のレベ

ルを下げて、滅入るような状況をつくれば帰国を促すことになるかというと、経験的に、

そうはなりません。逆に、被収容者の中には家に帰りたいと思う人もいるかもしれません。

そのような場合のためにも、インターネットに接続して母国の状況や情勢をよく知ること

ができるようにするのが重要です。母国が安全だと判れば、帰国を決意するかもしれませ

んし、自主出国を促す効果があるのではないでしょうか。また、ＮＧＯが独立したサポー

トを提供し、個別のニーズをカバーすることも大切です。  

 

４、長期滞在者・・・  すでに在日歴が１０年以

上、２０年をも超える外国人が、罪を犯したこと

により、刑務所に入りますが、刑期を終えても出

所の日にドアツウドアで、入管に移送され、収容

されて、退去強制の対象者になります。長期滞在

の彼等にとっては、もはや日本が「自国」と言え

るのではないでしょうか。このような事例につい

て、英国では何らかの救済措置がとられているか

どうかを聞きました。 

Ａ こういう人は本当に多くなってきています。昨年、４９歳で刑務所から入管の施設へ送

られた人がいましたが、彼は２歳からイギリスで暮らしていました。イギリスに長く滞在

した人は、きちんと申請の手続を踏めば、在留特別許可を得られる可能性が高いのですが、

彼はその手続きをしていなかったので、残念ながら、退去強制令の撤回を申請することが

できませんでした（英国では非正規滞在でも、１４年以上経てば救済措置があります）。

彼は手続きをしていればイギリスに住めた可能性があったかもしれません。特に、重い罪

を犯した人については強制退去となるケースが多いです。  

 

５、独立性・・・ 視察委員会には、国から資金が出ていると思いますが、国に対して意見

を言う上で、独立性はどのように確保しているのかを尋ねました。 

Ａ イギリスも完璧ではありません。独立性という点では、政府からお金が出ているので、
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そこは今後の改善点です。 

６、文化・宗教の尊重・・・元被収容者Ｍさんは、敬虔なイスラム教徒です。自分の経験を

語り、特に、ムスリムに対する宗教上の配慮が何もないことを訴えました。  

経験① 給食について： ムスリムに対しても何かしら選択権を与えてくれると思ってい

ましたが、何もなかったです(ハラルフードが用意されていない等)。１回も温かい

食事が出てきたことはありませんでした。 

経験② 医療体制について： もともと持病があったことを話しました。入管はいつでも

医者に診てもらえると言っていましたが、実際は、医師は週２回だけ来ます。週２

回は「いつでも」ではありません。外部の医療を受けたくても、受けさせてもらえ

ませんでした。危篤状態でないとだめ、手錠をした状態でないとだめと説明されて、

非常に悲しかったです。 

経験③ 衛生について： 髭をそりたい、体を洗いたいと思っても自由にできません。髭

剃りのマシーンは共有で使うと言われました。他の人が使ったものを使い回せと言

われました。自分専用のものは持たせてもらえませんでした。  

経験④ プライバシーについて： 手紙の検閲がありました。なぜ、自分の妻や家族にあ

てた手紙を読まれなければならないのでしょうか。財布の保管も専用のロッカーは

ありますが、鍵を職員が管理しています。一切プライバシーが守られない状態でし

た。 

Ａ ①イギリスでは宗教について敬意が払われています。 

②食べ物に関しては、いろいろな文化圏の食事の献立を用意しています。ハラル食も用

意しています。最近では、被収容者が材料を選択して自分で調理することも始まって

います（週２回程度）。とりわけ、食べ物は、文化と切っても切り離せない関係なの

で、自身で選び調理することが認められるべきです。 

③イギリスでは、イスラム教徒が多いこともあり、体制が整っています。ムスリム用の

食事が準備されています。 

④犯罪者を拘束している訳ではないのですから、自由を奪うのは最低限であるべきです。

自由を奪うには、正当な理由が必要であり、その正当性を文書化して証明することが

基本原則となっています。 

⑤検閲に関しては、基本的には許されません。何らかの危険性がきちんと認められない

限り、私信は開封してはならないのがイギリスの原則です。 

（フレンズ 西山誠子、名古屋難民支援室 羽田野真帆）    

 

東海在日外国人支援ネットワーク第１回勉強会 

テーマ：技能実習制度 

語り手：榑松佐一さん（愛労連議長） 

７月から１年間、２ヶ月毎に全港湾事務所で開催することになり、初回は榑松さんが取り

組んでおられる実習生の相談活動から２人のケースをもとにお話しをしてもらいました。  
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１、 名古屋市で働くフイリピン人女性 

相談に来られた方は毎月３万円仕送りして故国

の家族を支えています。ところが円安で送金する

お金の価値が６割ほどに減ってしまい苦労が重な

っています。榑松さんは話を聞いた後、彼女たち

が住まいとしている北名古屋市の「寮」を調べに

行きました。寮にしているアパート（54・６㎡）

は仕事先の近くで親族が経営しています。２階の

２部屋（６・４畳と５・９畳）に２段ベッドを入

れここで９人が生活していました。家賃は一人３万円（９人で２７万円！）＋光熱費。榑松

さんが調べた同じ地域の新築２ＬＤＫ（５５．１７㎡）の家賃は６・８万円、なんと４倍の

驚くべき「搾取」です。宿舎費の額は「近隣の同程度のアパート等の相場をこえてはならな

い」と入管は決めていますが指導はありません。   

温厚な榑松さんもこの実態に怒りをあらわにしていました。また外泊も雇い主から「誰と

何処へ行くのか」と厳しく規制されていましたが、労基法９４条違反申告を行いやっと許可

されるようになりました。 

 

２、 騙されて東北の建設現場に送られ逃げてきたベトナム人男性  

彼の場合、実習職種が「溶接」なのに「鉄筋工」とされ建設現場をたらいまわしにされたケ

ースです。実習計画書には就業場所が「受注場所」とされていて、鳥取から島根、秋田の工

事現場へ、その後仙台、気仙沼などで建設作業に従事させられピンハネされ続けてきました。

朝５時に宿舎を出発、現場で８時～１７時まで仕事、帰寮は１９時頃。日当は７５０円×７．

５時間＝５６２５円、雨天休業時は無給でした。制度を悪用して奴隷的な労働に従事させら

れる彼のようなケースは稀でありません。ベトナムの送り出し機関は失踪通知書を発行して

います。多額の借金をして日本にきても返済どころか罪人扱いにもされかねません。榑松さ

んは「在留資格の変更はどうなるのか」？と問い質しています。  

 

 政府は実習期間を３年から５年に延長する法律を国会にかけています。  

制度を悪用して超低賃金労働者階層を固定化する事を考えているとしか思えません。労働基

準法、労働安全衛生法など労働者保護法の適用外で働かせるダブルスタンダードを許すこと

はできません。 

「外国人の技能実習生の適切な実施及び技能実習生の保護に関する法律」にたいする意見書

で、榑松さんは政府が実態を反映して実習生が不正告発できる「申告権」を取り入れたこと

を評価しています。 

オリンピック関連施設建設、福島原発事故対応（除染含む）などで建設・土木関連労働者の

不足が深刻です。この分野に「使い捨て」的に実習生を導入する動きに対しては「万国の労

働者団結せよ」の立場から日本の労働者・労働組合の取り組みが求められています。 

 （ユニオンと連帯する市民の会 近森泰彦） 
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九州朝鮮中高級学校を会場に開催された 

移住労働者と連帯する全国フォーラム・関門 2015 

 

 1997 年に第 1 回が愛知県瀬戸市、さらに

2011 年には TOMSUN（東海在日外国人支援ネ

ットワーク）が中心となって中京大学名古屋キャ

ンパスで開催した「移住労働者と連帯する全国フ

ォーラム」が今回で 10 回を数えるという。ほぼ一

年おきに開かれ、全国から外国人の支援などにか

かわる個人、団体が一同に会する一大イベントだ

が、今年は 6 月 13 日から 14 日の 2 日間、北九

州市で開催された。会場となったのは、10 回の全

国フォーラムでもはじめての民族学校である九州

朝鮮中高級学校。北九州市八幡区栃尾の閑静な住宅街の高台に建つ校舎は、きれいで手入れ

も行き届き立派だ。しかし、教室はその広さに比べ、机の数があまりに少ない。少子化もさ

ることながら、民族学校に通う生徒数が減少していることを目の当たりにした気がする。  

 

 一日目ははじめに主催者あいさつとして、共同代

表の一人、岩本光弘さんから、「大陸からもっとも近

く、大陸からの人々が多く暮らす」九州の関門地区

での開催がもつ意義などについて話があった。基調

講演にあたるものは、二日目に「政府の外国人労働

者受け入れ制度」（旗手明さん）、「ヘイトスピーチ問

題」（チョン・ヨンヘさん）、「ＥＰＡ制度による外国

人看護師候補生の受け入れ」（イレーラ・ルルデスさ

ん）のテーマで持たれた。 

 

８つの課題別に開かれた分科会は、「労働」「技能実習生」「改定入管法」「教育、貧困」

「女性」「医療、社会福祉」「多文化共生」がキーワードで、どの分科会でも熱心な討論が繰

り広げられた。全国各地で個別のテーマで外国人支援をする人たちにとっては、普段はメー

リングリストなどネット上だけに限られているつながりが、直接膝を交えるかたちでできる

のは醍醐味だ。私は第 5 分科会「移住女性の人権問題」に参加した。大きなテーマとして

は、昨年の TOMSUN 総会後の講演会でヒューライツ大阪の藤本伸樹氏が話された JFC

（新日系フィリピン人）問題が取り上げられた。昨年から今年にかけて岐阜と愛知を地盤に

したブローカーの JFC 人身取引ケースについての報告を受けて討論に入ったが、少なから

ず、このケースにかかわったものとして、私自身は、同じ支援者たちと情報や経験を共有す

ることができ、大変有意義だった。 

朝鮮学校の生徒たちの歓迎ポスター 

２日目講演会の旗手明さん他講師 
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 今回のフォーラムには、東海地域からは、私が知るかぎりでも 18 名の参加があった。そ

の過半数は TOMSUN のメンバーで、恒例の一日目の夜の懇親会では、写真のように勢ぞ

ろいしてあいさつをした。全国フォーラムの終

了後は、毎回移住連の総会が開かれるが、今回

は、今年 11 月に正式に NPO 法人として再ス

タートを切る移住連の設立総会が行われた。名

称も「移住労働者」が「移住者」と変わったほ

か、理事に女性が増えてジェンダーバランスに

前進が見られたこと、平均年齢が下がり、また、

移住者の運営委員が 2 名から 4 名に倍増され

たことなどが確認された。今後の「新生・移住

連」に乞う！ご期待。    

（かけこみ女性センターあいち 野々あざみ） 

 

FMC15 周年記念イベントを開催 

フィリピン人移住者センター（FMC）は設立から 15 年を迎え、さる６月２１日、名古

屋市中区役所のホールにて 15 周年記念イベントを開催しました。 

 イベントでは、名嶋聰郎弁護士、栄東まちづくりの会代表・臼井秀明さん、中区役所まち

づくり推進室・豊島室長から１５周年のお祝いの言葉を頂戴致しました。  

 また、NPOコリアンネットあいちの金順愛さんからは、「団結し活力に満ちたコミュニテ

ィ構築への積極的な参加を通じ、社会統合と地域包括を目指して」と題して、記念講演を行

って頂きました。金さんは、在日コリアンの歴史、とくに「なぜ日本にやってきたのか」を

とても丁寧に説明してくださり、日本社会で在日コリアンが受けてきた差別など、コミュニ

ティの経験を私たちに共有してくださいました。日本でくらす「先輩外国人コミュニティ」

としてとても力強く、暖かい言葉を頂戴し、FMCの新しい門出に、これ以上ない、はなむ

けの言葉を頂いたと思います。 

 イベントでは、東浦フィリピンコミュニティの子供

達による可愛いダンスパフォーマンスも行われ、たく

さんのフィリピン料理がふるまわれました。イベント

の参加者は160名にも及び、FMCがたくさんの人た

ちに支えられていることを改めて実感しました。次は

２0周年にむけて、FMCの仲間とともにさらに前進し

ていこうと思えたイベントでした。 

 またイベントの開催には、場所を貸してくださった中区役所や、栄東まちづくりの会のご

協力が不可欠でした。今後の活動を充実させるためには、こうした地域社会での連携が重要

であることを再確認できました。      （フィリピン人移住者センター 後藤美樹） 

懇親会での TOMSUN メンバーの挨拶 
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朝鮮高校「無償化」除外裁判第１３回口頭弁論の報告 

 

 2015 年 6 月 22 日（月）１４時から名古屋地裁にて、第１３回口頭弁論が行われまし

た。傍聴支援には１５０人以上の人々が各地から駆けつけてくださり、今回も無事抽選とな

りました。 

 今回の口頭弁論では、国側からの「反論」が書面で提出されました。国側は口頭での陳述

をしませんので、裁判そのものは短時間で終了しました。今回は裁判が短時間で終了するこ

とが予測できていましたので、傍聴の抽選にもれた方のミニ学習会は実施しませんでした。  

 場所を移して報告集会を行いました。口頭弁論で国側から提出された「反論」について弁

護団の裵明玉弁護士から詳しい説明がありました。原告側は国に対していくつかの点につい

て説明を求めていましたが、その回答が今回提出されました。説明を求めた点は①国側は、

朝鮮高校を「無償化」から除外した理由として、産経新聞の報道記事を提出しているが、そ

の記事と愛知朝鮮高級学校との関連性、②国がいう「不当な支配」意味や範囲。③国が「北

朝鮮」や朝鮮総連の「不当な支配」を基礎づける資料として産経新聞報道など真実性が不明

な事柄を「無償化」除外の根拠とした理由、などでした。国側はこれらの点に対して、①朝

鮮学校は同質性が高く、他の学校に関することでも無関係とは言えない、②総合的に判断し

て「不当な支配」が及んでいる可能性がぬぐいえない、③提出した報道などは一概に真実性

がないとは言えない、などまともな回答をしていません。論理だけでいえば、原告・弁護団

の主張に理があり、正当であることは明らかです。国側はまともな議論に応じず、「北朝

鮮」バッシングのような日本社会に形成されている印象操作だけで裁判は勝てると高をくく

っているように見えます。 

 今回の裁判では、今年朝鮮高校に入学した新一年生が初めて裁判を傍聴し、報告集会でも

「声よ集まれ、歌となれ」の合唱を披露してくれました。文科省前の金曜行動で歌われてい

る「無償化」のたたかいの中で生み出されてきた歌です。裁判所・裁判官が偏見にとらわれ

ずに公正な判断を下すことができるように、私たちも声を上げ続けていくことの大切さを改

めて胸に刻みました。 

 これまで１３回の裁判をたたかってきましたが、この裁判で提出された訴状と原告側の主

張である準備書面をまとめた「準備書面集」を発行いたしました（１冊１０００円）。植民

地期から現在までの在日朝鮮人や朝鮮学校の歴史がどのようなものか、日本における朝鮮・

朝鮮人観、特に近年の歴史修正主義・排外主義や「北朝鮮」嫌悪現象と高校無償化除外がど

のような関係にあるのかなど、歴史的・社会的背景を詳しくまとめた内容となっています。

ぜひお買い求めいただき、学習会などにお用い下さい。  

 次回の第１４回口頭弁論は 9 月 14 日（月）14 時からです。名古屋地裁に 13 時半まで

に集合ください。傍聴支援にご協力ください。 

（朝鮮高校にも差別なく無償化適用を求めるネットワーク愛知  原科浩） 
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フィリピン人労働者が職場ストとデモ行進を敢行 

 

ユニオンみえが２０１１年に結成したシャープ

関係の工場で働くフィリピン人労働者達の職場組

織、シャープ・ピノイ・ユニティー（以下、ＳＰ

Ｕとする）の組合員３９人に対する指名解雇通告

が８月１日に行われました。ユニオンみえは指名

解雇を受けた３９人を雇用する人材派遣会社、㈱

ジーエル（三重県松阪市）と解雇撤回を求める交

渉を８月６日に行いましたが社長の出席がなく解

決の見通しがたたなかったことから、ＳＰＵに加

入する労働者７０名は８月９日、働いているシャープ三重工場でのストライキと、８月１日

までジーエル本社が置かれていて社長の自宅もある松阪市魚見町周辺でのデモ行進を敢行し

ました。このレポートは、フィリピン人労働者のデモ行進や８月１１日に行われたフィリピ

ン共和国大使館員とＳＰＵの組合員との懇談を報告します。  

 

旧本社周辺で行われたデモ 

 ＳＰＵの組合員は９日の１１時

頃に松阪市魚見町に集結しました。

８月１日まで本社のあった社長宅

は、櫛田川沿いの堤防に沿った田

んぼや畑に囲まれた、古い白壁の

倉を持つ家や木造の山門のある寺

院がある昔からの集落の中にあり

ました。自動車を田んぼの真ん中

を通る道路の路肩に停車させたた

め数十台もの車が一列に並びました。デモ警備の警察官は３人で、ジーエルと関係会社の社

員２人がビデオカメラでデモの様子を記録していました。  

 シャープ三重工場でのストは１１時から１５時まで実施され、この時間帯に勤務中の全て

の組合員がストに参加しました。デモはこの日休みだった者だけでなく、ストライキ中の組

合員も合流し、全国から駆けつけた支援の仲間およそ２０人も加わり、行われました。デモ

行進は最初、ユニオンみえのスピーカーを積んだ宣伝カーを先頭にして、解雇撤回の横断幕

やプラカードを持った組合員達がそれに続いて行進していましたが、集落内の路地は人がや

っとすれ違うことのできる程度の道幅のため、途中からはハンドマイクで解雇撤回と市民へ

の支援を訴えながら路地から路地へ、ＳＰＵの組合員はデモ行進を続けました。ジーエルの

本社があった中川社長宅の前では解雇撤回のシュプレヒコールがデモ隊から起きました。こ

の日は晴天で、太陽が照り付け、気温は３５度以上でしたが、汗をぬぐいながら、１時間ほ

ど魚見町の集落の中をデモ行進しました。デモ後、組合員から、「多くのメンバーが参加し

てくれてよかった。ジーエルに大きなインパクトを与えることが出来たと思う」、「私達はも
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っと行動を続ける」などの声を聞くことができました。 

 ＳＰＵのメンバーはデモ後、宝塚古墳公園に集まりランチタイムを持ちました。また、参

加者一同で伊勢志摩サミットに来る各国首脳へも今回の事件を訴えていくことが決議されま

した（P13）。ストに参加していた組合員は１５時までに職場に戻っていきました。  

 

フィリピン共和国大使館への働きかけ 

 ＳＰＵは、ジーエルがユニオンみえと締結した

労働協約を一方的に破棄通告し、６月に８５人の

希望退職を募った時から、フィリピン共和国大使

館に今回のことを訴えてきました。８月１１日、

フィリピン共和国大使館・海外労働事務所・福祉

担当官のカルメリタ Ｔ・ラキザ氏が松阪に出向

き、ジーエルの専務とジーエルから労働者の派遣

を受け、シャープ三重工場内で製造を請け負って

いるミエテックの人事部長から、ＳＰＵの組合員

３９名の解雇問題について調査を行い、夕方、松

阪市内でＳＰＵメンバーと懇談が行われました。

ラキザ氏は中立的な立場としながら、「指名解雇

を受けた組合員が職場を去らなければならない８月３１日まで交渉を続け、どんな小さなこ

とでも成果が得られることを願っている。ユニオンみえは今後もあなた方を支援してくれ

る」などとＳＰＵのメンバーに語りかけ、支援の姿勢を表明しました。懇談は２時間ほどに

及び、ラキザ氏は日帰りの予定を変更し、この夜、松阪市内に宿泊しました。  

 

シャープ経営危機のあおりを受けて 

 シャープの経営危機が表面化した今年３月以降、ジーエルは続けざまに希望退職者の募集

を行いました。４月にユニオンみえとの労働協約を一方的に失効通告し、６月に８５人の希

望退職者を募集、さらに、７月にも第２次希望退職を７０人募集しました。ユニオンみえに

よると、６月の希望退職者募集では２人の労働者が応募し、７月の希望退職者募集では１４

人の労働者が応募しましたが、応募者のほとんどがＳＰＵの組合員で、非組合員の希望退職

応募にはストップがかけられているとのことです。加えて、ＳＰＵ組合員には個別に退職勧

奨が行われてきた後、８月１日にＳＰＵ組合員３９人を含む５０人への指名解雇の通知が行

われました。ユニオンみえはＳＰＵに加入している労働者への不利益扱いなど、不当労働行

為の救済申し立てを労働委員会に行うことなどについて検討を始めています。筆者の取材中、

ユニオンみえの広岡法浄書記長が、「シャープは三重県に工場を建設したが、正社員の採用

はほとんどなく、派遣社員だけが増えた」と語っていたことが強く印象に残りました。経営

再建を指名解雇という暴力で成し遂げようとするシャープに対するフィリピン人労働者の闘

いは始まったばかりです。 

（名古屋労災職業病研究会 成田博厚） 

 

フィリピン共和国大使館員（右端）

との懇談 
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フィリピン人労働者の犠牲（指名解雇）によらないシャープの再生を求める決議  

シャープは亀山に液晶工場を建設し、吉永小百合をコマーシャルに起用して世界の亀山モ

デルと称して、大型液晶テレビを主力商品にすえ、堺にさらに大きな工場を建設して企業を

発展させようとしましたが、これが裏目に出て、現在の苦境に陥っています。  

そもそも、亀山に工場を建設したものの、シャープはハナからまともな雇用によって液晶テ

レビを製造する気などなく、正社員の採用はほとんどなく、増えたのは日本全国からの派遣

社員のみならず、ブラジルやフィリピンをはじめ世界中から集められた派遣社員でした。し

かもそれは業務請負に名を借りた四重派遣、五重派遣といった多重派遣でした。さらに外国

人労働者には有給休暇も与えない、社会保険にも入れないことが前提でした。 

このように、シャープの液晶テレビ戦略は違法労働を前提にテレビを製造する戦略であっ

たのであり、このような戦略が成功する訳がありません。シャープは本気で再建を図りたい

のであれば、まず、このことを反省すべきです。 

今、三重県多気町にあるシャープ三重工場で働いている５０人の労働者が指名解雇を通告

され、苦しんでいます。全員がフィリピン人で、ほとんどが勤続５年以上の労働者で、松阪

市に本社があるジーエルに雇用され、シャープ三重工場に派遣されて働いてきました。５０

人の内、３６人は労働組合のメンバーであり、この指名解雇は組合つぶしを目的にした違法

行為でもあります。 

組合はジーエルに指名解雇の撤回を求めていますが、この問題は単にジーエルの問題では

ありません。シャープが再生できるか否かの問題です。シャープをいかなる形で再建させる

のか、指名解雇という経営者の暴力を使って再建するのであれば、失敗は目に見えています。

そのようなシャープに再生の可能性も資格もありません。これまで、利用するだけ利用し、

いらなくなったらゴミクズのように指名解雇するなど、もっての外です。シャープの再生は

経営者の暴力・指名解雇を使わず、違法労働をなくすものでなければならず、社会的価値を

高めることによって初めて可能になるものです。 

私たちはジーエルが指名解雇を撤回しないのであれば、シャープに直接雇用も求めて闘い

ます。私たちはすでにフィリピン政府にこの真実を訴えてきました。フィリピン政府は大き

な関心を示しています。私たちはさらにこの真実を伊勢志摩サミットに来る各国首脳にも訴

えていきます。 

２０１５年８月９日 

本日のデモ行進に参加した参加者一同 

 

 

 

 

 

★ＴＯＭＳＵＮ第 2 回勉強会のお知らせ 

「移住（外国人）女性―支援現場から見た女性たちの実情―」 

語り手  石原 バージさん（ＦＭＣーフィリピン人移住者センター） 

杉戸 ひろ子さん（愛知県内民間ＤＶ被害者支援団体） 

参加団体・個人からのお知らせ 
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日時：9 月 19 日（土）15：00～17：00 

場所：全港湾（全日本港湾労働組合）名古屋支部会議室  

名古屋市港区入船 1-8-26   ☎：052-652-1421 

参加費：３００円 

是非、ご参加下さい。 

 

★「朝鮮高校無償化ネット愛知」からのお知らせ 

◇第１4 回口頭弁論 

   9 月 14 日（月）14：00～＠名古屋地裁 

名古屋地裁に 13 時半までに集合ください。傍聴支援にご協力ください。 

 

★「愛知朝鮮中高級学校公開授業」のお知らせ 

日時 ： 10 月 24 日（土） 

9:00～ １時限目    9:55～ ２時限目 

       11:00～ 学生による公演など 

お問い合わせ ： 愛知朝鮮中高級学校 電話：0562-97-1324 

 

★「DAYS JAPAN 写真展 2015 in 名古屋 地球の上に生きる」のお知らせ 

 日時 ： 9 月 19 日（土）～23 日（水）10:00～20:00 最終日は 17:00 まで 

場所 ： 名古屋国際センター4 階第 1・第 2 展示室 

参加費 ： 500 円 

お問い合わせ ： TEL 090-2188-3439（半田さん） 

         E-mail v-nagoya@daysjapan.net 

映画上映「シリア内線イスラム国の正体を暴く」、講演会「中東情勢の現在」などもあり

ます。詳しくはお問い合わせ先まで。  

 

【TOMSUN への会費・カンパ振込先】 

振込先   三菱東京 UFJ 銀行 八事支店 

口座名   東海在日外国人支援ネットワーク 代表 由井 滋 

口座番号  普通 0040389 

◆◆◆◆◆◆編集後記◆◆◆◆◆◆ 

第７回総会を無事に終えることができました。今年度、TOMSUN は参加団体、個人に

よる持ち回り連続勉強会を企画しました。第２回は９月１９日に移住（外国人）女性に

ついて学びます。お時間が許す方は、是非、ご参加ください。（な）  


