
March 5th, 2015 

2015年 3月 5日 

 

Dear Mr.Andrew Backhouse, 

親愛なる Andrew Backhouse様 

 

This is my very first email to you. 

あなたに初めてメールをお送りします。 

 

My name is Ryuuta Takagi, male, a councilor of Takatsuki City. 

私は高木隆太と言います。男性です。高槻市会議員をやっております。 

 

I read your articles on the issues of AET Ambassadors in Takatsuki. Then, I am 

writing this email to tell you and people in Toowoomba about the nature of these 

issues. 

あなたがお書きになった、高槻在住の AET 親善大使の問題についての記事を拝読致しま

した。そして、この問題の性質について、あなたと Toowoomba の皆さんにお知らせした

くこのメールを書いております。 

 

If you contact current and past AETs, you can collect numberless concrete information. 

現在と過去の AET達と接触なされば、無数の具体的な情報がもたらされると思います。 

 

What I want to say, above all, is that the terrible situation of the apartments AETs 

have been ordered to enter by both councils, Takatsuki and Toowoomba, is just one of 

the consequences of a more serious problem. What is the problem? It is the fact that 

both councils have never treated AETs strictly in compliance with the laws. Any local 

government should be a strong protector of the laws, isn’t it? And, if two cities could 

have had good communication with AETs, there would have never been such serious 

issues 

 

何にも増して私が申し上げたいのは、高槻及び Toowoomba 市によって AET 達が入居を

命じられてきた住居の悲惨な様子というのは、もっと重大な問題の結果の一つにすぎない

、ということです。その問題とは何でしょうか？ それは、この両市はこれまで、厳格に

法に沿って AET 達を処遇してこなかった、という事実です。いかなる地方自治体も、法

の強力な保護者であるべきなのではないでしょうか？そして、高槻市・Toowoomba 市が

AET としっかりとコミュニケーションをとることができていれば、このような問題にまで

発展しなかっただろうと思います。 

 

I will write several concrete examples. 

具体例をいくつか書きます。 

 

1. No AET had had an apartment rental contract. It is far out of common sense in 

Japan. For me, it was unbelievable when hearing this fact for the first time.  

AET は誰も、アパートの賃貸契約書を結んだことがありませんでした。日本ではおよそ考

えられないことです。私も、初めて聞いた時には信じられませんでした。 

 

2. All AETs have made employment contracts as the employees with Takatsuki City, 

the employer. Based on the contracts, they have got working visas categorized in 

Education-Instructor, entered Japan and registered as residents of Takatsuki. 

However, no legal rights as an employee, a worker, have been given to AETs by 



Takatsuki City. No paid leave, sick leave, health insurance, pension, workers’ 

accident compensation insurance and so on. Despite the formal legal status of AETs 

mentioned above, some of Takatsuki City officials have said, “They are not workers 

but paid volunteers,” “They are not workers but international exchange staffs.” 

Where is such legal status? In various cities in Japan, these legal rights of AETs 

are recognized and accepted by local governments. However, Takatsuki City is 

saying, “They are not workers so their rights cannot be allowed.” 

AET 達は「雇用者」である高槻市との間に「被雇用者」として雇用契約を結んできま

した。この契約に基づき、AET 達は「教育-インストラクター」としての就労ビザを得

て入国し、高槻に住民登録してきました。しかし AET 達には、被雇用者としての、つ

まり、労働者としての権利は高槻市から一切与えられてきませんでした。有給休暇も

、病気欠勤も、健康保険も、厚生年金も、労災保険も。高槻市以外の自治体で働く

AET はこれらの労働者の権利が認められているにも関わらず、高槻市は「彼等は労働

者ではないので認められない」と主張しています。 

 

3. As residents in Takatsuki, AETs have paid tax. As well as other countries, there is 

a tax adjustment system in Japan. Under this system, most of workers receive the 

refund every year. However, AETs have never been given enough nor proper 

explanation, instruction nor assistance. As a result, AETs have been left in the 

status of tax overpayment. 

高槻の住民として、AET 達は税金を払ってきました。他の国々と同じように、日本に

も税金を調整する制度があります。この制度によって、多くの労働者には毎年還付が

行われます。しかし、AET 達は十分なあるいは適切な説明、指導、援助を受けたこと

がありません。その結果、彼等は税の過払いの状態に置かれてきたのです。 

 

If necessary, I can tell more concrete facts. It was last June when I first met AETs. 

Since then, the more I have known the facts, the more I have been just surprised. 

必要であれば、もっと具体的事実をお知らせします。私が初めて AET のみなさんに会っ

たのは昨年の 6月でした。以来、事実を知るほどに、私は驚くばかりでした。 

 

I would like to let you know another thing. It is that Toowoomba AET Ambassadors 

have already been an indispensable part of elementary school life in the hearts and 

memories of children in Takatsuki. If you come to Takatsuki and ask any young people 

who were in any elementary school in Takatsuki about AETs, they will smile and say, 

“Yes, I remember. He/She was lovely.” You will easily know how much they have been 

loved by people, especially children in Takatsuki. Facing various problems, they have 

worked as AETs and Ambassadors very well. 

お伝えしたいことがもう一つあります。それは、Toowoomba AET Ambassadors はすで

に、高槻の子供達の心と思い出の中で、小学校生活の不可欠の一部になっている、という

ことです。あなたが高槻に来られて、高槻の小学校に通っていた若い人達に AET のこと

を質問すると、彼等は微笑んで「ええ、覚えています。先生は素敵な人でした」と言うで

しょう。AET 達がいかに高槻の人々にとりわけ子供達に愛されてきたかすぐにお分かりに

なると思います。いろいろな問題に直面しながらも、彼等は英語指導助手として、そして

親善大使として素晴らしい仕事をしてきたのです。 

 

On October 15, 2014, I wrote a letter to Mr.Brian Pidgeeon, CEO of TRC, Mr.Paul 

Antonio, Mayor of Toowoomba and all Councilors to tell these problems and to ask for 

their assistance to AETs. Unfortunately, what I received was just courteous but vague 

response. Attached is the response from Mr.Brian Pidgeon. If meaningful, you can 

quote any part of it. 



2014 年 10 月 15 日、私は TRC の CEO である Brian Pidgeon 氏、Toowoomba 市長であ

る Paul Antonio氏、そして Toowoombaの全市会議員に手紙を書き、こうした諸問題を伝

え、AET 達への支援をお願いしました。しかし残念なことに、返ってきたのは丁寧ですが

内容が不明瞭な返信だけでした。Brian Pidgeon TRC CEO からの返信が添付してありま

す。お役に立てば、どの部分でも引用なさってください。 

 

Now, both councils are going to shut down the AET program itself. AETs are 

demanding the continuation of the program by improving the issues. In my view, it is 

very clear which is beneficial for people in both cities and the development of genuine 

friendship. 

現在、両市は AET プログラムそのものを終了させようとしています。AET 達は、諸問題

を解決してプログラムを継続することを要求しています。両市民にとって、そして両市の

真の友好関係の発展にとってどちらがいいかは極めて明白だと私には思えます。 

 

 

Sincerely yours, 

敬具 

 

 

Takatsuki City Councilor 

Ryuuta Takagi 

 

高槻市会議員 

高木隆太 

 


