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２. 多文化家族は何を「問題」にしているのか？

　日本に暮らす多文化家族は、どのようなことで問題に直面するのであろうか。多文化家族の抱える
問題については、すでに就労・教育など様々な側面から多くの研究がなされてきた。それらではかれ
らの直面する問題を客観的な形で――つまり、それらに対して外国人当事者がどのように捉えてい
るのかを問わずに――指摘するのみならず、実際の相談内容やインタビューなどにより、個々の問
題に対して多文化家族自身がいかにそれを「問題」として認識し、対処しているのかについても、質
的な検討がなされてきた。
　しかしその一方で、どの問題が多文化家族らによって「問題」として捉えられがちなのか、それを
量的に把握する試みは、これまでほとんどなされてこなかった。もちろん経済状況などを客観的な形
で把握しておくことは重要である。しかしその一方で支援の現場にかかわるものにとっては、当事者
の目線に降りて、かれらがいかに「問題」に直面しているのか、とりわけどの問題が「問題」となり
やすいのかを理解しておくこともまた、重要な意味をもつ。
　そこでそれぞれの問題の質的な検討とそれへの支援の方法については次章で紹介することとし、ま
ずは量的な観点から、どの問題が多文化家族らによって「問題」として捉えられがちなのかを検討し
ていきたい。

（1）相談データについての概要

　まずデータの概要について説明しておきたい。今回WAM助成金の委託を受けたME-net とその協
力団体（青丘社、ABC ジャパン、茨城NPOセンター・コモンズ、フィリピノナガイサ、多文化子ども支援
連絡会）が、2016年度に受けてきた1,352件の相談内容を集計した。今回、そのうち1月末現在のデー
タ 1,196 件を分析する。

① 相談件数の団体別内訳
　まず団体別に相談を受けた件数について、横浜・川崎地域にあるME-net と ABC ジャパン、青丘
社がそれぞれ 340 件、414 件、204 件の相談を受け、さらに茨城県のコモンズが 79件、静岡県のフィ
リピノナガイサが 83件、多文化子ども支援連絡会が 76件の相談を受けている。以上のような各団
体の立地状況から、グラフ 1に示したように相談者自身の多くも横浜・川崎地域に暮らしている。
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② 支援対象者のつながる国別内訳
　次に支援対象者のつながる国 1について、グラフ 2に示したように、ブラジル、中国、フィリピ
ンの順に多く、中国系が 313 件（全体の 26.2％）、フィリピン系が 296 件（24.7％）、ブラジル系が
346 件（28.9％）を占める。これにペルーやパキスタン、タイといった国々が 20～ 25件で続いている。

1 1984 年までは国籍法において父系血統主義がとられ、母親が日本国籍をもっていても父親が外国籍の場
合には、その子どもには日本国籍が与えられなかった。だが 1985 年の国籍法改正により父母両系血統主義
へ移行し、父親か母親、どちらかが日本国籍をもっていれば、その子どもに日本国籍が付与されることになっ
た。そのため一家族の中で、父が外国籍、母が日本国籍、子どもが日本国籍となる場合も少なくなく、「外
国につながる」という表現が使われている。

グラフ 1　支援対象者居住地
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　グラフ 3はより詳しく、団体別に支援対象者のつながる国の内訳を示したものである。それぞれ
の団体の所在地の状況が大きく反映されており、支援対象者のつながる国に関しては各団体間で大
きなばらつきがある。まずME-net の学習教室が置かれている南区と隣接する中区は、神奈川県や横
浜市の行政機関が集中しておかれている地域である。横浜は開港以来外国人居住者の多い地区であ
り、中華街を擁し、中区・南区の中国人比が 1位 2位である。2016 年現在の両区の外国人登録者数
は、中国、韓国・朝鮮、フィリピン人の順に多い。このため中国人・フィリピン人からの相談が多い。
　ME-net と同様 ABC ジャパンもまた横浜市に存するが、その活動拠点となっている鶴見区の状況は、
中区・南区の状況とは大きく異なっている。当該地域は京浜工業地帯の一角として発展し、1990 年
の入国管理法改正以降、南米系の人々が数多く暮らすようになった地域である。鶴見区の外国人登録
者数は、中国、韓国・朝鮮、フィリピン、ブラジル人の順に多く、特に臨海部のブラジル系コミュニ
ティの中心となっている ABC ジャパンには、南米系からの相談が多い。
　青丘社が位置する川崎市川崎区は、全市の最南部海側、京浜工場地帯に隣接し、駅前は商業地域
で、各種飲食店がある繁華街である。古くから在日朝鮮人の集住地であったが、とくに 2000 年代以
降、それらの飲食店や工場に就労する中国系やフィリピン系の人々が増加し、かれらからの相談が相
次いでいる。

グラフ 2　支援対象者のつながる国
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　フィリピノナガイサが拠点とする静岡県浜松市は、輸送機器等の製造業の大規模な工場が立地する
地域であり、1990年代から多くの南米系の人々を受け入れてきた歴史を持つ。しかしリーマンショッ
クにより南米系の人々の帰国が進んだり、かれらの賃金が他の外国出身者に比べて高額になったりし
たことにより、近年では（とくに日系の）フィリピン系の人々が増加し始め、子どもの教育について
の相談が寄せられるようになっている。
　コモンズの位置する茨城県常総市は、関東への製品供給地点として、1980 年以降 4つの工業団地
が建設された地域である。浜松と同様、南米系の集住が進んでいたが、近年ではフィリピン系の数も
増加しつつあり、それらの集団からやはり教育に関する相談が多く寄せられている。
　最後に多文化子ども支援連絡会の埼玉県は、日本で 5番目に外国人登録者数の多い県である。埼
玉県ではさいたま市や川口市に外国につながる人々がとくに多く暮らしているものの、草加市や越谷
市など広く県内他市にも集住地が存し、それらの人々へ広範な支援を展開している。

グラフ 3　団体別支援対象者のつながる国の内訳
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③ 支援対象者の就業・就学状況
　続いてグラフ 4は支援対象者の就業・就学状況について示したものである。非就業・非就学状
況にある者 2に関する相談が最も多く、392 件（全体の 33.2％）を占める。次いで中学生が 263 件
（22.0％）、就業者が 208 件（17.6％）、高校生が 185 件（15.5％）を占める。

グラフ 4　支援対象者の就業・就学状況

　次のグラフ 5は、より詳しくつながる国ごとに支援対象者の就業・就学状況を示したものである。
まず共通項として、どの集団も小学校や中学校、高校に在学する子どもの支援対象者が多いことが挙
げられる。もちろんこの背景には私たちが教育に重点を置いて取り組みを行っている団体であること
もあろうが、しかし移民の子どもが学校でさまざまな問題（進路や学習、いじめなど）を抱え（させられ）
がちであることは周知のとおりであり、移民たち自身によっても「問題」として認識され、私たちの
団体に相談が寄せられていた。
　ここで注目したいのは、フィリピン系や中国系については非就業・非就学状況にある人々が、ブラ
ジル系については就業者が、多く支援対象となっていることである。これらの人々がいかなる「問題」
を抱えているのかについては、次節で確認することとしたい。

2 現在就学しておらず、日本および海外の中学校を卒業してフリースクールなどで高校の受験準備をしてい
る者を含む。
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④ 相談内容の内訳
　次いでグラフ 6は相談内容の内訳を示したものである。学校に関する相談が最も多く、進学や学
校での学習、学校でのトラブルについて、それぞれ 347 件（30.4％）、223 件（19.6％）、108 件（9.4%）
の相談が寄せられている。
　注目したいのは、学費についても 89件（7.8%）の相談が寄せられていることである。生活費につ
いて 49件（4.2%）の相談が寄せられていることと無関係ではないだろう。ここからは外国人をめぐ
る貧困の問題が浮かび上がってくる。さらに在留資格についても 93件（8.1%）の相談が寄せられて
おり、在留資格をめぐる困難もまた、ここに透けてみえてくる。

グラフ 5　つながる国別の就業・就学状況
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　次のグラフ 7は団体別相談内容の内訳を、より詳しく示したものである。各団体とも学習教室を
設置していることから子どもの教育に関する相談が多く寄せられており、とくにME-net に関しては
学齢超過で来日した子どもたちからの進学相談が高い比率を占めている。その一方で川崎市川崎区と
横浜市鶴見区という隣接する地域にある青丘社と ABC ジャパンには、学費や生活費、そして親子関
係に関する相談が多く寄せられており、ここには両地域の外国につながる人々の特徴が強く反映され
ている。
　まず鶴見地域のブラジル・南米につながる子どもは、日本生まれ・日本育ちが多いという特徴がある。
そのため子どもたちの第一言語は日本語だが、それに対して保護者（特に鶴見に多い工場で就労する女
性たち）は日本語学習の時間を確保できず、日本語の読解や会話において困難に直面する。そのため、
学校の書類の意味がわからなかったり、何か問題が起きても親子でコミュニケーションがうまく取れ
なかったりすることも多い。また日本の教育システムをよく把握できておらず、高校・大学進学の直
前になって多額の学費があることに困惑したり、入学金の支払いに困ったりするケースも見られる。
　次いで川崎地域について、その保護者の就労先は、臨海部に集中する 24時間稼働の「弁当工場」

グラフ 6　相談内容の内訳
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グラフ 7　団体別相談内容の内訳

（2）相談データのクロス集計

① つながる国と相談内容
　では具体的に私たちの支援対象者・相談内容から、何をかれらが「問題」とされているのかを検討
してみたい。まずつながる国によって相談内容はどのように異なるのかをみてみたい。次のグラフ 8
は支援対象者の多かった中国系とフィリピン系、ブラジル系の相談内容を示したものである。

「冷凍工場」（3交替勤務）、リサイクル工場（産業廃棄物の処理工場）、また駅前の中華居酒屋等の料理
店がほとんどで、就労条件は厳しく、年収 250 万円以下の家庭も多い。保護者は夜間勤務等、重労
働におわれ、気持ちがあっても、子どもの生活を十分にケアすることができない。子どもたちだけが、
夜間、家で過ごす現実も一般的である。こうした状況が、両地域の相談内容の特徴につながっている。
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グラフ 8　つながる国別の相談内容

　このグラフを見てみると、まずどの集団でも学校に関する問題、子どもに関する問題が大きな割合
を占めるのは変わりない。しかし学校に関する問題のなかでも、どの問題についてよく相談があるの
かは、集団によって異なっていた。顕著なのは中国系とそのほかの集団との間の差異である。中国系
について多いのは、進学や学習についての問題、あるいは学校生活のなかでのトラブルの問題であり、
この 3つの要因だけでおよそ 86％が占められている。
　しかしブラジル系とフィリピン系においては、それらの要因の割合はそれぞれ 38.4％と 47.7％に
とどまっている。そのなかで大きな問題となっているのは学費の問題である。多文化家族の抱える問
題は、単に文化の問題にのみ回収できるものではないこと、貧困の視点を入れなければ理解できない
ことが、ここから分かるだろう。
　加えて法的地位やDVの問題も、特にフィリピン系において大きな問題となっていることが読み取
れよう。フィリピン系においては、在留資格についての相談が 15.4％を占めていた。フィリピン系
女性のなかにはいわゆる「国際結婚」をしている者が多い。そういった場合に、パートナーからの
DVを受けても、在留資格「日本人の配偶者等」で日本に暮らしているために、容易に離婚できないケー
スが多い。こうしたことも、フィリピン系の在留資格やDVの相談の多さの背景のひとつにあるだろう。
　さらに彼女たちは、本国で生まれた子どもを残し、親や親戚に養育してもらい、そのための費用を
送金しているケースも多い。こうした子どもが 15歳から 17歳ごろになった時、日本で就業させた
い目的もあり、呼び寄せる場合が多々ある。その場合、法務省入国管理局は、保護者が扶養している
ことを条件にするため、高校等に進学する何らかの「証明」をフリースクール等に求める相談が多い。
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　最後に、ブラジル系について割合は低いが（1.5％）、年金の相談もあることは注目に値する。多文
化家族の問題というと、従来は子どもの問題に焦点があてられることが多かった。しかし「ニューカ
マー」と呼ばれるブラジル系でさえ、すでに初期の移民は 60代に突入している。かれらのなかには
すでに日本で 30年近い生活を送っている者も多い。そうしたなかでかれらがいかなる問題に直面せ
ざるをえなくなっているのかは、今後注視していく必要があろう。

② 就業・就学状況と相談内容
　次に支援対象者の就業・就学状況と相談内容の関係について見てみよう。グラフ 9は支援対象者
の就業・就学状況ごとに相談内容の内訳を示したものである。

グラフ 9　就業・就学状況別の相談内容 3

２. 多文化家族は何を「問題」にしているのか？

3相談記録の不備により、相談を受けた際の支援対象者の在籍する学校（中学か高校か、など）が不明なもの
があった。不明分のデータについては、この分析には含まれていない。
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　まずこのグラフから読み取れることは、非就業・非就学状況にある人々のうちの多くが、進学を望
んでいるということである。非就業・非就学状況にある人々のうち、61.6％が進学についての相談
を行っている。
　この背景には学齢を超過して来日した人々に対する、公的な支援体制が依然として整っていないこ
とがある。在学している子どもへの公的な支援体制については、いまだ不十分な点もあるとはいえ、
「国際教室」の設置や教員の加配などの形で進められてきた。しかし学齢を超過して来日した場合には、
民間の支援団体に頼らざるを得ない状況にある。就労というよりも進学を「問題」とする人々が多い
以上、非就業・非就学状況にある人々の就労への支援体制のみならず、進学への支援体制を早急に整
え、海外の学校と日本の学校の間の接続の問題を解消していく必要がある。
　また学校に通っている支援対象者に関しても、かれらが学習や進学について多くの悩みを抱えるこ
とは指摘されてきたが、それだけでなくやはり学費が多文化家族にとって大きな「問題」として認識
されていることが読み取れる。そもそも高校や大学への進学に関してどれほどの学費が必要となるの
か。その情報の周知も未だ十分でない状況、あるいは経済的に進学が困難な状況にある多文化家族の
姿がここから浮かび上がる。

③ 性別と相談内容
　次に性別によって、相談内容はどのように異なるのであろうか。次のグラフ 10は男女ごとの相談
内容の構成について示したものである。

グラフ 10　男女別の相談内容

　このグラフで何より目を引くのは、男性における就労に関する相談の多さである。女性は 2.4％し
か就労に関する相談を行っていないのにもかかわらず、男性は 11.7％が就労に関する相談で占めら
れている。さらに興味深いのは、とりわけブラジル系で男女間の差異が大きいことである。ブラジル
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系に絞って相談内容を男女間で比較したのが、次のグラフ 11である。

２. 多文化家族は何を「問題」にしているのか？

グラフ 11　ブラジル系の男女別相談内容

　ここからはまず、ブラジル系男性の就労に関する相談の多さが読み取れる。今回相談を受けたブラ
ジル系の多くは横浜市鶴見区に居住する人々であり、その多くは自営の電気設備業に従事している。
このときに電気工事士資格をもっているのか否かが重要な意味をもつ。しかし漢字の読解に困難をか
かえ、試験の合格が難しいものが多く、私たちの団体に資格試験について相談を寄せてくることが多
い。鶴見のブラジル系男性はすでに就業しているがゆえに一見問題を抱えていないように見えるが、
しかしかれら自身にとっては就労上の資格が大きな「問題」として認識されていたのである。
　ブラジル系の男女の差でもうひとつ目につくのは、女性からの生活費の相談である。この背景には
婚姻関係を結んでいる場合には、女性が生活費の管理を行っていることが多いことがある。以上のよ
うに、性別も多文化家族のおかれている状況に強く作用し、何を「問題」としているのか性別により
異なる場合があるので、支援の際には留意しておく必要があろう。

　以上、私たちの団体に寄せられた相談データを概観し、多文化家族のなかでどの問題が「問題」と
なりやすいのかを検討してきた。出身国ごとに「問題」とされる内容が異なるだけでなく、そこに貧
困や性別などの問題も絡まりながらそれぞれの問題が「問題」化されていることも、ここから読み取
ることができた。
　では具体的にそれぞれの「問題」について、多文化家族はいかにそれに直面し、私たちの団体はど
のようにそれへの支援を行ってきたのか。この点について、次に確認していきたい。


