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はじめに 
 

笹川平和財団は、2008 年より「人口変動の新潮流への対処」をテーマとした研究プロジェ

クトを進めております。その最終目的の１つは、研究成果や議論をもとに日本における社会

統合政策について政策提言を行うことであり、その一環の重要な位置をしめる活動として、

今般「社会統合政策の課題と挑戦－新たな理念と役割をもとめて」国際シンポジウムを開催

いたしました。 

シンポジウムには、欧州から国際機関、自治体、労働組合の代表 4 名、アジアから 3 名の

研究者をお招きし、各地域における社会統合政策の現状と問題点をご紹介いただき、一方で、

私どもの研究成果を発表し、コメントやアドバイスをいただき、共通の課題について議論を

深めました。 

笹川平和財団は、人口構成の変化や人の国際間移動の問題を真剣に考える必要があると痛

感しております。その契機となったのは、極めてハイペースで進む日本の少子・高齢化の現

状や、それに対応する日本社会の対処の遅れであることはすぐにご理解いただけるものと存

じます。 

少子・高齢化という問題は日本特有の問題ではなく、アジアには、日本以上に深刻に問題

を受けとめ、すでに対応策に取り組んでいる地域があります。また、欧州では、これまでの

経験の上に、国家および地域の様々なレベルで、移民する側と受け入れる側双方の負担や苦

痛を軽減する社会統合政策が実施されております。日本における問題は、少子・高齢化の現

象が深刻になりつつあることはさることながら、その対策について、コンセンサスがないこ

とであると私は考えます。例えば、技術革新などで対処すれば移民の受け入れなど論外であ

るとか、ただちに 1000 万人規模の外国人受入れ体制をつくるべきであるとか両極端な意見が

存在する一方、その方向性を真摯に議論するということには未だコンセンサスがありません。 

2050 年には、南西アジアやアフリカでの人口増加の結果、世界人口は 100 億人を超え、一

方で日本の人口は 9000 万人を割込み、労働人口はさらに深刻な状況となると推測されており

ます。いずれの方向性を示すにしろ、外国人労働者または移民の問題を真剣に考えるという

のは否応のないことであると思われます。しかしながら、すでに多くの外国人が日本に暮ら

し、また、製造業や第１次産業でも相当数の外国人労働者を必要とし、社会生活でも、経済

活動でも外国人の受入れが進んでいるのにもかかわらず、受け入れ社会と移民双方の負担を

軽減しながらすすめる法律・制度を含む社会的インフラの整備の面で、日本には大きな立ち

遅れがあります。このような実情に照らしてみると、今般、社会統合政策のあり方が、アジ

アや欧州の専門家の参加を得て、討議されたことは、非常に有意義なことであります。 

さて、笹川平和財団は、このテーマにおいて、将来的に国際的な協力や連携を考えていき

たいと思っております。また、人口変動と移動の問題を今後も長期的にフォローし、可能で

あれば、東アジアにおける研究センター的な役割を、当財団が果たしていくことができれば

幸いと考えておりますので、皆様のご支援とご協力を引き続きお願い申し上げます。 

 

笹 川 平 和 財 団 

会長  羽生 次郎 
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１．日本における社会統合政策の可能性 
安里 和晃 （あさと わこう）  京都大学文学研究科 
 

人口構成が大きく変化する中で、日本はどのような道を歩もうとしているのか。移民

政策に照らし合わせるのであれば、これまでの経験から少なくともいくつかの点でコン

センサスがとれてきたように思われる。人の国際移動について日本は閉鎖的と言われて

いることから――といってもクォータのない日系人や研修技能実習生がいわゆる単純労

働に従事しているという点においては必ずしも閉鎖的ではないかもしれない――、おそ

らく諸外国に比べるとかなり議論は後退しているかもしれないが、以下のコンセンサス

は今後の日本の移民政策を考える上で重要であろう。 

第 1 は人口構成の変化と社会の再生産システムに関することであり、ある程度の経済

規模を維持することが、超高齢社会を支える基本的な条件ということである。現在日本

は総人口がすでに減少に転じ、基幹労働力となる生産年齢人口の減少しつつあり日本に

おける社会の再生産が持続的なものか懸念されている。社会保障人口問題研究所による

と、2006 年の労働力人口は 6,657 万人であったのに対し、2012 年には 6,426 万人、そし

て 2030 年には 5,584 万人と 2006 年と比較すると 1,000 万人減少する。女性や退職者を含

む潜在労働力 potential labor force の労働力参加が進む場合を想定しても、2030 年の労働

力人口推計は 6,180 万人であり、約 500 万人の不足が予測されている。また、この統計

をもとにして厚生労働省が推測した 2050 年の統計では 2050 年の労働力人口は 4,228 万

人であり、2006 年と比べると約 2,400 万人も労働力人口が減少する予測となっている(表

1)。 

 
 

こうした人口動態の変化に対し、今後の日本のあり方については主に 2 つの考え方が

見受けられる。1 つは日本の経済規模を維持するという考え方であり、もう１つは労働

力人口の減少による経済規模の縮小に合わせた小さな社会の仕組みを形成するといった
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シナリオである。 

ところが、日本の高齢化率は世界で最も高い 21%となっており、社会保障費用など再

分配のありかたは将来における老後の生き方を決定する大きな問題である。特に年金や

医療費、さらには介護保険の負担は重く若い世代にのしかかっており、さらなる高齢化

の進展はこの問題をさらに困難なものにすることは想像するに難くない。特に労働力と

なりにくい 80 歳以上が急増することを念頭に置くと、退職者の労働力参加が進んだとし

ても、社会保障費の負担を、逆三角形のいびつな人口構成で支えることは持続可能性に

疑問を投げかけるものである。例えば、現在 20 歳から 64 歳の現役世代約 3 人が 1 人の

高齢者を支えているのに対し、2050 年には 1.4 人で支えなければならないとも試算され

ている。 

さらには経済が右肩上がりの時代から徐々に増大していった国や地方の借金は一向に

減に気配はなく、現在国の借金だけで約 900 兆円を超える。これを納税者は将来にわた

って返済していかなければならない。労働力人口は減少するにもかかわらず、負担の問

題は始まったばかりなのである。したがって、小さな日本というビジョンを人口動態か

ら描くことはできるが、社会の再生産という観点からすると、経済規模の縮小は持続可

能な社会のシナリオとして有効なのであろうか。人口構成の急激な変化を幾分緩和する

には一定程度の経済規模を維持することであるといえる。 

移民政策にからむ第 2 のコンセンサスは、教育・雇用・福祉・住宅といった狭義の意

味での社会統合政策に関する基本的な支持である。2008 年に始まる経済金融危機以降、

主に製造業に従事する日系人の失業問題が取り上げられるようになった。特に外国人集

住地域では失業率が数十パーセントに及んでいるところもあることから、多くの定住外

国人が、教育や雇用の面で行政サービスから排除されている現状が明らかとなった。内

閣府は各省庁をコーディネートし、「定住外国人支援に関する当面の対策について」を

通じて、日本語教育や職業訓練や職業斡旋などに積極的に取り組むようになった。これ

まで「見えない定住化」とも指摘されてきたが、定住外国人にとって雇用の確保は生存

にかかわる問題であり、政府もそのための施策を調整し講じるようになったのである。 

このことが意味するのは、実質的な社会統合政策が展開され始めたということである。

従来、日本では多文化共生政策という言葉を用いてきており、自治体レベルや NPO レベ

ルにおいてニーズに合わせたサービスの供給が行われてきた。しかし移民政策とよべる

ような国家レベルでの法令の根拠は存在しない。昨今の動向は教育、雇用、住宅環境、

福祉などに重点を置いたまさに社会統合政策と一致している。こうした背景には日本社

会における雇用の非正規化、フレキシビリティ化の動きと連動しており、排除と包摂と

いう論理が一般的になりつつある中で、排除が生存を脅かすといった現実が認識された

ため、統合の重要性が受け止められやすい状況を作ってきたからだと考えられる。 

社会統合政策の成果や評価はまだ明確ではないが、日本国籍を持っていないからとい

って制度から排除されることが適切でないことが明らかにされた。例えば日系人の未就

学問題、フィリピン系の少年犯罪率の上昇の報道、失業率の上昇に伴う福祉予算の増大
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といったことは、制度に由来する社会的排除を通じた社会的コストの増大であると同時

に、社会的コストの増大を理由に移民の導入に慎重である政策が、制度的排除によって、

より大きな社会的コストを負担せざるを得ないことを示している。 

明らかになったもう 1 つは、定住外国人は日本国籍を保有していないからといって強

制的に国外に退去してもらうことはできないということである。帰国費用の支援の失敗

はこのことを教えてくれる。つまり、日本国籍を保有していないからといって、日本か

ら除外することは不可能なのである。 

そもそも統合という言葉は、同化のニュアンスがあるためほとんど使われてこなかっ

た。確かに日本語教育の普及は戦前の植民地支配を想起させる部分もあるであろう。し

かし昨今の日本における実質上の社会統合政策において、移動の自由と職業選択の自由

ともつ者に対して、日本語能力や社会人としての能力、さらには雇用可能性 employability

を高めるためスキルを身につけるという選択肢を与えることは、経済的な自立を果たす

手段を提供することであり、機会の平等の門を広く開けることである。支配の手段とし

ての同化を強要し、アイデンティティを操作しようとする試みとは大きく異なる。 

さて、第 1 の経済規模を維持するという点については、ある程度労働力人口を維持す

ることが鍵となる。そのためによく指摘されるのが女性や高齢者、あるいは外国人労働

者の活用である。女性の労働力活用については、日本の M 字型がたびたび指摘され、潜

在労働力としてまだまだ活用の余地があると考えられている。しかし、現実には労働力

としての期待の一方で、社会保障費用の節減が行われる中、家事・育児・介護役割とし

て課せられる女性への期待も強く、二重負担問題の解消の糸口はないのが現状である。

また、企業による各種サービスも大企業と中小企業では大きな格差があり、雇用のフレ

キシビリティが進展する中で二重負担を前提に「活用」を持ち出すのは現実的ではない。

また高齢者の活用については、日本の高齢者の就業率は、すでに世界で最も高い水準に

あり、他の先進諸国と比べると「活用」されているといってよい。したがって、「潜在

労働力」の活用に際してはそれを阻む制約要因について考える必要がある。例えば、現

鳩山政権の子ども手当は、所得問題なのか、サービスの欠如の問題なのか検証する必要

がある。 

女性の活用について、他のアジア諸国を例示すると、M 字型と異なり 20 代 30 代の労

働力率がはるかに高い香港、シンガポール、台湾では、女性の二重負担問題を事実上外

国人家事労働者が解決している。製造業などの職種と異なり、1980 年代から一貫して増

大を続けているのが、家事労働に従事する外国人労働者数である。特にシンガポールに

明示的であるが、高学歴女性の労働市場参入を意図して、外国人家事労働者の雇用が図

られた。これらの地域では高齢化率が 10%を超え、少子化とともに高齢化率の増加も早

い速度で進展していることから、家事労働者の雇用を通して、家族介護も担うようにな

っている。つまり、こうした外国人労働者政策は、家事労働者の雇用を通じて家事労働

を途上国女性に外部化することで、女性の雇用を促進し家族内福祉を維持するという、

経済政策と福祉政策の両面を兼ねている。 
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台湾や韓国では、家族を形成しない高齢者や障害者が国際結婚を通じてケアを確保し

ていることが明らかとなっている。日本でも 1970 年以降に急増した結婚移民が、「嫁」

として家族農業と家族介護を支えており、家事労働者と同様、生産と福祉の観点から大

きな役割を果たしている。福祉国家の限界が指摘される中で、アジア諸国では福祉にお

ける家族役割が強調され、制度設計も家族を前提としていることから、家族に組み込ま

れた外国人の役割は大きい。つまり、再生産労働の家族化 familialization の矛盾を外国人

が引き受けているといえるのである。家事労働者や結婚移民以外にも施設従事の介護労

働者においても外国人労働者の雇用が進展しており、こうしたことが「移民の女性化」

として指摘されるゆえんである。このように、人口構成の変化と経済規模の維持に同時

に対処するにあたって、結局のところ家事・育児・介護といった再生産労働の担い手問

題に行きつく。 

「移民の女性化」は、台湾や韓国において家族政策や少子化対策と絡めて、外国出身

配偶者やその子どもを対象として、社会統合政策を進展させる大きな原動力となってい

る。しかし、これらの国における社会統合政策は、教育、雇用等に力点が置かれている

という点において欧州のそれと共通しているが、考え方の背景は大きく異なる。欧州の

それは機会や結果の平等や参加という理念が前提とされているが、アジアのそれは「良

妻賢母の育成」といった伝統規範の維持という側面がみられる。 

さて簡単にまとめてみると、人口構成の変化に対処するためには経済規模を一定程度

に維持する必要がある。そのためにも労働力の確保は必要であるが、女性の活用には性

役割分業の見直しや雇用慣行の見直しも含め、再生産労働のジレンマを解決する必要が

ある。また、日系人や配偶者など永住権を持つ定住外国人が増加しており、こうした人々

を排除して社会政策を実施することはできない。つまり、言語・文化の違いや労働市場

への参加に関して不利な側面を持つ彼らに対しては、社会に統合するための政策の正当

性が存在するのである。 
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近年の日本の動向で興味深いのは経済界が社会統合政策や多文化共生政策に関心を持

っていることである。そのため、「多文化共生」と「新自由主義」の親和性が議論され

ている。グローバルな競争原理、自由貿易化、外国人労働者・移民の活用というコンテ

キストから生じる多文化共生はこの例であろう。日本経団連は自由貿易協定の締結に関

連し、関税の引き下げを通した輸出産業の振興と、外国人看護師・介護福祉士の受け入

れの重要性について強調しているが、これは日本経済の活性化と高齢社会の人材の担い

手の両立を狙ったものに他ならない。現在の連合を中心とした労働組合は多文化共生や

社会統合に消極的であり、今、経済界や小さな政府を支持する人々によって支持されて

いるというねじれ現象がみられる。したがって、多文化共生はグローバルな経済競争を

勝ち抜く手段として用いられるようになっている。 

おそらく重要なのは、移民政策に関する考え方の違いや思想のねじれではなく、人口

構成の変化に対応した持続可能な社会システムの再構築を、どのように多文化共生政策

や社会統合政策に反映するかである。ところが、日本政府は、過去において外国人労働

者の存在によって輸出産業を通じた経済成長が図られたにもかかわらず、将来の労働力

不足に関しては女性と高齢者を明示化するだけで、移民の位置づけは不透明である。移

民は明らかに日本のマイノリティの一部を構成している。移民は日本から排除すること

もできないし、日本社会の中で排除することもできないという、二重の意味で排除でき

ない存在、しかしますます増加している人々である。したがって、日本の社会の一員と

して社会統合政策に組み入れることは自然な流れであり、従来のとおり放置が続けば、

結局は社会的コストの増大を招くばかりとなるであろう。そのためにも教育・雇用・福

祉など機会・結果の平等を追求することや、参加を制度の中に組み込むことが求められ

るであろう。 

多文化共生、社会統合いずれも移民や移住労働者とホスト社会との関係を示した言葉

である。単純化するとアイデンティティの維持に重きを置く多文化共生、機会の平等や

経済的自立に重きを置く社会統合がよく用いられるが、ホスト社会とマイノリティの相

互作用に焦点を置いたインターカルチャの概念もある。欧州評議会は両者の関係の相互

作用に焦点をあてたインターカルチャの普及を行っている。これはダイバーシティ・マ

ネジメントの概念を応用したものとしても理解できる。そこには多様な人材が創造性を

高め成長の源泉となるという規範が含まれている。また、相互作用に焦点を当てること

で、従来の文化交流だけではなく、宗教の問題をどのように解決するか、対話を促進す

る仕組みをどのように構築するかといった「ソフト」に焦点が当てられている。 

多文化共生、社会統合、インターカルチャで表現されるように、ホスト社会とマイノ

リティとの関係のとり方は多様であり、各国で模索が続けられている。現在の日本の施

策は「当面」のとされることから、実際には移民政策とよべるものはまだ確立していな

い。日本では移民が社会コストを生み出す存在として考えられているが、それは制度の

あり方やマイノリティとの関係のあり方に大きく規定される。多くの先進国では政策上、

経済成長や雇用創出に寄与すると考えられているのも事実である。これまでの経験や他
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の国の動向から学ぶことで、すでに存在する移民や将来導入されるかもしれない移民や

移住労働者と日本社会が相互互恵的な関係を構築できるような制度設計をしなければな

らない。 
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２．インターカルチュラル・シティ――インターカルチュラルな統合のモデル

に向けて 
イレナ ギディコバ （Irena GUIDIKOVA） 欧州評議会 

 

欧州評議会（www.coe.int）は第二次世界大戦の爪痕も生々しい 1949 年に設立され壮大

な任務を託されることとなった。その任務とは「加盟国に共通する文化財産である理想

と基本理念を擁護、実現し、その社会および経済の発展を促進するために加盟国の結束

を強化すること」にほかならなかった。この最初の「統合の試み」は見事な成功を収め、

かつて分裂していった国々の間に信頼が回復された。そして戦後わずか 6 年の 1951 年 5

月 9 日に、統合の最も熱心な支持国――ベルギー、フランス、イタリア、ルクセンブル

グ、オランダ、ドイツ連邦共和国――が EC 条約の締結に至ることとなった。 

欧州評議会は国際的な組織であり（欧州における国連のようなもの）、現在 47 カ国が

加盟している一方、欧州連合には 27 カ国が加盟している。両者とも最終的に目指すとこ

ろは、永続的な平和と大陸規模での繁栄である。しかし欧州連合が追求する政治的・経

済的統合が目標への早道である反面リスクが大きいのに対し、欧州評議会は市民レベル

のゆるやかで段階的かつ有機的な結合の道――欧州の人々の心と精神に「ヨーロッパ」

という枠組みを築き上げる道――をたどっている。しかしなににもまして欧州評議会は

欧州における人権と基本的自由の番人であり、その役割を果たすべく人権保護の特別機

構である欧州人権裁判所を常設している。 

欧州評議会は多くの重要な分野で欧州統合の先駆者であり続けてきた。欧州文化アイ

デンティティという概念を着想、育成し、それを欧州文化条約として正式に承認した。

欧州文化条約は評議会設立のわずか数年後に発効していることからもそれがうかがえる。 

欧州評議会のあり方自体が、欧州の国家間に共通して見られる伝統や文化を欧州文化

アイデンティティとしてとらえる考え方に基づいている。欧州はさまざまな文化が存在

する大陸であり、その文化的多様性は他の大陸から流入する人々によって絶えずその彩

りを増している。欧州評議会は、多様性が欧州の強みであり、平和、繁栄、社会の結合

に有用であることを伝えるために力を注いでいる。また多文化社会においては、創造性

を刺激するとともにあらゆる市民に文化的生活を保証する公共政策の展開をサポートし

ている。そして持続可能な社会と人間発達の手段として文化的多様性をマネージする戦

略的な政策的枠組みへ活動しているのである。 

欧州評議会は 30 年以上もの間、異文化間対話の問題に取り組んできた。初期のアプロ

ーチでは「民間外交」と統一欧州建設の手段として、ユースワークや非公式の教育を通

じ相互の文化を学習することに焦点を置いていた。1980 年代にはすでに、紛争予防と調

和のための異文化間対話と、民主的市民権のための教育をコンセプトに掲げていた。ま

たこれに関連して過去数十年の間に、教育、ユースワーク、ソーシャルサービス、およ

び文化において多様性をマネージするための構想と具体策に大いに力を注いできた。 
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欧州評議会は常にその主要ミッションである人権と人間の尊厳の保護という見地から

政策課題にアプローチしており、政府が欧州評議会に関連した政治的選択を行う場合、

その決定は必ず人権審査に合格しなければならない。これはもちろん各政府や地方自治

体が、移住や統合に関する政策を定め実行する際も同じである。 

欧州評議会の全加盟国である 47 カ国で批准されている欧州人権条約のおかげで、欧州

に住む人は何人たりとも、その出身、性別、宗教、その他明記されている事由に関わら

ず人間の尊厳を認められる権利を有している。また同様に他者の尊厳も尊重されなけれ

ばならない。 

欧州人権裁判所は多文化社会における人権の判例、特に表現の自由に関連した判例を

数多く残してきた。例えばハンディサイド判決では、英国が公共道徳を理由に『チビっ

子猛語録（The Little Red Schoolbook』（日本語版編集 石渡利康・三谷茉沙夫 二見書

房 1972）を発売禁止することを承認したものの、「感情が害され、ショックや動揺が

与えられる」時であっても、表現の自由は重要であると強調した。一方で Berfin Publishing 

House のオーナー兼マネージャーである I.A.対トルコの判決では、ショッキングなだけで

なく「イスラム預言者に対する有害な中傷」であるとされた小説の発行元に対して罰金

を課している。 

欧州評議会には、移住者と外国人に特有の権利を保護する仕組みも備わっている。「外

国人の地域レベルにおける公共生活への参画に関する欧州条約」、「地域言語または少

数言語のための枠組条約」、「移民労働者の法的地位に関する条約」などがその良い例

だが、これだけにとどまらない。 

2008 年 5 月に 47 加盟国の外交大臣によって批准された「異文化間対話白書」1におい

て、異文化間対話は「相互理解と尊敬に基づく、異なる民族、文化、宗教、言語背景お

よび歴史・伝統を有する個人やグループによる互いを尊重した自由な意見交換」として

定義された。 

この白書により、もともと別の多様性マネジメントアプローチを足場としてきた異文

化間対話に新たなパラダイム（理論的枠組み）が与えられることとなった。同化という

アプローチにおいては、公平な公共権威に保証された世界市民権と権利の平等が基盤と

された。多文化主義というアプローチにおいては、文化的権利と各人が平等に権利を獲

得し差別されないことを保証する政策が土台とされるようになった。しかし異文化間対

話では、それぞれの文化コミュニティと国家という恩恵的なつながりの代わりに、文化

コミュニティ同士のつながりを育む必要性が強調されている。それぞれの文化アイデン

ティティの流動性と多元性を認識し、文化本質主義を退けている。 

欧州では、社会統合の過程における文化の重要性がますます真剣に受け止められてい

                                                        
 
 

 
1 www.coe.int/dialogue 参照。 
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る。欧州連合――27 カ国の欧州――という枠組みにおいては、統合は政治的な潮流であ

り、私が「ハードウェア」と呼んでいる分野――雇用、教育、住宅供給――に重点が置

かれている。ただ 1999 年のタンペレ協定からは、統合という概念のなかに受け入れ国と

新入コミュニティの相互適応という考え方が含まれるようになった。 

より大きな欧州――47 カ国の欧州――という枠組みにおいては、文化的適応という考

え方はさらに進んでいる。欧州評議会では「統合」という表現すら滅多に使われること

がなくなってしまった。統合という言葉のなかに文化的同化の匂いが残っているからと

思われる。そこで「インクルージョン（包摂）」という表現や、最近では「インターカ

ルチュラルな統合」という表現が好まれるようになった。 

インターカルチュラルな統合において、異文化間対話は欠かすことのできない要素で

あり、それによってコミュニティ統合に新たな視点が与えられたと言える。移住者側に

一方的に統合の重荷を強いる同化や、統合という観点がおろそかになりがちな多文化主

義に比べ、インターカルチュラリティは移住者側とホストコミュニティ側の双方の努力

と歩み寄りを前提としている。 

では、実際の政策におけるインターカルチュラリズムとは何を意味し、またインター

カルチュラルな社会を実現するためにガバナンスや公共サービスはどのように進化する

のであろうか？ 

欧州評議会は 2008 年に欧州委員会とともにインターカルチュラル・シティ・プログラ

ム――実在の都市において地域レベルでのインターカルチュラルな統合モデルを開発、

検証する研究計画――を立ち上げた際、これらの課題を取り上げた。インターカルチュ

ラル・シティは、多様性を脅威や単に許容すべきものと見なすのではなく、ダイナミズ

ム、創造、成長の源泉として高く評価し積極的に活用すべきだという考え方に基づいた

ものである。（www.coe.int/interculturalcities） 

インターカルチュラル・シティ・プログラムでは、参加都市が多様性を基盤にした未

来を築くためにその政策やガバナンスを見直すことを支援している。そのモデルと手段

はすでに検証済みであり、近いうちに欧州やそれ以外の地域の都市で使用可能となるで

あろう。プログラムにおいて最も重要な学習ツールであるインターカルチュラル・シテ

ィ・ネットワークは、すべての都市に広く開かれており、都市は多様性は避けることの

できない潮流であり、多様性を強みに変えるかどうかは都市のあり方にかかっていると

考えられる。 

  

インターカルチュラル・シティ：地域レベルにおける多様性(ダイバーシティ)マネジ

メントへの包括的アプローチ 

インターカルチュラル・シティには国籍、出身、言語または宗教・信念の異なる人々

が暮らしている。政治的指導者や大多数の市民は多様性を資源として肯定的に捉えてい

る。インターカルチュラル・シティは積極的に差別に立ち向かい、多様な市民の要求に
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応えるべくそのガバナンス、機関、サービスを改変する事を意図し、多様性と文化的衝

突に対処する戦略と手段を備え、さらに異なるグループが公共の場で調和・交流できる

ように支援している。 

多文化主義では万人の権利と差別撤廃が優先事項であったが、それは同時に差異の強

調や共通の価値観および目的の抑制につながり、結果として文化間、民族間における信

頼の阻害、低減を助長することになった。インターカルチュラルリズムは多文化主義の

長所を基盤としながらも、他者やコミュニティに対する個人および集団の見識に働きか

けるところまで展開を考えている。 

インターカルチュラル・シティのコンセプトは最初、英国に拠点を置く文化シンクタ

ンクである Comedia（コメディア）によって案出されたものである。その後欧州評議会

と欧州委員会が共同プログラムへと発展させ、諸都市とパートナーシップを結び、多様

なコミュニティの統合という新しい方向性を探究している。インターカルチュラル・シ

ティ・プログラムでは主に、相互に対等なレビューとアドバイス、適切な実践の普及、

インターカルチュラル戦略の開発支援、進捗状況と学習状況の指標化といった方法が実

施される。プログラムでは、実在の都市をモニターしそこに変化を起こすことで開発モ

デルを作りだすという大胆な手法がとられている。 

ではプログラムの実施によりどのようなことが発見され、インターカルチュラル・シ

ティのモデルの主要要素はどんなものなのであろうか。インターカルチュラル・シティ

にとって最初の重要な必要条件は、人権を守り差別と戦う強固なシステムである。イン

ターカルチュアリズムは人権、民主主義、法の支配という根本的な価値観を抜きに語る

ことはできないのである。 

2 番目の必要条件は有能な公共サービスと行政の存在である。ほかにも私たちが「統

合ソフトウェア」と呼ぶところの、多様性に対する信頼の普及がある。つまり、自らの

確信と世界観を揺るがしかねない交流に積極的に参加し他者を知ろうとする意思であり、

多様性によってもたらされる課題を脅威としてではなく好機として捉える姿勢を指すの

である。 

このようなコミュニティではインターカルチュラルな場面に予期せず遭遇すること

――1 度きりの異国情緒体験といったものではなく、学校、公園、遊び場、宗教的建造物、

市場、コンサートホール、病院、コミュニティーセンターなど公共生活のあらゆる場所

で遭遇すること――を受け入れる人々が求められる。こういった現実の有意義な出会い

は偶然からは生まれるのではなく、注意深く設計された構造と調和の取れた組織編成、

技術、意思、そして資源から生まれると考えている。 

インターカルチュラル・シティを実現するには、公共サービスに携わるすべての官僚

や専門家だけでなく、市民自ら都市が促進しているビジョンを認識し、それに参画する

ことによりビジョンをより豊かにしていくことが重要となる。例えばオスロ市は

OXLO――オスロ・エクストラ・ラージ――というスローガンのもと自らを開放的でイン

クルーシブ（包摂）な都市として宣言した。市議会を満場一致で通過した「オスロ――
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みんなの市」という宣言では以下のように述べられている。「オスロ市ではすべての市

民は平等に価値ある存在である。オスロ市民は市の未来であり、最も大切な資源でもあ

る。私たちは民族、文化、宗教、生まれ育った環境の異なる市民であり、全員が同じ基

本的権利と義務と責任を有している。（中略）オスロの自治体は公務員、指導者、そし

て提供するサービスに人口の多様性を反映することを目指している」 

 

•  インターカルチュラル・シティ建設には強力なリーダーシップが求められる。自

らの都市がインクルーシブ（包摂的であること）かつ多元的で多様性の上に成長

するコミュニティに生まれ変わる必要があること、そして生まれ変わる意思があ

ることを断言するには確信が必要となる。 

 

• リヨン市（フランス）、オスロ市（ノルウェー）で行われているように、都市全

域の行政や社会サービスにおいて、いかなる差別も起こらないよう監視し保証す

る複合的な機構を整備すること、そして明確な実行計画を考案することが必要で

ある。 

 

• ヌーシャテル市（スイス）のように地域市民の責任だけではなく、権利を概説し

た憲章が定められるべきである。市民の権利のなかには異なるライフスタイルを

選択する権利も含まなければならない。 

 

• 文化的衝突に対処する手助けをし、公共の場において人々が調和・交流すること

をサポートする仲介者を採用する必要がある。ビック市（スペイン）のように、

こういった仲介者を街中や地域に派遣し住民と面談することも可能であろうし、

レッジョ・エミリア市（イタリア）のようにインターカルチュラル・センターを

設けて学校やメディアと協力し、多様性の特徴やそれによる肯定的な体験を啓発

するのも効果的であろう。 

 

• メリトポリ市（ウクライナ）のように出身、伝統、言語、信仰の多様性を資源と

して活用し地域経済を発展させる新しい道を計画するべきであると考えられる。

メリトポリ市では継続的な市民の貢献とアイデアによりインターカルチュラル・

パークが建設されている。 

 

• インターカルチュラル・シティでは社会関係資本を再形成し、市民の多様性にサ

ービスを適合するため、ティルブルフ市（オランダ）やベルリン市ノイケルン区

（ドイツ）のように地域レベルのイニシアチブと自主管理構造を実現しなければ

ならない。 
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• 都市性に新たな方向性を与え、人々が文化的境界線を越えて知り合い交流できる

スペースを創るためのコミュニティサポートを提供することも重要な取り組みで

ある。アーティストの Karin Bruers（カリン ブルエス）はティルブルフ市に 1000

基の「アート」ベンチを設置することを提案した。これらのベンチは「ソーシャ

ル・ソファ」と呼ばれ、住民がそこに座ってお互いに話しかけることが奨励され

ている。ティルブルフ市では自治体が交流の場を創り出すアイデアを支援してお

り、住民は近隣にソーシャル・ソファの設置を要請することができる。 

 

• イジェフスク市（ロシア）や他のすべてのインターカルチュラル・シティ・プロ

グラム参加都市で行われているように、文化イベントやフェスティバルなど文化

混成の縮図ともいえる行事を支援している。 

 

• パトラ市（ギリシャ）のようにインターカルチュラルな教育コンセプトを考案し、

学校のカリキュラムや機能、地域に対する学校開放などに浸透させるのも 1 つの

方法であろう。 

 

• 戦争や民族浄化の痛みから新たに復興した多様な社会で共有できる夢を創造する

には、ルブリン市（ポーランド）のように、市民社会と強固な協力体制を築く必

要がある。 

 

• スボティツァ市（セルビア）のように、文化的弱者（ロマ族など）がイニチアチ

ブをとれるよう支援し、人々が民族的境界線を越えて活動できるようにする必要

がある。 

 

これらの実践は「インターカルチュラル・シティ」を形成するモザイクの一部にすぎ

ないが、そのどれもがインターカルチュラルな統合モデルに貢献している。インターカ

ルチュラルな統合モデルはここに引用された都市の参加があったことで明確化されたと

いえる。 

インターカルチュラル・シティを実現するには現行の政策とサービスをインターカル

チュラルな視点から見直すことが重要な課題となる。それは、多様なグループが理解し

アクセスできる政策やサービスにすること、すべての市民の声が政策の内容や条項に反

映される参加型の構造を作ること、社会文化的な調和または分離が政策やサービスに与

える影響を見直すことを意味する。例えばティルブルフ市は公共サービスの内容とパフ

ォーマンスを、市民が表明した希望・要望に照らしあわせて徹底的に見直した。その結

果、同市の公共サービスはより柔軟で利用者中心、結果志向でかつ根拠に基づいた効率

的なものとなり、レスポンスも早まったのである。 

Macolm Gladwell（マルコム グラッドウェル）はニューヨーク市の劇的な犯罪減少が、
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セキュリティ技術や警察への大規模な投資実現されたのではなく、ほんの小さなきっか

けによって達成されたことを示唆した。人々を不安にするような点を改善すること、例

えば壊れた窓を修繕したり落書きされた地下鉄の車両を再塗装したりすることにより、

社会の秩序が無秩序に勝っているというメッセージを発したのである。このメッセージ

から社会がさらに健全かつ安全な方向へと発展する好循環が生じた。 

インターカルチュラル・シティ・モデルは諸都市が差別、排斥、不信、憎しみ、暴力、

暴動といった悪循環に対抗し、好循環に変えることができるようデザインされている。

また文化的な架け橋となる人々や革新的役割を担う人々の特定や支援、インターカルチ

ュラル・ナビゲーター（英国評議会によって名付けられました）の研修を行うことで、

多様性を積極的に受け入れる時流を作り出せるようにしている。 

インターカルチュラル・シティでは、いわゆる「民族的衝突」の多くが、単に民族間

の問題ではなく社会問題、都市問題に起因していることが認識される。そこでそのよう

な衝突を教育の機会として捉え、アイデンティティ、価値観、コミュニティのビジョン、

コミュニティの多様性マネジメント能力に関する議論を促進するものとして積極的に活

用するのである。また多様性をうまく機能させるため、新しいガバナンスモデル、政策

の再編成、公共スペースの再構築に挑戦し、その場しのぎの解決策は求めていない。単

一文化的な社会を強制するのではなく、多様なコミュニティに適合し役立つことこそが

インターカルチュラル・シティのミッションであると、市民、行政、各種サービスの専

門家がそろって納得できるよう困難な課題に向き合っているのである。 

インターカルチュラル・シティ・プログラムは――2011 年からはより大きなネットワ

ークで――専門家の視察とレビューをはじめとする体系的な学習プロセスを提供するこ

とにより、諸都市がインターカルチュラル戦略を開発することになっている。各都市は

インターカルチュラル・シティ指標を使って改革の進捗具合を評価することが可能であ

り、近い将来使用可能となる予定である。プログラムの目標は多様性の積極的なマネジ

メントにむけて諸都市の連携を築きあげることであり、それによって諸都市は互いに助

け合い、国内政策および国際政策に対してインターカルチュラルな統合を効果的に推進

することができる。 

この目標が達成できると信じている人はまだ多くはない。インターカルチュラルな統

合の理念を取り入れている多くの都市にとって、民族的殺人またはそれに類する暴力事

件が目覚めのきっかけとなった。インターカルチュラル・シティ・プログラムは、悲劇

が起こるまで座して待つのではなく、欧州のそしてゆくゆくは世界の諸都市が協力して、

未来を自らの手で作り出していくことを呼びかけているのである。 

 

インターカルチュラル・シティと日本 

私は光栄にも国際交流基金の招待により、インターカルチュラル・シティの参加都市

代表団と専門家の研修旅行という形で 2009 年 11 月に日本を訪問することができた。そ
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の際タイプの異なる多様性を有する都市を視察した。例えば 1980 年代から日系のラテン

アメリカコミュニティが根付いてきている可児市と美濃加茂市や、伝統的に多様性があ

りさまざまな移住者を受け入れている神戸市がある。 

私達が会った各市の市長、市の職員、NGO、行政職員、移住者の誰もが欧州における

多様性のマネジメントと統合の試みに多大な関心を示していた。さらに驚いたのは、移

住者の割合がわずか 1.7%の日本において、すでに進歩的な認識が存在し「多文化共生」

という考え方のもとに、統合政策を推進するいくつかの手段が築かれていたことである。

より進んだ多文化社会の到来を見据えたとき、日本社会がこの問題に取り組む能力は大

変高いと指摘できる。 

研修の最後に国際交流基金によって主催されたシンポジウムにおいて、欧州の参加者

から日本に向けて以下のようないくつかの提案が出された。 

   

- 新規移住者を単なる労働者としてだけでなく、文化的ニーズがある人々、さまざ

まな才能を発揮できる人々として迎え入れ、社会統合へアプローチしていくこと。

日本における統合政策の視野は短期的であり（限定された雇用契約や居住許可、

大人および大多数の子供への言語学習に対する投資の不足等）、そのため移住者

が地域社会に統合する意欲を支援しているとは言えない。 

 

- 日本人労働者と外国人労働者が同様の健康保険、年金、その他の権利、労働環境

を享受することができるようにすること。また最終的には外国人労働者により大

きな参政権を与えること。 

 

- NGO 団体やコミュニティ活動といった異文化間交流を経済的に支援し、民族間の

境界線を越えて人々が交流し信頼を築くことを可能にすること。 
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３．国際労働移動に関するリクルートと労働市場統合政策に対する含意 
ジョナサン シャロフ （Jonathan CHALOFF） 
OECD 国際移民部 

 

OECD 諸国における高齢社会・教育水準構成の変化による労働力不足と国際労働移動 

本論文では、OECD 諸国における労働需要に対する国際労働移動の果たす役割につい

て、OECD の研究動向から明らかにし、管理(マネージ)された国際労働移動が経済成長へ

とつながることを提案し、日本に関連する事情を考察する。また長期介護の例を取り、

具体的な課題について検討する。最後に、日本についても検討を加えることにする。 

OECD 諸国における人口動態 

OECD 諸国における高齢化は周知の通りである。トルコやメキシコを除き、OECD 諸

国は今後 20 年の間に若年者の人口が退職する人口よりかなり少なくなる見込みである。 

多くの OECD 諸国は、社会動態を除く人口のマイナス成長によって、2005 年から 2020

年の間に生産年齢人口が減少することを含意する。もし 2000 年代前半と同様の水準で国

際移動が持続することになれば、多くの国においてこうした現象を補う効果があるであ

ろう（表１）。だが、2000 年代前半において、受け入れが限られているか、マイナスの

純移動があった国は、効果を期待することはできない。なかでも OECD 諸国において極

端な減少に直面している国は日本である。 

生産年齢人口の減少は必ずしも労働人口や、実際に雇用されている人口の減少を意味

するわけではない。現在十分活用されていない女性や高齢者といった集団がより大きな

規模で労働市場へ参入する可能性もある。 

労働力人口自体の減少は、職場の習慣や自動化、及び構造変化による生産性の向上に

よって軽減されることもある。 

それにもかかわらず、OECD 諸国では減少する生産年齢人口により生じる中期的問題

に対する処置として国際移動が認識されている。 
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表 1： 2005 年から 2020 年における生産年齢人口予想(2005 年当時の人口を基準とし、2001

年から 2005 年の移民水準で計算） 
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出典：国連人口推定および予測、OECD 労働力統計 

 

増加する国際間の人材リクルート  

OECD 諸国では、過去の 10 年間、国際移民の増加がみられる。ヨーロッパの多くの

OECD 諸国、およびアメリカ合衆国において、移民が総雇用の増加の重要な一部であっ

た(表 2)。 
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表 2：1997 年から 2007 年・2003 年から 2007 年における純雇用創出に対する移民の割合（％） 
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Figure 2. Immigrants' share (%) in net job creation, 1997-2007 and 
2003-2007, selected OECD countries

Source: European Union Labour Force Survey (Eurostat) for European countries, except Denmark (StatBank), Current 
Population Survey for the United States and Labour Force Survey for Australia.  

出典：ヨーロッパの諸国は、欧州労働力人口調査（Eurostat：ユーロスタット）（デンマーク以外：StatBank：
スタットバンク）、アメリカは、人口現況調査、オーストラリアは労働力人口調査 

 

労働力移動は人口流入の一部に過ぎないが、政策による裁量が大きい。2007 年、人口

に対する労働力の受け入れが最も多い国は、昔から植民地として発展してきたオースト

ラリア、ニュージーランド、およびカナダ、または若年者人口が減少しつつある南ヨー

ロッパの国（スペイン、イタリア、ポルトガル）である。アメリカは合法的な労働移動

は少なめで、日本は全体的に移動自体が少なかった。 
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表 3：カテゴリー別の永住資格者の入国者数(人口 1000 人あたり、2007 年) 
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注：「家族関連の理由」に移住する労働者の家族も含まれている。

www.oecd.org/dataoecd/22/28/41281008.pdf を参照のこと。 

 

労働移民を管理(マネージ)するための OECD 指針の概要 

移住労働レジームの枠組み 

ここでは、労働移民の管理体制に関する概要を述べるが、キーとなる要素は以下の通

りである（OECD、2009）。 

 

第一に、充足されない労働需要を特定する方法についてである。つまり、賃金、雇用、

および労働条件に悪影響を及ぼす競争から国内労働者を守りながら、労働需要を満たす

ことである。用いられる方法は、一般的に労働市場テスト（つまり、地元に対する募集

を行うことで証明すること）、国外からの人材の調達に関する応募可能・不可能な職種

を設定すること、または上限数の設定といった人数制限である。多くの OECD 諸国は、

その目標を達成するため、こうした方法を組み合わせて用いている。近年、国家をまた

ぐ雇用の機会が拡大するなか、OECD 諸国では労働市場テストや労働者不足リストを活

用する例が増えている。労働市場テストは、例えば、カナダの短期労働プログラムに見

られるとおり、非常に厳しいこともある。不足者リストは需要のみならず、職業訓練の

あり方、賃金の推移や産業の特徴などが考慮されることもある。例えば、イギリスの移

住顧問審議会の労働者不足リストは、特定の職種において募集業務(リクルート)を促進す

る仕組みをとっている。 
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第二に、入国管理上の労働に関する許可証の発行は、事前に明らかにされた労働需要

に応じたものでなければならない。非正規な移住や不法労働の発生は、未熟練労働部門

において合法的に採用できる労働者不足と強く関連する。そのため、例えばスウェーデ

ンでは、部門や熟練度に関係なく、契約条件を満たせば海外から人材を採用できるよう

な制度に変えた。アメリカでは、未熟練労働に与えられる上限数やクォータが低すぎる

ため、脱法を助長することがある。 

第三に、効率の良いリクルートの手段が整備されていることである。高度な熟練労働

者や国際的に移住可能な労働者にとっては、雇用主とのマッチングは容易なものである。

ところが相対的に熟練度が低い場合には、マッチングに問題を伴うことがある。特に低

熟練の職種においては、国際的なリクルートがレントの獲得や虐待などを助長すること

がしばしばある。二国間協議が透明度を向上させ、労働者の負担するコストを軽減する

こともある。しかし、比較的大規模な企業の雇用主は、小規模なそれよりも、こうした

手段を利用して利益を得るかもしれない。スペインや韓国などで、公的機関がリクルー

トに関与することでよりよい運用を行っている。 

第四に、労働許可証発行のプロセスは、時間をかけず効率的でなければならない。雇

用主は海外募集業務にかかる時間を正確に予想できる能力が求められる。例えば、イタ

リアで頻繁に発生した遅滞は、制度が機能しなくなる原因となる。労働者に迅速に許可

証を与えることによって、労働者は労働市場で自身の権利を発揮することができるよう

になるのである。 

第五に、雇用主はすでに在留している潜在的な外国人労働者の資格を検証する明確な

方法を保持している必要がある。特に就労が許可されていない在留資格を持つ、あるい

は非正規のため就労の権利がない状態にある者が多い場合は、特に重要なことである。 

14．最後に、効率的な国境管理は就業先における公平で包括的な運用のプロセスで補完

されるべきである。地元の労働者との不公平な競争を避けるため、海外からのリクルー

トが認められているときには非正規労働者にならないよう保障するためにも、労働や雇

用関連法令の尊重が不可欠である。  

一時的ｖｓ永久的移民 

OECD は、一時的な移住労働プログラムが機能する場合もあるが、長期的な労働需要

を一時的な移住労働プログラムで補おうとする場合、しばしば機能しないことがあると

警告している。雇用主は新人を雇用する目的で訓練をすでに受けた経験豊富な労働者を

手放そうとしないものである。一時的な移住労働プログラムは農業、建設業、季節によ

る需要といったサイクルを伴う職種のような、季節的、または一時的な需要に合致する。

しかし、その他の構造にもとづく、あるいは生産性の向上を伴う労働需要に対しては、

一時的な移住労働プログラムに適していない。 

以上のことにもかかわらず、制度上永住が認められても、最終的に帰国する移民も多

い(OECD、2008a)。 
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高度熟練移民 

比較的低熟練の外国人労働者の入国は、多くの OECD 諸国でも論争の原因となってい

るが、熟練の、高学歴移民の場合は入国を認める合意がある。今後の 20 年間、特にヨー

ロッパや東アジアの OECD 諸国では、退職者数が若年労働者数を上回るため、熟練労働

者の不足がさらに目立つ(Chaloff と Lemaitre、2008)。カナダ、オーストラリア、ニュー

ジーランドなどの移民国家は、移民の「選択基準」を用いることで雇用先がなくても熟

練移民の入国を促進した（「供給主導移民」）。他の OECD 諸国は過去 10 年間、熟練労

働者に対する入国の壁をより低く設定したこともある（多くの場合、雇用締結先が必要）。

経済不況や雇用情勢が厳しくなる以前、多くの OECD 諸国は「高度熟練」「未熟練」「技

能職種」労働者の定義を緩和し、賃金水準や教育条件も緩和した。 

こうした国際的競争が高まるなかにおいて、外国出身の高度熟練人材のリクルートに

関しては、雇用主が障害を緩和するだけでは不十分であろう。最も高度な熟練されたプ

ロフェッショナルにとって、どの OECD 諸国でも直面する障害は少ない。雇用主は充分

なリクルートを行うためにはより積極的な方法が必要となる。就職説明会やその他の積

極的な募集は、すでにオーストラリアで行われている。またフィンランドのように特定

技能で労働者不足のある国、カナダのケベック州のように言語的区域を有する国でも部

分的に用いられている。 

海外留学生の数が増える一方、卒業生を引き止める圧力も増す。多くの OECD 諸国は

現在、3 から 12 ヵ月有効の「就職ビザ」や労働市場テスト免除など、卒業する留学生に

対して定着に向けての制度整備を実施している。熟練の移民に関していえば、言語能力

は移動の重要な決定要因であるため、国外に同一言語の潜在的労働者がない国にとって

特に重要である。非英語圏の国における英語教育の動きは、卒業後の国外流出を促進す

る。チェコ共和国などある国は、その国の言語で勉強する留学生に対して、学費を国民

と同じ額に設定している。他にも、スカンジナビアの諸国で見られるとおり、職場でも

英語を使うという方法を取っているところもある。 

外国人留学生をとどめておくことは、資格の相互認証や職歴の認定といった移住労働

上の問題を回避することでもある。OECD 諸国の雇用主は、OECD 以外の国の教育を、

場合によっては自国以外の教育を一般的に高く評価しない。これはプロフェッショナル

な国際経験に対しても同様である。供給主導型の入国管理制度においては、供給過剰が

原因で移民が希望する就職が出来ないまま、より低レベルの仕事に就くという、過重な

高学歴者が存在することになる。そのため、ポイント制を取っているところでも事前の

就業先の有無が重要視されることになってきた。 

 

移民及びその子孫のための労働市場統合が直面する問題 

労働者移民とその子孫の統合に関して、主に二つの問題がある。一つは、最初に移民
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として導入された後、職を失っても労働力として残れることを保障することである。も

う一つは移民の子供たちが、教育や労働市場において、本国の国民と結果の平等が与え

られることを保障することである。こうしたリスクに対応するべく具体的な政策は存在

する。 

労働移民者の長期的雇用性 

長期的な雇用可能性は、教育歴や言語能力が相対的に低い未熟練の移民に対して特に

問題となる。（とはいえ、近年の南ヨーロッパを中心に多くの OECD 諸国では、低熟練

業種へ参入する高学歴移民が不均衡なほど多い。） 

移民者の長期的雇用性に関する研究結果については結論が出ていない (OECD、2009a)。

とはいえ、多くの OECD 諸国において、現在の経済危機は多大な影響を移民に及ぼして

いる。その理由の一つは、危機に影響される職業に移民が集中するためである（OECD、

2009）。危機の折に入国した移民は労働市場への参入が遅れるため、より重大な「傷」

も受けることになる。 

一時的な移住労働プログラムは、雇用状況により在留許可を失うという経済的変容に

柔軟に対応することができる。現在の経済不況のなか、入国の際に永住権を与える OECD

諸国は、一時的な移住労働者に対する制限を厳重に実施する。しかし、ヨーロッパを中

心に多くの OECD 諸国は、更新可能な短期在留許可しか与えないか、家族再会を許可す

る。原則的には、失業状態にある移民に対して、在留許可を取り消すことになる。だが、

現在の危機は在留の延長、更新資格の緩和につながったのである。実は、こうした曖昧

さによって、在留許可が取り消されにくくなったのである。一方、季節的移住労働プロ

グラムはより柔軟性をもたらしている。 

移民に対する就業と子どもたち：OECD の経験から 

OECD は移民者とその子どもの労働市場への統合に関する調査を数カ国で実施した

(OECD 2007, 2008b)2。 

教育に関する好ましくない結果は、移民の子どもに多くみられる。その理由に、親の

学歴、（その国の）非母国語の家庭環境による要因、学問的、地理的、及び社会的孤立

による側面などがある。 

言語習得は大人と子ども向きの支援の双方において特に重要のようである。特に幼稚

園教育に関しては、地元の子と一緒に学校へ通わせることは重要である。 

移民の子どもと国民の子どもの労働市場の結果が異なることは、学歴と言語力による

ものだけではない。というのも残差が残るからである。公共サービス部門の移民の雇用

                                                        
 
 

 
2 これまでの調査国はオーストラリア、デンマーク、スウェーデン、ベルギー、フランス、

オランダ、ポルトガル、ノルウェー。 
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率の低さも要因となることもある。就業機会や雇用主とのつながりの弱さ、言い換えれ

ば雇用につながる社会ネットワークといった資源が限られていることにより、インター

ンの機会の少なさと最初の内定までの遅れにつながることはある。最後に、差別も無視

できない。 

 

事例：高齢化社会におけるケア・ワーカーに対する需要と施設からの反応 

OECD 諸国の人口が高齢化するに伴い、労働市場へ参入する医療従事者が減少してい

る（OECD、 2008c）。多くの OECD 諸国では、この成長率が鈍くなってきたうえ（表

４）、多くの国ではマイナスになる見込みである。 

 

図表 4. 1975 年～1990 年及び 1990 年～2005 年における、OECD と日本における看護師と

医師数の年間平均成長率（％） 

6

Fig. 4 Average annual growth rates (%) in the number 
of nurses and physicians in the OECD and Japan, 

1975-1990 and 1990-2005
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出典：OECD 保健データ 2007 年。 
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図 5：OECD 諸国で活動している医師の数の純増加における海外で資格を得た医師の貢献

率（1970 年-2005 年） 

7

Fig. 5 Contribution of the foreign-trained doctors to the 
net increase in the number of practicing doctors in 
selected OECD countries. Percentage 1970-2005 

Source: OECD (2008), The Looming Crisis in the Health Workforce – How can OECD Countries Respond?  

注：ドイツ・ベルギー及びノルウェーのデータは海外で資格を得た医師ではなく、外国人医師をさす。

出典：OECD（2008c）を参照。 

 

多くの OECD 諸国では、今後 20 年間、医療従事者の需要を満たすことが困難である。

そのため OECD 域内、あるいは OECD に向けての医療従事者の国際移動は増加している

（図 5）。国によって、海外生まれの医療従事者はすでに全体の割合に照らして無視で

きないほどを占めている。 

ただし、移民の導入は医療従事者の不足に対する唯一の解決策ではない。医療従事者

のさらなる確保と参加、作業の効率化と職の再編成、また特に訓練に向けた募集業務の

強化も解決策となりえるが、解決策の組み合わせは国によって異なる。 

労働力不足に対する注目すべき部分の多くは、医師や看護婦など規定された職業に対

するものである。だが同時に、高齢化社会において長期介護（LTC）に対する需要が増

している。80 歳以上の人口の割合が増加するなか（2005 年から 2050 年にかけて、4％～

11 から 12％まで）、かかる費用もそれに伴うと見込まれる（藤沢とコロンボ、2008 年）。

増大する需要は現在のケア従事者に対する負担となるであろう。解決策として労働力を

強化することや効率化、生産性を高めることが考えられる。多くの OECD 諸国において、

長期介護は資格の有無に関係なく低賃金な上、社会的地位が低いままに抑えられている。

またこれは以前から移民、特に女性の移民が最初に手にする職業でもあった。 

長期介護は、多くの移住労働者が従事している他の相対的に低熟練な仕事と異なる。

ケアは一般的に接触が頻繁で、国によっては介護される側と同居することが求められ、

国の文化や既存の社会福祉ネットワークをよく知っていることが求められる。養護施設
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や介護組合が海外から人材をリクルートする場合、匿名のチャネルを活用することも可

能である。一方、雇用主が個人又は家族の場合、面接や質に関する保障などが必要とな

るため、海外からの募集はほとんど困難である。法律上では許容されても、海外から雇

用することに伴う事務的手続きは煩雑であり、労働者が到着するまでの時間も長く、需

要者が待つことのできる許容範囲を超える。 

長期介護における移民：イタリアの例 

だが需要が充分にあれば、以上のような障害も乗り越えられることもある。イタリア

の例は、最高とは言えないがその一例となる。家族内福祉という長い伝統に加え、不十

分な長期介護政策、縮小する家族規模と変化するジェンダー規範が、個人の長期介護需

要を増加させた。移民が介護に就業するようになったのにはいくつかの理由が考えられ

る。第一に、国内におけるインフォーマルな有償の家事労働がすでに普及していたこと。

第二、超過滞在者の存在により雇用が可能であったこと。この部門の外国人労働者の数

は 1990 年後半から急増し始め、雇用可能な者の増加に伴い、より多くの家族がこの解決

策を利用するようになった。 

外国人の介護従事者は一般的に女性であり教育は受けているが、通常は医療従事の経

験はない。当初は言語も十分解さず時給も低い（Chaloff、2008）。人口が高齢化するに

伴い、こうした労働者の数も、2005 年前後の 50 万人から、最近の推測である 100 万人

近くまで増加している。個別の家族にとって外国人の雇用が解決策にみえるが、この移

民を活用したモデルは、労働者の正規化を通して在留許可を取得した外国人数の増加に

よって固まりつつある。2008 年の経済危機でも、15 万人にのぼる申請者にケア・ワーカ

ーとしての正規化を認めた。そのほとんどは不法在留者であった。2009 年、ケア・ワー

カーの正規化に 30 万人の応募者があった。移民に反対である一般世論は、多くの家族が

利益を得ていることもあり、こうした労働移民に対して好意的かつ受容的である。 

長期介護従事者の低い時給、厳しい労働条件、および権利の保障の制限により、多く

は在留許可を得た後、すぐにその介護職を離れる。そのため、代わりとなる新しい労働

者が、私的な、あるいは非正規なルートを通じて雇われることがある。 

最後に、介護の質にも影響を及ぼす。介護を担当するあるイタリア地方行政の事務官

は、介護職従事者の登録と訓練を行い、また専門家との連携により介護従事者の支援を

する仕組みをとっている(Chaloff、2008)。 

このイタリアの例は、長期介護需要を満たすための準備不足というリスクが存在する

とともに、労働・移民規制をも超える、介護の強い需要を示している。 

 

結論：日本で考慮すべき点 

結論としてあげたいことは、経済成長をもたらす労働移民の管理に関する最近の

OECD の成果は、労働人口の縮小について対策をとる日本にとって、参考となる点があ
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る。 

参考すべき点として、雇用主も移民しようとする人も、移住労働制度にだまされない

ことである。こうした制度は、募集・滞在許可制度の整備状況によって統合に関する大

きな意味をもっている。日本には移住労働政策があり、原則として高度人材のみを認め

ているが、事実上、他の OECD 諸国でいう、低熟練労働者としての短期的・永住の両方

の受け入れ制度もある。短期的制度とは技能実習制度であり、最低賃金及び労働法令に

規定される。後者は永住権を持つ日系人に限られており、日本人のもとで雇用される。

韓国はこうした制度を廃止して、その代わりに低熟練を対象とした移住労働制度を整備

した。 

職種に制限が設けられている技能実習制度では、農業、漁業、食品処理などを対象に

しているが、OECD 諸国においては短期移住労働制度の範囲に入る。オーストラリア、

ニュージーランド、また最近のカナダといった国々と対照的に、日本はまだワーキング

ホリデー制度を活用して季節的・低熟練的労働の需要にこたえることができていない。 

一方、日本の日系人労働者のための制度は、低熟練労働者に永住権を与えるものであ

る。現在の経済危機のなか、日本の政策立案者は、こうした労働者の滞在が長期化し、

言語の問題や職業訓練のミスマッチなどで、労働市場への展望も良くないことに気が付

いた。労働者をすでに導入している他の国々は、このことをすでに学んでいる。一時的

な労働需要にこたえるために来日した労働者には家族を連れてきた例も多い。日本がこ

うした労働者及びその家族のための統合政策を立案するとき、他の OECD 諸国の経験か

ら学ぶことができる。移民者とその子孫の統合を保障することは、数多くの利害関係者

の関与を要するが、それが政策上明示化されれば好意的に受け取られる。 

もう一つは、能力を持つグローバルな人材のプールを活用すべく、競争できる政策を

立案することである。他の OECD 諸国と比較すると、日本は在留資格の面において有利

ではない。海外から来た留学生の数は増えたが、この傾向は他の OECD 諸国と比べて弱

い。そのため日本語に堪能な高度人材の育成と維持は難しくなる。 

結論として、日本は一見して他の OECD 諸国と違う仕組みを用いて労働移民を管理し

ているが、同様な課題に直面しており、具体的な問題と解決策に関するさらなる比較が

必要となってくるであろう。 



30 「人口変動の新潮流への対処」研究 
 

 
 
 

引用文献 

Chaloff, J. (2008), “Mismatches in the Formal Sector, Expansions of the Informal Sector: 
Immigration of Health Professionals to Italy”, OECD Health Working Paper No. 34, 
OECD, Paris. 

Chaloff, J. and G. Lemaitre (2009), “Managing highly-skilled labour migration: a comparative 
analysis of migration policies and challenges in OECD countries”, OECD Social, 
Employment and Migration Working Papers No. 79, OECD, Paris. 

Fujisawa R. and F. Colombo (2008), “The Long-Term Care Workforce: Overview and Strategies 
to Adapt Supply to a Growing Demand”, OECD Health Working Paper No.44, OECD, 
Paris. 

OECD (2007). Jobs for Immigrants, Vol.1: Labour Market Integration in, Organisation for 
Economic Co-operation and Development, Paris.  

OECD (2008a), “Return Migration: A New Perspective”, in International Migration Outlook, 
Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, pp. 162-222. 

OECD (2008b). Jobs for Immigrants, Vol.2: Labour Market Integration in Belgium, France, the 
Netherlands and Portugal, Organisation for Economic Co-operation and Development, 
Paris.  

OECD (2008c), The Looming Crisis in the Health Workforce – How can OECD Countries 
Respond? Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris. 

OECD (2009a), “Workers Crossing Borders: A Road-map for Managing Labour Migration”, in 
International Migration Outlook: Special Focus: Managing Labour Migration 
Beyond the Crisis, Organisation for Economic Co-operation and Development, Paris, 
pp.77-221. 

OECD (2009b), “International Migration and the Economic Crisis: Understanding the Links 
and Shaping Policy Responses”, in International Migration Outlook: Special Focus: 
Managing Labour Migration Beyond the Crisis, Organisation for Economic 
Co-operation and Development, Paris, pp. 11-76. 



社会統合政策の課題と挑戦―新たな理念と役割を求めて 31 
 

４．行政によるダイバーシティマネジメントの可能性3 
田村 太郎 （たむら たろう）  ダイバーシティ研究所  

 

１．はじめに 

日本における社会統合政策は、外国人住民が多く暮らす地域で NGO や宗教団体、労働

組合、自助組織などによる活動と、一部の自治体やその外郭団体によって実施されてお

り、国としての体系的な政策はない。外国人が社会統合に関連したサービスの提供を受

けられるか、放置された状態でさまざまな困難に直面しながら生活するかは、居住する

地域によって大きく異なっている。 

ダイバーシティ研究所では、都道府県及び政令市におけるによる社会統合政策（＝本

稿では「多文化共生施策」とする）および人的多様性配慮型社会に関する施策（＝本稿

では「ダイバーシティ施策」とする）の進捗状況を調査し、日本における社会統合政策

の現状を明らかにするとともに、他の社会的少数者施策との比較から今後の課題を明ら

かにすることを試みた。本稿ではこれら２つの調査を通して得られた知見を紹介し、今

後の行政によるダイバーシティ政策の可能性について論じる。 

 

２．日本におけるダイバーシティの現状 

ダイバーシティ研究所は 2007 年 1 月に発足した NGO で、CSR に関する調査や地域に

おけるダイバーシティ推進のための研究を行ってきた。企業や自治体が組織としてのダ

イバーシティを推進し、人的多様性に配慮した地域社会が形成されることを目的として

いる。 

日本におけるダイバーシティの推進は、他の先進諸国と比較して遅れていると言わざ

るを得ない。例えば 2008 年に企業が発行した CSR 報告書に掲載されている情報開示の

状況を比較したダイバーシティ研究所の調査では、CO2 排出量など「環境」に関する情

報は積極的に開示されている一方で、女性の管理職比率や障がい者雇用率などを開示し

ている企業は少なかった。自治体においてもダイバーシティの推進は遅れており、都道

府県における女性の管理職比率はわずか 5.1％である。 

今後、企業や自治体はダイバーシティの推進に積極的に取り組んでいかなければなら

ない。ダイバーシティ研究所では企業や自治体が単独でダイバーシティの推進に取り組

                                                        
 
 

 
3 本稿は、田村太郎(2009)「調査報告：自治体における外国人住民施策の現状と課題〜都道府

県および政令市を対象とした 2 つの施策調査より〜」『龍谷大学経済学論集』第４９巻第１

号 をもとに、国際ワークショップで発表した内容に沿って要約し、ダイバーシティに関す

る考察を加筆したものである。 
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むのではなく、NGO や当事者グループなど、他のステークホルダーとともに地域全体で

ダイバーシティを推進していく「マルチステークホルダープロセス」方式を、自治体や

政府、地域の NGO へ提案している。また多文化共生社会の形成もダイバーシティのひと

つの柱と位置づけ、社会統合政策に関する国際比較や就労支援プログラムの開発にも携

わっている。 

 

３．都道府県及び政令市におけるダイバーシティ政策調査の概要 

続いて冒頭で紹介した２つの調査を紹介する。２つの調査とは、「都道府県および政

令市における多文化共生施策調査」（以下「多文化共生施策調査」）と「都道府県・政

令指定都市におけるダイバーシティ度調査」（以下「ダイバーシティ度調査」）で、い

ずれも筆者が代表を務める組織において調査し、発表した。調査の概要は次の通りであ

る。 

 

「多文化共生施策調査」の概要 

本調査は、自治体における多文化共生推進のための環境整備の現況を明らかにするこ

とと、今後の自治体や NPO による多文化共生社会形成への基礎資料として活用されるこ

とを目的として実施した4。概要は下記の通りである。 

 

（1）調査の手順と調査時期 

調査項目の検討や調査票の作成は 2005 年 4 月より行った。調査はまず、対象自治体の

ウエブサイトや広報資料を閲覧し、施策の取り組み状況を拾い出して所定の書式にとり

まとめた。調査は 2005 年 10 月から 2006 年 1 月まで実施した。調査結果を当該自治体に

送付して確認を依頼し、2006 年 2 月までに随時回答を得た。 

（2）調査対象 

調査開始時点（2005 年 10 月）における全国 61 の都道府県及び政令市（教育委員会、

当該自治体の国際交流協会等の活動を含む）における多文化共生関連施策を対象とした。

確認依頼に回答があったのは 61 自治体で、回答率は 95％だった。 

（3）調査項目 

調査を行った施策は「施策の方向性」「教育」「生活支援」「情報提供」の 4 つ分野、

16 の項目である。これら 16 の項目について、施策の内容をおおむね 5 段階で評価し、

数値で示した。 
                                                        
 
 

 
4 この調査は NPO 法人「多文化共生センター」が実施したものである。同センターは 1995
年の阪神・淡路大震災で被災した外国人への情報提供を機に発足した NPO。 
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「ダイバーシティ度調査」の概要 

本調査は、ダイバーシティ（人的多様性）に配慮した社会のあり方への関心の高まり

を受けて、自治体において求められる「ダイバーシティ」に関する現在の取り組みを俯

瞰し、今後のさらなる取り組みを促すことをねらいとして行なった。調査は「多文化共

生施策調査」を参考に設計し、当該自治体の施策を点数化することで地域間格差や施策

間の取り組み状況の違いを明らかにすることを試みた。また「人を雇用する事業所とし

ての自治体」という観点から、多様性を重視した職員の任用・登用と研修の実施状況に

ついても調査した。概要は下記の通りである。 

 

（1）調査の手順と調査時期 

各自治体のウエブサイトの情報を参考に、情報を整理し、項目ごとに評点をつけて情

報をとりまとめた。調査対象とする施策の基準日は、2007 年 10 月 1 日とした。また人

事に関する情報は、各自治体が発表している「平成 18 年度（2006 年度）人事行政の運

営に関する状況」から得た。調査結果を 2007 年 12 月から 2008 年 1 月に調査対象自治体

に送付した。自治体からの回答を踏まえて結果の分析および評価を行い、2008 年 10 月

に調査結果を発表した。 

（2）調査対象 

調査開始時点（2007 年 10 月）における全国 64 の都道府県及び政令市を対象とした。

確認依頼に回答があったのは 45 自治体で、回答率は 70.3％だった。 

（3）調査項目 

調査は、多様性を重視した職員の任用・登用と研修の実施状況を評価する「職員編」、 

施策や方針等の決定過程への多様な住民の参画状況を評価する「審議会・懇話会・委

員会等編」、ダイバーシティ分野の施策を進めるための根拠法令の有無を評価する「施

策編」の 3 つの分野において行った。 

 

４．多文化共生施策の地域間格差について 

２つの調査のうち、まず多文化共生施策調査から得られた地域間格差の現状について

紹介する。第１図〜第４図は「施策の方向性」「教育」「生活支援」「情報提供」の４

つのカテゴリー別に、自治体の評点の分布を示したものである。「教育」以外のカテゴ

リーでは中央に分布が集中しているのに対し、「教育」ではバラツキが大きいことがわ

かる。地域間格差がもっとも懸念される教育分野でバラツキが大きいことは大きな問題

である。 

また、第５図は調査対象とした 61 自治体全体の散布図である。大まかな傾向としては、

外国人登録者比率が高まれば、施策の評点合計も高まる傾向が見て取れる。しかし、評
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点合計が 40 点以下のグループでは、外国人登録者比率が高まれば施策の評点合計も高ま

る傾向が見られるが、評点合計が 41 点以上のグループでは、外国人登録者比率が群を抜

いて高い 1 自治体を除くと、外国人登録者比率が高いことと合計評点が高いことに相関

関係は見られないことがわかる。外国人住民の比率が低いことは、多文化共生施策の推

進に着手しないことの理由にはならないといえる。 
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５．自治体のダイバーシティ度調査との比較から 

本稿ではダイバーシティ度調査の詳細についての紹介は差し控え、分野別の施策の取

り組み状況と外国人施策の特徴についてのみ、紹介する。 

ダイバーシティ度調査の結果から「女性」「障がい者」「外国人」の 3 つの分野にお

ける評点と標準偏差を比較したところ、第１表の通りとなった。平均評点では「外国人」

分野が最も低い結果であった。最も取り組みが進んでいる「女性」分野を 100 として計

算した場合、調査対象の自治体全体で「外国人」は 43.5 となり、「障がい者」分野と比

べても遅れが顕著である。 

標準偏差は評点のばらつきが多いと値が高くなるが、「外国人」分野は政令市でも都

道府県でも高くなっていることがわかった。「外国人」分野における自治体間の施策取

り組み状況のばらつきは、「女性」や「障がい者」分野と比較しても大きい。この背景

には、「女性」分野では男女雇用機会均等法や男女共同参画社会基本法が、「障がい者」
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分野では障がい者基本法や障がい者の法定雇用率の定めがあることなどが、取り組みを

促す要因として存在している一方、「外国人」分野には同様の法制度が整備されていな

いことがあると推測できる。 

2 つの調査から指摘できることは、自治体による外国人住民施策の推進を妨げている

のは、依然として「法の壁」と「心の溝」の 2 つの要因が大きいという点である。「法

の壁」では、外国人施策には根拠法令がないことが、「女性」「障がい者」分野と比べ

て施策が遅れていることの背景にあると推測される。一方、多文化共生施策調査で見ら

れた教育分野での地域間格差のように、法制度上の違いは存在しないにもかかわらず取

り組み姿勢に差が見られるのは、首長や議会、施策担当者の関心が、外国人分野に向い

ていないことが背景にあると思われる。こうした「心の溝」を自治体施策のレベルで解

消していくことが、日本における多文化共生社会形成の第 1 歩である。 

 

第１表 ダイバーシティ度調査における「女性」「障がい者」「外国人」の分野別評点平

均と標準偏差 

 総合点 女性 障がい者 外国人 

満点 50 13 13 13 

調査対象の全自治体 27.93 10.57 7.02 4.80 

政令市 29.33 10.93 7.53 6.13 

都道府県 27.21 10.38 6.69 4.10 

女性を 100 とした場合の評点 

調査対象の全自治体 100 66.6 43.5 

政令市 100 66.8 53.7 

都道府県 100 64.8 43.5 

標準偏差 

政令市の標準偏差 3.98 1.06 1.45 1.86 

都道府県の標準偏差 3.89 0.93 1.34 2.37 

（出典：ダイバーシティ研究所『都道府県・政令指定都市におけるダイバーシティ度調査』ダイバーシ

ティ研究所，2008 年 10 月，36 ページを元に筆者が作成） 

 

６．おわりに 

最後に日本におけるダイバーシティ政策の可能性についてふれておきたい。日本にお

いては「女性」「障がい者」「外国人」といったカテゴリー別に政策が推進されてきた。

しかし雇用や教育、社会参画等の施策で周辺化される「社会的少数者として共通の課題」

をもつとともに、多数者側に人的多様性への配慮が求められる点でも共通しており、カ
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テゴリー別の政策推進には限界がある。社会的少数者への政策を総合的に視野に入れた

課題の把握や計画的な政策の推進にあたるための「ダイバーシティ戦略」の策定が必要

である。 

またこうした戦略の策定は、政府だけでなく、事業者や NPO、当事者グループなどの

ステークホルダーとともに合意形成を諮りながら進めていく「マルチステークホルダー

プロセス」によるものが望ましい。施策の立案過程への多様な人材の登用が急務であり、

多様な人々の参画なくして多様な人々に配慮した政策は描けない。 

人口変動は国際的な課題であり、国境を越えた人口移動は今後も勢いを増していく。

日本国内にとどまらず、アジア各国や欧米諸国と共通の評価指標によるダイバーシティ

政策の国際比較を行うことも有効だろう。さらにはこうした比較研究を通じて、アジア

全体での雇用・調達・情報開示のルールづくりを進めることにより、人口変動の新潮流

に対処しうる、日本の社会や経済のありようを一刻も早く確立させたい。 



38 「人口変動の新潮流への対処」研究 
 

 
 
 

５．シンガポールの多文化主義と社会統合：背景、アプローチと諸問題 
ライ アーエン （LAI Ah-Eng） 
シンガポール大学アジアリサーチ研究所 

 

抄録 

シンガポールは、その規模こそ小さいものの（人口 500 万人、国土 635.7km²）、様々

な点で世界的、国際的、多文化主義的であり、移住、文化的多様性、社会的統合の適例

と言える。そこでは国家レベル、地域レベルで重要かつ興味深い問題を多数見ることが

できる。この報告書ではシンガポールの背景について以下の点を取り上げた。1) 移住と

文化的多様性の歴史的・社会的側面。2) 多文化主義、移民、統合における国家の政策と

構造。3) 社会構造、公共スペース、社会的実践の観点から見た庶民による「草の根」の

多文化主義。なかでも近年の移民関連問題と、移民や外国人労働者に対する政府および

国民の反応に焦点を当てている。 

  

シンガポールにおける移住と文化的多様性 

シンガポールが過去 700 年間以上に渡り航路と文化の交差点であったことを考えると、 

そこにおける人々の移動、定住、社会的交流を理解するには、長期に渡る大局的な視点

が有用であろう。しかしながら、多元的共存、多文化主義、社会的結合という重要な問

題が提起されるようになったのは、19 世紀から 20 世紀後半にかけて二度――イギリス

帝国主義時代と 1980 年代からの経済グローバル化時代に――大量の移民流入が起こっ

たことによるものである。 

移住パターン  

イギリス帝国主義時代に、シンガポールとマラヤへ様々な人々が流入したが、その多

くは中国、インド、マレー半島から人々であった。そしてその大部分は、植民地政府、

エージェント、雇用主の連携により厳しく統制された労働者募集・雇用制度の下、港湾、

鉱山、プランテーション、新興の村や町での労働力として連れて来られた人々であった。

その後、自主的に移民してきた人々は、出身地、氏族、民族に応じて経済的適所を築き

上げていった。大多数の移民は独身の男性か妻を母国に残してきている男性であった。

これらの労働者と平行して、植民地政府の行政官吏、鉱山やプランテーションへの投資

家、貿易商、卸売商、宣教師、教師、冒険家といった人々が流入し、その多くが植民地

社会におけるエリート階級を構成した。一時的な居留の場合もあれば定住の場合もあっ

たが、移民は途絶えることなく続いた。シンガポールはこの連綿と続く移民の波を受け

入れ続け、中継貿易港・都市として急速に発展し、さらにマラヤや東南アジアといった
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豊かな内陸地域と相まって、さらに移民たちを惹きつけていった。この大量の移民流入

は第二次世界大戦の直前になってようやく終息を見る。 

1980 年代後半以降のシンガポールへの移住は、植民地独立後の経済の発展とグローバ

ル化を背景としている。多様な出身地から様々なレベルの技能を持つ人々が流入するよ

うになった。シンガポールでは政府、雇用主、エージェントにより技能別の労働者募集

制度が運営されており、移民は高度な技能を有する労働者と未熟練労働者に分類される。

この制度では、高度な技能を有する月給の高い労働者には長期の就労許可書が発行され、

月給の低い未熟練労働者には短期の労働許可証が発行される。またそれに付随して高度

な技能を有する労働者とその家族には市民権と永住権を獲得する機会が与えられる。現

在では定住移民と短期労働者のどちらも中国、インド、フィリピン、タイ、インドネシ

ア、マレーシア、ミャンマーといったアジアの多様な国々から流入している。彼らの大

部分は未熟練労働者または中程度の技術を有する労働者に分類される。またアジア以外

の地域では、オーストラリア、欧州、北米といった国・地域からの移住・移民も見られ

る。その大部分が高度な技能を有する労働者である（付録参照）。彼らは製造業、サー

ビス業、建設業、通信業といった多彩な産業・分野であらゆるレベルの職業に就いてい

るが、その大部分は「未熟練」労働者で、最大数を占めているのは多くがフィリピンと

インドネシア出身である女性の家事労働者と多くがインド、中国、バングラディシュ出

身男性の建設作業員である。未熟練の短期労働者は、独身か結婚している場合でも母国

に家族を残して来ている。一方、中程度または高度な技能を有する労働者は、独身か結

婚している場合は家族を伴って来ている。 

最近では他にも三つの現象が、シンガポールへ移民や外国人が流入する原因となって

いる。国際結婚、留学、不法労働である。国際結婚では二つのパターンが発生している。

一つはシンガポール女性と外国人男性という組み合わせで、この場合男性は高度な技能

を有する労働者として分類されているケースがほとんどである。もう一つの組み合わせ

はシンガポール男性と、大部分はベトナム、中国、インドネシアからの移住外国人女性

で、この場合女性は未熟練労働者に分類されていることがほとんどである。シンガポー

ルへの外国人留学生は、自費留学または政府の奨学金で留学しており、大部分は東南ア

ジア諸国、中国、インド亜大陸から来ている自由な移住者である。またエンターテイメ

ントや性産業にみられる不法労働者は短期の観光ビザで入国している。 

移住と文化的多様性 

以上のように、シンガポールへの移住の背景は、19 世紀以降多岐に渡っている。その

ためシンガポールでは様々な局面において、「移住と多様性」が常に最重要のテーマあ

るいは社会全体のテーマであり続けてきた。植民地時代も植民地独立後も、国家建設と

社会事業において、根本的な「移住‐多様性」の因果関係とそれによる多くの影響と結

果は、常に明白な課題としてあるいは影響力のある重要な不文律として認識されてきた。

まさしくシンガポールをシンガポールたらしめているのは移民をルーツとするこの文化
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的多様性なのであり、それこそがシンガポールの国民国家と社会における歴史的な基盤

であるという点が、他のアジアや西洋の単一民族国家とは異なるところである。またこ

の多様性がシンガポールの独特な多文化主義の基礎を形成していることは間違いない。

絶えず進化し続ける「移住‐多様性」の関係とその様々な側面は、シンガポールの国策

の焦点であり続けてきたが、同時に社会的プロセスと日常生活おいても、市民と移民の

双方が折り合う必要のあるものとして容認されるに至っている。 

シンガポールにおける「移住‐多様性」の関係は、多様な出身地と背景を持つ人々が

同じ社会で共に働き共に生活することにより形成された。その大きな特徴の一つとして、

シンガポールでは様々な場面で互いに積極的に交流することが求められる。シンガポー

ルに暮らす人々は、共に働き共に暮らす上でいろいろな社会的プロセスを通じて、他者

との相違に直面し、それと折り合い、また他者との類似を見つけ、共に働き暮らすため

の新しい道を作り出している。彼らの背景が多彩であるがゆえ、人種、文化、民族、宗

教、国籍が複雑に絡み合い、集団間あるいは集団内での問題となることもある。またシ

ンガポールの広く開かれた社会と経済は、世界から大きな影響を受けているが、その影

響がさらに地域のアイデンティティや関係性にまで及ぶような場合には、地理的・地政

学的な考察も重要となるであろう。特に東南アジア、なかでも民族的・宗教的な側面に

ついてはこのような考察が役に立つと思われる。以上のように、シンガポールは多種多

様な状況のもとで国づくりを進めており、そこでは多文化主義を築き上げると同時に、

一定の社会的結合を作り出すという複雑かつ興味深い挑戦が行われている。 

 

シンガポールにおける多文化主義 

政府による多人種/多文化主義 

イギリスの植民地政府はシンガポールを統治、管理するための人種的な枠組みを有し

ていたが、この CMIO（中国人、マレー人、インド人、その他）という基本的な枠組み

は、シンガポール国民国家における多文化主義の基盤として植民地独立後の政府にも受

け継がれ、その建国の基礎となった。独立後のシンガポールでは民族的アイデンティテ

ィは公的に認められサポートされるが、「シンガポール国民」というより大きなアイデ

ンティティには包括される。シンガポールの多文化国民国家の原則としては以下が明示

されている。 

• 人種、言語、宗教における平等と差別の撤廃、 

• 少数者の保護――先住民であるマラヤの人々を含む、 

• 多宗教社会における非宗教の政府、 

• メリトクラシー（能力主義）の実践、および 

• 社会的結合と調和のための共通の価値観と共有スペースの推進。 
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シンガポールでは、シンガポール憲法、法律（「宗教調和維持法」「国内治安法」「扇

動禁止法」）、構造（「少数者の権利に関する大統領諮問会」）といった明快な法制度

の枠組みにより少数者の保護と万人の平等が保証、実践されている。歴史的にもシンガ

ポール政府は、人種や宗教の調和に脅威を与えると見なした行為に対して法律を適用す

ることを辞さない。国づくりや社会開発における国の政策や機構も、多文化主義の価値

観や原則を強化するものになっている。例として教育（以前は各地方の言語で運営され

ていた学校を国立学校に変更）、言語（行政言語・共通言語である英語と各民族の母語

の二言語を学校で使用）、公営住宅と社会福祉（市民が必要に応じて社会福祉を利用で

きるようにすること、公営住宅が特定の民族に偏らないように分配する政策）などが挙

げられる。さらに「CCC（Community Consultative Councils（地域諮問委員会）」、「CDC

（Community Development Councils（社会開発評議会）」、「 IRCCs（ Inter-racial and 

Inter-religious Confidence Circle（人種間・宗教間の信頼推進会議）」といった準国営の組

織も、国レベル、地方レベル、地域レベルで多文化主義と社会的統合・結合を促進して

いる。また政府は「celebrate and scare（称え恐れよ）」というイデオロギーを採用してお

り、多様性を認知・称揚するとともに、暴動や社会崩壊の恐ろしさを訴えることで不統

一がいかに危険であるかを公に強調している。 

草の根の多文化主義 

政府が多文化主義の理論を社会的結合と調和を維持するための仕組みと捉えている一

方で、実際の社会においては日常の接触や交流から調和的な生活への欲求とそれを実現

するためのプロセス生まれ、長い年月をかけて発展してきた。これらのプロセスはこれ

までのところ全体として成功を収めており平和的であると言えるが、民族間、宗教間、

文化間で社会的に重要な事件や緊張、衝突が全くなかったわけではない。これまでに種々

の衝突が発生している。例えば、マリア・ハートフの暴動、1963 年の予言者ムハンマド

生誕日の暴動、1969 年の暴動、1980 年代以降の攻撃的なキリスト教改宗問題、2002 年

のイスラム教徒の生徒が学校でヘッドスカーフを着用していたことに端を発する「トゥ

ドゥン」問題、9.11 以降のイスラムコミュニティおよびイスラム教徒個人への否定的な

あおりや悪影響等。また思いやりや意識の欠如、ステレオタイプ、偏見、差別といった

現象が見られるという事例やリサーチもある。 

しかし、調和的な生活を求める人々による社会的欲求や社会的プロセスが、時間とと

もに礼儀、親切、意識、思いやりといった規範や異文化間交流に結実してきたことも事

実である。長い時間をかけて現実と向き合い、実践したことにより人々の対応能力も向

上した。シンガポールにおける人、食、文化の刺激的で豊かな交わりがこのことを証明

している。同様に社会的、文化的、道徳的な合意と規範の複雑さや、地域コミュニティ、

公共機関、学校、職場、公共スペースにおける規律にも人々の努力が厳然と見られる。

これらはしっかりと確立されているものもあれば、まだ発展途中のもの、常に発展し続

けているものもある。シンガポールの公共文化と日常生活において欠かすことのできな
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い kopitiam（コーヒーショップ）が良い例である。kopitiam（コーヒーショップ）は食文

化、お客となる人々、コミュニティが合流する場所として、シンガポールの多様性を体

現している。様々な集団の移住や定住を通じて、文化の流入、交流が起こり、植民地時

代には単一文化的な場所であった kopitiam（コーヒーショップ）が、多文化主義的な場

所へと歴史的、社会的に進化したのである。 

集団間の理解、統合、共同が国家の戦略かつ公理となっているシンガポールであるが、

社会的にもエージェンシー（行為主体性）やイニシアチブを持つ人々が独自に、あるい

は他の組織や政府と共同で、市民組織、運動、プログラムを構成している。その中には

「IRO（Inter-religious Organisation シンガポール諸宗教評議会）」（1949 年）、各民族の

自助団体（1980 年代）、宗派を超えた「DCC（Developing Conversation Circles 対話推進

会議）」（ハーモニー・センター、アル＝アンドゥハン・モスク）といった倫理的ある

いは宗教的な集団・組織もあれば、非宗教的な組織や芸術などの分野ごとの組織、「EiE

（Explorations in Ethnicity 民族研究）」「EiF（Explorations in Faith 宗教研究）」（CDC

主導）といったプログラムもある。 

新しい移民、多様性、統合 

1990 年代初頭から、シンガポールには経済のグローバル化を背景とした移民や短期労

働者が大量に流入した。今日、シンガポールの人口 500 万人のうち 30%近くが非市民で

あり、総労働人口における非居住者(シンガポール国籍保持者と永住権保持者を除く人口)

の割合は、295 万人の被雇用者のうち 36%の 105 万 7700 人とアジアで最も高い。国際結

婚も増加している。急激かつ大規模で多様性に富むシンガポールの移民事情により、自

国民と外国人および民族間の関係、交流に問題が発生し、社会統合に影響を与えている。

問題は広範囲に渡り、以下のような課題を含む。 

 

• 自国民と移民の権利と義務（例：市民権、社会福祉、住宅問題） 

• 行動規範や社会的規律（例：日常生活、公共スペース）  

• 英語能力、文化的適応能力、異文化に対応する能力（日常生活、公共、職場、居

住地域での社交） 

• シンガポールは中国系の人口が大多数を占めるが、あくまで多文化国家であると

いう認識（またここで言う「中国系」（およびインド系）とは単一民族的なもの

ではなく多民族的なものである） 

• 各世代の特徴と世代間の問題（例：若い世代の移民や二世の帰属意識やアイデン

ティティ） 

 

政府による統合政策 

政府による移民政策は第一に経済的な理由によるもので、労働力の不足を補い、経済
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成長と競争力を維持し、経済市場を拡大することを目的としている。そのため高度な技

能を有する労働者と、未熟練労働者を区別する技能別の労働者募集制度が採用されてい

る。第二の理由は人口問題と社会維持にあり、高齢化社会、人口置換水準を下回る出生

率、ワークスタイルやライフスタイルの変化に対応することを目的としている。シンガ

ポールでは 2030 年までに人口の約 30%が 65 歳以上となる見込みで、現在の出生率は 1.28

と人口補充水準を下回っている（2009 年）。また人々が仕事や生活に求めるものは過去

20 年で大きく変化した。そこで政府は、高度な技能を有する労働者や「才能ある外国人」

がシンガポールに定住することを奨励している。そのため彼らは短期の未熟練労働者に

対して、永住権や市民権獲得の機会において優遇されている。そこには人的資本投資や

スキルレベルの向上という経済的な狙いだけでなく、人口や出生率の増加という狙いも

あるのである。一方で、家庭内労働力の不足やライフスタイルの変化により、19 万人の

家事労働者を含む 100 万人近い未熟練労働者が雇用されている（2009 年）。 

しかし、経済的・実利的な移民政策は、国の文化的側面や社会的統合の看過、軽視、

あるいは過小評価に繋がった。また移民、特に短期労働者の労働環境や労働問題も見過

ごされてきた。後者は虐待、自殺、雇用主や斡旋業者による搾取といった問題を生んで

おり、シンガポールの国際関係や、雇用実績および人権問題における評価に暗い影を落

としている。過去 10 年の大規模かつ急激な移民流入はシンガポール国民の反発を招いた

が、その反発は主に失業の脅威、雇用主による外国人労働者の優先、社会的・文化的規

範と公共でのふるまいの相違、帰属意識やアイデンティティの問題に対するものである。

現在も雇用主側は、労働力不足を補うためにさらなる外国人労働者の必要性を主張して

いるが、平等や社会的配慮を犠牲にした過度の経済成長重視、目標を 700 万人とする移

民を活用した人口拡大政策、狭い国土での大規模人口の維持、経済的・社会的目標達成

における移民への過度な依存といった点を疑問視する国民も少なくない。このような意

見に加え、家庭内労働者の虐待、事故、自殺、外国人労働者の職場での事故や死亡等の

昨今の傾向や、斡旋業者や雇用主による外国人労働者の虐待、国民の外国人に対する認

識や対応、短期労働者の地域への居住反対等事件をメディアや NGO が取り上げるように

なった。それに対応するため、政府は近年、自国民と外国人の社会的統合という、より

大きな課題に目を向けるようになった。社会的緊張の懸念と、国民の反発から生じた政

治的抵抗が明らかとなった今、政治家や社会的主導者は、外国人より優遇して与えられ

るシンガポール市民としての権利や、市民が享受する社会福祉を再確認しながら、移民

受け入れの正当性を表明している。 

今のところ明確な社会統合政策は存在しないが、国営および準国営の機関により社会

的問題、緊張、衝突への対応および社会統合への努力が行われている。NIC（National 

Integration Council 国内統合評議会）は 2009 年 4 月に設立され、以下の「社会統合の原

則」に基づいて社会統合を支援している。1) シンガポール人のためのシンガポール。2) 世

界の才能と知識が集まる中枢都市としてのシンガポール。3) 開かれた精神と心のシンガ

ポール。4) メリトクラシー（能力主義）と多文化主義のシンガポール。最初の原則で政
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府は、新来者がシンガポール市民権を獲得するのを奨励する一方、既存のシンガポール

国民の利益に長期的な配慮を施すことを再確認している。二番目の原則はシンガポール

が天然資源の少ない国であるがゆえに必要な原則である。三番目の原則ではシンガポー

ルの社会的統合に国民と非市民双方の努力が必要であることを確認している。四番目の

原則ではメリトクラシー（能力主義）と多文化主義というシンガポールの基本方針を強

調している。そして地域、学校、職場、メディアにおける社会的統合に取り組むため、

四つのワーキンググループが設立された。大まかに定義すると、NIC の戦略および意図

は「機会、精神、心」を「広く開く」ということになろう。『機会を開く』戦略では、

ニューカマーと市民が互いにイベントやプロジェクト等の社会的な活動領域を広げ、積

極的な参加を通して交流することを通じて互いの文化、価値観、慣例を尊重することを

推奨している。例えば、学校のためのワーキンググループでは、国立学校の生徒と海外

の教育制度に基づく私立学校の生徒が、共同で地域プロジェクトに参加することを支援

したり、地域の生徒、新来の移民、インターナショナルスクールの生徒が教室の枠を越

えて友情を育むことを支援している。『精神を開く』戦略では、自国民と新来者のコミ

ュニケーションに力を入れている。言語の壁を克服し、社会統合に関する意見や知識を

誰もが共有できるプラットフォームを築き上げることが目的である。地域のクラブ活動、

職場、準国営の組織では、基礎的な英語や職場におけるリテラシー（読み書きの能力）

を学ぶ講座を提供している。また意見やアイデアを共有・交換するプラットフォームで

は、新市民による発言も積極的に織り込まれ、地域における集団間の対話が定期的に行

われている。『心を開く』戦略では、「帰化と統合への道」といった新市民に対するオ

リエンテーションプログラムやメディアを通じて、旧市民と新市民が「心を開いて相互

理解を深め、故郷としてのシンガポールに積極的に貢献・参加すること」に焦点を置い

ている。 

NIC が新市民をサポートしているのに対し、人的労働力および雇用に関する政策の実

施を担当している MOM（Ministry of Manpower 人材開発省）は短期の外国人労働者の支

援を行っている。MOM は 2004 年に「社会福祉」を担当する部署を設け、外国人労働者

の福利に取り組んでいる。ただしこの政策は外国人労働者をシンガポール社会への統合

しようとするものではなく、あくまで「外国人」に対するサポートである。例えば家事

労働者に関しては、いくつかの労働条件が定められた。まず初めてシンガポールで就労

する者や初めて家事労働者を雇用する者は、義務としてオリエンテーションコースを受

講しなければならない。さらに 2005 年には家事労働者の最低年齢が 18 歳から 23 歳へ引

き上げられた。また家事労働者への虐待に関する懲罰を重くするとともに、虐待があっ

た場合に労働者が自ら通報できるような仕組みも提供している。ただし NGO が推奨して

いる労働者の休暇の法律による義務化はまだ実現されていない。 

同じように、MWC（Migrant Workers Centre 移住労働者センター）や NTUC（National 

Trades Union Congress 全国労働組合会議）、2009 年に設立された SNEF（Singapore National 

Employers Federation シンガポール全国雇用者連盟）も外国人労働者の支援を行っている。
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もともと、近年の世界経済危機により仕事を失い、食べ物や住むところもままならない

労働者や適切な医療を受けられずにいる労働者を手助けするために設立されたが、徐々

にその守備範囲を広げ、外国人労働者と自国民のさらなる統合を促進し、移住者がシン

ガポールの文化や常識に対する認識を深め、シンガポール社会に融け込みやすくするた

めの活動を行うようになった。最後に、2006 年に設立された TAFEP（三者連合）である

が、これは雇用主、被雇用者、一般市民の間で、公平で差別のない、つまり能力ベース

の雇用を実施することを促進している。この活動は市民と外国人労働者、自国の企業と

外国の企業両方をカバーするものである。主要な取り組みは年齢、性別、人種、言語、

宗教、障害に関するものであるが、社内で自国民と外国人の問題に取り組むことを目的

とした、雇用主による多様性と包摂のプログラムなども行われている。 

概して、こういった政府組織や準国営組織の戦略や計画は、時機を得た迅速な対応と

言え評価に値する。また全体的なアプローチとしては正しい方向に進んでいると言える。

ただし現状まだ机上の理論にすぎない部分もあるため、実際にどれぐらい効果がありど

のように実践されていくべきか、今後考察していく必要がある。従来は、資源や能力の

限られた市民社会や社会組織のみが、外国人労働者や移民に関する深刻な問題や統合の

課題に取り組んできたが、政府もこれらの問題を認識し対処する道を模索し始めたので

ある。 

 

移民、短期外国人労働者、統合に対する市民や社会の反応 

移民や外国人労働者、特に劣悪な労働環境や酷使に苦しむ外国人労働者に対する活動

は、政府よりも社会的なエージェンシー（行為主体性）やイニシアチブのほうが先行し

ている。非宗教的な団体と宗教団体のどちらも、人道主義と人権の原則に基づいて、こ

ういった労働者の救済や問題の解決に積極的に取り組んでいる。例えば（ACMI 移住

者・移民のためのカトリック司教委員会）は「世話をすること、病院への慰問、食糧や

シェルターの提供、職業訓練、法的な援助や情報の提供、専門家の紹介といった慈悲の

行為を通じて、移住者に帰属意識と安心感を与えること」を目的としている。主に外国

人の家庭内労働者、建設作業員、学生、配偶者といった人々が、宗教に関わらずこうし

た活動によって救済されている。また無料の食糧や職業訓練を提供している宗教団体も

ある。2003 年設立の TWC（The Working Committee）とその流れを継承する TWC2（Transient 

Workers Count Too）や HOME（Humanitarian Organisation for Migration Economics）、Migrant 

Voices――これらはすべて国内の財団、企業、個人による NGO 団体である――は外国人

労働者を救援するとともに彼らの権利を擁護することを目的としている。それと同時に

シンガポール人の外国人労働者に対する意識の向上や、雇用主と被雇用者の良好な関係

を促進している。特に TWC2 と HOME がこの分野を牽引しており、彼らの活動によって

政府や国民が外国人労働者問題と社会統合問題に目を向けるようになった。これらの

NGO 団体が最近共同で行ったキャンペーンでは、家庭内労働者に週一日の休暇を与える
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ことが雇用主に呼びかけられた。 

しかしこれらの NGO 団体の活動や働きかけにも関わらず、国民は一般的に外国人労働

者の受け入れに消極的で、雇用を横取りする存在として反感を抱いている。また社会的、

文化的な統合には限界があるという考えや、異なる外国人集団に対する強いステレオタ

イプも存在する。例えば以下は、社会に適応しようとする中国系移民や中国系労働者に

ついての一般的な意見を表している。 

最初に、シンガポールは中国ではないこと、そして中国よりも西洋化していることを

認識すること。第二に正規の授業でなくても良いから英語を学ぶこと。第三に地域の人

ともっと交わり、彼らがどのように交流しているか学ぶこと。第四にシンガポールは法

治国家であり、法律は厳しく公平に守られなければならないことを理解すること。第五

にすべてのシンガポール人が裕福だとは思わないこと。第六に現地の食文化に適応する

こと。 

移民流入の規模、速度、度合いはあまりに大きく、多くの国民が経済的、社会的、文

化的な側面で生活の変化に適応しきれずにいる。なかには早急に対応の必要な問題も存

在している。 

 

シンガポールの多文化主義と統合の課題  

シンガポールの多文化主義の強みは以下の点にある。1) 万人の平等、保護、権利とい

う価値観と原則、およびそれらを擁護する国民国家の基礎的枠組みとしての各種機関。

2) 親切、寛容、礼儀、交流といった社会的、文化的、道徳的な規範。3) 歴史的に形成さ

れた多様性、ハイブリッド、融合といった認識が存在すること。日常生活や地域社会の

一部として、または乗り越えるべきものとして、さらには価値あるものとして多様性が

容認されていること。しかし一方で、社会的統合に悪影響を与え得る、シンガポールの

多文化主義ならでは問題も存在している。1) CMIO の枠組みが不合理かつ本質主義的で

あること。この枠組みは万人の平等を謳っているものの、属性によって人々を区別、固

定化しているため、実際の社会で起こっているダイナミックな交流や融合を阻害してし

まっている。2) 差別、思いやりの欠如、無知、ステレオタイプや攻撃的な団体及び個人

の存在。3) 避けがたい社会的緊張と衝突。 

新しい移民によってもたらされた新たな多様性は、シンガポールの多文化主義にどの

ような影響を与えるのであろうか。既存の国民と同じように新しい移民も CMIO が不合

理で適応不可能な枠組みとみなすのだろうか。彼らのアイデンティティはどのように形

成され、シンガポールの多文化主義にどのように貢献していくのだろうか。そしてシン

ガポールの多文化主義は今後どのように進化していくのだろうか、それはグローバルか

つローカル、国際的かつ国内的な多文化主義となるのか。国民の外国人労働者や移民へ

の一般的な反応は、敵意から消極的な承認まで多岐に渡る。それらに対処するには政府

と NGO の両方の取り組みが必要だ。ただし地域社会においては、地域住民と移民による
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社会的慣習の相互理解や譲歩が果たす役割が大きい。 

特に短期の外国人労働者はシンガポールの社会的多元性と地域社会において、独特な

存在である。彼らの労働力は長期的にシンガポールに必要なものである一方、個々の労

働者は短期にしか滞在しないため、地域社会に十分に参加することができない。そして

労働者のほうも同じ出身国同士での親交を好むのが一般的だ。また言語と文化の壁が交

流と統合をより一層難しくしている。しかし個々の労働者は短期にしか滞在しないとし

ても、その社会的存在がシンガポールにおいて永続的かつ無視できないものである以上、

日常生活や公共文化における既存の行動規範に包括されていく必要がある。そのために

は、たとえ共存と寛容のレベルにとどまる傾向があるにせよ、短期の外国人労働者と国

民の交流が必須となる。そしてその交流においては、地域住民がその労働者をどのよう

に認識し対処するかだけでなく、外国人労働者が日常の多文化主義のなかでどのように

行動するかも重要となる。社会的統合は双方向の努力が要されるものであるとはいえ、

新移民が地域や職場の日常生活において、既存の規範や人々の交流、シンガポールの多

文化主義に適応することは非常に重要である。国民は新移民や新市民をシンガポール経

済に便乗した経済移民とみなしており、シンガポールに貢献・献身することなく一方的

にシンガポールを利用する者と考えているため、この認識を取り除く努力が必要なので

ある。 

日々、多様性と折り合いをつけていくことは必ずしも容易ではない。衝突も起こる。

変化する多様性の中でかなり難しい問題も発生するであろう。政府の掲げる『開かれた

シンガポール』への政策と、草の根での実践、公共スペース、アイデンティティにおけ

る衝突には差異もあると考えられる。しかし衝突があるからといって集団間のすべての

交流や流動性が失われるわけではない。実際には多様性があるからこそ、統一国家建設

というプロジェクトにおいて、集団間に新しい種類の繋がりの機会が生まれるのだ。歴

史的にシンガポールは民族、言語、宗教の異なる集団間の衝突や緊張を経験してきたわ

けだが、それは同時に順応と統合の努力とプロセスを意味し、移民たちはそこにコミュ

ニティの社会機構や構造に参入するチャンスを見つけ出してきたのである。 

結論として、社会的統合は現在進行形の長期プロジェクトであり、達成するための近

道はない。また緊張や衝突は避けがたいと言える。社会統合における成功とは緊張や衝

突がないことではない。むしろ共通の理解と社会的価値観に基づいた政策と社会的プロ

セスによって、うまく歩み寄り問題を解決することこそが成功と言えるだろう。これま

での経験を生かせば、最悪の衝突は避けることが可能であろうし、最高の結束を確立す

ることも可能なはずだ。その過程で、政府、集団、個人はより広い視野を持ち、彼らが

暮らす社会の中で『他者』との関係を築くために必要な能力や行動特性を獲得していく。

そして拒絶や、単なる『寛容』のレベルを越えて、国家、地域における多文化主義を形

成していくのである。 
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________________________________________________________________________  

付録：シンガポールの背景 統計  

 シンガポールの人口  

1980 年 241 万 3900 人 

1990 年 304 万 7100 人 （10 年間で 26%増）  

1995 年 352 万 4500 人 （5 年間で 15%増） 

2000 年 402 万 7900 人 （15 年間で 14%増） 

2007 年 468 万 600 人 （7 年間で 16%増）  

2009 年 498 万人  

 

 外国人  

全人口比 14%（1990 年）、30%（2009 年）  

非居住者労働力(国籍保持者と永住者を除く人口)の割合がアジアで最も高い  

– 900,800 人 

• 家事労働者 190,000 人  

• 建設作業員 200,000 人  

– 留学生 86,000 人  

 

• マレーシア 165,000 人（2007 年）  

• フィリピン 139,318 人（2006 年）  

• インドネシア 68,000 人（2006 年）  

• ビルマ 50,000～60,000 人（2008 年）  

• タイ 20,000 人（2007 年、労働許可証所持者） 

• スリランカ 15,891 人（2005 年、労働許可証所持者）  

• インド 400,000 人  

• バングラディシュ 35,965 人 

• 日本 24,902 人（2005 年）  

• 韓国 13,000 人（2008 年）  

• 留学生 6,5000 人  

• 中華人民共和国 200,000～300,000 人（2004 年）  

• アメリカ合衆国 15,000 人（2008 年）  

• イギリス 20,000～56,000 人（2008 年）  

• オーストラリア 12,000 人（2001 年）  

• ドイツ 5,200 人（2006 年）  

• アフリカ諸国 3,000 人（2008 年）  
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 シンガポール国民人口（2000 年）：  

中国系 76.8%  

マレー系 13.9%  

インド系 7.9%  

その他 1.4%  

新規永住権獲得者数：63627 人（2007 年）、79,167 人（2008 年）  

新規市民権獲得者数：17,334 人（2007 年）、20,515 人（2008 年） 



50 「人口変動の新潮流への対処」研究 
 

 
 
 

６．飼いならされる外国人女性――台湾における結婚移民の社会統合政策の 
展望と課題  
ツェン イェン フェン（TSENG Yen Fen）、小宮有紀子（こみや ゆきこ） 
国立台湾大学社会科学院 

 

はじめに 

台湾では、過去 20 年間で移民の流入が著しく急増した。初期の移民はゲストワーカー

として低賃金で雇用された労働者が大半であり、永続的な移住ではなかった。現在、主

に東南アジアからの約 38 万人の外国人労働者が、医療や製造、建設部門で雇用されてい

る。一方で、1990 年代中期以降、越境結婚（cross-border marriage）によって生じた移民

も顕著に増加している（Wang and Chang 2002）。 越境結婚による移民人口がピークを迎

えた 2003 年には、台湾全体の婚姻届の 31 パーセントが越境結婚で占められ、2008 年ま

でに結婚移民の総数は約 40 万人に達した。結婚移民人口は女性が男性を大差で上回り、

2007 年の男女比は 1 対 7 であった。また、2007 年までは、結婚移民送り出し国の上位は、

中国、ベトナム、インドネシア、タイの 4 カ国であった。この台湾の新しい移民現象は、 

Constable が「マリッジ・スケープ（marriage-scapes）」と称える事象に当てはまる。国

際結婚の流れがあらゆる方向に偶発しているのではなく、既存の、または新たに生起し

つつある文化的、社会的、歴史的、政治経済的な諸要因により限定されつつ形勢を成し

ている（Constable 2005）という観点である。表 1 から、中国大陸からの結婚移民が増加

の一途をたどる傍ら、他諸国からは減少し続けていることが読み取れる。 

台湾政府は移民の定住化を防ぐため、初期段階から外国人未熟練労働者の動向を慎重

に管理していた（Tseng 2004）。そのため、台湾人の配偶者としての外国人が目覚ましく

増加した現実を受け入れることは、社会と行政院にとって唐突の衝撃であった。台湾政

府はこうした新しい移民を社会に受容するために、主に基金の設立や、移民を抱える県

や直轄市への補助金の分配などの対策に応じた。中央政府は、新しい移民の同化におい

て地方政府を支援するため、 最も積極的に語学学習カリキュラムを提供した。 

本稿では、台湾の結婚移民の実態について他のアジア諸国の関連事例を交えて概観し、

台湾の移民政策と社会統合政策について考察する。東南アジア出身の結婚移民（特に女

性）が、台湾文化に同化される対象と見なされていることを提起した上で、移民の同化

のための語学教育テキストに込められたカリキュラムを分析することによって、結婚移

民女性が（1）従順で献身的な専業主婦であること、また、（2）「息子の嫁」という付

随的な存在として、台湾の家族的価値観に追従させられていることを明らかにする。台

湾の社会統合政策は、結婚移民の身分保証において、婚姻関係に基づく台湾人の家族と

しての所属を要件している。しかし現実には多くの場合、結婚移民にとって台湾の家族

は生活での支えではく、問題を発生させる場なのである。 
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表１ 外国人配偶者統計（国籍、ジェンダー別） 

 外国人および中国

大陸出身配偶者 
国籍 ジェンダー 

 
 

全体の

結婚組

数 
年 

 

総数 
（人） 

全体の

結婚組

に対す

る割合 
（％） 

 
中国 
大陸 

（人） 

 
香港・

澳門 
（人）

 
東南 

アジア

（人）

 
その他

の地域

（人）

 

女性 
（人）

 

男性 
（人） 

2001 46,202 27.10 26,516 281 17,512 1,893 3,400 42,802 170,515

2002 49,013 28.39 28,603 303 18,037 2,070 4,366 44,647 172,655

2003 54,634 31.86 34,685 306 17,351 2,292 6,001 48,633 171,483

2004 31,310 23.82 10,642 330 18,103 2,235 3,176 28,134 131,453

2005 28,427 20.14 14,258 361 11,454 2,354 3,139 25,288 141,140

2006 23,930 16.77 13,964 442 6,950 2,574 3,214 20,716 142,669

2007 24,700 18.29 14,721 425 6,952 2,602 3,141 21,559 135,041

増加率 

（％） 
3.22 1.52 5.42 -3.85 0.03 1.09 -2.27 4.07 -5.35 

出典）台湾内政部入出國及移民署（National Immigration Agency）および外国人配偶者統計 
（http://www.immigration.gov.tw/immig_eng/aspcode/main11.asp） 

 

台湾の結婚移民 

結婚移民の由来 

台湾における結婚移民の需要： 

越境結婚は、元来、国内結婚市場での不利な立場に悩む低い階層の男性が、結婚の可

能性を高めるために国外の供給源を活用した結果である。そのため、結婚移民に対する

需要は、農家や製造業に従事する未熟練労働者の地域に最も顕著に見られ（MOI 2004）、

低収入や低階層、障害などの不利な条件を持つ男性が越境結婚花婿の大半を占めている。

しかし、「外国の花嫁」と結婚することは、従順な妻になることを望まなくなりつつあ

る台湾女性に対して男権主義を強調するために、下層中産階級や中産階級の男性にとっ

て魅力的な選択肢であるということも調査研究よって明らかにされている（Tien and 

Wang 2006）。 

越境結婚は必ずしも異文化間、異民族間に限られず、同民族や同地域出身者の結婚移

民も数多く確認されている。この事象は、国内の独特のグループが結婚相手として国外

の同じグループの人間を好む「同族結婚」とも呼べるものである。中国南東部の福建省

出身者が中国大陸出身の結婚移民の最多数であるという事例が、この同族結婚嗜好を象

徴している。というのも、大多数の台湾人が福建出身であるという事実があるからであ

る。台湾に居住する広東出身の客家は独自の言語と文化の保持のため、インドネシアや
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中国大陸の客家女性と結婚するという堅固な嗜好を顕示しており、国際同族結婚の一例

と言える。1990 年代初期の台湾では、台湾人男性と結婚するインドネシア人女性の初代

ブームがあり、それらは台湾農村地域に居住する客家が女性を求めてのことであった。

（Hsia2002） 

Hsia(2002)が指摘するように、農村の家族は概して娘を他の農村に嫁がせることを渋り、

「都市部に嫁ぐ」という期待が、農村の男性にとって配偶者を探す上で重大な問題を引

き起こした。しかし、そのような人口動態は 2000 年代により多様化していった。一方で

仲介業者が普及したことによって、結婚移民志望の外国人女性が都市部や下層の男性、

離婚男性や寡夫に売り込まれていき、他方では中国大陸からの結婚移民が増加し、台湾

人配偶者が農村地域出身でないために、それらの結婚組は都市部に居住する。そうした

結果、今日では大多数の結婚移民が主要都市で生活している（Ministry of Interior 2008）。 

 

台湾への結婚移民の供給： 

結婚による移民の増加の背景は、移民の出身国の経済苦境に起因するところが大きく、

特にそれらの諸国の農村地域ほどその傾向が強くなっている。結婚移民の供給は、台湾

とその近隣諸国の地域繋がりから生じた。ほとんどの台湾人の祖先は中国大陸出身であ

り、1949 年以降に大規模な移民が生じた由来から、台湾と中国大陸は現在も海峡を隔て

て親族関係の繋がりがある。また、台湾から対大陸投資が 1990 年代以来急増し、近年約

100 万人の台湾人が中国大陸に居住していると言われている（Tseng forthcoming）。この

ような密接な相互関係が、人々の交流の豊富な供給源となった。結婚移民に関する一般

調査によると、親族や友人のネットワークが結婚相手の紹介に最も重要な役割を果たし

ており、仲介業者が次に主要な紹介口となっている（MOI 2008）。 

ベトナム、インドネシア、タイとの繋がりは、台湾による海外直接投資の影響である。

東南アジア諸国での台湾資本の国際化が、それらの諸国からの結婚移民の流入を誘発し

たと調査研究によって報告されている（Hsia 2002）。例えば、多くの仲介業者はもとも

と東南アジア諸国にある台湾企業の工場で働く駐在員や、台湾から進出した中小ビジネ

スのオーナーであった。東南アジア諸国への資本の流れに伴う台湾からの移民が、後に

仲介業者となっている（Hsia 2002）。 

東南アジア諸国から台湾への結婚移民は、仲介業者と社会ネットワーク、また、その

両者の特性を交えたマッチメーカーによって支えられている。アジア諸国の結婚移民の

流れを持続させる上で、媒介としての 2 つの異なる仕組みが特に効果的である。第一は、

社会ネットワークの繁栄である。移民の繋がりが女性移民の繋がりと化し、結婚移民女

性が妹や姪、同性の友人を将来の配偶者に会わせるべく連れてくる、女性が女性を連鎖

的に呼ぶ体制になったのである。将来の配偶者とは、通常、結婚移民「先駆者」である

その女性の社会ネットワークメンバー繋がりの男性である。台湾への越境結婚を支える

プロセスに関する調査研究では、結婚移民の出身がある一国に集中している場合に、社

会ネットワークを介しての越境結婚が最も多く見られることが示されている（Hsia2002）。 
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第二の促進の理由は、結婚移民の出身国の移民申請代理人、リクルーター、旅行サー

ビス業者などから成る移民ビジネスであり、中には、アジアのコミュニティーと諸外国

との繋がりを形成する移民局員らも混在している。また、結婚移民の行き先国では、別

の移民ビジネスがその繋がりを利用して利益を搾取しようと待ち構えている。こうした

ビジネスは大きく発展し、グローバリゼーションとともに顕著に洗練されていった。未

来の結婚組を結び付ける仲介業者は実に様々な繋がりを駆使し、親族、友人、マッチメ

ーカー、ブローカー、旅行エージェント、また、他の組織者から成る複雑な糸を編み合

わせる（Wang and Chang 2002）。一方で、需要側と供給側が遠距離であることにより、

様々な情報格差が引き起こされているばかりか、両国の政府が結婚目的の移民に対して

健康診断、面接、ペーパーワーク等の多数のハードルを課したため、結婚移民とその配

偶者はそうした手続きのために代理商に依存せざるを得なくなった。 

 

東アジアの状況 

結婚移民が増加し続けている他の東アジア諸国の状況を比較すると、中でも韓国のケ

ースが台湾に最も類似している。Lee（2006）によると 2005 年に韓国の 75 パーセントの

結婚移民が都市部に居住している。日本の場合は、初期の台湾農村地域における結婚移

民の背景といくぶん類似点が見られる。日本の農村地域の家庭の長男は、農業を継ぎ、

その土地とコミュニティーを持続させることが期待される文化であるため、最も外国人

と結婚する可能性が高いと見られている（Suzuki 2005）。土地と農業の跡継ぎは、農家

コミュ二ティーでの生活を希望する国内の女性を探すのが困難である。代わって、香港

には興味深い特異性が見られる。一般的に下層の男性は国際結婚市場において良い条件

の選択肢が増えると言われているが、深刻な男女比の格差によって更に男性側からの需

要が高まるのである。10 年以上前から中国大陸より流入し続けている移民人口のほとん

どが男性であり、その新しい移民の流入が香港全体の移民の男女比を女性 100 人に対し

男性 115.8 に引き上げ、男性が女性を 22 万 8 千人上回るようになった（So 2003）。また、

香港と最も越境結婚率が高い中国大陸出身者との結婚においては、独特の生活習慣が見

られる。特に家賃などの生活費が高いため、多くの妻は中国大陸に留まって育児にあた

り、夫が香港で働きながら、中国大陸の家族のもとと香港の住居を往来するのである

（Leung and Lee 2005）。 

 

異郷の地で妻であるということ 

結婚移民への道は、女性にとってより良い人生をつかむ機会を提供する。台湾人男性

と結婚するインドネシア人女性の動機に関する調査では、それらの結婚移民がしばしば

両親から圧力を受けており、それが家族の戦略であることが報告されている（Hsia 2002）。

先行研究では、経済的に優位な国の男性と国際結婚する女性の動機について専ら経済的
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理由のためとしている。それらのほとんどの調査研究は、女性自身の「より良い人生」

の定義と解釈、国際結婚との関連性の分析を欠いている。言い換えれば、国際結婚する

女性は、経済的に豊かになることと同時に、「良い」結婚を追い求めることに動機づけ

られているのである。メディアや他のカルチュラル・グローバリセーションの媒介から

の「妻」や「近代性」に対する文化的解釈も、結婚移民の動機を解明するプル要因であ

る。このようなプル要因には、越境すると手に入る、安定した家庭生活を築くというイ

デオロギーも含まれている。Suzuki(2005)が指摘するように、外国人と結婚することは、

「容易で安全な転換、安定、富裕への切符と考えられている」文化的ロジックが存在す

るのである。 

 

配偶者または労働者 

越境を望む女性の動機や、それに関わる制約を把握することにあたって、結婚移民の

行き先の国に焦点を当て、結婚以外の移民手段を参照することで糸口が見えてくる。よ

り良い人生のチャンスのために移民を試みる女性は、配偶者として移民することと、労

働者として移民することのどちらがより良い選択となるか吟味するであろう。この意思

決定において、妻や労働者に対するカルチュラル・イメージが大いに関わっている。エ

ンターテイナーとして働くために日本に移民する多数のフィリピン人女性は、日本では

売春婦やあらゆる種類の性労働の汚名を着せられる（Tyner 1996）。フィリピン人女性に

とっては、家事労働者やエンターテイナーなどの労働移民と比べて、結婚移民は人道的

で、性、心、体の危険度が低いと考えられると Suzuki は論じる（2008）。台湾の結婚移

民に関する調査研究では、これらの移民が以前に労働者として他国に移住していたとし

ても、結婚適齢期になると帰還して結婚するよう家族から圧力を受けることがわかった。

異国での就労は、独身女性に対して婚期の遅れをもたらし、一般的に批難される事態に

なる（Hsia 2002）。 

移民のための手段は、移民の送り出し側と受け入れ側の両国の政策によるところが大

きい。日本では女性外国人労働者のための移民経路は主に興業分野にある（Piper 1996）。

そのため、日本の移住労働者に向けられる批難の目は、より多くのフィリピン人女性に

結婚移民の道を選択させるであろう。さらに、結婚移民または労働移民の選択肢が、移

民の送り出し国に存在しない場合もある。タイではかつて政府が女性に対して家事労働

者として他国に移民することを禁じていたため、タイの女性にとっては労働者として外

国に移民することがより困難であった（Fan 2005）。結局のところ、女性にとって国外

に移民する手段は限られている場合が多く、結婚が打開策になるのである。 

上述した東アジア諸国では、政府が外国人労働者に対して短期滞在しか認めていない

ため、長期定住を望む移民にとっての手段は台湾人との結婚に限られ、こうした背景か

ら労働移民が結婚移民に転身するのである。結婚移民と労働移民を比較する上で、それ

ぞれの就労率を調査することも興味深い観点である。実際に、多数の結婚移民が就労許
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可を取得後に労働市場に参入しており、韓国では一般人口の女性より、結婚移民女性の

就労率が 10 パーセント上回る。女性移住労働者は、祖国の家族を支援するために多額の

送金ができる一方で、結婚移民は後に述べるとおり、しばしば台湾の新しい家族を支援

するために働いている。 

 

政府法令 

本章では、居留権、就労権、福祉受給権、結婚移民の帰化プロセスを管理する近年の

規制について考察する。これらの権利の中では、全民健康保険  (the universal health 

coverage) が最も得られやすい。台湾政府は、外国人が 4 ヶ月以上台湾に滞在すると、全

民健康保険に加入する資格を供与した。よって、大多数の結婚移民は、所得によってお

よそ 20 から 40 ドル（USD）を支払うことでその保険が受給できた。結婚移民が合法的

に滞在する限りは、大陸出身結婚移民も含めて就労権が保証されるが、台湾人の配偶者

でない移民は合法滞在の継続ために就労権を取得しなければならない。 

居留権と帰化に関する法令は大陸出身配偶者と他諸国からの結婚移民を管理する 2 つ

の体系に分化される。国家安全保障の名目で、大陸出身配偶者はより厳しい規制と手続

きを免れない。大陸出身配偶者は、初めに短期訪問ビザで台湾に入境しなければならず、

入境から 6 ヶ月間以内に家族ビザを申請しなければ、帰還せざるを得なくなる。家族ビ

ザでの居留権は 3 年間有効で、以来 2 年ごとの更新となり、家族身分になってから長期

居留権を申請するのに 4 年を要する。長期居留権を取得すると、3 年ごとに更新するか、

2 年後に市民権を申請する資格を得られる。帰化に関しては他諸国からの場合、結婚移

民が経済的に自立をしていること、または台湾の家族より経済的に十分支援されている

ことの証明を求められる。これは大陸出身配偶者にとって経済的事情が左右する問題で

はなかったことと対照的である。大陸出身配偶者は、帰化の資格を得るために政治的関

心について精査される上、永住権が得られないようになっている。 

中国大陸以外の地域からの結婚移民の場合は、入境当時より外橋居留証で合法的に滞

在でき、通常 1 年ごとの更新が求められるが、出産した場合は 3 年ごとの更新となる。3

年間滞在した後に市民権を申請できるが、市民権の申請を見送った場合は 5 年間合法的

に滞在した後に永住権を申請できる。帰化の申請時には現国籍を放棄することが求めら

れ、この規定は結婚移民に限らず全ての移民に適応される。そのため、多数の移民が母

国の国籍を手放すことを拒否し、永住権を選択する。注目すべきことは、中国人結婚移

民は永住権の申請資格を持たず、3 年おきの更新が義務付けられる長期居留権のみ申請

可能であるということである。 

したがって、居留権維持のための資格は台湾人との結婚の継続性にかかっている。結

婚移民は永住権の取得前に離婚すると、死別を除いて法律上の居留資格を失う。離婚し

た結婚移民の居留権は、子供の養育権を獲得することでのみ担保され、同様の規定が市

民権の申請に対しても適応される。これは、Ito（2005）が指摘する「家族市民権制度（family 
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citizenship regime）」に当てはまる。市民権制度の本質的要素としての家族という要件を

表す概念であり、このような制度の主要点を明確にするため、Ito は Stevens の定義、「性

と生殖における神聖と冒涜を区別する親族関係の規範を通して、世代間のアイデンティ

ティーをつくりあげる政治組織」（Stevens 1997）を引用している。台湾の結婚移民の居

留権に関わる要件は、この家族市民権的な観点からも解釈可能である。結婚移民は、台

湾人の配偶者として、または台湾人の子供の親としての身分があって初めて合法滞在と

なる。歴史上、アメリカ合衆国では移民女性への市民権の付与にあたって、しばしばア

メリカ人男性に対する家族サービス面の功績が関係するという言説があった（Bredbenner 

1998）。 

問題は、結婚移民が子どもを設けることなく離婚に至ること、子どもの養育権の保有

に相応しくないこと、婚外性交渉に及ぶ（台湾では犯罪である）こと等、政府が支持す

る「性や生殖のあるべき姿」に反した場合である。移民は永住権や市民権を獲得しなけ

れば、居留権を失脚し得るのである。女性の権利を訴える政治活動家による数年に及ぶ

懸命な努力が実を結び、家庭内暴力（DV）による被害を受けた結婚移民が、居住権を喪

失することなく婚姻解消ができるよう新しい規定が可決された。 

 

台湾の越境家族の属性 

台湾政府は、内政部による結婚移民とその家族の定期調査を数年ごとに行った。2007

年の最新の数字をもとに、本章では台湾の越境家族の基本的な属性について記述する

（MOI 2008）。他の重要な情報については、2008 年に移民局によって施行された、不利

な状況下にある結婚移民の仕事と生活に関する調査から補われている。 

 

社会的経済地位： 

内政部の調査によると、大陸出身配偶者が台湾の一般人口と同等の教育水準を有する

のに対し、他諸国からの結婚移民の平均的な学歴は一般より低いものであった。移民の

台湾人配偶者の最終学歴は高等教育が最も多く、そのうちの 20 パーセントは障害者や低

所得者、年配の退役軍人や原住民といった不利な立場であり、その割合が台湾の全人口

に対して 4.6 パーセントであるのと比較するとはるかに高い。また、65 パーセントの結

婚移民が就労権を保有する中、半数以上が家庭外労働に従事しており、その割合は、台

湾全体の女性の労働市場参入率とほぼ同じである。そのうちわずか 41 パーセントしか雇

用保険に加入していないことから、結婚移民の雇用が非正規扱いであることを示してい

る。約 11 パーセントが家族経営であり、その割合は全人口のそれより低い。製造業、サ

ービス業、小売業が業種の上位を占めており、未熟練労働者（肉体労働でない職種）、

セールス、ウエイトレスが最も一般的であった。約半数の労働者が最低賃金である 15,840

新台湾ドルの報酬を受けており、低所得が就労上の不満で最も懸念されることであった。

このほか、残業と不規則な労働時間の 2 点が主要な不満の原因であった。就職の障壁に
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ついての質問には、雇用主から正当な ID（台湾人にのみ可能である）の提示を求められ

ることや、語学力の乏しさ、強い訛りがあることが重要事項として挙げられた。こうし

た結婚移民の台湾人配偶者の 80 パーセントが就労しており、主に製造部門の熟練労働者

であった。家族構成員のうち家庭外労働に従事する平均人数は 1.5 人で、そのうちの半

分は 1 人であった。救いとしては、90 パーセント以上の結婚移民が全民健康保険の適用

を受けていることである。 

 

出産と家族類型： 

平均的に、中国人結婚移民の子供の出生率が 0.53 人であるのに対して、他諸国からの

結婚移民の子供の出生率は 1.04 人であり、出産の 70 パーセントを占める。しかし、結

婚移民の生殖能力は全体の新生児出生率の重要な部分を占めている（表 2 参照）。2008

年の統計では、新生児の約 10 人に１人が結婚移民から誕生していた。越境家族のうちの

約 40 パーセントが核家族であり、同じく約 40 パーセントが拡大家族である。 

 

表 2  非台湾籍保持者の母親から誕生した新生児の割合 

年 
台湾の新生児の総数 

（単位：人） 

非台湾籍保持者の母親から誕生した新生児が

占める割合（単位：％） 

1998 271,450 5.12 

1999 283,661 6.05 

2000 305,312 7.61 

2001 260,354 10.66 

2002 247,530 12.46 

2003 227,070 13.37 

2004 216,419 13.25 

2005 205,854 12.88 

2006 204,459 11.69 

2007 204,414 10.23 

2008 198,733 9.60 

 

政府補助： 

約 10 パーセントの大陸出身の結婚移民が、政府系機関が提供する職業訓練や生活適応

コースを受講した。また、約 20 パーセントの他諸国からの結婚移民が、新生活に適応す

るために政府より提供されたコースを主に言語の習得のために受講した。リクエストさ

れた政府補助のなかで最も需要が高かったのは、雇用に関する情報と雇用機会のチャネ

ルの確保、経済支援、子供の教育援助であった。最も福祉に依存しているのは、年配の

退役軍人の中国人配偶者である。 
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居留権と帰化： 

大陸出身の結婚移民に関しては、42%が家族統合一時ビザ、23%が家族ビザ、13%が長

期居留権を保有し、20%が台湾に帰化している。他諸国からの結婚移民にいたっては、

42%が外橋居留証、30%が永住権を有し、27%が帰化している。高学歴であるほど、台湾

に帰化するために生まれ持った国籍を放棄することを不本意とした。 

 

不利な境遇： 

不利な立場にある結婚移民の定義を（１）母子家庭であること、（２）障害を持った

配偶者を得ていること、（３）低所得家庭であること、（４）家庭内暴力（DV）の被害

者であることとし、2008 年に移民局がおこなった調査によって、それらの結婚移民の生

活と仕事の境遇が、想像以上に厳しいものであることが明らかになった。結婚移民のほ

とんどが非正規雇用にもかかわらず、半数以上が一家の稼ぎ手であった。約 40 パーセン

トが配偶者との死別、離婚や別居、また、配偶者が服役中であるなど、結婚においても

紆余曲折を経験している。（表 3 によって、台湾全体の離婚者数と台湾の越境結婚組の

離婚者数の 10 年間の数字が示されている。）結婚移民の台湾人配偶者の 3 分の 1 は病気

または障害を持ち、介護が必要なケースもある。その調査によると、それらの台湾人配

偶者の就労率が半数に過ぎない反面、台湾全体の結婚移民の台湾人配偶者の 80 パーセン

トが就労している。そうした台湾人配偶者を持つ結婚移民の半数が、配偶者のためにい

くらかの、または耐えがたい苦悩を経験していると答え、主要な問題は経済困窮、子ど

もの養育、他の家族構成員や親戚との関係である。 

 

表 3 台湾における中国大陸出身配偶者と他諸国出身配偶者の離婚率 

年 台湾の離婚組数 
中国大陸出身配偶者の占め

る 

割合（単位：％） 

他諸国出身配偶の占める割合

（単位：％） 

1998 43,603 4.66 1.41 

1999 49,003 6.08 1.73 

2000 52,670 8.26 3.04 

2001 56,538 8.32 4.43 

2002 61,213 8.98 4.32 

2003 64,866 12.25 4.66 

2004 62,796 12.50 5.64 

2005 62,571 11.40 6.25 

2006 64,540 11.10 6.86 

2007 58,518 11.28 7.67 

2008 55,595 11.75 8.65 
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統合における課題 

問題視される結婚移民 

Tseng（2008）は、台湾の二大主要新聞による 2004 年から 2007 年の結婚移民に関する

報道を分析することによって、ジャーナリズムによるほとんどの報告が、移民の母親か

ら生まれた子どもの発達遅れが遺伝に起因するといった、病院や保険局から発信される

ニュースに基づいていることを発見した。このような偏見に基づく報道の結果、結婚移

民の生殖が論争となり、しばしば下層階級出身の移民女性に対する差別を含意した論議

がなされた。優生学のような「科学的」見地からの理由としては、下層階級出身の結婚

移民は、遺伝学的に「わたしたち」の一部となるのにふさわしくないとされている（Tseng 

2008）。東南アジア出身の結婚移民は素養がない田舎者であり、そのために「良質の」

子孫を生み出す素質に欠けると見なされる。その結果、彼女たちは政府系機関による避

妊や妊婦診断補助の対象になっている。立法議員や内政部長、教育部長は、東南アジア

出身の結婚移民による多産を抑制するよう公にした（Tseng 2008）。結婚移民に対する否

定的描写は、しばしば衛生局、警察、病院などの政府系機関から積極的に提供される。 

 

人種差別に基づく同化 

結婚移民現象は、可能な限り単一民族性を維持するという公式のナショナリズムを保

持してきた台湾に対して、いくつかの課題を提起した（Tseng 2004）。相当数の混血児の

誕生は全体の人口の民族構成を変化させると考えられたが、結婚移民との間に出生した

子どもは既に人口統計に多大な影響を及ぼしていた。2006 年には、10 人に 1 人が越境結

婚の両親から誕生している（MOI 2007）。突然の結婚移民の流入は、異なる言語、文化

圏出身の母親が組み込まれた下層階級の家庭のために、必要な生活資源を供給するよう

政府に促した。 

どの社会においても新規の移民が統合される過程での主要な障壁は言語であり、その

ために政府系機関は新規移民に対して言語習得のための補助を積極的に施している。

Tseng 並びに Komiya（2009）は、台湾政府の結婚移民に対する語学学習補助の取り組み

を分析する中で、以下の事項に注目すべきことがわかった。まず、台湾政府は東南アジ

ア出身の結婚移民に対して中国語学習を要する対象と見なしている一方で、中国語を解

さない他の結婚移民には中国語学習を要求していない。第二に、政府は女性の結婚移民

に限って同化の対象としており、男性の結婚移民に関しては同化の対象として捉えてい

ない。第三は、語学学習は将来の台湾市民を鍛錬する場となっていることである。 

政府系機関は移民に支援の手を差し伸べる過程で、まず出身国と階層に対する偏見に

基づいて、特定の国籍の結婚移民を差別待遇した。東南アジア出身の結婚移民は台湾の
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言語、文化に同化されるべきと見なされ、他の結婚移民のグループはこの方針から免除

されている。よって、特定の国からの結婚移民を対象に語学学習支援をする「差別に基

づく同化」なのである。これは、一概に移民の同化ではなく、特定の結婚移民を対象に

計画されている。下層の結婚移民が識別され、「我々」になるためのプロセスにおいて

隔離されているのである。 

 

家庭に閉じ込められた結婚移民女性 

台北市政府は、最も結婚移民が集住する地域への教育支援を目標とする報告書を発行

し、（１）新規の結婚移民に対して良き台湾市民になることを教授すること、（２）幸

せな家庭生活を営むことを教訓とすること、（３）子育てに関する知識を向上させるこ

とが具体的目標として挙げられた。 しかし、結婚移民がどのように就職に備えるべき

か、また、職場に適応していくかについては一切触れられていない。現実には、前述し

たように結婚移民の半数が家庭外労働に従事しており、不利な状況に置かれた家族を持

つ結婚移民の半数が一家の稼ぎ手である。この現実と、結婚移民を家庭内環境に拘束す

る政府の幻想的計画との間には、明らかに大きな隔たりがある。 

教育部から提供される公式の中国語教材、例えば「新しい生活のためのハッピーラー

ニング」によると、政府の目的は次のようなものである。それよると教師用のガイダン

スに、言葉を「読むことができる」ことを習得させ、結婚移民が「新しい生活に適応し、

新しい家族との幸せな生活」を送るという教育目標が以下のように示されている。 

 

「新しい生活のためのハッピーラーニング」は、「食料品の買い物の問題解決」

と「家族との日常会話」の 2 つを達成することが求められる」。(Teachers’ Guide 

2004: 3) 

 

語学学習カリキュラムを通して、こうした目標がどのように履行されているかを解明

するために教材のテキスト分析をおこなった結果、その教材が東南アジア出身の結婚移

民女性だけを対象につくられていることが明らかになった。政府は基本的に結婚移民女

性が家庭生活を営むことにのみ語学力が必要と想定している。一つには、その教材では

積極的な労働市場参入のために語学熟達度が必要だということが一切触れられていない。

結婚移民はその教材で食材名や生活資源のリサイクル法などについて学習する。食料品

の購買、料理、ごみ処理等の家事に従事することが、生活において最も重要であるとい

う概念が明らかに読み取れる。「新しい生活のためのハッピーラーニング」は、語学学

習よりむしろ、よき専業主婦になるよう機能している。教材の中では、結婚移民は従順

で献身的で目立たたない、社会的交流には傍観者という設定である。 

「新しい生活のためのハッピーラーニング」には、結婚移民とその配偶者が中心に位

置して始まっている家系図の頁があり、父母、義父母がその下部、息子、娘が上部に配



社会統合政策の課題と挑戦―新たな理念と役割を求めて 61 
 

置される構図が、拡大家族のイデオロギーを示唆している。前述の調査によると、実際

には 40 パーセントの結婚移民が核家族で生活している。教材を通して、結婚移民女性に

対する「女性」や「子供の母親」という表現は皆無で、配偶者の両親が家長である大家

族の「息子の妻」になっている。 

教材が描く結婚移民の日課を再現すると、以下のようになる。 

起床して就寝部屋の掃除、朝食の支度をし、家族との幸せな朝食の風景に同化し、そ

れから家の内外の清掃をする。家族と会話し、食材を買いに行き、音楽鑑賞に読書をし、

夕食をとって、語学学校に出かける。 

「新しい生活のためのハッピーラーニング」は、結婚移民の生活の場を、マーケット、

家庭、学校に限定し、専ら家庭生活を強調している。職場での場面や、家族との会話や

交流以外については一切コンテンツに含まれていないのである。この教材テキスト分析

によって、下層階級出身の結婚移民女性を家庭の範囲内に制約すること、また、「拡大

家族の価値観」という台湾の最も伝統的な家族イデオロギーに同化することが、それら

の移民に的を絞って語学学習を施す政府の意図であるという根拠が摘出された。 

 

おわりに 

多数の移民の受け入れ国では、新規の移民が福祉に依存する存在になり得るという懸

念から、大抵の場合は下層の移民に対して因習的に反対が起こる。しかし、台湾やその

他の移民受け入れ国の現状は大筋異なっており、真逆の事象も多く見られる。 

大半の結婚移民が家事労働や保育、夫や家族の介護を担っている上に、その多くが家

庭外労働にも従事しており、体の不自由な夫を持つ結婚移民は、夫に代わって一家の家

計を支えている。しかし、移民であるがために、雇用や労賃、労働条件の面で差別待遇

を強いられている。 

結婚移民（特に東南アジア出身）の福利を家庭内領域に制約した社会統合政策は、そ

もそも誤っており、不毛と言える。結婚移民が台湾での新しい家族と円満に暮らし、家

事労働を支え、子どもを生み育て、内助の功に徹する中で自主性を主張することなく幸

福な人生を送れるという考えは、浅はかで非現実的である。結婚移民が所属する家族、

または結婚移民が家計を支える家族が、健康状態、所得面、教育問題においてどれほど

危機的状況にあるかについて、多くの研究が示している。結婚移民は新しい地で家庭崩

壊の危機にさらされる危険性が高く、多くの場合、結婚移民にとって家庭は安息の地で

はなく、不安要素が漂う場なのである。 

生産的な統合政策には、まず結婚移民が悲惨な状況に陥った場合に、生活を安定させ、

自身の自己実現のために立ち向かえるように備える支援をおこなうベきである。それら

の結婚移民は、台湾での新しい家族にとっての良き行動規範に報いるべきではない。結

婚移民女性には、自立して懸命に働き、自身や家族のために経済的福祉をもたらしたい

という強い意志がある。政府はそうした結婚移民を労働市場に参入させる先見的な政策
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的枠組を持たず、不利な境遇に置かれた結婚移民が、より良い仕事や報酬を得るための

能力、語学力を養うための支援から逆行している。 
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７．韓国における社会統合政策 
イ へギョン （LEE Hae Gyong） 
韓国・パイチャイ大学 社会学・メディア情報学研究科 

 

社会学の分野において、市民のための社会的結合をめぐる「社会統合」が重要テーマ

となっており、「市民」の定義が、階級、ジェンダー、民族、外国人にかかわらず、よ

り多くの社会のマイノリティーグループを包摂するようになった。それによって、様々

なマイノリティーグループが社会統合政策の対象となっている。本稿では、大韓民国（以

下、韓国）の移民統合政策の展開と、特にその現状に焦点を当て、現行の政策と現実と

のギャップを指摘した上で、今後の方向性について提言する。 

 

韓国における移民統合政策の成り立ち 

韓国ではおよそ 20 年前までは際立った移民の流入が生じていなかったため、他諸国に

遅れて移民統合政策が策定される運びとなった。移民が後の市民として見なされ、移民

によって形成されたアメリカ合衆国とは対照的に、1960 年代より短期滞在の移民の流入

が生じた西ヨーロッパ諸国では、移民をゲストワーカーと見なす傾向があった。それら

の移民は労働のための短期在留資格に限って付与され、その後出身国に帰還しなければ

ならなかった。しかし、ドイツではゲストワーカーが長期間にわたって在留し、事実上

永住者となった実態が浮き彫りになった。こうして、多くのヨーロッパ諸国は移民政策

の方針の改定に至った。万人が容易に国際旅行ができる昨今、短期滞在移民と永住者を

識別し難くなっている。他方では、移民の多国籍性が目立つようになり、移民の循環的

傾向が優勢になった。2001 年 9 月 11 日の同時多発テロや 2005 年のパリ郊外移民暴動事

件を踏まえて、概して政府は移民統合政策に取り組む必要性を認識するようになった。 

東アジア諸国においても包摂と移民政策の拡充傾向を示す例外ではないが、その根源

たる要因がヨーロッパ諸国とは異なっている。1980 年代以来日本や台湾、韓国などの東

アジアの地域が移住労働者を引き寄せているにもかかわらず、全体の人口に対する移住

労働者の割合はほんの 2、3 パーセント程度に過ぎず、西ヨーロッパ諸国との比較では格

段に低い数字である（表 1 参照）。その代わりに、これらの東アジアの地域では結婚移

民の流入が著しく増加した5。 

 

                                                        
 
 

 
5 詳細については Lee (2008a) and Bélanger, et. al. (forthcoming) 参照。 
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表 1 東アジア地域の統計資料 

 日本 台湾 韓国 

人口（2009 年）  

単位：人 
128,000,000 23,000,000 48,700,000 

在留外国人比率（2008 年） 

単位：％（単位：人） 

1.7 

（2,180,000） 

3.4 

（780,000） 

2.0 

（970,000） 

国際結婚率（2003～2008 年） 

単位：％ 
5～6 20～32 11～13 

出典）Korean Statistical Information Service: http://kosis.kr（嘉本伊都子 2008:3） 

 

アジア圏で早くに工業化を経験した日本では、1980 年代より結婚移民の流入が生じ、

約 10 年後に台湾と韓国にも同様の現象が見られるようになった。それらの結婚移民の約

90 パーセントが中国や東南アジアの途上国出身の女性であった（Belanger. et.al., 

forthcoming; Lee, 2008a）。結婚移民は、国民の家族構成員の一部、即ち、国民男性の妻、

大家族における義理の娘、また、ゆくゆくは子どもの母親となるため、台湾と韓国では

移民統合政策の策定と施行に及んだ。 

 

近年の移民統合政策 

韓国政府は 2006 年以来いくつもの移民統合政策を打ち出した。それらの初期段階の方

針が表 2 に要約されている。2006 年 4 月 26 日に「結婚移民家族の社会統合支援対策 

(Marriage Migrant Family Social Integration and Support Policy) 」並びに「多民族と移民支

援計画 (Multi-Ethnic and Migrant Support Plan) 」、また、その 1 ヶ月後に「外国人法の方

針と助成システム (Foreigner Policy Direction and Promotion System) 」が公表された。そ

の取り組みが 2007 年の「在韓外国人処遇基本法  (The Foreigners in Korea Treatment 

Fundamental Law) 」および 2008 年の「多文化家族支援法 (The Multi-Cultural Family Act) 」

などの多くの分野の法律制定に繋がった（表 3 参照）。その結果、中央政府、地方政府

の両者が移民の社会統合を支援するため、無料語学講習や公的保険提供などの数々のプ

ログラムを創出した。この動向は、韓国における移民政策規範の転換を表明している。 
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表 2 韓国における統合政策（2006 年） 

主な政策 政策対象者 政策アジェンダ 

結婚移民者家族の社

会 統 合 と 支 援 施 策

(2006 年 4 月 26 日) 

国際結婚家族（外国人の妻と韓国人

の夫、その子ども） 

1) 違法国際結婚仲介の防止、およびそ

の対象者、被害者の保護 

2) 安定した住居支援 

3) 韓国社会への早期適応および定着

に関する支援 

4) 子どものための学校生活適応支援 

5) 安心した暮らしの環境づくり 

6) 結婚移民に対する社会的認識の改

善、および支援施策担当者の教育 

7) 推進体系の編成 

外国人政策の方針と

助成システム(2006年

5 月 26 日) 

1) 在外韓国人 

2) 結婚移民女性およびその子ども

3) 難民 

4) 外国人労働者 

5) 非正規滞在者 

6) 国民 

1) 地域における在外韓国人に対する

寛容性 

2) 子どもの利権向上 

3) 難民に対する実質的支援 

4)外国人労働者に対する処遇の改善  

5) 非正規滞在者の人権擁護 

6) 多文化社会としての韓国の受容 

 

表 3 韓国における移民統合を推進する法律 

主な政策 政策対象者 政策アジェンダ 

在韓外国人処遇基本

法(2007 年) 

合法外国人滞在者 1) 中央、地方政府の責務 

2) 移民政策推進制度 

3) 在韓外国人の処遇 

4) 多文化共生のための環境の醸成 

5) 外国人窓口、情報センターの設置 

多 文 化 家 族 支 援 法

(2008 年) 

多文化家族 1) 言語および多文化教育、相互理解の

促進 

2) 生活情報の提供および教育支援 

3) 平等な家族関係維持のためのサポ

ート 

4) DV 被害者の保護およびサポート 

5) 出産前、産後のヘルスケアサポート

6) 多言語サービス 
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移民政策のパラダイムシフト 

1980 年代以来、在韓外国人の多民族性、多国籍性は刻々と増している。初期段階にお

いては移民政策が皆無であったが、1993 年に産業研修制度(Industrial Trainee System) が

策定された。その後 10 年以上システム改善に苦心し、2004 年に外国人雇用許可制度 

(Employment Permit System) に、続いて 2007 年に就業訪問制度 (Working Visit System) に

改定された6。過去 20 年間を振り返ると、移民政策パラダイムが、既存のコントロール

体質から現行のマネジメント指向に転換し、2004 年に、政策の歴史的変容を遂げたと言

っても過言ではない。このパラダイムシフトは肯定的に受け入れられ、これまで外国人

と共存する境遇にさらされてこなかった韓国の社会にとって甚だ象徴的であった。 

 

現行の移民統合政策に影響する要因 

政府の方針を改定するよう促し、統合のための新しい方針を求める動きを誘発した第

一の要因は、韓国における外国人移住者が近年において著しく増加したことである。在

韓外国人数が 2008 年 12 月時点で 116 万人に達しており、その数は今や韓国の全体人口

の 2 パーセントを占めている。さらに、アメリカ合衆国を含む他諸国との自由貿易協定

が完全に履行されると、対外投資や外国人労働者の流入が予測され、それに伴い結婚移

民が増加し続ける事も必然である。したがって韓国政府は、排他的な移民政策はもはや

現実的ではないと認識したのである。 

第二に、近年の少子高齢化が労働力人口を著しく減少させることである。これに平行

して、韓国人労働者が「3D 工業部門」と称される、汚い (dirty) 、危険な (dangerous) 、

きつい (difficult) 業種を忌避するほど、それらの部門における外国人労働者に対する需

要が高水準にとどまると見られる。2008 年 12 月時点の在韓外国人労働者数は、非正規

労働者も含め 69 万人であった。ユネスコによると、韓国では 2050 年までに 200 万人の

外国人労働者が必要になるという。さらに、熟練、不熟練労働者や、合法、非合法滞在

者などが錯綜する外国人労働者の多様性によって、それぞれのグループに様々な問題が

浮上するようになった。 

第三に、国内の経済、政治、社会、文化的諸要因が政策転換に大きく作用している一

方で、国家間の条約や国際協定、国際社会の習慣や規範などの国際的事情からも転換を

余儀なくされている。現に 2000 年以来、多文化包摂と統合政策の拡充を支持する世界的

な傾向が見られている（Lee, 2008b）。また、政策転換の推進力の一つは、自由民主主義

国家として移民政策上の人権問題を無視できないという理念である。加えて、急速に国

際化が進むポストモダン時代では、短期移民と永住移民を区別することはもはや意味を

                                                        
 
 

 
6 韓国の移民政策の詳細情報については Lee (2008a) 参照。 
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持たないのである。「同化」または「多文化主義」をめぐる学術論争は、立案者のジレ

ンマを浮き彫りにしている移民政策を如実に捉えている。これらは、多様性の尊重や経

済、社会、文化、政治、法制度における参画を保障するという概念を含んでいる（Kymlicka, 

2001; Martiniello, 1997）。 

韓国では、過去 20 年以上にかけて権力国家から自由民主主義へ、また、右翼政策から

左翼政策へと転換し、さらに最近では右翼イデオロギーに後方転換している。このケー

スは、移民政策転換に関する政府の立場を反映している（Lee, 2008b）。移民統合政策に

おける最も重要な改革は前政権時代に起こったもので、現時点では新政権による取り組

みの真価が問われる段階ではない。2004 年の移民政策の転換は、前政権の観点から解釈

可能であると Boswell（2007）は強調する（Lee, 2008b）。 

上述のように、人口動態、社会変動、移民支援運動（NGO）、世界的動向、政治的所

属などを含む国内外の様々な諸要因が韓国の移民政策に影響を及ぼしている。移民政策

は依然として政府によって制定されているため、政府の展望が移民政策に多いに作用し

ている。 

 

近年の移民統合政策の特徴 

近年の韓国の統合政策は、マイノリティー政策、人口政策、家族政策の 3 種の枠組み

から成り、中でもマイノリティー政策が最初に履行された。2005 年初頭に前ノムヒョン

大統領が省庁や委員会に対して移民の統合政策に備えるよう求めた結果、2006 年にいく

つかの政策が新定された（表 2 参照）。2008 年に現李大統領率いる右翼政権に座を譲っ

て以来、マイノリティー政策より人口政策が重視されるようになったことがうかがえる。 

人口対策としての移民統合政策は、韓国社会の著しい低出生率と高齢化に起因する。

実際に、2008 年の全体の出生率は 1.19 人であった。韓国の人口は 2018 年にピークの 49.3

億人に達し、その後減少すると推定されている7。よって、結婚移民（特に農村地域）は

人口増加を助長すると見なされ、さらには、低所得家族の高齢化する両親のために介護

士を供給する手段として捉えられている。これは、高齢者の介護は息子の配偶者の役目

であるという韓国の伝統的な概念の表れである。しかしながら現代的価値観は変容し、

一般的に女性はこうした義務を負うことに対して抵抗を示す場合が多い。したがって、

韓国の男性は、伝統的な女性の義務を快く受け入れる国外の女性が花嫁として望ましい

と考える8。 

統合政策において重要視される最後の項目は家族である。今日ではおよそ 7 組に 1 組

                                                        
 
 

 
7 韓国統計局 Korean Statistical Office による人口統計予測（http://kosis.kr） 
8 韓国の男性は中国の女性よりむしろベトナム、フィリピンの女性を好み、おそらく後者の女性のほう

が従順で、より両親のために尽くすと思われているためであることが Seol et. al. (2006:76) によって示

されている。 



社会統合政策の課題と挑戦―新たな理念と役割を求めて 69 
 

が国際結婚であるため、政府はこれらの家族を支援するよう取り組んだ。その方針は極

めて包摂を志向し、多文化家族とその子どもの社会適応の全行程を包含している。多文

化家族支援は国際結婚組の婚前からも適応され、将来の韓国での生活不安に至るまで網

羅している。 

人権や人口動態を考慮する上では、マイノリティーグループや国家全体の人口を重視

する方針は肯定的であるが、家族の枠組みに重点を置くにはよほど慎重になる必要があ

る。移民女性に対して、専業主婦や義理の娘、母親という役割に適うよう強要すること

は、より重要な「自立した一人の人間である」という彼女たち自身の主体性を奪うこと

になりかねない。家族を重視した政策は、自立心を備えた女性とその家庭生活とのバラ

ンスに悪影響を及ぼす恐れや、社会にかつての家父長制秩序を再起させることに繋がる

可能性がある。 

 

近年の移民統合政策と現実とのギャップ 

移民統合政策は、同質社会の韓国に対して、これからの多文化社会の理念を表明した。

2004 年以降の急速な方針転換や、そこから打ち出された数々のプログラムには目を見張

るものがあるが、その成果については依然として判断できる段階ではない。しかし実際

には、全体の方向性や政策イデオロギー、そのプロセスをめぐって既にいくつかの問題

が浮上している。 

第一に、韓国にとっての「多文化社会のあるべき姿」についての総合的コンセンサス

が今のところ固まっていないのである。近年の社会統合政策は、移住労働者を除外し、

専ら結婚移民を中心としている。移民の滞在期間に関わらず、全ての移民を包摂した上

で、多文化社会に対する明確な捉え方を確立させるべきであると思われる。 

第二に、結婚移民に対する統合政策が家父長制度イデオロギーに基づいていることで

ある。結婚移民は主として専業主婦、義理の娘、母親であると政府から見なされており、

それ以外の属性については認識されていない。そのために、ほとんどの支援プログラム

が育児や老人介護、家事に関するものである。結婚移民を一市民として捉えるために、

家父長制イデオロギーの感情を緩和させることが不可欠である。著しく増加の一途をた

どる結婚移民の自己実現のためには、より多くのプログラムによって教育水準を高め、

職に活かせる技術を向上させることが効果的であろう。教育や生活環境適応のためのプ

ログラムは、職業訓練と平行しておこなわれるべきである。 

第三に、政策の対象となっているグループが、受給者や社会的に負担であるという見

方がなされている。社会の構成員としての移民の立場は極めて軽視され、ほんとんどの

プログラムは移民の文化特性を消失させ、韓国社会に融合するねらいとなっている。そ

のため、韓国国民を交えた双方向プログラムは類稀である。既存の隔離方針のプログラ

ムと対照的な、他のコミュ二ティーの人口を交えたより多くの統合プログラムでの取り

組みが有益であると思われる。 
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第四に、数々の省庁が移民支援プログラムを打ち出す上で競い合うことによって、多

数の重複したプログラムが存在し、中にはどの省庁に所管されているのか不明な状態の

ものもある。権力をめぐる内部抗争に代わって、移民をより社会の中心部に受け入れる

ために統制された取り組みが不可欠である。統率力を欠く既存の外国人政策委員会 

(Foreign Policy Committee) よりむしろ、移民統合政策のための独立した省庁を設立する

ことが打開策となるであろう。さらに、韓国の統合政策は上意下達方式によって特徴づ

けられる。中央政府が地方政府の方針を誘導しているために、他の地域とは大きく事情

が異なるであろう特定の移民集住区域のためのプログラムはほぼ存在していない。これ

からの統合政策は、それぞれの地域の移民の声に基づいて推進されるべきである。地方

政府から中央政府へのボトムアップ方式が実現すれば、移民のニーズを反映させたプロ

グラムが可能になるであろう。 

 

これからの移民政策の方針 

1970 年代から 80 年代にかけて、移民の受け入れ国の先駆者である北アメリカやオセ

アニア、また、後続のヨーロッパなどの多数の国家は、従来の移民の融合方針から多文

化主義へと転換している。しかし、多文化主義を全面に打ち出した政策も、実行する上

では従来型の融合方針とほとんど変わらず  (Martiniello, 1997) 、社会とマイノリティー

グループとのギャップは埋められていない (Entzinger, 2003) という認識が広がるともに、

近年において多くの教訓を得る事となった。 

近年のヨーロッパにおける統合政策は、より実践的手法の傾向にある。1998 年にオラ

ンダが移民に対して語学教育を強要し、それが即ヨーロッパ内外の諸国に広がったこと

が一例として挙げられる。多文化主義政策から訓戒される局面がある一方で、多文化主

義をめぐる議論は、統合に対する見方や方向性について多いに啓発した。その結果、ほ

とんどの移民受け入れ先進国が、移民の包摂的な統合に賛同し、関心度の相違がありな

がらもそれぞれの方針で文化的混交性を尊重している（Kymlicka, 2001; Entzinger, 2003）。 

これらの行動指針のもと、韓国は移民の統合に対する展望と姿勢を再確認する必要が

ある。まず、移民を「問題視」するのではなく、グローバリゼーションに起因する「然

るべき」人間（または家族）の動向であると見なすべきである。実際に、多数の韓国国

民が留学や仕事、結婚、退職後の生活のために国外に移住しており、直接的に自らに関

わることなのである。韓国国民が移住先の国に対して望むような尊厳を持って、韓国へ

の移民を処遇すべきである。第二に、統合政策はより広い視野に基づくものでなければ

ならない。移民の統合は、人権と機会均等の基本理念を尊重する、多様で開かれた社会

を導く民主化の重要な一環である。こうした意味では、移民統合政策は国民国家での政

府の自由主義的な正義を審議するものと見られている。韓国がいかにしてこの関門に応

じるかによって、従来の家父長性の独裁主義から包摂的な民主主義社会へ発展したこと

の真実性を見極められるであろう。 
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８．デュースブルク市における統合施策 
レイラ ウツマル （Leyla OEZMAL）ドイツ・デュースブルク市統合局 

 

1．デュースブルグ ――ライン/ルールにおける国際的港町 

デュースブルグはノルトライン・ヴェストファーレン州に属し、ルール地方の最西に

位置する 50 万人の都市である。人口規模でみるとドイツ上位 15 の一つである。デュー

スブルグの都市開発における最重要要素は、同市がルール川とライン川の合流点に位置

していることである。デュースブルグ港は世界第二の河港として広く認識されており、

デュースブルグ自体はその優れた立地条件から欧州中部における鉄鋼産業の中核であり、

ThyssenKrupp, Haniel, Infineon, Hitachi など数多くの世界的企業の本拠地である。 

産業を主軸に発展を遂げたデュースブルグの様な大都市は、21 世紀における自身のア

イデンティティを未だ開拓中である一方、その特色は従来の産業拠点から近代的な物流

とサービス業の拠点へと変化を遂げている。 

デュースブルグは文化的多様性に優れた都会的な都市である。ここでいう文化的多様

性とは単なる複数人種の混在を意味するものではなく、多種多様な価値観やライフスタ

イルの共存を示すものである。各文化は異文化との交流及び自律的発展を通じてダイナ

ミックな変化を遂げている。そのような有機的な異文化交流はデュースブルグという町

の日常であり、常識なのである。 

総人口は縮小し高齢化が進む一方、移民背景を持つ若い市民の数は拡大傾向にあり、

デュースブルグの多様性はこうして進展している。そしてこうした傾向が立地、文化、

社会といった側面から都市開発の主軸が移民背景を持つ者が集中する地域に移行してい

るのである。 

 

デュースブルグの概要 

 総人口（2008 年 12 月 31 日現在）       492,703 

 市民数（移民背景無し）              333,699 

 市民数（移民背景有り）             159,004 

その内外国人                  74,534 

市民権取得                      38,441 

二重国籍                       39,172 

外国人親を持つ独人                   6,902 

 

 小学生以下の幼児の内、50%程が移民背景有り 

 総人口の 13%程がトルコ移民 
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デュースブルグのように移民受入れの長い歴史を持つ都市においては、移民の生活環

境、社会的地位、そして統合が非常に重要視されており、十分な配慮がなされている。

統合は都市開発の人口統計学的側面において必要不可欠なだけではなく、都市に質的な

付加価値をもたらすものである。社会・経済・文化的に有意義な都市開発というのは移

民の統合が伴ってこそ可能なのである。 

 

2．「多文化都市」という戦略を持つデュースブルグ 

“共に強力な中心、及び地域により多文化都市を推進する” 

2027 年までの目標を記した都市開発計画「デュースブルグ 2027」によると、「多文化

都市」がコンセプトとして取り上げられている。これは歴史的資産に加え、新たな多文

化的な要素の融合を重要な戦略として位置付けることとして提案されている。 

 

デュースブルグで共存する多様な文化とは人的資源である。移民背景を持つ市民の統

合は人口減少の緩和につながるだけではなく、国際的な文化が都会的なイノベーション

をもたらし、より活発な経済構造の土台としても機能している。デュースブルグにおい

ては市民が常に第一に置かれ、事前アンケート等を通して政治や都市開発に関する意思

決定に重要な位置づけが与えられる仕組みとなっている。 

デュースブルグは、移民背景を持つ市民のニーズに配慮した住宅環境の開発を意識し、

住宅設計においてインターカルチュラルな要素を取り入れている。さらに都市開発にお

いて、市民の交流の場となる公園や広場に配慮し、各地域の独自な文化が安定した経済

の土台として活用されている。 

上記のような社会的イノベーションが図られる場合、市庁が全面的に指揮を取る。そ

してデュースブルグでは「インターカルチュラルな意識」は、都市開発において最重要

項目として位置づけられている。 

 

 デュースブルグは行政サービスにおけるインターカルチュラルな意識を促進して

いる。 

 

行政サービスにおけるインターカルチュラルな意識の推進は、国際化に対応するため

であると同時に、文化的多様性が社会的、経済的な資源となりうることを認識している

ことを意味しているのである。さらに移民背景を持った市民を平等に扱うことは、行政

の社会的責任も果たすことを意味するのである。 

こうした明確な目的は組織の方針であり、組織的かつ職員の個々人レベルで果たされ

るものである。これが意味することは、移民背景を持った市民を社会・経済・政治的プ
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ロセスに参加させることである。行政がインターカルチュラルな意識を持つことは多様

性理論にもとづくものであり、市が提供するサービスに対し、全市民が平等にアクセス

できることを保障するものである。 

 

 デュースブルグはインターカルチュラルな対話能力の強化を推進している。 

 

文化的な意識というのは特定の社会における組織や施設に象徴される。そのため、イ

ンターカルチュラルな対話能力の推進においては、デュースブルグ市庁が指揮を執るこ

とが必要不可欠なのである。重要目標の 1 つは、移民である市民の雇用率改善であるも

のの、現在の市の危機的な財政状況のため、十分な成果は得られていない。そのため、

既存の職員研修を通したインターカルチュラルな対話能力の推進といった新たな方法が

試みられている。 

 

3．統合庁  

2007 年の設立以来、統合のための統合庁は都市開発における多文化統合の主幹部署と

して機能し、デュースブルグにおける多文化統合を組織横断的に指揮している。統合庁

は多文化統合における戦略的な役割を果たし、各担当部局への助言やアドバイスを通じ

て、現場オペレーションの円滑化と活性化に努めている。 

 

統合庁の任務 

3.1 参加 

政治参加： 移住と統合のための委員会 

本委員会はデュースブルグの非ドイツ国籍を保持する市民により選出された 25 名の

委員から成る機関であり、統合庁がその運営を担っている。同委員会は移民背景を持つ

市民 16 万人弱を代表しており、定例会議は原則年に 6 回行われる。同委員会は円滑な多

文化統合を促し、その影響力は年々増している。 

 

社会参加： 移民団体との協働 

移民団体は多文化統合に携わる平等なパートナーであり、「移住と統合のための委員

会」委員と地域の橋渡し的な役割を担っている。 

2007 年 10 月には RFI に移民団体用の窓口が設置された。移民団体との協働において

はネットワークとの信頼関係が重要であり、統合庁は移民団体が推進するプロジェクト

を積極的に支援している。さらにこの窓口は移民団体間の交流と協力の活性化にも努め
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ている。地域によっては移民団体が非営利団体等と協働するケースがあるが、これも本

窓口により推進されている。 

 

個人的参加： 統合ネットワーク 

委員会の立案により、デュースブルグ市及びノルトライン・ヴェストファーレン州の

支援の下、「統合誘導員パイロットプロジェクト」が 2006 年 09 月よりスタートしてい

る。統合誘導員はボランティアから構成され、移民のデュースブルグへの統合を、行政・

労働・教育等の面で支援している。誘導員の背景は多様であり、さまざまな職業に従事

する 20 歳から 80 歳の、ドイツ語以外の言語使用能力を保持している者から構成されて

いる。 

誘導員の人員管理・教育・研修は RFI により統括されている。統合誘導員ネットワー

クは多文化統合活動の重要な構成要素であり、市民の多文化統合に対する関心を象徴す

るものである。 

 

3.2 対話体制の強化 

インターカルチュラル統合ポータル“ISI” 

統合情報ネットワーク“ISI”（Informations- und Kommunikationssystem Integration）は

統合庁及び地域社会のメンバーにより管理され透明性のもと、多文化統合に関するネッ

トワーク化を促進させている。ISI の主な目的は多文化統合に関与している個人、地域、

移民団体、非営利団体、ドイツ人団体などのネットワーク化と相互のコミュニケーショ

ンの促進、行政支援の拡大、国際化に対する意識形成、およびインターネット・フォー

ラムの構築である。 

 

対話の日 

今回で４度目となる「対話の日」が開催された。これは反差別対策センター

（Anti-Rassismus Informations-Centrum  “ARIC-NRW e.V.”）により設立され、統合庁と共

同で 2009 年 11 月 14 日に初めて開催された。 

「わたし達はあなた」（”Wir sind DU!”）というメッセージとともに大勢の市民が平等

でオープン、言い換えると民主主義的な対話の体制に関する意見交換を行い、数多くの

団体組織や個人が意見交換を行った。同イベントのコンセプトは非常に単純であるり、

様々な背景を持つデュースブルグ市民が日常を通して関心を持った事について対話し、

意見を交わす。100 名程の市民が対話に集まり、新たな視点と理解を得たことから、開

催者は結果に満足した。 
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ARIC e.V.と RFI は提携を維持し、「対話の日」をデュースブルグ市のイベントとして

定着させることで合意しており、同イベントを通してデュースブルグにおける協調と相

互理解の文化が広まることを望んでいる。 

多文化統合にとって健全な対話が如何に重要かについて、私は次のように考えている。

「他人に対する敬意と理解、そして話をよく聴く姿勢がデュースブルグの健全な多文化

共存の発展のために必要な基本要素です。異なる視点や価値観、意見の平等な対話の場

で衝突することが新たな価値を生み、物事を促進させる原動力なのです」。 

来年には規模を拡大して同イベントを開催することが計画されており、特に学校を始

めとする教育機関の積極的な参加が予定されている。対話の日の発祥の地であるロッテ

ルダムでは、今年は 2000 人の市民が参加したことから、デュースブルグも数年後には同

様な規模にしたいと考えている。 

 

インターカルチュラルな文化活動 

デュースブルグの文化的多様性は大きなポテンシャルである一方、十分にその可能性

が認識されていないのが現状である。商業と飲食業におけるインターカルチュラル性は

顕著である一方、市の文化面においては情報がほとんど共有されていない。こうした現

状を打破するため、「デュースブルグ文化フォーラム」が設立され、市民の文化活動へ

の参加が促された。「デュースブルグ文化フォーラム」の主な目的は、市の全ての文化

機関や文化団体と提携し、デュースブルグにおけるインターカルチュラルな文化活動を

推進することであり、ネットワークは着実に広がっている。 

 

“強い中心部と強い地域にから成るインターカルチュラルな都会性”の実現に向けた地

域活動 

地域活動は統合庁の重要な役割の一つであり、現地に特化したプロジェクトやイベン

トが積極的に展開されている。統合庁は個人、各機関や団体、及び行政により利用され

ることから、情報の集約と適切な発信が重要な業務である。 

デュースブルグ・グリーンベルト（Duisburger Gruenguertel）やメルケツ・モスク等と

いった象徴的なプロジェクトが、地域の活性化に特に大きく貢献している。 

デュースブルグ・グリーンベルトの活動地域はデュースブルグ・マルクスロー

（Duisburg-Marxloh）とデュースブルグ・ブルックハウゼン（Duisburg-Bruckhausen）で

ある。デュースブルグ・グリーンベルトの主な目的は良質な自然空間（公園等）の創造、

老朽化した建設物等の解体や改築である。 

更には活動地域全体の雑音削減、及び自然空間を基調としたオフィス街の企画により

市民の生活空間の改善、並び社会文化的環境の安定化が試みられている。 
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2008 年 10 月 26 日に創設されたメルケツ・モスクは多文化統合の成功例として全国的

に認識されている。総費用 760 万ユーロはムスリム協会、ノルトライン・ヴェストファ

ーレン州、及び EU の 3 者間で分担された。 

世界的にも類を見ない「教育と出会いの場としてのモスク」といったコンセプトのも

と、同モスクは異文化・異宗教の並存から共存への大きな一歩であり、世界各国から毎

月およそ 5000 名の訪問者を迎えている。 

 

4．今後の展望 

異文化統合活動においては活動そのものが目的である。都市社会が急速に変化する中、

移民文化の拡大に伴い、異文化統合政策において果たす都市計画の重要性は顕著なもの

となっている。 

近々、デュースブルグの NPO・NGO、行政、および移民団体の代表者によるインター

カルチュラル基準が策定される予定であり、具体的には「移民の歴史」といった用語の

定義、及び「人員」、「組織」、「活動内容」そして「ネットワーク化・提携」に関す

る共通基準の選定が予定されている。 

基準の導入に伴い、多文化統合モニタリングが導入される予定である。そこで得られ

たデータは参加団体にフィードバックされ、そこで再解釈される。 

デュースブルグ市の最終目標は長い道のりの目的地として移民背景を持つ人間の統合

が、都市における共存常識として定着し、統合がわざわざ取り上げられることが不要な

社会の形成である。そのような社会ではインターカルチュラルな対話が日常的なものと

なり、教育の全段階にいきわたるインターカルチュラルな都市生活そのものとなるので

ある。しかし、このような組織的な統治と促進を必要としない民主的/自発的な多文化統

合の実現には、未だ複数の解決されるべき課題が残っているのである。 
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９．オランダの医療部門における移住労働者とのあゆみ 
マルコ ボルスブーム （Marco BORSBOOM） 
オランダ・アバカボ労働組合連盟 

 

はじめに 

オランダ王国（以下、オランダ）では、製造業部門が特に数多くの国外の労働者を雇

い入れるとにより、過去 50 年余りの間に移住労働者の数が著しく増加した。この動向は、

相対的に規模は劣るが、同国の医療部門にも生じた。本稿は、まずオランダの移住労働

の背景と移住労働者の統合の流れについて概観し、オランダの医療部門における移住労

働について、21 世紀初頭の外国人医療従事者の雇用実態に焦点を当てながら考察してい

く。本稿は主にオランダ最大の公共部門労組、アバカボ（ABVAKABO FNV）および社

会問題雇用省を代表して 2005 年に公表された調査研究に基づいている。最後に異なる部

門の移住労働者の実態に簡潔に触れ、労働組合の観点の記述で締めくくる。 

 

第二次世界大戦後のオランダにおける労働移民 

第二次世界大戦後の 20 年間、オランダの移民の大半は、20 世紀半ばに独立を果たし

た、旧オランダ領東インド諸島とモルッカ諸島（現在のインドネシア共和国）からであ

った。戦後の低迷した経済情勢の中、これらの移民はオランダで職を得るのが困難であ

った。1970 年代半ばにはスリナムの独立に伴い、スリナム系移民の大規模な流入が生じ

た。 

1950 年代のオランダは、住居不足や失業問題、ベビーブームといったとりわけ経済不

況であったため、当時の政府は移民送り出しを奨励し、10 年あまりで 50 万人のオラン

ダ市民がカナダやニュージーランド、オーストラリア、アメリカ合衆国、南アフリカ共

和国等に移住した。 

しかし、その傾向は経済が復興し始め、急速に工業化が進んだ 1960 年代に翻されるこ

ととなった。工業化によって多くの労働力が必要とされたため、製造業 はまずスペイン

やイタリアといった南ヨーロッパやユーゴスラビアから雇用を充足させた。1960 年代半

ばからは、大多数の労働者がモロッコやトルコから雇用されたが、オランダが積極的に

国外から外国人労働者を雇用したのは、この一時期に限られた。製造業部門における最

も切迫した労働力需要の多くは不熟練労働者を対象としたもので、それらの労働者の多

くは低学歴層であった。当初は雇用主が国外からの労働力を確保していたが、それを国

益と考えた政府が取って代わるようになった。 

オランダ政府の移民政策は寛容であり、不法移住労働者も正規移住労働者と並んで許

容された。こうした新たな移民が「出稼ぎ外国人労働者（短期滞在の外国人労働者）」
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と呼ばれ、いずれは祖国に帰還するものと見なされたために、オランダ社会では移民の

統合政策が講じられなかった。移住労働者は将来的に出身国の社会に円滑に帰化できる

よう、自国のアイデンティティー、言語、文化を独自で保持していかなければならなか

った。しかし、実際には多くの出稼ぎ外国人労働者が帰還することなく、こうしてオラ

ンダにおける移民の残留は、今日も依然として討議が続くほどの影響を及ぼした。 

 

経済不況が続いた 1970 年代から 1980 年代中頃にかけて雇用情勢は低迷し、製造業部

門の大規模な余剰労働者の解雇に伴い、多くの非正規労働者が失職した。平均的な移住

労働者は不熟練で、多くが失業者として公的扶助に依存する傍ら、こうした経済的地位

の低さから犯罪に走る者もあった。 

これを受けて、移住労働者の社会的地位向上のための政府の新しい方針が発足し、そ

れに応じて移民統合政策が改正された。教育に対する重視度が高まり、労働市場への斡

旋プログラムの立ち上げ等の新しい政策が講じられた。1973 年以来、政府のねらいが移

民流入の抑制であったにもかかわらず、世界人権宣言や新ヨーロッパ人権条約から鼓舞

された後の政策では、家族の再統合の権利が付与された。移住労働者は本国で配偶者を

得てオランダに呼び寄せることが許されるようになり、こうして 1997 年まではこの制度

に 75 パーセントが賛成したが、法規制を通じ 2001 年に 60 パーセント、2007 には 15 パ

ーセントに減少した。また、将来の移住労働者や、オランダへの移住を望むその配偶者

の統合に関して諸要件が課された。オランダの難民政策に関しては、2000 年初頭まで比

較的寛容であったために、少数者の人口が増加し続けた。 

移民統合問題として移民コミュニティーの言語教育や教育促進が政策協議事項になっ

たのは 1990 年代のみで、大半の移民はオランダ社会に統合されなかった。2001 年以降

は、社会の悩みの種のすべては移民コミュニティーの存在が原因だとするポピュリスト

の政治家や政党が多数出現した。ピム・フォルタイン（Pim Fortuyn）、住みよいネーデ

ルランド党（LeefbaarNederland）、ピム・フォルタインリスト（LPF）、リタ・フェルド

ンク（Rita Verdonk）、オランダの誇り党（Trots op Nederland)、ヘールト・ウィルダース

（Geert Wilders）とその自由党（PVV）などが挙げられる。しかしながら、もし全ての外

国人労働者がオランダから退けば、国全体の経済が崩壊するであろう。 

 

オランダの医療部門における移住労働者 

製造業部門と比較するとはるかに小規模ではあるが、医療部門も第二次世界大戦後に

国外の看護師の雇用を実施した。オランダの労働市場は、「ポークサイクル」と呼ばれ

る、およそ 10 年から 12 年にわたる労働者不足と、束の間の余剰期間が交互に起こる傾

向があった。 

インドネシアとスリナムの独立時にこれらの国からの医療従事者の流入が増加したが、

それらの移住労働者は植民地時代にオランダから移住したオランダ市民であり、総じて
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円滑にオランダ社会に帰化できた。労働者不足が生じるたびに、かつての植民地時代の

ように小規模の国外雇用が実施され、その多くは移住労働者の伝手に頼るものであった。

公的チャネルからの雇用も増え、その例として、ドイツやアイルランドに拠点を置く臨

時の斡旋業者を通すケースが挙げられる。公的チャネルから雇用された移住労働者は数

年間オランダに在留し、それぞれ祖国へと帰還した。製造業部門と医療部門の移住労働

者の大きな違いは、教育水準や語学力にあった。製造業とは異なり、医療機関はオラン

ダ語が堪能で熟練した技術専門家を必要とした。 

2000 年初頭に再度医療従事者の需要が高まり、各医療機関は再び国外の看護師の雇用

を実施した。オランダ政府は、ポーランドの４万人の余剰看護師をオランダに移住させ

ることをポーランド政府と合意し、加えて、クロアチアから 1 万人の看護師を移住させ

るよう手配した。各医療機関は、リトアニアやフィリピン、南アフリカ、インドネシア

などからの看護師の雇用も手掛けた。 

他方では、オランダへの医療従事者の膨大な流入は、同国の医療の質と医療労働者の

雇用条件の低下をまねくと危惧された。また、新たな移住労働者の到来は、数々の倫理

的な問題を引き起こした。外国での就労を強いられる多くの医療従事者たちに、如何な

ることが起こり得るであろうか？ また、医療従事者の国外流出は、弱体化した途上国

の医療制度にいかなる影響を及ぼすであろうか？ 

オランダに移住すると見込まれていた看護師のうち、最終的にはごくわずかしかオラ

ンダに落ち着かなかった。それには数々の理由がある。ポーランドの新政府がオランダ

の移民政策に難色を示したこと、雇用主がメディアの否定的な報道を懸念したこと、景

気が後退して欠員が出なくなっていたこと等が挙げられる。医療機関は元来復帰自在な

職であったためである。もう一つの要因は、予想に反して即戦力になる看護師が、一括

して連れてこられるほど揃わなかったことにある。候補者は、第一にオランダ語が堪能

で、オランダ文化に精通し、公的機関によって認証された要件を満たしていることが求

められた。だが実際は、多くの場合、移住労働者の多くが専門的訓練と経験を積む必要

があった。適切な住居の提供や生活水準の適応等、時間と資本を要することばかりであ

った。 

オランダの労働組合は、医療の質と雇用条件の一定水準の保持のため、国外の看護師

の雇用削減と規制を試みた。その背景には、労働搾取や劣悪な労働条件の防止や、相手

国にとっての頭脳流出の阻止などの倫理上の考慮があった。さらに、自身が選んだ国で

就労するという労働者の権利が認知され、ある一定の条件下に限って雇用が成立するよ

う、社会問題雇用省、雇用主団体との間で協定を締結した。 

 

三者協定(CAZ Agreements: 2002〜2004) ―移住労働を可能にするために 

この三者協定  (CAZ Agreements: 2002〜2004) には以下の内容が記されている。 

 最長 3 年の在留期限の超過を防ぐため、既にオランダの医療機関で雇用されてい
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る移住労働者には就労許可を与ない。 

 移住労働者数の上限は、各医療機関で 3 パーセントとする。 

 雇用主は、雇用過程に伴う外国人労働者の宿泊費、旅費を負担する義務がある。 

 雇用主は、入国前のオランダ語学習を支援する義務がある。 

 雇用契約期間は最長で 2 年間とする。（就労許可は 1 年間であり、場合により最

長 1 年間に限り延長可。） 

 

同時に、アバカボ労働組合（ABVAKABO FNV）は、その上部組織である国際公務労

連 PSI が立ち上げた「国際移住と女性ヘルスワーカーに関する PSI キャンペーン」に携

わった。これには日本の自治労も参加した。また、ポーランドの独立自主管理労働組合

「連帯」（Solidarność ）と提携し、ポーランドの看護師の国際移動に関する共同企画を

立ち上げた。戦略の特徴の一つはオランダ人スタッフとのペア体制のサポートプロジェ

クトであったが、外国人看護師が少数だったために実行されなかった。2005 年には、PSI

のプロジェクトの一環として、雇用主、外国人看護師、他のスタッフについての調査が

実施された。その要約を以下に記述する。 

 

オランダの外国人看護師の就労実態 

外国人医療従事者の実態を把握するため、オランダに移住した 50 人の看護師を対象に

調査が実施された。回答者のうち 62％が東ヨーロッパ（ポーランド、リトアニア）、32％

がアジア諸国（インドネシア、フィリピン）出身であり、インタビューの対象になった

のは、主に老人ホーム（57％）や病院（31％）で働く 20〜40 歳の女性であった。それぞ

れ出身が異なる外国人医療従事者のほとんどは、同僚や上司について「良い」と述べた。

また、移住については「経済的に期待通りであった」とし、移住に伴う費用や月給につ

いては「大概は合意され、予想された通りであった」と述べた。雇用主は労使協約に基

づいて賃金を支払うことが要求される厳格な規定のためであると思われる。 

最も重大な問題は、諸外国の看護師の資格免許状について認証されないことであった。

その結果、高度に訓練された東ヨーロッパの看護師が看護師として働けず、実際の技能

レベル以下の介護士として働くことを強いられた。もう一つの重要課題はオランダ語の

理解力である。大多数の国外雇用の医療従事者はオランダ語圏外の出身であり、ほとん

どの回答者がオランダ語の習得が困難だと述べた。 

 

オランダの医療機関における雇用の実情 

医療機関が国外からリクルートする背景には著しい労働力不足があった。臨時スタッ

フや他の地域からの雇い入れ等の方法が尽きて以来、国外雇用が選択肢の一つとなった。

雇用を実施する国を選定する要因として、（1）斡旋業者のオファーまたはその国の雇用
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主との繋がり、（2）その国の労働市場の現況、（3）共通文化圏またはオランダ語圏で

あること、（4）資格の相互認証の有無が挙げられる。実際に、全ての雇用主は無作為に

国を選定し、多かれ少なかれ斡旋業者のオファーによって決定されると答えた。また、

その国の労働市場も重要な要因であった。大半の雇用主は、スタッフ不足の国からの雇

用は避けたいと述べた。実際的な理由として、その国に余剰人員がない場合、それ以上

の人員確保は難しいためであった。また、他方では倫理上の理由もあり、大多数の雇用

主は、その国の医療サービスの質を損ないたくないと述べた。 

南アフリカやスリナム等の政府は、積極的な労働者のリクルートを禁じるようオラン

ダ政府に要請したが、スリナム人や南アフリカ人の看護師がオランダ語を解することに

着眼した少数の雇用主によって、多少の雇用が実施された。雇用主のほとんどがオラン

ダと類似する文化の国が好ましいとし、多くの場合、それらは欧米諸国であった。病院

は、看護師の資格の相互認証が認められている国でのみ雇用が可能であった。このため、

ポーランドやリトアニアなどの多数の国は、オランダの看護労働の雇用対象にならなか

った。 

オランダの医療機関は国外の労働力を発掘する方法を持たないため、斡旋業者が重要

な役割を果たしている。オランダの医療機関は他国の労働市場の知識に欠け、ルールや

規制などに精通しておらず、その国の言語や優れた人材の判断材料を持ち合わせていな

かった。そうした理由から斡旋業者に依存しているが、同時に、斡旋業者のコンサルタ

ント業務の信頼性を見極める術もなかった。また、医療機関はそれぞれの間で斡旋業者

に関する情報交換がほとんどおこなわれないため、信頼のおけない斡旋業者のことが知

られることなく、別の医療機関でサービスの提供ができるのである。 

 

移住労働者を雇用することの問題点 

医療機関は医療従事者の国際雇用においていくつかの障壁に直面しており、その第一

はルールと規制である。短期間の雇用契約のため、国外からの看護師の雇い入れは、費

用効果面において無理があった。移住労働者が一人前の自立した労働力として機能する

ようになるまでに、約 1 年かかるとされている。就労許可は最長で 2 年間であり、教育

投資に対してわずか 1 年の還元期間しかない。収益が発生するには最低でも 3 年を要す

ると病院側は指摘する。第二に、資格の相互認証であり、この問題が潜在的労働力の対

象国数を大きく減少させている。第三は言語能力である。医療サービスではコミュニケ

ーションが非常に重要なため、オランダ語圏外からの移民の雇用は困難である。第四に、

文化の相違によって生じる問題の可能性である。例えば、階層性の組織文化に慣れ親し

んでいる看護師は、自己主張が求められるオランダの医療機関で働くことに抵抗がある

と予想される。 

それらの障壁にもかかわらず、オランダの医療機関の移住労働者は、同国の医療機関

の雇用政策にとって長期的に重要な役割を担い続けていくと見られる。75％の雇用主は、
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労働者不足の際には再び国外に人材を求めると述べている。さらに人口統計の長期予測

では、オランダの医療機関の移住労働者は減少するよりむしろ増加の傾向にある。 

 

移住看護師が労働市場に及ぼす影響 

オーストラリアやカナダ、イギリス、アメリカ合衆国などと比較すると、オランダの

看護師の国際雇用は相対的に小規模である。国外の資格を保有する看護師の割合は、ア

メリカ合衆国で 6％、イギリスで 8％、オーストラリアでは 26％にのぼるところ、オラ

ンダではせいぜい 0.5％にとどまっている。その要因は、大規模な国外からの雇用を阻止

する意図でつくられたオランダの医療部門の雇用規定（CAZ Agreements）や、資格の相

互認証、語学力や文化の相違が障害になるためである。 

移住労働者の雇用政策が、平等な待遇という点において及ぼす影響とは何か？ 

オランダの医療機関における移住労働者の規制は、他の国と比較すると例外的である。

ノルウェーやドイツ、イギリスには外国人看護師の受け入れに対して特別な政策が取ら

れており、それらの方針は能力を重視するものである。イギリスでは外国人労働者に永

住権が適応できるために受け入れに対してそれほど制限的ではなく、オランダだけが外

国人労働者の永続的雇用を避け、短期間の雇用に限定する狙いがある。また、オランダ

は、外国人看護師の 2 年単位のローテーションシステムと、各医療機関の外国人看護師

数の上限を設定した数少ない国のひとつである。 だが、三者協定は、逆説的だが外国人

看護師の流入を助長するであろう。外国人法（The Alien Employment Act）や、資格やオ

ランダ語の能力が重要視される時点で、既に国内労働市場が保護されているからである。 

外国人看護師の雇用に関する三者協定の質的な対策は、平等な待遇を考慮する上で効

果を持っている。条件として、雇用主は労使協約に従って外国人看護師を雇用すること

を義務付けられ、オランダへ移住する前に語学学習費を支払うことが求められた。 

他方で、定量的な対策や、短期移住を保証するための処置は、外国人看護師の権利保

護や昇進において否定的な影響がある。外国人法では外国人看護師が永住権と就労許可

を得られるのに対し、三者協定は一時的な雇用の保証に過ぎず、外国人看護師の立場を

損なうことになる。医療部門は移住労働者のほとんどの割合が女性で占められる数少な

い分野のため、外国人医療従事者の権利の軽視や定量的規制は、オランダの移住労働者

全体の女性の割合に影響を及ぼすことになる。 

 

近年の状況 

2009 年には、わずかな欧州連合国以外の外国人医療従事者がオランダに落ち着いた。

目立った労働者不足はなく、経済危機を含む数々の理由により当分この状況が続く見込

みである。多くの外国人医療従事者は帰還し、あるいは他国で職探しをすることになっ

た。オランダに残った移民のほとんどは問題なくオランダ社会に統合され、オランダ人
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と結婚するケースもあった。ルーマニアやブルガリア以外の欧州連合国の労働者は、就

労先の国を自由に選択でき、近年取得された資格の相互認証は多数の国で認可された。 

外国人法では、欧州連合国以外の国の労働者がオランダの就労許可を申請できるのは、

オランダの労働市場で労働者が不足している職があり、それがオランダまたは欧州連合

国の市民で満たせないことが明らかな場合である。例として、2009 年に 3 つのオランダ

の大学病院が、手術室スタッフの雇用をインドで始動したことが挙げられる。オランダ

の医療機関の雇用主団体は、リクルーターや斡旋業者を認可し、ヨーロッパの公共部門

の労組上部組織や、欧州病院医療関連雇用主協会（HOSPEEM）、欧州公務労連（EPSU）

は、医療部門の行動規範を起草した。世界保健機構の行動規範の適用については懸案中

である。 

一方で、オランダ社会は高齢化が進んでおり、保健省らによるいくつかの調査研究に

よると、現在の医療従事者が 100 万人であるのに対し、このままでは 2025 年までに 50

万人が新たに求められると予測される。国外の労働力の導入だけでは到底この問題の解

決に至らず、むしろ、現在は過小グループである移民の第二世代を対象とした医療教育

プログラムの奨励が、将来の医療機関の労働力確保に極めて効果的であろう。しかし、

限られた範囲とはいえ、医療機関は再び国際雇用をはかると予想される。そこで、その

過去の経験や、新しい行動規範の重要性が明らかになるであろう。 

 

労働組合による移住労働者支の事例 

労働組合（FNV Bondgenoten, FNV Bouw） は、建築業、農業、食肉産業や他の部門に

おける外国人労働者の重要性を訴えている。これらの部門の多数の労働者は東ヨーロッ

パ出身であり、オランダでのわずかな就労期間でしばしば搾取され、危険で劣悪な条件

での労働を強いられやすい。「平等な労働に平等な報酬」と、「倫理規範に従った仕事」

をモットーに社会運動を編成し、オランダ政府に移住労働者の境遇の改善をはかるよう

訴えかけるため、時には法律扶助を伴って雇用主団体との交渉をおこなった。 

2006 年以降、オランダ国内の不法滞在の移住労働者がアバカボ労働組合（ADVAKABO 

FNV / FNV Bondgenoten）に加盟できるようになった。合法、不法にかかわらずオランダ

の移住労働者の存在意義を認識している労組であり、不利な立場にある移住労働者がオ

ランダ市民と同様に適切な雇用条件が得られるよう 共に立ち上がりたいと考え、特別な

プロジェクトを打ち立てた。移住労働者が独自の組織を編成するための支援を受けられ

る上、職業訓練やオランダ語の授業、労働組合や医療に関する情報、被雇用者の権利な

どの様々な分野のワークショプが施される。また、仕事上トラブルに遭った場合、他の

オランダ市民の加盟者と同等に法的扶助制度を利用できる。  アバカボ労働組合

（ADVAKABO FNV / FNV Bondgenoten）は、他の組織と密に連携し、外国人労働者に健

康保険を供給できるよう尽力しており、広いネットワークを構築していくことで、オラ

ンダ社会の移住労働者の地位向上を願っている。 
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10．美濃加茂市における多文化共生について 
坂井 嘉巳 （さかい よしみ） 
美濃加茂市市民協働部生涯学習課／中央公民館 

 

私は岐阜県美濃加茂市という小さな町から来ました坂井と申します。先ほどお話しが

ございましたが、私は昨年の 3 月まで外国人集住都市会議という会議の座長都市の事務

局をしていました関係で、美濃加茂市の多文化共生についてお話しすることになりまし

た。お話しすることは５点あります。まず美濃加茂市の場所についてです。それから日

本における地方都市における外国人急増の背景とその課題。3 番目にはリーマン・ショ

ックやトヨタ・ショックと呼ばれる金融危機が、日本の小さな都市にもすごく大きな影

響を与えたということです。次に外国人集住都市会議とはどういったものであるか、そ

して 5 番目に地方のグローバル化と将来について、お話したいと思います。 

美濃加茂市は名古屋から車で約 1 時間、市内太田、古井という地域に外国の方が多く

住んでおられます。美濃加茂市全体で 10％弱ですが、古井地区には住民の 17％が外国人

です。全国的には群馬県の大泉町が 17％くらいだと思いますが、それくらいの割合で外

国人が古井には住んでおられます。美濃加茂市はどんな町かというと、もともとは宿場

町でした。それが 1990 年以降、ブラジルの銀行、ブラジルのお店が増えました。最近は

喫茶店が中国料理のお店になったりして、コックさんはもちろん中国の方です。ここへ

は我々もよく行くのですが、中では中国語と日本語が使われ、フィリピンの方まで中国

料理を食べにくるという多文化な都市になってきました。美濃加茂市の人口について最

新データで言えば、今年の 1 月 1 日現在、総人口が 55,135 人で、外国人登録者数は 5,290

人です。総人口のうち外国人登録者数の割合はこれまで 10％を超えていましたが、つい

に 1割を切ってしまいました。特にブラジル籍の方が急激に減少しています。昨年は 3,530

人でしたが、今年の 1 月 1 日現在では 3,086 人となっています。フィリピン籍の方は逆

に若干伸びていまして 1,422 人、中国籍の方は 456 人という数字になっています。美濃

加茂市における 1989 年以降の人口の推移ですが、外国人の割合は、20 年前わずか 0.6％

でしたが、昨年は 10.8％に達し、高い伸びになりました。一時は 12％近くまで達しまし

た。ところが 2010 年の 1 月 1 日現在、ブラジル籍の方が 3086 人ということでかなり落

ちています。フィリピン籍は 1422 人、中国籍は 456 人となっています。 
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美濃加茂市市民課調べ
 

 

また、図 3 はブラジル籍の方の居住年数を示しているのですが、2008 年になって人口

の 1 割を占めるようになったにもかかわらず、居住年数が 3 年未満の割合は６割にもな

り、移動が激しいことを物語っています。 

美濃加茂市全体に占める世代別の外国人の割合についてですが、20 代で 27.1％、30 代

で 15.2％と、働き盛りと言われる人たちが高い割合を示しています。また 0 歳代でも１

割近くを占めているのが特徴的です。 

市内の外国人登録者を在留資格別で見ていくと、研修生が 2.3％、それから特定活動、

これは技能実習生ですが 7.5％、日本人の配偶者 7.8％、定住者が 35％、永住者が 42％、

以下その他 4.5％というわけなのですが、ここで特徴的なのは、やはり研修技能実習生が

一割近くに伸びてきていることと、それから永住者には韓国朝鮮籍の特別永住者が含ま

れますが、美濃加茂市の場合、永住者の内訳はブラジル出身者が 1,561 人、フィリピン

出身者が 529 人ということですので、韓国・朝鮮国籍の特別永住者が全国で大きな位置

を占めているのとは対照的であることが分かります。 
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図4 ハローワーク美濃加茂管内の求職者数と求人数の推移

 

図 4 は美濃加茂市のハローワーク管内の求職者求人倍率の推移ですが、一昨年の 10 月、

0.95 倍であったのが、昨年のどん底の時には 0.20 倍まで落ちました。現在は若干上がっ

てきていますが、地方に与えている影響が大きいということです。 

つづいて、外国人の方と日本人の住民の関係についてです。この関係については「顔

の見えない定住化の問題」というのが言えるかと思います。地方においては地域コミュ

ニティというのはしっかりしています。そこへ地域コミュニティを知らない外国の方が

多くみえる場合、陽気ですので深夜まで働いてアパートに帰ってからお酒を飲んで騒ぐ

とか、生活のルールを守らないとか、転居が頻繁ですとか、言葉が通じないという問題

があり、地域住民のトラブルが起こりえます。それではいけないということで顔の見え

る関係を作ろうじゃないかということで動き始めました。 

美濃加茂市民の意識調査では、10％も外国の方がみえるのにも関わらず、全く言葉を

交わさないというのが 45％、あるいは外国の方がすぐ隣に住んでいるのが不安だという

方が 5 割近くいたという結果となりました。そこで美濃加茂市ではさまざまなプロジェ

クトを行っています。具体的には情報が非常に重要だということで、国際交流員による

通訳あるいは市政情報の翻訳作業をしております。それからポルトガル語版の行政情報

のハンドブック、英語版も作りました。それから緊急放送もやっています。ゴミの出し

方などの資料の多言語化にも取り組んでおります。市内の外国人支援団体についてです

が、美濃加茂市に金城さんという方が、ブラジル友の会を立ち上げておられるんですけ

れども、2002 年 11 月から活動しています。昨年 7 月からは、「定住外国人自立支援セ

ンター」の運営を委託しております。中国人と中国に興味のある方で構成された市民団

体である美濃加茂華友会が設立されました。近年市内においても 25，26 人の中国籍女性

が、日本人男性と結婚し暮らしております。あとは国際交流協会があります。 
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地域での活動としては、顔の見える関係を作るため古井地区の多文化共生推進座談会

を 2008 年 5 月から 2009 年の 2 月まで開きました。これは住民自らシンポジウムを開い

たわけなのですが、この時の地域住民の変化として、いろんな外国の方との話し合いの

中から地域の課題解決に向け自ら動こうという雰囲気が出てきたということです。外国

人も日本に暮らすのだから、郷に入れば郷に従えという意見もありましたが、日本人も

ポルトガル語を勉強しようじゃないかという意見も出てきたので我々も大変うれしく思

いました。逆にブラジルの方は日本語を教えてほしいとか、ゴミの出し方を教えてほし

い、というような共存共栄の形ができつつあるかなと考えています。 

岐阜県市町村ふるさと雇用再生特別基金事業費補助金

ＮＰＯ法人ブラジル友の会へ運営委託

図5 美濃加茂市定住外国人自立支援センター

 

 

図 5 は美濃加茂市の定住外国人自立支援センターの概要です。まず日本で暮らしてい

る外国人の言葉や文化・習慣の問題、コミュニケーションの問題、日本語教育について

いけない、それから来日直後の生活基盤の立ち上げが困難という問題が発生していまし

たので、いろんな相談をブラジル友の会に受けていただき、岐阜県市町村ふるさと雇用

再生特別基金事業費補助金を活用して、外国人住民が自ら解決するというコンセプトで

定住外国人の自立支援センターを設置しました。その中で生活支援、就労支援、学習支

援の３つを施策として行ってほしいと考えています。昨年の７月に立ち上げ、当初は月

に 250 人ほど来訪者があったものの、最近は来訪者が減少しているものの、相談内容は

深刻になっているということです。 

リーマン・ショックといわれる金融危機が及ぼした影響についてですが、2008 年の 10

月 1 日に 2,048 人いた 20 代の外国人登録者ですが、2009 年 11 月現在 1,809 人と、432 人

も減少しました。30 歳代でも同様の傾向です。この間、一割以上減少しました。2009 年

3 月ブラジル友の会の協力をもとに、外国人の暮らしに関する実態調査を行いました。
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ブラジル人については３割が失業し、フィリピン人は半数が失業状態という実態が浮き

彫りにされました。今後についてですが、ブラジルの方は仕事がなければ帰るという希

望を持っていますが、フィリピンの方は、日本に住みとどまりたいという意見も出てい

ます。 

【図表9】雇用形態
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【図表11】雇用保険
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「外国人集住都市会議」というのは、2001 年浜松市の呼びかけで、南米系日系人など

のニューカマーと言われる外国人住民に関わる施策や、情報交換、地域の様々な問題解

決のために立ちあげられたものです。2009 年 4 月現在 28 都市で構成され、外国人登録

者の約 1 割に相当する約 22.2 万人がこの 28 都市に居住しています。昨年はかねてから

要望してきた、地域に暮らす外国人住民のための外国人台帳制度の創設が実現しました。

昨年の 11 月には太田市において「外国人集住都市会議おおた 2009」を開催しました。

韓国の事例でもあった、政府で外国人受け入れ方針を策定すること、外国人庁の設置、

日本語教育などの環境整備、社会制度の改正などを含む緊急提言を行いました。 

現在美濃加茂市においても外国人の構成が変化しています。特に中国出身者が増加し、

1989 年 3 月にわずか 6 人だったのが、2008 年には 473 人となっており、美濃加茂市周辺

部においては中国出身者の増加が目立っています。美濃加茂市においては華友会を立ち

上げて活動を始めました。きっかけは、私の部下に、日本人男性と結婚した中国籍の女

性が臨時職員として配属され、彼女と話してみると「中国からきている私の仲間たくさ

んいるけれど家に閉じこもりがちで、横の連携が取れない」ということでした。そこで、

皆で話す機会を作ったわけです。インターネットで美濃加茂華友会と検索すれば出てく

ると思います。 

最後になりますが、従来は国籍が「「日本国籍＝「日本語」」というカテゴリーと、

国籍は「「外国籍」＝「外国語」」という２つのカテゴリーしかありませんでした。と
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ころが現在では、国籍が日本籍でも言語は外国語、あるいは国籍は外国籍でも言語は日

本語というようなことが生じています。例えば日本語しか話せないブラジル国籍の子供

もでてきているわけです。こうした子どもの親が失業して帰国した場合、ブラジルで子

どもたちが困難にぶち当たることになります。 

地方のグローバル化と未来についてということで昨年 11 月 23 日の新聞に外国人選挙

権についての社説と人口流出の記事が掲載されていました。日本全国 62,000 の集落が少

子高齢化や都会への人口流出により、近い将来約 2,600 が消滅すると言われています。

今後、地域を守るには外国の方との共生が必要になってくると思います。また中央大学

兼任講師のソン・ウォンソクさんは「多様性はいいものだ。明治以降日本には外国のも

のを取り入れて発展した歴史がある。政治・労働・産業界も外国人について自分の問題

ととらえ、逃避、逃げないで考える必要がある」とコメントしています。まさにその時

期にあるのではないかと思います。昨年以来インターカルチュラルシティの方とお話し

する機会がありました。これまで集住都市は日本の中で問題を解決しようとしてきまし

た。しかし地域のグローバル化は日本だけでなくて世界でも進行しているので、今後は

世界の中で議論する必要があるのではないかと思います。 
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11．経済成長戦略と社会統合のビジョン 
～自治体の役割と限界・課題～浜松の実践より 
堀 永乃 （ほり ひさの） 財団法人浜松国際交流協会  

 

1．はじめに 

浜松市は、繊維・楽器・輸送機器・光電子技術産業を中心とした「ものづくりの町」

です。1990 年の入管法改正以来、「デカセギ」と呼ばれる南米日系人が多数居住するよ

うになり、いまや全人口の約４％が外国人となりました。2001 年には、外国人集住都市

会議を立ち上げ、「だれもが住みやすい共生社会づくり」を推進しています。 

こうしたなか、浜松国際交流協会（以下、HICE と称する）は、以下の４つを柱に、地

域の多文化共生社会の構築を目指した諸事業を展開しています。 

(1)在住外国人支援 

各国語（ポルトガル語・タガログ語・英語・中国語・スペイン語）生活相談、日本語

教室、就学前児童学校体験教室「ぴよぴよクラス」 

(2)国際理解と交流の促進 

各国語講座、国際理解教育、各種交流イベント（異文化わくわくツアー、文化体験講

座） 

(3)市民活動支援と人材育成 

日本語ボランティア養成講座、多文化教育ファシリテーター養成講座、外国人コミュ

ニティ支援、NPO 等団体の活動支援  

(4)情報提供 

HICE NEWS（機関紙）の発行、ホームページ、メールマガジンの発行  

 

2．在住外国人の就労支援活動「介護のための日本語教室」にみる地域の意識啓発 

2008 年秋、米国を発端とした世界規模での景気後退により、派遣や請負の雇用形態に

あった多くの南米日系人が職を失いました。彼らは職ばかりか住宅までも失い貯蓄もな

い、帰国するか日本で生き残るかの人生の選択を迫られる状況に追い込まれました。ま

さに、荒波に放り出されたと言っても過言ではないでしょう。こうしたことから、HICE
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には日に 100 件を超す相談が寄せられるようになり、浜松市は全国に先駆けてワンスト

ップ相談コーナー9を設置し、ポルトガル語相談員を増員するなどの緊急経済対策を打ち

出しました。しかし、彼らはこれまで工場の単純作業しか知らないため専門的な技術を

有さず日本語能力もままならないため、たとえ面接に行っても採用に至ることはありま

せんでした。 

そこで HICE は、求人件数の多い介護業界への外国人参入について着目し、『介護の

ための日本語教室』（文化庁委託事業）を設置することにしました。当時、政府も「工

場から施設へ」と派遣失業者を介護業界へと導入するよう提案していました。しかし、

現場からすれば「工場では仕事がないから介護」という考えを当然受け入れるはずがあ

りません。少子高齢化が進む日本社会を憂慮すると、在住外国人は貴重な労働力である

ことは間違いありません。では、どうしたら外国人が新たな業種に受け入れられるよう

になるのでしょうか。まずは、企業や地域が抱く在住外国人に対する見えない不安感を

払しょくすることができるかを考えました。本当に、現場は人手不足を感じているのか

どうか、どういった作業ならワークシェアができるのかなどを知るために、現場のフィ

ールド調査を行い、教室を立ち上げていきました。 

 

期 間 平成 21 年 2 月 21 日～3 月 12 日 13:00～16:00 全 36 コマ 

場 所 浜松市立南部公民館 

受講者 ブラジル、フィリピン、ペルー出身 外国人 30 人 

授業内容 食事・衣類着脱・入浴・排泄の４つの場面を想定し日本語コミ

ュニケーションを学ぶ。さらに看護師や介護福祉士も講師に加

わり、日本人の介護観なども学んだ。また、静岡県老人福祉施

設協議会協力の協力により介護実習を実施。浜松市内 7 施設に

受講生全員が 2 日間参加し、技術などの現場実習を行った。 
平成 20 年度介護のための日本語教室（文化庁委託事業）    

 

単純な日本語教室ではなく、現場が求める人材育成の教室づくりを目標に掲げ、各方

面の関係機関（浜松市社会福祉協議会、日本語教育専門家、老人介護施設、県や市の保

険課）と連携した教室づくりを目指しました。講師には日本語講師のみならず、介護福

祉士・看護師といった現場を知る人を迎えることで的確な指導を得ることができました。

そして日本社会に精通し日本語能力も高い外国人のバイリンガル講師が日本と母国の文

化や考え方の違いを踏まえて授業の補足を行うなどの工夫もしました。介護福祉士や看

護師といった受入施設側の日本人を加えたことは、日本人側の外国人に対する意識の啓

                                                        
 
 

 
9 ワンストップ相談コーナー；HICE、ハローワーク、労働基準監督署が連携した相談コーナ

ー。生活、労働、雇用に関する全ての相談を一か所で行うことができる。 
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発につながったと言えます。 

カリキュラム内容は、食事・衣類着脱・入浴・

排泄の４つの場面を中心に、その場面で起こりえ

る日本語コミュニケーションを想定し、チームワ

ークで動く介護現場の即戦力となるよう、「気に

かけて、護り、助ける」といった介護の基本姿勢

に忠実なコミュニケーション練習を行いました。

時には介護利用者の声を聞く機会を設けたりし

て、介護を受ける立場、当事者に立つことを理解

しました。現実に近いシミュレーション練習を重

ねていくうちに、いつしか受講者は利用者を常に

気にかけて答える姿勢を自然と身につけること

ができるようになりました。一緒に考えて行動す

るグループワークを取り入れたことで、同僚とど

のように接するかについても学ぶことができま

した。施設の責任者による日本人の介護観に関する講義も取り入れ、日本における福祉

の仕事について考える機会も設けました。教材では、高齢者体験キッドやビデオ教材、

介護用具を活用したので、実践さながらの技術指導を行うことができました。このよう

に教室全体が臨場感にあふれたことで、より受講者の意識も高まったことだと思います。

現場から危惧される「書く能力」については、毎

日学んだことを記入させ作文添削指導を行うなど

して、きめ細やかな指導をしました。その結果、

漢字 200 字を習得し、立派な報告書・感想文が書

けるようになりました。こうして手さぐりのなか

全員で作り上げた授業の内容をまとめて、一冊の

テキストを作り、次年度の教室でも活用されるよ

うになりました。 

しかも座学だけではなく静岡県老人福祉施設協議会の協力により介護実習を実施し、

浜松市内 7 施設に受講生全員が 2 日間参加しました。受け入れてくださった施設のなか

には、後日「実習に来た○○さんがとても素晴らしいので、ぜひ彼女を採用したい」と

いう声があがることもありました。実習は、施設の外国人財受入に対する意識啓発につ

ながったのだと思います。一方、受講者にとっては実際に現場を知ることができて、母

国文化や習慣の違いを認めながらも自らが日本の介護職に就職することに対する希望や

目標が明確になったのではないでしょうか。 

現在、講座を修了した 30 人中 21 人が就職に至りました（平成 20 年度）。なかでも 5

人が民間講座でホームヘルパー2 級を取得しました。就職先の施設が資格取得支援をし

てくれた例もあります。その施設に採用された人は、いまでは立派な正社員となってい
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ます。このほか、前年度採用したペルー人（平

成 20 年度修了者）が優秀だと評判で、同国出

身の後輩を採用した施設もあります（平成 21

年度修了者）。 

修了者は講座修了前から就職活動を始めて、

ハローワーク浜松や社会福祉協議会内にある

人材バンクを活用したり、求人誌から情報を

入手したりして、就職に向けて果敢に挑みま

した。彼らは決して、最初から求職活動に自信を持っていたわけではありません。学ん

できたことが実践で使えたという自信が介護実習で得られたから、現場における自分を

イメージし、介護職に就きたいという意欲が高まったので、くじけず挑戦し続けられた

のではないでしょうか。 

今では、遠州地区最大手である社会福祉法人天竜厚生会において、浜松市の雇用対策

事業を活用してブラジル人、フィリピン人、ペルー人の 4 人を採用し（うち 3 人が本講

座修了者）、人材育成プログラムを HICE と

協働で作っています（平成 22 年 2 月現在）。

ここでは EPA の外国人ではなく、方言や土地

勘のある地元在住の外国人にスポットをあて、

日本語と技術指導の事前研修だけでなく施設

で働き始めてからもフォローアップ研修に力

を入れて、今後集住都市として外国人の介護

利用者が増加することを想定し、外国人の介

護スペシャリストの育成に励んでいます。 

こうした成果は HICE が他機関との連携を強め、講座の中身も修了者の出口支援も充

実させることができたからです。この事業は、一機関が行うには並大抵なことではあり

ませんでした。しかし、当事者である関係機関が連携したことによって、確実に目標を

達成することができました。HICE はあくまでも

当事者同士をつないだにすぎません。介護施設

と日本語学習支援を行う関係機関が連携したこ

とにより、外国人労働力をどう受け入れていく

か、日本社会の意識啓発を促すことができまし

た。やはり多文化共生社会を構築するためには、

地域が在住外国人の存在を地元の貴重な人財と

して認識することが大切です。労働力不足に悩

む地域や介護人材が不足する地域にとって、こうした在住外国人の就労支援事業は新た

な社会づくりへの希望となることでしょう。 
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3．課題 

介護のための日本語教室の修了者のなかで、介護施設に就職したのは 15 人で、他の 7

人は工場や他業種へ就職していきました。たとえ彼らが教室で日本語を学んでも、資格

所有の有無に触れて雇用に際して躊躇している施設も数多く、介護施設側の受入態勢が

整っているわけではありません。しかしながら、新たに採用した施設からすると「明る

くて一生懸命な」姿に感心し、むしろ感情表現が豊かで人と触れ合うことを大切にする

外国人の文化が重宝され、利用者からも大事にされていると聞きます。施設のなかには

利用者の名前をすべてカタカナ表記に変えたり、独自の多言語報告化システムを開発し

たりするなど受入態勢を整えていく施設もあります。施設の意識は施設にしか変えられ

ないので、今後は既に雇用している介護施設に協力を要請し、他の施設にも本事業を広

く周知して彼らの雇用について前向きに検討し、受入態勢をわずかながらも整えてくれ

る施設を増やしていく努力をしなければなりません。やはり、こうした外国人人材の育

成に連動しながら施設側を意識啓発していくには、連携が重要なキーワードになります。 

一方、就職に至った修了者たちは、就職後様々な壁に当たります。たとえば、端午の

節句などの行事があるときに、なぜ柏餅を用意するのかわからなかったり、朝食で用意

する食事の作り方（味付け）がわからなかったり、利用者との会話ややり取りで戦争の

話が出てくるとどうやって答えていいのかわからないといったことがあります。就職後、

彼らは日本文化や習慣がわからずに漠然とした不安感を抱き、どう対応してよいのかわ

からず困ることが多いそうです。利用者さんがやさしく教えてくださったり、同僚がや

さしい日本語で教えてくれるようで、その不安は払しょくされていくのですが、事前に

知っておきたかったという声が多数寄せられました。そうすると、日本語コミュニケー

ションと技術だけではなく、日本文化や習慣といったことにも触れていくように内容に

厚みを加える工夫が求められます。そして、本事業を就職前の研修として位置付けるの

ではなく、就職前から就職後のフォローアップといった一貫性のある事業にしていくこ

とが望ましいでしょう。 

しかし、この事業は委託を受けることができたので開催できたわけですから、HICE が

継続して事業委託を受けることができなくなれば、当然この事業は歩みを止めなければ

ならなくなります。すると、これまでのように地域の高齢化に向けた対策と外国人の雇

用促進として HICE が本事業の舵を取り続けることは非常に困難です。ですから、行政

としても在住外国人の雇用促進として本事業を実施していくことや、介護業界のなかの

制度やしくみに関して積極的に改善を進めるなど、明らかな役割を担っていく必要があ

ると思います。 

HICE はこれまで本事業の実践を通して、試行錯誤しながらも何となく道を拓いてきた

ように思います。正直、まだまだ外国人の受け入れに対して躊躇する施設も多く、明確

な介護人材育成プログラムの内容や連携システムが確立していません。 

 連携においては、各方面をつなぐコーディネータの存在は欠かせません。事業内容
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の充実には、当事者の協力と関係機関の連携が不可欠だからです。人と人、機関と機関、

事業と事業をつなぐ役を担うコーディネータ能力を有するスタッフを育成するには時間

がかかります。決して、一人で動かせる事業規模ではないので、スタッフがそろってい

ないと事業を運営することはできません。 

そして HICE はこれまで様々な事業を実施していくなかで得たノウハウを生かして、

本事業を企画しました。しかし、HICE には教室運営の財源がないため文化庁に事業委託

の申請を行い実現することがかないました。国の委託事業であるという点からも、次は

このノウハウが限られた地域だけで開催されることではなくて、全国の介護人材を必要

としている地域にも広がることが望ましいと思います。そのため、我々はこの事業を周

知し、各地域にノウハウの提供をしていくことが大切です。 
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プログラム 

【１日目】公開シンポジウム「社会統合政策の課題と挑戦－新たな理念と役割を求めて」 

10：00-10：15 開会挨拶  羽生 次郎（笹川平和財団会長） 

10：15-11：45 

第一部  多様な展開を見せる社会統合政策－EU におけるダイナミズム 

    司会：小川 全夫（山口県立大学大学院教授） 

安里 和晃（京都大学大学院特定准教授、笹川平和財団特別研究員） 

 「社会統合政策の新たな地平」 

Irena GUIDIKOVA（欧州評議会文化政策、多様性、対話部長） 

 「インターカルチュラル・シティ―インターカルチュラルな統合のモデルに向けて」  

Jonathan CHALOFF（OECD 国際移民部政策アナリスト） 

 「国境を超える雇用と労働市場の統合政策への影響」 

13:15-14:45 

第二部 アジアにおける社会統合政策の胎動  

    司会：明石 純一（筑波大学大学院助教） 

LAI Ah-Eng（シンガポール大学アジアリサーチ研究所シニアリサーチフェロー） 

 「シンガポールの多文化主義と社会統合：背景、アプローチと諸問題」 

TSENG Yen-Fen（台湾大学社会学部教授） 

「家庭に縛り付けられた外国人女性：結婚移民に向けた台湾の社会統合政策の現実と挑戦」 

LEE Hye-kyung（韓国培材大学社会学部教授） 

 「韓国における社会統合政策」 

14：45-15：15 コーヒーブレイク  

15：15-16:45 

第三部 多様な主体が推進する地域の社会統合 

    司会：田村 太郎（ダイバーシティ研究所代表） 

Leyla OEZMAL（ドイツ・デュースブルク市統合局長） 

「デュースブルク―― 

ライン川とルール川の合流地点に位置する世界に開かれた国際港湾都市」 

坂井 嘉巳（美濃加茂市市民協働部生涯学習課課長兼中央公民館長） 

 「美濃加茂市における多文化共生について」 

Marco BORSBOOM（オランダ・アバカボ労働組合連盟政策アドバイザー） 

  「オランダの医療・福祉分野に従事する国際移民」 

17：00-17：30 総合討論 

17：30-17：40 閉会挨拶  茶野 順子（笹川平和財団常務理事） 

18：00-  レセプション 

【２日目】非公開セッション 
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執筆者プロフィール 

▉イレナ・ギディコバ Irena GUIDIKOVA（欧州評議会文化政策、多様性、対話部長） 
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