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　ダリットと清掃労働者
　　　　　　　　　押田五郎（NPO法人インド子ども人権基金理事）

いています。私たち日本の清掃労働者
は、そこに私たちの原点を突きつけられ
ました。
◆日本だって、戦前や戦後しばらくの状
況はインドとあまり変わりません。大八
車やリヤカーを引いて家庭からごみを
集めていましたし、し尿を汲み取っては
肥桶をかついでいました。あからさまに
差別され、人間扱いされないこともしば
しばでした。長い闘いの中で少しずつ労
働条件を向上させ、身分の安定や安全対
策・安全用具を勝ち取ってきたのです。
◆今、日本社会は弱肉強食がまかり通

り、格差と差別が強められています。ま
た清掃労働や現業労働を軽視し、いか
に安上がりに行うかを競う行政施策が
まかり通っています。非正規労働者が
どんどん増やされ、委託の進行で行政
責任・企業責任の放棄が進んでいます。
◆新たな差別事件の背景には、こうし
た格差社会が清掃職場の中にも大きく
広がっており、不安や不満が噴き出し
ていることがあるのです。
◆インドのダリットの人々と連帯して
貧困と差別に立ち向かうことは、まさ
に私たち日本の労働者自身の闘いなの
だと実感する今日この頃です。
◆生産や消費のサイクルから置き捨て
られ差別されてきた廃棄物処理に光り
を当て、環境行政の重要な担い手とし
て清掃行政を認めさせる闘いはまだま
だ続きます。

◆昨年（2008 年）暮れに東京の葛飾・
足立清掃工場で連続して差別落書き事件
が起きました。ともに「ゴミ屋はえた非
人以下のムシケラ」とする部落差別を利
用した悪質な清掃職業差別の内容でし
た。
◆私たちが毎回のインド人権スタディツ
アーで出会ったインドの清掃労働者は、
カースト制度による身分差別の最底辺に
いるダリットの人々の中でも、最下層に
位置づけられていました。厳しい差別と
さげすみの眼の中で、手袋も安全用具も
なく街を掃き、ごみを集める姿が今も続

チェンナイ市の住宅地で働く清掃労働者
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イパンへ。そしてタンパク質源、玉

ねぎ、トマトのみじん切りが次々に

フライパンへ。そして仕上げは、塩

とチリペッパー、その量が半端じゃ

ない。ギョギョッと思わず後ずさり

をしてしまうほどだ。出来上がると、

食卓へ。キャロリンはニコニコしな

がら、カレーをお皿に盛ってくれる。

辛いものが苦手な私は、そんなこと

おくびにも出さず、皿を差し出す。

食べ始めると見ていたほど辛くなく、

食事が進んでしまうのが不思議だ。

今回の来日の時、娘夫婦も帰ってい

た。キャロリンが作る様子を見てい

て、辛くて食べられそうにないと言っ

ていたのだが、いざ食べ始めると、

おかわりを何度も繰り返し、キャロ

リンが帰ってからもキャロリン風カ

レーを作って食べているという。も

ちろん、キャロリンが置いていった

大量のチリペッパーを持ち帰った。

今回の来日では、チャパティとドウ

サイも作り、キャロリンが滞在中、

我が家は毎日、インド料理だった。

　私たちのインド子ども人権基金の里親制度やスタディツアー等のインド現地のパート
ナー団体であるダリット文化協力協会・代表のエリー・キャロリンさんが 2009 年 8 月 14
日〜 25 日来日し、滋賀、大阪、東京で集会や交流の場を持ちダリット児童への就学支援
やインド人権スタディツアーへの参加を訴えました。特に、滋賀では谷本一広さん、大阪
では部落解放同盟の浅香支部、浪速支部の方々にお世話になりました。

エリー・キャロリンさん来日報告

滋賀、大阪、東京でダリット児童への就学支援を訴える

　私たちがスタディツアーでインド

を訪れ、子ども達の就学援助を行う

ことになってから、キャロリンが３

度日本を訪れた。来日の度に、いつ

の間にか、我が家がキャロリンの定

宿に。英語も話せないし、どうした

ものかと悩んだ一回目の来日とは違

い、だんだん慣れてきて、と言っても、

私はほとんど日本語で、英語は単語

を連発し、それをキャロリンが理解

するという始末。つれあいは通勤途

中での英会話の勉強の成果を確かめ

るごとく、英語で話しかけ、「はせが

わさん、イングリッシュ、ベリーグッ

ド。」と言わしめた。キャロリンのお

  キャロリンさん滞在記　　　  

   長谷川恵子（インド子ども人権基金理事）

母さんと私は奇遇にも同年齢で、キャ

ロリンにとってはお母さんらしい。

　食事が一番の問題で、どうやら日

本食があまり好みではない様子。台

所で食事の支度をしていると、とん

できて、インドから持ってきた、魔

法の粉を料理にドバドバ放り込む。

ハンバーグにも、もちろんカレーに

も。魔法の粉、それはチリペッパー。

キャロリンが夕飯時に家にいる時は、

自分で台所に立ち、食事の用意をし

た。もちろんカレーを作るためだ。

その時私は助手をやらされる。とい

うよりも、玉ねぎのみじん切りやト

マトを切っているのを見ると、手を

切りそうで見てられないのだ。で、

材料を切り刻むのを引き受けた。材

料は、にんにく、しょうが、たまねぎ、

トマト、チリペッパーが基本で、タ

ンパク質は、鶏だったり、ビーフだっ

たり。「けいこさーん、ガーリック、

ジンジャー。」指で小さくとジェス

チャーをし、手で切る動作をし、み

じん切りを指示する。切れたらフラ

大阪・人権博物館を視察

滋賀・キリスト者の会合で訴え東京・インド人権文化フェスタで講演

　滋賀県で受け入れてくださった谷本一
広さんからはメールをいただきました。

「キャロリンさんは、滋賀県で解放運動
をしている仲間にダリット解放運動の取
り組みを語られた。ダリット女性や子ど
もの実状を詳細に話し、連帯を訴えられ
た。具体的には、支援することの大切さ、
支援によってダリットの解放ができるこ
とをつぶさに話をされた。キャロリンさ
んを迎えた私たちは、連帯の大切さを学
んだ。…非常にハードスケジュールでし
たが、キャロリンさんは意欲的に話し合
いや現場研修に出かけられました。」



　インドでは、100 万人のダリットがトイレの
し尿清掃と動物の死骸の取り片付けをしていま
す。キャロリンさんたちは、今も素手でし尿の
清掃をさせられていることを問題視し、今年５
月の下院選挙で国会議員となった彼らのダリッ
トの代表は国会で、「し尿清掃を素手ではなく、
機械を導入すること」を訴えました。
　ダリット女性は複合的な差別を受けています。
ダリット人口は 2 億人です。その 49・96％が
女性で、これはインド女性人口の 16・３％です。
社会的階級と身分制度が長い間存在したために、
ダリット女性は複合差別を強いられてきました。
ダリット女性は、不可触民制が強いる「不浄な」
職業と暴力（性暴力も含む）を毎日経験してい
ます。　また、南インドのヒンズー教寺院では、
何千人ものダリットの少女が成熟期に達する前
にデバダシ（「神の女性奉仕者」の意）という神
殿の踊り子として、上位カーストのメンバーに
対して売春を強要されています。この少女たち
は結婚することもできず、最終的には都市の売
春宿への競売にかけられ、売買されています。
　また、ダウリという結婚時の女性から男性へ
の持参金制度があるために、女子の出生を喜べ
ない傾向にあります。そのために女子えい児の
殺害事件も起きています。州政府は数年前どう
せ遺棄されたり、殺されるならば、政府が育て
ようと赤ちゃんポストを設けたほどです。そう
した中で、持参金目的の詐欺事件もあります。
また、持参金が少ないために結婚後夫側の家族
からハラスメントを受けたり、女性が遺棄され
ることもあります。その上、寡婦再婚禁止の慣
習も強く、寡婦の強制的な殉死殺害事件まで起
きています。
　ダリットに教育はいらないという風潮も根強
く、特にダリット女性に教育はいらないとされ
ます。その中で、ダリットの子どもたちの 79・
88％は小中学校のうちに中途退学をし、62・
59％は非識字者で読み書きができないばかり
か、58・７％の子どもたちが児童労働となって
います。
　キャロリンさんは、自分もアメリカの里親制
度で就学援助を受け、弁護士となった経験から、
こうしたダリットの子どもたちの未来を切り開
くのは教育だと訴えます。キャロリンさんは今
回の訪問と交流を通して、ダリットの実態を「イ
ンド人権スタディツアー」などを通して、ぜひ
自身で確かめて欲しい、そして、「インド子ども
人権基金」の里親制度の里親となってダリット
の子どもたちの就学を支えて欲しいと日本の人
びとに携わる人びとに訴えています。
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　ダリットへの犯罪統計から
　　　　　〜ダリットへの犯罪の実態が明らかに〜

差別による暴行事件を訴えるイルラーの人々

　心臓リュウマチと闘う里子の支援を

　2009 年 5 月から「心臓リュウ
マチ」で療養生活を余儀なくされ

心臓リュウマ
チの里子に
援助を

　【緊急医療援助】

B. Vishali

ている里子 B・バイシャリちゃんが
い ま す。10 月 23 日 に 14 歳 に な
りました。月 1 回の医療費が 5000
ルピー（約 1 万円）で、貧困のた
めに医療費がままなりません。援
助いただける方は「インド子ども
人権基金」まで連絡をお願いしま
す。

　キャロリンさんは、2001 ～ 2005

年の公式のインド政府のダリットへ

の犯罪統計を用いて、ダリットへの

犯罪の実態を

　「毎日 27 人のダリットが残虐行為

にあっています。

　毎週 13 人のダリットが殺されてい

ます。

　毎週 5 件のダリットの家が焼かれ

ています。

　毎週 6 人のダリットが誘拐されて

います。

　毎日 3 人のダリット女性が強姦さ

れています。

　毎日 11 人のダリットが暴行を受け

ています。

　ダリットは毎 18 分ごとに犯罪にさ

らされています。」と述べました。し

かし、こうしたダリットへの犯罪行

為は、社会的に処罰されずに放置さ

れる傾向にあります。インド警察の

統計によれば、2005 年にダリット

に対する 23・９％の犯罪に対して警

察は未調査ままになっています。ダ

リットに対する 80・２％の犯罪は

法廷で未決となっています。これは

２００２年の統計結果が、18・７％、

77・69％であることから、ダリット

への犯罪が無処罰のまま放置される

傾向は増加いています。

　ダリットの多くは農村で暮らして

い ま す。79. ８ ％ が 農 村 で 暮 ら し、

11・78％が都市で暮らしています。

私の暮らすタミルナード州チェンナ

イ市（旧名マドラス）の都市スラム

の居住者 819,873 人のうち、32・８％

の 269,301 人 が SC で す。（SC と は

行政用語で「指定カースト」の意味で、

「不可触民カースト」を指します）。

（B・バイシャリ）

キャロリンさんが
里子への就学援助の訴え

　もしあなたがインドのダリットに生まれ

たなら、あなたの子どもの半数以上が栄養

不良に苦しみ、女性の 1 ／ 3 は貧血となり

ます。生まれた 100 人のダリットの子ども

は、５回目の誕生日を迎えるまでに 12 人

の子どもはすでに死んでいます。ダリット

の子どもの５人に 4 人は中途退学し、600

人に 1 人は大学院を卒業します。（女性

の場合は 1200 人に 1 人です。）その中で

2440 万人が債務奴隷にさせられています。

        もし、あなたが
インドのダリットに生まれたなら



  　 逸見さんのインド
　　　　　　西田久（インド子ども人権基金監事）

　逸見さんは、その幅広く奥深い活動
の中で、ずっと前からインドへ行きた
かったのだと思います。第一回のスタ
ディーツアーに参加し、そこで眼にし
たものは、事前の勉強会での厳しいイ
メージをはるかに上回る悲惨なもので
した。　　私たち清掃の仲間はイルラ
ーの女性がごみを集めて暮らしている
津波被災地のテント村に行き、そこで
キャロリンさんから、子どもたちに学
校と給食のための施設を建てる支援を
して欲しいと訴えられました。
　厳しい現実を目の前にして、私たち
の支援など何ほどになるのかと、私は
悲観的に考えましたが、逸見さんはと
ても前向きでした。日本へ戻ってから

「イルラーの子ども自立支援基金」へ
の募金を呼びかけました。逸見さんの
熱い思いは職場をはじめ多くの人に届
き 56 万円を超える募金が集まりまし
た。この取組みが元になって「インド
人権子ども基金」が設立されました。
逸見さんはこの基金の生みの親とも言
えます。
　もっとインドへ行きたかった逸見さ
んは、第三回スタディーツアーを前に
した２００７年７月癌を発病、その後

も活動に打ち込みましたが志半ばにし
て亡くなられました。逸見さんが大切
にしていたもの、遺してくれたものを
しっかりと受け止めて行きたいと思っ
ています。

　 逸見さんを悼む
　　　　　　　　エリー・キャロリン
　　　　　　　　（ダリット文化協力協会代表）

　私は逸見さんの訃報に接し、い
たたまれない気持ちになりまし
た。私が東京で逸見さんに会えな
かったことが悔やまれます。
　今、彼の魂は平安のうちにある
でしょう。私は彼とご家族のため
に祈ります。私は彼の私たちに対
する支援の姿勢を忘れる事ができ
ません。
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第 1 回インド人権スタディツアーでダリットの村を訪問（左から 3 人目が逸見さん）

◇「インド子ども人権基金」の活動を支えるため
に「年末一時金カンパ」を
　教育は息の長い取り組みです。しかし、実際
には子どもたちの成長は目を見張るほど早い
ことも事実です。インド子ども人権基金では、
インドのカースト制度の下で貧困と差別、厳し
い状況下にある子どもたちの就学のために里
親制度による就学援助をおこなっています。子
どもたちへの継続的な就学援助をしていくた

めには、基金の財政基盤と活動を充実させるこ
とが必要です。是非、年末一時金のカンパにご
協力いただけますようにお願いいたします。ご
協力いただいた方には、年２回発行のニュース
レター「ワナッカム」やインド人権スタディツ
アーなどの各種案内を送らせていただきます。
カンパは下記の郵便振替口座へ。

 Information

宛先：郵便振替
口座記号番号 00120-9-670138
 加入者名 インド子ども人権基金

里子の現地
コーディ
ネーターに

　【新スタッフ紹介】

E. マリー

 宛先：郵便振替
 口座記号番号 00120-9-670138
 加入者名 インド子ども人権基金

　インド子ども人権基金では 2010 年度
の里親を募集します。
　 一 人 の 里 親 が 月 々 3.000 円・ 年 間
36.000 円で一人の里子を就学支援する方
法、又は３人の里親で一人月々 1.000 円・
年間 12.000 円で一人の里子の就学支援を
する方法があります。インドのダリットの
子どもたちのすこやかな未来を切り拓く
ために、子どもたちの里親となって就学援
助に参加しませんか。顔と顔の見える身近
な国際市民交流を始めることで、私たちの
価値ある未来がひろがります。
　問い合わせは、「インド子ども
　人権基金」事務局へ　
　　　　　電話　03-3874-7332

 2010 年度の
里親を募集します

ダリットとの交流の礎に
逸見俊介理事を悼む

　人権基金では E. マリーさんを里子

の現地コーディネーター・スタッフ

として雇用することになりました。

彼女自身もダリットで、大学では商

学を学び、コンピュターにも精通し

ています。いま、里子のクリスマス

の会合を準備しています。いつもツ

アーに付き添ってくれる弁護士・ニッ

ティアさんの連れ合いでもあります。

　スタディツアーや人権基金の立ち上げから共に取り組みをして来た逸見俊介理事（59 歳）
が 2009 年 8 月 26 日に逝去されました。西田さんとキャロリンさんの追悼文を掲載します。


