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　藤原正寛理事長は石崎事務局長を伴い、６月27日（月）

から７月６日（水）までベトナム、オーストラリアを

外遊し政府の要路や国際機関関係者と意見交換などを

行った。財団が行っている福祉関係者招聘事業の将来

展望の、混迷する難民情勢についての示唆を得、今後

の財団の活動方針に反映することが目的だったが、外

務省はじめ関係者のご協力により充実した視察を行う

ことができた。

ベトナム

● ハノイ

　当財団は昭和 44 年、ベトナム戦争で発生した戦争孤

児への支援に起源がある。当時は冷戦下にあり南北ベト

ナム間で激しい戦いが行われていたが、昭和 50 年の終

戦から 40 年が経過しベトナムは市場経済に移行し繁栄

への道を歩んでいる。また、わが国とも友好関係を深め、

ASEAN 諸国の中で重要な地位を占めるようになったと

いわれている。

　財団の招聘事業にも平成 15 年からベトナムは労働・

傷病兵・社会問題省の幹部はじめ福祉団体で主要な役割

を務める人材が参加するようになった。こうしたベトナ

ム側の協力に対して謝意を表するため藤原正寛理事長は

６月 28 日（火）同省を訪問した。

　同省では、ダオ・ホン・ラン副大臣が藤原理事長を温

かく迎えてくれた。その後、レ・キム・ドアン局長ら同

省幹部らと意見交換。当財団の研修事業に参加した職員

を交えて率直な話し合いが行われた。ベトナム側からは

参加者どうしの意見交換や福祉に関する研究施設、現場

をもっとプログラムに取り入れたらよいのではないか、

等の提案が聞かれた。

　施設見学で訪問したティエン・ドウック高齢者介護

センターのグエン・チュアン・ゴック所長は「ベトナ

ムの高齢者施設としては日本の福祉のやり方を学んで

実施している唯一の施設だ。設立前にいくつかの国を

回った結果、日本の高齢者施設のやり方に一番関心を

持ち、学んでこの施設の設立・運営に活かしている。

日越経済連携協定に基づく対象施設になっている」と

語り、藤原理事長の「資金はどこから得たのか」とい

う問いに対しては「設立の段階では私個人の資金と入

居費だった。入居するためには自己負担があるが段階

がある（＄250 ／月～＄700 ／月）。ベトナム人の平均
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収入でも可能だ。ベトナムには民間施設への公的補助

は一切ない。しかしベトナムには先進的考えを持つ人

が少なく、年寄りを施設に入れるのは親不孝だという

考えが根強い。ただ、５年前から当施設は満杯だ」と

のことであった。

　最後に訪れたトゥイアン障害児リハビリテーションセ

ンターでは京都府立養護学校から青年海外協力隊員とし

て派遣された青年が活躍していた。現地の人たちにとけ

込んでいて日本人に対し親しみを感じてくれているよう

であった。他にも夏期休暇を利用してヨーロッパ各地か

らも若者が短期ボランティアとして働いていたのが印象

的であった。こちらはティエン・ドウック高齢者介護セ

ンターとは異なり、全額政府出資であった。戦争体験の

影響からか、障害者福祉に関しては意識が高いように思

われた。

オーストラリア

● メルボルン

　６月 30 日（木）着。当財団難民事業本部企画調整課

長を歴任（平成 20 年～ 22 年）した羽田恵子メルボルン

総領事がホテルまで迎えてくれた。総領事館で昼食をと

もにしながらメルボルンの現状や歴史についてブリー

フィングを受ける。ヨーロッパからの移民はギリシャ、

東欧からの移民が増えており、この街はアテネの次にギ

リシャ人が大勢居住しているという話は耳新しく感じ

た。ビクトリア州議事堂を見学しブルース・アトキンソ

ン上院議長を表敬、大変な親日家で心強く感じる。オー

ストラリアの政治システムの概要について知識を得る。

● キャンベラ

　７月１日（金）着。政府機関の所在地そのほか国際

機関が集まっているのは周知のとおりであり、社会サー

ビス省、移民・国境警備省、UNHCR オーストラリア

事務所を訪問。オーストラリアは移民で成り立ってい

る国であり、現在著しいオーストラリアの成長を維持
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するためには今後も移民に頼らざるを得ない。そうした

事情と難民受入政策とはどのような整合性を持っている

のかが関心事であった。しかしちょうどオーストラリア

の総選挙が７月３日（日）に投票されるというタイミン

グであり、自由党・国民党の連合と労働党が競っている

状況であった。両勢力では移民・難民政策が非常に異なっ

ているためか、本問題に関し政府関係者の口が重かった

のはやや残念であった。

　UNHCR オーストラリア事務所では社会サービス省の

エバン・ルース多文化・定住・共同社会担当課長や同省

レオ・ケネディー定住支援係長を交え、トーマス・アル

ブレット駐豪代表らと意見交換。同代表は「人道移民

という幅広い政策の選択が重要だ。毎年政府が人道プ

ログラムを決めるが、立案前に担当大臣が関係団体や

UNHCR と聴聞会をおこなう」とし、同事務所では、「受

入の決まった難民には当初収入に関する世話もする。と

にかく焦点を当てているのは、新しく来た難民が早く社

会的・経済的活動が出来るよう促すことだ。予め地域を

選んで定住するところへ案内する。年金や失業手当など、

どの地域でどういう政策が受けられるかなどのお世話も

する。資格や技術の程度の問題など難民が定着するには

時間がかかる。他国からみると上手くいっていると評価

されていると自負しているが、まだまだ改善する必要が

ある」とのことであった。

　社会サービス省のエバン・ルース課長は「実際に難

民が来る際にはまず、文化紹介を行う。そして空港に

NGO が迎えに行き、住宅を提供し NGO が就労できる

ような訓練所を紹介する」ケネディー係長は「永住権を

与えるのでどこに住むかは基本的に自由だが、それぞれ

が馴染みのある文化背景が重要でそういう地域を紹介す

るし、家族のリンクがあればそういうところが望ましい」

と述べた。

　さらにルース課長は「オーストラリアは現在海外で

生まれた人が 1/2、1/4 が親の代に海外で生まれている。

今後もこの傾向が続くだろう。新たな文化・技術が入っ

てくることは喜ばしい。政治的決意がある限り、オー

ストラリアは強くなれる。日本は人口が減りつつある

が、そのことを発信しているのだろうか？　次官に誘

われジュネーブの会議に出席した。ドイツから来た人

に聞いたらドイツでは右翼は全く難民を入れたくない、

逆に左翼は 100％賛成。そのような極端な環境でドイツ

はあまりいい国ではない、といって帰る人がいるとの

ことだった。日本は管理がしっかりしているし海があ

る。ヨーロッパで今、起っていることはないのではな

いか」と述べた。

　藤原理事長からパシフィック・ソリューション（ボー

ト・ピープルの拒否問題）質問がでたが、アルブレット

代表は「UNHCR の目的は難民を保護し落ち着いて定住

出来るようお手伝いすることだ。オーストラリア政府や

藤原理事長がベトナム、オーストラリアを視察
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難民とよく話し合っているが長期拘留は問題だ。特に長

期拘留で与えられる心理的影響、小さな子供たちへの影

響が心配だ。ただオーストラリアは長い経験をもってい

るし、適当な政策を持っていると思う。総選挙が終われ

ば、新しい政権のもとで次の議論が行われるのではない

か。また、ニュージーランドに定住センターも作った。

是非見に行ってほしい」とのことであった。

　キャンベラでは草賀純男在オーストラリア大使ご夫妻

から公邸に招かれ、オーストラリアの選挙事情、経済問

題など幅広く教示いただき深く感謝している。

● シドニー

　７月２日（土）。上坊勝則自治体国際化協会シドニー事

務所長が空港まで出迎えいただく。奥野名誉会長の総務

省および郷里・奈良県の後輩にあたり親身にお世話いた

だいた。

　国レベルではなく地方団体レベルのお世話なら、という

ことであった。折しも３日（日）は総選挙投票日であり、

実際シティーホールで行われている投票風景や街頭での

選挙運動（オーストラリアでは当日まで運動可能）を見学

する。日本と違い随分のんびりしている印象を受けた。開

票方法はきわめて複雑な方法をとっており、開票結果が

確定するのは二週間後とのことであった。

　シドニーでは settlement services international(SSI) と

いう NGO の本部を訪問。バイオレット・ルーメリオティ

ス CEO らと意見交換した。同 CEO は「SSI は重要な役

割を担っている。重要なことは難民の能力をうまく利用

することだ。そのために言語や文化の理解を深めるプロ

グラムをたくさん持っている。シドニーにはそれぞれの移

民のコミュニティーがあり、そうした方面と緊密に連絡を

取り合うことで効果をあげている」とのことであった。

　その後 SSI が郊外のシリア人コミュニティ－で行って

いた事業所との採用面接の現場を視察、また定住が決

まったシリア難民の家庭を訪問した。日本の住宅事情に

比べると恵まれているとの印象をうけた、主人は「収入

の多くを家賃に持って行かれるので、生活は苦しい」と

のことであった。

　シドニーでも高岡正人総領事の格別の配慮にあずかっ

た。博識の同総領事から多くの新しい知識をいただいた。

シドニーのシティー
ホールでの投票風景

settlementservices 
international でバイ
オレット・ルーメリオ
ティス CEO らと意
見交換

シリア難民のための
就職相談会
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バーシティ・セン
ターを訪問

37

公益財団法人アジア福祉教育財団 事務局長
石崎 茂生

愛_40号_本編.indd   37 2017/03/17   13:34:58


	16-12-090　表１,3
	16-12-090　表４,2 - コピー
	16-12-090　本編（P1～64）_再入校
	16-12-090　表１,3
	16-12-090　表４,2 - コピー



