
❶

てくてく１６５号 

 

 

 

入管法の改定と外国人労働者の受け入れ 

 

日 時：2019年 3月 9日  

場 所：カトリック西院教会 

講 師：ビスカルド篤子さん（大阪大司教区シナピス事務局） 

 

リード 

今日は上記のテーマでビスカルド篤子さんにお話いただきます。ビスカルド篤子さんは長

年難民移住者支援をしておられます。この 4 月から新たな外国人の人材を受け入れるため

の制度がスタートすることもあって、毎日のように外国人労働者のことが報道されていま

す。しかし私たち社会の中にあって、不当な労働を強いられる外国人が存在するのも事実

です。皆さんの身近なところでも外国人労働者がおられる可能性があります。外国人労働

者の現状について、同じ信仰を持つ者として、また教会としてどのような取り組みをして

いけばよいのか、そのヒントを頂ければと思います。 

 

 

ただ今ご紹介いただきました大阪教区シナピス事務局に勤務するビスカルド篤子です。 

今日は、①大阪教区のシナピスの活動について、②入管法の改定と日本社会における

外国人労働者の受け入れについて、③難民移住者支援を通して見えてきたキリスト者

としての在り方について分かち合えればと思います。 

この仕事をしていますと、私たちカトリック教会は多文化多民族共生社会のモデルに

なれるのか、そのためには何ができるのか、日々考えさせられます。毎日のように、難

民移住者たちが各地の教会に相談に訪れます。異国の地で行き場を失った人が最後の

最後に門を叩くのが、その人たちの信ずる宗教施設ではないでしょうか。今日は社会

の谷間に置かれた難民移住者に関わった経験をもとにお話を進めたいと思います。な

お、本日の配布資料は法務省出入国在留管理庁のホームページから抜粋したものです。 

入管法の改定と外国人労働者の受け入れ
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カトリック大阪大司教区とシナピス 

大阪教区は、正平協や JCaRM（難民移住者委員会）、部落差別人権委員会、カリタスな

ど、社会に向けた活動をひとまとめにした社会活動委員会が全小教区に設置されてい

ます。シナピス（ラテン語でからし種の意味）はそのセンターとして全小教区の活動を

支えます。2～3 か月に一度、地区別に社会活動委員会定例会が開かれ、学習会を開い

たり、社会に開かれた教会に向けての情報交換をしたりしています。また年に一度、司

教たちとともに全地区の社会活動委員が集まって総

会を開き、「教会がなぜ社会活動に関わるのか」につ

いての趣旨を改めて考え、祈る場を持ちます。 

現在のシナピスセンター長はヨゼフ・アベイヤ補佐司

教、センターには専従 3名・アルバイト 2名の事務局

員が働いています。 

シナピスの主な活動はネットワーキングで、ＮＧОの

ようにシナピスが主体となって何かをするのではな

く、大阪大司教区の人の社会活動を応援するのが主な

仕事です。具体的には、各地で行われる啓発活動の手

伝いや、司教団声明などを含む情報の配信などをして

います。そんなネットワークの仕事をするかたわら、

私たちは難民移住者たちの相談窓口業務にも携わっ

ています。「困った時の神頼み」とはよく言ったもので、異国の地で路頭に迷ったカト

リック教徒が相談に訪れることがとても多いのです。シナピスではフィリピン人やペ

ルー人など年間に 20数か国以上に及ぶ国籍の人たちが約 120人から 130人、件数にし

て 600件ぐらいの相談を受けています。近年は難民支援の関係でイスラムや仏教の人、

また遠くアフリカ大陸出身者の相談も増えました。 

 

新たな外国人労働者の受け入れ制度導入にいたる背景 

本日のテーマである「特定技能」という新たな在留資格導入にはどのような背景があ

ったのでしょうか。 

ご周知のとおり、これは少子高齢化社会にあって労働力不足を補うため新しく外国人

材を増やす目的で改定された法律です。バブル経済絶頂期の 1990年当時には既に「毎

年 8 万人の外国人労働者を受け入れないと日本社会は今の経済水準を保てない」と指

摘されていました。そこで日本政府は 1990年に入管法を改定し、日系人に就労制限な

く働ける定住ビザを付与し、南米ブラジルやペルーの日系 2 世 3 世が大勢流入しまし

た。21 世紀に入りますと、主に経済界を中心に「移民開国論」が議論されるようにな

りましたが、その矢先の 2001年 9月 11日に世界同時多発テロが起こり、世界はテロ

対策や治安維持の強化へと方向が変わり、日本でも移民開国論は鳴りを潜めてしまい

ました。それでも加速する少子高齢化社会による労働力不足を補う必要性は増す一方

❷

なので、政府は研修生や技能実習制度などを導入し、定住永住を前提とする移民では

ない「外国人労働力」だけを利用する対応策をとり、在留外国人数は増加し続けまし

た。 

2008 年、リーマンショックの影響で経済が急激に冷え込むと、在留外国人数は減少に

転じ、その後は下降の一途を辿ります。 

2012 年、安倍政権が打ち出した成長戦略の中で「外国人労働者の活用」という言葉が

初めて出てきました。この時に外国人登録制度が廃止され、外国人をより強固に管理

する在留カード制度が導入されました。その後は日系人よりも安価に雇える技能実習

生が制度の波に乗って増加し、2017年末の統計では 128万人もの外国人労働者数のう

ち半数以上は技能実習生と留学生で占められるほどの数に成長しました。 

 

新たな外国人受け入れ制度の経緯 

特定技能制度は、2018年 2月に安倍首相の指示でいきなり出てきた法案でした。しか

しこの法案は決して移民政策ではないのだと政府は強調します。新たな外国人材に門

戸を開くと言いながら、家族の帯同を認めず、長期間働くことを許さないのがその中

身でした。 

その 4か月後の 6月 15日には「骨太の方針」が出されました。「女性と老人に働いて

もらう、足らずの分は外国人で賄おう」という内容です。法案によれば今後 5 年間で

34 万人の外国人を受け入れると言うのですが、日本社会の受け入れ体制はどうするの

か、中身の議論が殆どないまま法案だけがズルズル進んでいくのです。その間に「そも

そも今ある技能実習生の実態はどうなのか」ということに社会の関心が向けられるよ

うになりました。技能実習生制度は現代の奴隷だと国際社会で非難されており、日本

政府はたびたび是正勧告を受けるが、殆ど無反応だということなどが報道を通して明

るみにされてゆきました。また野党が 170 人の技能実習生の調査をし、人権侵害の実

態を明らかにしたことでもっと議論を深めるべきだとの声が与党からも出始めたので

すが、あれよという間に結局 12月に閣議決定で特定技能制度導入が決められてしまい

ました。 

ところで、日本に在住する全ての外国人には在留資格が必要です。例えば、日本人と結婚

すれば「日本人の配偶者等」の在留資格が与えられ、離婚すれば在留資格は失効し、日本に

はおれなくなるというふうに、全ての外国人はその人に与えられた身分・資格で本邦に在

留が認められています。例えば、宗教ビザで在留するアベイヤ司教が牛丼屋でバイトした

ら資格外の仕事をした（不法就労）となるのです。 

日本における外国人労働者の在留資格別内訳は資料の通りです。 

① 就労目的で在留が認められる者    約 23.8万人 

② 身分に基づき在留する者       約 45.9万人 

③ 技能実習              約 25.8万人 

④ 特定活動              約 2.6万人 

❸
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⑤ 資格外活動（留学生のアルバイト等） 約 29.7万人 

この中で最も多いのが②の「身分に基づき在留する者」で、永住者や定住者、日本人の配偶

者等の資格の人たちです。この人たちは活動に制限なくどんな仕事にも就くことができま

す。その次に多いのが留学生のアルバイトに代表される⑤の資格外活動です。仕事をする

外国人の中で最も多い②の人々は当然ながら日本人と同様に生活者としての生きる権利の

問題が出てきます。しかし残念なことに、政府は、日本人と同様の生活を保障するための

多文化多民族共生政策に対する予算は殆ど立てておらず、地方丸投げ状態がずっと続いて

います。 

 

特定技能の内容 

さて、2019年 4月から運用の始まった新たな特定技能と

いう在留資格の中身ですが、特定技能には 1号 2号と種

類があります。1号は上限 5年で、仕事は 14業種の特定

産業分野にて受け入れられることになっています。1 号

の人たちには家族帯同が認められません。認められるの

は熟練技能の 2号です。1号から 2号に移行することが

できますが、移行するには 5年以上かかります。移住者

にとって異国での生活は精神的に大変きつく、家族が傍

にいるから頑張れるのが人情ではないでしょうか。日本

で活躍するプロスポーツ選手たちが試合後に妻子を抱

き上げるシーンをよく見かけます。外国人が日本で働く

のに家族帯同はむしろ推進されるべきでしょう。家族帯

同の何が悪いのでしょうか。家族が来て日本に居ついて

もらっては困るのでしょうか。 

話は変わりますが、これら特定産業 14業種のうち、建設・造船・船舶工業だけは技術が認

められたら 5 年を待たず早々に 2 号扱いに移行できるそうです。東京オリンピック・パラ

リンピックを見据えた施策と言われます。また現在の奴隷制度と酷評される技能実習制度

は廃止されずそのまま残してしまいました。 

 

多文化多民族社会に向けた対応 

政府は、多文化多民族共生の施策として「多文化共生総合ワンストップ相談センターを全

国に 100 か所つくる」と言います。その中身としては、①日本語教育の充実、②行政サー

ビスの多言語化、③医療支援、④防災支援、⑤留学生の支援、⑥外国人生徒児童の教育の充

実、を挙げます。しかしそれを根拠づける法整備がないので、してもしなくてもわかりま

せん。政府は、留学生への教育費として 32億円、外国人生徒児童の教育に 5億円の予算を

立てました。そうして現在いる外国人にも生活上のボトムアップをしましょう、と謳いま

すが、一方で出入国管理には 42億円の予算が投じられました。管理と排除と取り締まりへ

❹

の取り組みの大きさが予算額を比較してみても読み取れます。ところで、過去を振り返り

ますと、実は 2006年にも「地域における多文化共生センター」を立ち上げたことがありま

した。しかしその時も取り組みは地方丸投げでした。今回のワンストップセンターも当時

と同じ地方丸投げです。 

 

新たな法制度の問題点 

何が問題かというと、日本には「移民局」がないことに尽きると思います。移民局がないの

で、海外ルーツの人々への政策がなく、いつも場当たり的で不透明、多文化共生について

はやらなくても罰せられずうやむやになってしまうのでしょう。日本では、外国人に対し

てはいつも「いてはいけない理由ばかりを探す」と言われます。移民局がないので、他国と

移民政策についての議論もできません。何より、移住者に対して、人権を保障する法律が

作れません。外国人労働者に対して、「労働力としていてもいいけど景気が悪くなったら帰

ってね」「妊娠したら、ケガしたら帰ってね」というのが戦前から続く日本の変わらない体

質です。 

日本カトリック教会は司教団が「日本は今まで搾取されやすい形でしか外国人を受け入れ

ていなった。今度こそ人として受け入れてください」と政府に声明を出しています。 

今後、日本の社会は急激に変わるでしょう。既にカトリック教会では若い外国人信徒の層

が厚くなっており、過疎化の進む地域の教会にも多くの若者が出入りするようになりまし

た。例えばベトナム人のカトリック人口は 1割といいますから、日本にベトナム人が 10万

人いれば 1 万人はカトリック信者という計算になるわけです。私は日本の教会の未来は明

るいと感じます。 

 

社会の谷間に置かれた難民移住者たち 

シナピスで関わる難民移住者は行政支援の網から抜け落ちてしまう人たちです。その特徴

的な例をあげます。 

 

１）在留資格のない人たち 

一般には不法滞在者と呼ばれ、犯罪者のようなイメージがありますが、実際はただ在

留資格を求める人たちに過ぎません。日本への在留を求める理由は、日本人の妻や夫、

子どもを持つ人や、日本に定住または永住する家族を持つ人など、日本に縁のある人

たちです。その他、日本で生まれ育ち高校や大学に通うこどもたち、10 年以上日本に

住み、地域社会に馴染み定着性の認められる家族などもたくさんいます。 

80年代に来日して働いた人たちが、そのまま 30年以上超過滞在し高齢者となった今、

本国で生きるすべがないケースもあり、私たちは時に裁判で闘いながら在留特別許可

を求める支援をします。 

その他、在留カード制度を知らず、カード更新手続きに行かなかった寝たきりの高齢

者が、登録を抹消されてしまい国外退去の対象になった事例もあります。一般に「不法
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滞在者」と私たちが呼ぶ人たちの内情はこのようなものであることを知ってほしいで

す。 

 

２）難民 

先進 7 か国の中で日本は難民を受け入れないことで有名です。難民受け入れについて

語ると、日本ではすぐに「テロリストが混じる」とか「偽装難民が含まれる」と言われ

ます。シナピスでは 2000年頃から難民支援に関わってきました。近年増加しているの

はイランやシリアなど中東諸国と、コンゴ民主共和国やナイジェリアといったアフリ

カ諸国出身者です。私たちは専門家ではありませんから、いつも手探りで支援活動を

繰り広げますが、カトリックネットワークを利用するメリットがあります。カトリッ

ク教会は宣教師が多いため、言葉の壁をカバーできることがよくあります。また、教会

や修道会などの施設を提供してもらい臨時宿泊場所を見つけることも比較的容易です。

難民支援で大切なのは私たちがその人を真正な難民か否かを問わないことです。私た

ちが難民ではないと判断して送還されて、本当に殺されてしまったら取り返しがつか

ないですから、そこは行政府や司法の判断に任せてシナピスは成功率の低い難民支援

をひたすら続けています。 

 

３）人身取引被害者 

2015年 2月に岐阜で大規模な人身取引の摘発事件がありました。合法的に入国させた

日系フィリピン人を軟禁しフィリピンパブで働かせていた事件で、被害者は 80名とも

言われました。シナピスでは 2014年末頃から自力で逃亡した被害者を保護し大阪での

自立支援を行いましたが、首謀者が逮捕された後は警察などの行政機関と協力しあっ

て、男性や LGBTの人を含む 10人以上の被害者を保護しました。 

 

４）無国籍者 

国籍のない人というのは、世界中のどこの国からも法的に保護をされない状態にある

人で、日本では予防接種すら受けられない場合があります。紛争地の難民キャンプで

もユニセフがこどもたちに予防接種を授けますが、その時に国籍があるかないかで予

防接種に線引きをしたりするのでしょうか。大阪で扱った無国籍ケースは、母親がこ

どもを出産したときに何らかの事情があって戸籍や国籍などの出生届けが未登録にな

っていたのでした。無国籍を放置すればその人は生涯世界の法的保護から除外される

人権侵害を受け続けてしまうので、私たちは無国籍者に出会えばすぐに支援を開始し

ます。ただ在留許可や国籍を得るのは困難な場合が多く、支援は数年から 10年以上か

かる場合が多いです。 

 

５）前科があって身寄りのない人 

1 年以上の実刑判決を受けて服役した外国人は入管法上、強制送還の対象になります。
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私も犯罪をはたらいた人は入管法に則って送還されるべきだと考えます。しかしその

中に送還不能な人がいたらどうでしょうか。実は、かつてボートピープルと呼ばれた

インドシナ難民のうち元ベトナム難民がこれに当てはまるのです。ベトナム戦争時代

に祖国を逃れて難民となった人は、ベトナム政府から棄民として登録を抹消されるた

め、事実上送還先がなくなります。送還不能に陥った服役経験のある元定住ベトナム

難民は日本で生きるしか道がありません。身寄りがなく送還先もない人を、市民とし

てもう一度日本社会で生きていけるよう手助けする必要があります。この人たちが更

生されるよう支援することは、広い目で見れば再犯を防ぐ手立てになるかもしれませ

ん。どんな過去があっても、新しく生きなおそうとする人を仲間として迎え入れ、日本

にしか居場所のない人、身寄りのない人を最後に迎え入れるのは宗教者なのかもしれ

ません。 

 

あなたたちは見届ける人たち 

「あなたたちは見届ける人たち」と私に言ったのは前科十犯の人でした。 

私はかれこれ四半世紀も難民移住者に関わる仕事をしていますが、振り返れば、その多く

は、在留資格をはく奪されたり、入管に収容されたり、強制送還されたりと、負け戦ばかり

でした。私は身元保証人として、支援者として、最後までそばにつくことが多いですので、

私の目の前で手錠をかけられて連行されていく人や、幼い子供たちから引き離される親、

或いは空港で難民の今生の別れに立ち会うことなどを数知れず経験しました。それだけで

はなく、難民や移住者の死に遭ったり、亡くなった後の遺骨を本国に届けることもありま

した。そのたびに無力感に苛まれ、ひどく落ち込みます。 

そんな私に、その前科十犯で天涯孤独の人が「あなたたちは見届ける人たちだ」と言った

のです。そう、私たちは支援団体ではなくて信仰者の集まりなんだ、と改めて自覚させら

れた瞬間でした。 

また、成功経験が圧倒的に少ないこの活動で、私が四半世紀も何とか元気を出し続けてい

られるのは、ある難民が別れの空港で語ってくれた言葉に支えられているのです。その難

民はこう言いました。「日本で散々な目に遭ったけど、でもあなたに出会えてよかった。」

その時、私は大きな慰めと再び立ち上がる活力を与えられた気持ちがしました。 

シナピスがもし人道支援団体なら、負け戦ばかりでとても続けられたものではなかったで

しょう。しかしシナピスは当事者と支援者を結び、行動する人びとを結ぶネットワーク組

織であり、人と人との関係性を最も大切にするキリスト者の集まりなんですね。そこには

勝ち負けはないし、成功不成功も問われません。だから肩肘張らずに今日も明日も細々と、

しかし前を向いて漸進できるのだと思っています。 
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死刑廃止に向けた学習会報告 

岩橋 龍男 

  

5月 18日（土）午後 2時より、京都教区正義と平和協議会主催、東京正義と平和委

員会協賛、で桃山教会に於いて、死刑廃止問題の学習会を開催した。講師はイエズス会

社会司牧センターの柳川朋毅さん。DVDによる映像と図表などにより理解しやすく説明

された。 

 

 世界では死刑廃止国と死刑執行停止国を合わせると 141

ヵ国。一方、死刑存置国は 57 ヵ国、この中には日本、中

国、中東アジア、サウジアラビア、アメリカの一部の州と

アフリカの一部の国が含まれる。 

 

 日本は、死刑廃止に向けた勧告を国連人権理事会より受
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第１２回 平和のための戦争と平和写真展 2019 報告 

 

報告 北村 由紀子 
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毎年、沖縄・フクシマの今を中心にし、出征兵士や疎開の写真を展示してきました。 

今年は４．３事件から６０年たった韓国の済州島の歴史を学ぶための写真が加わりま
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所の人々の思いは、一見祝福のようで、心中の複雑な感情が伝わってきてとても意味

深いものを感じさせられます。 

 

様々な一瞬の写真、皆様の思いをアンケートから記しました。 

 

沖縄  

・ニュースよりもリアルに人の感情が伝わる。（２０代） 

・修道会からも基地反対運動を知り、美しい沖縄が壊れていくことに心が痛む。 

・沖縄の戦争は続いている、県民の意思を無視しているのが悲しい。（７０代） 

・２０１９年度の辺野古の写真は鮮明で美しく迫力があった、驚いた。（７０代） 

 

フクシマ  

・日本人は福島の出来事を風化しない様に応援を続けて行こう。（３０代） 

・便利さのリスク、目先の利益を進める政策は国民のためだろうか。（７０代） 

・映像で災害の上に原発事故に出会った農家の方のすごい証言に心から、揺さぶ 

られた。（７０代） 

・美しいフクシマの写真に胸打たれた。（４０代） 
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済州島 

・済州・韓国の表情や今問題がおきている時、意識させられ嬉しかった。（７０代） 

・「木のハンコ」など、絵本で歴史を学び親しさが伝わった。（４０代） 

・沖縄と重なる点が多く展示が良かった。（４０代） 

・展示は大変だったと思いますが人々との交流が永遠に続いてほしい。（５０代） 

 

 

基地予定地でのミサ            基地造成工事前での座り込む司祭 

 

 

出征  

・峠三吉「にんげんをかえせ」初めて手にする事が出来た。 

・陶器の兵器に驚いた。（４０代） 

・父方の祖父が戦死、心が痛む。（５０代） 

・正しい情報の大切さ、誤りは繰り返さないで、と強く望む。（７０代） 

 

平和のため戦争写真展での感想 

・どの展示も詳しく展示されているので理解できた。（７０代） 

・こういう写真展が行われているとは思いませんでした。バスの中から「戦争と平和

写真展」（の文字）がチラッと見えたので寄りました。沖縄・フクシマとも大多数

の国民の声を自分の痛みと感じていく社会となる政治指導権を願う。（70代） 

・写真展を拝見して改めて戦争が人々の生活を不幸にするかを実感した。（70代） 

・沖縄、済州島にも政治権力で生活を圧迫し、環境破壊、多数のエゴ、押しつけを強

行している、ある恐ろしさも感じます。正しい事実を知り、伝える事が大切と思

う。（60代） 

 

 

同じような内容もありました。これらの豊かな感想を次回の参考とさせていただきま

す、皆様のご協力有難うございました。  
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アイヌ民族のシサム(隣人)として生きた松浦武四郎 

 

 

報告 山村 暁子 

 

江戸幕府の終末に差し掛かった頃から明治政府の時代の間、松浦武四郎という人が

いました。活動期間は幕末から明治政府樹立までの間です。武四郎は、松前藩と明治政

府が北海道を支配下に組み込む時代にアイヌ民族に「シサム(隣人)」と呼ばれた数少

ない日本人でした。武四郎は旅行家・探検家・作家・出版社・学者等様々な活動をして

きましたが、とりわけよく知られているのは、「北海道の名付け親」です。武四郎が生

まれ育った三重県松阪市（前三雲町）にはその功績を偲んで開館した「松浦武四郎記念

館」があります。記念館でお話を伺いました。 

 

 

 松浦武四郎の出発点 

 松浦武四郎（1818～1888）の一生はほとんど旅にありました。武四郎は裕福な郷士の

家に生まれました。13歳から藩校で学び、16歳の時に旅に行きたい気持ちが高まって

家出をして江戸に行きますが、連れ戻されます。17 歳になってから親の許しを得て全

国の旅に出ました。それからは北海道と沖縄を除いてほとんど回りました。携帯した

手帳に泊まった場所のこと、食べたもののことなどを細かに記録してあります。また、

武四郎は日本の名百山にほとんど登っています。旅に目覚めた武四郎の原点は生家に

あります。家の前が伊勢神宮に続く伊勢街道で、全国からの旅人が通りました。旅人を

見て武四郎は大きくなります。旅を身近に感じ自らも旅を志すことになります。 

 

 北海道の探査 

 武四郎は 28歳で初めて北海道を探査します。41歳まで６度に及ぶ調査をしました。

太平洋側、日本海側、宗谷、オホーツク海側、知床、クナシリ、エトロフの北方四島、

サハリン、石狩の流域、塩狩の流域、旭川、美瑛、富良野、十勝連峰等を踏破しました。

他にも道東、日高地方の川を一つ一つ遡りました。たった一人で歩く歩幅で距離を測

り、方位を手帳に書き入れていきました。６回の調査を終えて１５１冊の探検の記録

を纏めるとともに９８００のアイヌ語の地名が示された地図を完成させました。武四

郎はアイヌ民族の人が呼び習わしてきた発音を聞き取って地図に記しました。そのた

め、地名は失われずに今に受け継がれています。さらに地図にはアイヌ民族の集落、海

岸の湾の説明書きがあり、さらに案内をしてくれたアイヌ民族の名前が２７７人記さ

れています。 

⓬

 武四郎が北海道を調査したきっかけに、

ロシアの南下政策があります。当時、ロシ

アは鯨の油を取るための捕鯨が行われて

いました。ロシアの捕鯨は北極に近い海で

行うので、冬になると流氷でできなくなり

ます。そのため、冬でも凍らない港である

不凍港を手に入れるために北海道、日本列

島を支配下に入れ、さらにアジアの地域に

支配を広げたがっていると言われていま

した。そのことを聞いて、武四郎はまずは

北海道を守るためにこの島を詳しく調べて多くの人に知らせたい思いで調査を始めま

した。その中でアイヌ民族と出会うことになります。 

 

 アイヌ民族とのつながり 

 武四郎が北海道に歩いていた頃、松前藩が北海道を支配し、藩の経営のために商人

に昆布やニシンなど水産資源を採って交易や流通の請負を許可していました。本州か

ら商人たちが次から次へと入り、海岸線ごとに漁業権益の場所にする代わりに藩に税

金を納めます。水産資源を取るには労働力が要ります。本州から出稼ぎの人を呼ぶこ

とはせず、アイヌ民族の人を強制的に労働させます。藩と商人の支配により、アイヌ民

族は自由な移動が禁止され、結婚も制限され、人口は急速に減っていきます。こうした

過酷な支配をした背景には、異なる文化は劣っているという優劣を付ける考えがあり

ました。同じ時期に武四郎はアイヌ民族の人とともに過ごす中で言葉を覚え、信頼関

係を築いて探検を行っていました。 

 武四郎は松前藩の支配を見て、アイヌの人と涙を流しながらこの政治は間違ってい

ると幕府に強く訴えていきます。当時は人権の概念が無く武士を頂点とする社会であ

り、武士に逆らうことは命を落とすことに繋がります。しかし、武四郎は松前藩から命

を狙われながらもアイヌ民族への正しい理解、生命、文化を守ることに力を尽くして

いきます。当時、松浦武四郎だけはアイヌ民族に寄り添って命を賭けてくれた、そのご

恩をアイヌ民族は忘れることはないと言われており、今でも武四郎の姿を語り継いで

います。 

 違うものを排除することが一般的だった社会において、なぜ武四郎はそうならなか

ったのか。それは武四郎が若い時から旅をしてきたからです。日本中を歩き、その地の

人との交流、方言、文化に触れてきたからアイヌの文化、違いを受け入れることができ

たのではないでしょうか。武四郎の銅像や碑は三重県にいくつも無いのですが、北海

道にはたくさんあります。伊能忠敬、間宮林蔵、最上徳内、近藤重蔵も北海道の調査を

しましたが、武四郎ほど碑は立っていません。武四郎は北海道に大きな足跡を残しま

した。 
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道にはたくさんあります。伊能忠敬、間宮林蔵、最上徳内、近藤重蔵も北海道の調査を

しましたが、武四郎ほど碑は立っていません。武四郎は北海道に大きな足跡を残しま

した。 
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 北海道の名前は、武四郎の提案を明治政府が採用して付けたものです。「カイ」はア

イヌ民族を示す古い言葉です。この北の大地は

どれだけ開拓が行われようとも古くからアイ

ヌ民族が住んでいた場所である、先住のアイヌ

民族を尊重することを忘れてはいけないとい

うことを武四郎は北海道の名前に込めました。

武四郎が北海道を名付けてから１５０年経ち、

ようやくアイヌ民族が先住民族であることを

認めた新法（2019 年 4 月 19 日成立）ができま

した。 

 

 武四郎の交友関係 

 武四郎が１万キロも北海道を歩いて調査した背景に、当時の政治情勢があります。

武四郎は、政治を「経世済民」、世を治め民を助けるべきものだと考えました。ロシア

が南下しようとする中で、アイヌ民族が暮らす大地を幕府は日本の領土だと主張しま

す。また、不安定な政情の中で「尊皇攘夷」の考えが出てきていました。武四郎はそう

した時代の影響も受け、文化や言葉が違ってもアイヌ民族は日本の領土に住む人で救

うのが当然と考え、幕末の時代の中で国を守るための情報収集をしていきました。 

武四郎は頼三樹三郎、吉田松陰、北添佶摩といった人と人間関係を作ります。また、

日米和親条約の交渉事務を行った黒川嘉兵衛と非常に親しく、条約の場面に同伴して

います。北添は坂本龍馬と行動を共にしていました。坂本龍馬は北海道を開墾すると

いう考えを持っていたため、北海道に行きますが函館あたりをうろうろして帰ってき

ます。そこで北添は武四郎と交流して地図や本を貰い、クーデターを起こすために京

都で密談を重ねました。三樹三郎、松陰は安政の大獄、北添は池田屋事件で亡くなりま

す。武四郎と交流のあった人は過激な人が多かったのですが、武四郎自身は 1888 年（明

治 21年）まで長生きします。バランスの取り方が非常に絶妙でした。 

 

 

晩年の生活 

晩年になっても武四郎は旅をしました。６８～６９歳までに三重県と奈良県の境に

そびえる大台ケ原に１人で登っています。７０歳で

は富士山にも一合目からたった１人で一日で登りき

ります。非常に鍛えられた足の持ち主でした。その一

方で世の無常を感じるようになります。どんなに広

い家、たくさんのものを持っていても死んでしまえ

ば持っていくことはできない、生活するには畳一枚

で十分だとして実際に畳一枚分の家を作ります。こ
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これまでの思い出を振り返る家として建てるので、日本中の知り合いに呼びかけて各

地の材木を届けてもらいました。興福寺、清水寺、四天王寺、大宰府、厳島等たくさん

の場所から木が届きます。このことからも武四郎のネットワークの広さを知ることが

できます。武四郎は７１歳で亡くなりますが、最後の一年間は畳一枚の家で寝起きを

しました。 

 

 私は松浦武四郎の書いた地図のポスターを持っています。知り合いのアイヌ民族の

人が地図をポスターサイズに印刷したものです。北海道に行った時に、お土産として

持たせてくれました。松浦武四郎の仕事がどう評価されているか窺い知ることのでき

るエピソードだと思います。 

 今回の現地研修では、歴史の光の部分を学びました。松浦武四郎が偏見を持たずに

アイヌ民族の人と共に過ごすことができたのは、実際に武四郎自身が色々な場所に赴

いて物事を知ろうとしたからだという記念館の方の説明は、私たちに知ること、判断

することはどうあるべきかを示しているのではないでしょうか。 

 

 その一方で松浦武四郎の北海道

探査の動機がナショナリズムと無

縁ではないことも考える必要があ

ります。北海道はもともとはその地

で生活している人がいるだけの島

でした。ロシアが南下をはかるな

ど、グローバル化が進む中で松前藩

もまた領土の主張をし、アイヌ民族

を異民族と見做しながらも藩の支

配下に組み込んでいきます。ただ

し、松浦武四郎はそうした 政情に     松浦武史郎生家前にて 

影響されていましたが、実際にアイヌ民族と共に過ごすことによって彼らの置かれて

いる状況に憤り、官職に抵抗しました。この点が際立っています。彼らの痛みを分かち

合い、行動を起こしたことによって松浦武四郎アイヌ民族の人に「隣人」と呼ばれてい

るのではないでしょうか。 

 

 松浦武四郎は、自分自身で物事を知ろうとすること、そして知ったことを行動に移

す重要さを今に伝えているように思います。このことは非常に厳しいことですが、私

たち１人１人が主体性を持ってしっかりと考えなければならないといえます。 
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２０２０年度 年間計画 
 

 

学 習 会    外国人と共に生きる社会（３月予定） 

  

現地学習会    舳の松人権歴史館 大阪府堺市 

         水平社博物館   奈良県御所市  

何れか検討中（１０月予定） 

 

京都市ﾌｲｰﾙﾄﾞﾜｰｸ ～人権の視点から京都の町を歩きます～ 

         講師：山田邦和さん 

 

写真展      第１３回平和のための戦争と平和写真展 

         ２０２０年８月１日～２日 

         河原町教会地下ヴィリオンホール 

         ～オキナワ・フクシマ・核～ 

 

 

詳細は決定次第京都教区ホームページに掲載いたします       

  

  

 

 

 

 

山田邦和さんによる京都市内の 

ﾌｲｰﾙﾄﾞﾜｰｸ 
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京都市フィールドワーク


