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Ⅰ 開催概要
（１） 目

的

平成 30 年 1 月 1 日現在、都内の外国人登録者数は約 52 万人で全体の約 3.8％を占めてい
ます。経済のグローバル化、少子高齢化が進展する中で、在住外国人の増加と定住化の傾向は
今後ますます進んでいくと考えられます。
このような在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力の在り方などについて、国際理解
を促進し問題解決への認識を深める機会とします。
（２） 実施方法
分科会方式（３分科会）
（３） 内

容

① 「誰一人取り残さない世界」って？ＳＤＧｓの視点から
②

生活者としての外国人が考える多文化共生社会とは

③

多文化共生社会を実現するための子どもの日本語学習支援
（外国にルーツを持つ子どもの日本語学習支援の事例報告）

（４） 日

時

平成３０年２月３日（土）１0：００～１６：００

（５） 場

所

なかのＺＥＲＯ

（６） 定

員

150 人

西館 （中野区中野 2-9-7）

（７） 参 加 費

無

料

（８） 主

催

東京都国際交流委員会

（９） 共

催

東京都

（10） 後

援

独立行政法人国際協力機構

国際交流・協力ＴＯＫＹＯ連絡会

日本国際連合協会東京都本部
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一般財団法人自治体国際化協会

Ⅱ 実施概要
分科会 1
●テ

ー

マ

「誰一人取り残さない世界」って？ SDGs の視点から
国際社会の共通ゴールである持続可能な開発目標（SDGs）の概要を理解し、その視
点から行われている国内外の取り組みを通じて、
「誰一人取り残さない世界」の実現
に向け、私たちができることを考えることを目指します。

●基 調 講 演

「Living Together with SDGs（SDGs と共に生きる）
」
池上 清子氏 公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン 理事長 /
長崎大学大学院 熱帯医学グローバルヘルス研究科 教授

●事例報告１

「持続可能な開発目標と JICA の取り組み」
久保倉 健氏 独立行政法人国際協力機構（JICA）
企画部国際援助協調企画室 企画役

●事例報告２

「SDGs 達成に向けた市民の参加とその課題」
重田 康博氏 宇都宮大学国際学部教授 / 国際学部多文化公共圏センター
副センター長 /JANIC 政策アドバイザー

●参 加 者 数

２９名

基調講演「Living Together with SDGs（SDGs と共に生きる）」
池上

清子氏

公益財団法人プラン・インターナショナル・ジャパン理事長 /
長崎大学大学院

熱帯医学グローバルヘルス研究科
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教授

この図は、データの横軸が貧しい人、普通の人、
豊かな人の 20％ずつを指し、縦軸は妊娠中に産前
健診を受けたかというもの。貧しい人は、１回で
も産前健診に行ったことのある女性が、５０％も
いない。
（南アジア、サハラ以南のアフリカ）貧し
い人たちの生活改善が重要であり、先進国や新興
国にも貧しい人たちがいることを確認。
17 の目標と 169 のターゲット。目標の中には、
MDGs が 15 年間で達成できなかった分を SDGs
の中で取り上げている。また、環境は無視できな
皆さんの中には SDGs（持続可能な開発目標）

くなっていることもあり、リオの環境関係の問題

という言葉をご存知の方もいると思う。しかし、ま

も入っている。SDGs は幅が広い。法的な拘束力

だ、SDGs というと遠いどこか違う世界で行われ

はなく、政治的なコミットメントとなっている。み

ていること、知らない人が日本では多い。今日は

んなで一緒にやろうという目標であり、やらなけ

情報交換ができることがとてもうれしい。

れば罰せられるという類の目標ではない。

まず、最初にピコ太郎の動画を見たことありま

「誰一人取り残さない」
。社会的弱者に配慮しな

すか？１７の目標がありますよねという話をして

がら、今の社会をどう変えていくのか。今のまま

いる。This is a pen. This is a book（ここにペン

行ったら人類にとって次の世代に地球を残せるの

があります。ここに本があります。
）合わせると教

かという危機感もあり、社会を変革する方向を提

育になります。教育を推進するために、教育にとっ

案している。包括的で総花的であるため、各国が

て必要なことはなにか。
「学ぶ環境×教師」
「教材×

実施のために、優先順位をつけていることが多い。

人×学ぶ環境」
「先生×生徒」
「時間×場所」
。こん

SDGs の第３目標は保健医療。例えば、ガーナ

な感じで何かを推進実施するには何が必要かを考

政府は誰でも医療を受けられるように、村レベルに

えたらいろんな項目が出てくる。１７の目標を達

ヘルスポストを作った（日本の保健所よりも小さい

成するためには優先順位をつけないと全部は出来

規模のもの）
。看護師が 24 時間常駐している。Ｓ

ない。開発にとって、何が必要かを考え、合体す

ＤＧｓの第４目標は教育。ベトナムの少数民族（ヌ

ると開発の推進につながることを考えてほしい。

ン族）の話。それぞれの村に 1 － 2 年生用の分校

SDGs は国連で 2015 年 9 月に決まった目標。

を作っている。3 年生からは町の本校に行く。毎

国連の大きな目的として２つあり、
1 つは平和構築、

日町に通えないため学校の隣に寮がある。週末だ

もう 1 つは開発を進めること。開発とは貧富の格

け親元に帰る。教育が重要という認識が無ければ

差をなくすことであり、国連経済社会理事会が扱

このような事はしない。べトナム政府が費用負担

うものである。SDGs の前にミレニアム開発目標

している背景には、自国民であるヌン族もベトナ

（MDGs）が採択され、その教訓が SDGs の基本理

ム語を話せるようになってほしい、また、全員が

念の１つとなった。開発を考えるとき、人権と直

将来しっかりした社会人になってほしいという思

結していることもあり、公平性が重要。公平と平

いがあると聞く。第５目標は、ジェンダーの平等。

等はコンセプトが違う。もちろん、両方とも必要

ベトナムの山岳民族の女性も携帯電話を持ってお

な考え方。SDGs を考えるうえで、公平性、つまり、

り、ポケットがない服のため、編んでいる髪の毛の

必要な人のところに必要なものを届けるためには

中に携帯を入れている。彼女たちは、月に 1 回お

何ができるのか、必要とする人を取り残さないで

金を貯めている。家族の誰かが病気になったとき、

開発を進めるためには何ができるのかを考えてほ

自分でためたお金の 3 倍まで借りることが出来る

しい。

銀行のようなシステムがある。環境に関しても、タ
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イの山岳民族の人たちに、NGO の人たちがタンク

これからの実施を見ると、課題は大きく３点。

を配っている。草の根レベルで、様々な生活改善

①資金 SDGs 達成に必要なお金が集まるのか、

を行っている。エネルギーの問題は MDGs には入っ

②ビジネス・私企業の関与（先進国から途上国へ

ていなかった。ただ単に貧しい人を助けようという

のお金の流れの中で 1 番多いのが企業の投資で

ことだけでなく、雇用も大切である。SDGs 第 10

SDGs 達成には不可欠。2 番目は仕送り、3 番目

目標には、高齢者というコンセプトが入ってきた。

が ODA となっている）
。開発と企業との関係性を

開発に高齢者という視点は今までなかった。範囲

どのように確保するか、企業の役割が期待されて

がすごく広いということを理解してほしい。

いる。そして、③モニタリングと評価である。

日本はどう対応しているのか？ SDGs 推進本

SDGs とは何なのか？

開発というと途上国の

部が出来、８つの優先事項をまとめている。一方、

話と思われがちだが、SDGs は先進国も途上国も

日本は７つの目標達成度合いが低いと評価されて

関わるもので、当然のことながら、日本も含まれ

いる。SDG1 貧困（6 人に 1 人が貧困）
、SDG5

ている。それぞれの先進国も課題を抱えている。

ジェンダー（ジェンダーギャップは 111 位 /145

環境の問題などは、国境で区切ることが出来ない。

か国、日本の女性の地位が低いのは①女性政治家

グローバルに考えなければならない。グローバル

が少ない、②企業のトップレベルの女性が少ない）
、

な社会に生きるには、多様性を認め、誰もが公平に、

SDG ７エネルギー（福島の原発問題）の他、SDG

協力と調整が求められると思う。

１３、SDG １４、SDG １５、SDG １７。

質疑応答
Q：様々な問題がある中で、なぜこれをやらないのかが疑問である。
A：いま日本の社会は様々な社会問題を抱えている。少子高齢化、セーフティネット、教育の質の担保。
SDGs があるかないか関係なく、考えなければならない課題である。他の先進国と比べると妊産婦死亡
率は低くなく、2 件続けて妊婦が亡くなった例がある。両方ともたらい回しにされた結果だと言われた。
しかし、本当の問題は産前健診に 1 度も行っていなかった。つまり貧困であった。この事例を教訓に、
費用を事後精算ではなく、母子手帳を渡す際に妊婦健診の無料券・バウチャーを提供することに変更さ
れた。
Q：なぜ 2030 年と期限を区切っているのか？その期間では達成できないのではないかと感じた。
A：ミレニアム開発目標（MDG ｓ）は 2000 年～ 2015 年であったため、深い理由なく 15 年間となっ
ている。17 は大きな目標なので 15 年で達成できないのは見えている。積み残していることを認識す
ることが重要。ただ MDGs の成果としては、初等教育の普及がほぼどの国でも達成できたこと。今後
は入学ではなく小学校卒業できるかを見ていくことや参加型の授業かどうかなどの確認が必要。
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Piko Tarog MoFAᲢᲾ᳁᳭Უ17 July 2017
ᲢȔǳٽᢹᲣ
᳸᳸

Living Together with
SDGs
(䠯䠠䠣䡏䛸ඹ䛻⏕䛝䜛䠅
ụୖΎᏊ
බ┈㈈ᅋἲே䝥䝷䞁䜲䞁䝍䞊䝘䝅䝵䝘䝹䝆䝱䝟䞁⌮㛗
㛗ᓮᏛᏛ㝔⇕ᖏ་Ꮫ䞉䜾䝻䞊䝞䝹䝦䝹䝇◊✲⛉ᩍᤵ

Overview (ᡲƷಒᙲᲣ
United Nations
Established in 1945 with 51 countries
193 Member States Ტ2018࠰1உྵנᲣ
6 Official Languages

Living Together

- Arabic, Chinese, English, French, Russian, Spanish

Peace

Development

New York - Headquarter

Main Bodies of the UN(ᡲƷɼƳኵጢᲣ
Economic and Social Council

Living Together

䠄ECOSOC䠅
⤒῭♫⌮

Human Rights Council

General Assembly

ேᶒ⌮

⥲

International Court of
Justice

Secretariat
ົᒁ

ᅜ㝿ྖἲุᡤ

Security Council
Ᏻಖ㞀⌮
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UN Flag

Rights-Based Approach 䠄ேᶒ䛻ᇶ䛵䛟䠅

Lessons learned in MDGs
ᲢȟȬȋǢȠႆႸƷᲣ

1970s䡚 Based on Socio/Economic Development Approach

Equity я Poverty reduction
Gap between poor and rich
Gender
Unfinished agenda

1990s䡚 Based on Human Rights Approach
• Human Rights of Women
䠄The 4th World Conference on Woman in Beijing (1995) : the
Declaration and Platform for Action 䠅
• No individual and no nation must be denied the opportunity to benefit
from development. The equal rights and opportunities of women and
men must be assured. 䠄United Nations Millennium Declaration, 2000䠅

Human rights я Rights for health
Rights for environment
Results я Indicators
Global partnership

Development Principle: Equity(ႆƷҾ
ЩƸπࣱǛ̬ƭƜƱᲣ
Inequalities in care during pregnancy

Results-Based Approach 䠄ᡂᯝ䛻ᇶ䛵䛟䠅
Background:
 New style of public management
 Search for better systems for public management

㻵㼚㼜㼡㼠

㻻㼡㼠㼜㼡㼠

㻻㼡㼠㼏㼛㼙㼑

㻔㻼㼘㼍㼚㼚㼕㼚㼓㻕

㻔㻹㼛㼚㼕㼠㼛㼞㼕㼚㼓㻕

㻔㻱㼢㼍㼘㼡㼍㼠㼕㼛㼚㻕
Source: Millennium Development Goals Report 2010

ȝǹȈ࠰ਤዓӧᏡƳႆႸ
ƷႸ ƱƷǿȸǲȃȈ
Source: UN, 2015: Post-2015 Sustainable Development
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Agenda
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MDG

䝸䜸+20

୧᪉

SDGs(ૼƠƍႆኵǈ) ȸȸඥႎƳ
ளщƸƋǔƷƔ?

SDGs’ Characteristic ᲢཎᑥᲣ1
ᲯPs

a) Developing vs developed (μɭမᲣ
Common but differentiated responsibilities

1.
2.
3.
4.
5.

b) Treaty in climate change and
environment areas (legally bound)
vs
SDGs (Political goals ) ᲢႎƳǳ
ȟȃȈȡȳȈưƋǓŴளщƸƳƍᲣ

SDGs’ Characteristic ᲢཎᑥᲣ3

SDGs’ CharacteristicᲢཎᑥᲣ 2
• έᡶƱႆᡦɥƕσ
σƴӕǓኵǉǂƖᨥᅈ
˟μ˳Ʒ୍ᢄႎƳႸŵUniversal goals

ѼਙႎưŴዮᑶႎ -Comprehensive and
Inclusion

ᲢඥႎளщƸƳƍƕଢᄩƴਤዓӧᏡࣱǛਦઇᲣ

• žLeave No One Behindſ
ᲢᛡɟʴӕǓസƞƳƍᲣ
Ł ᅈ˟ႎࢊᎍǁƷᣐॾ
Ł ᅈ˟Ǜ٭᪃ƢǔᲢTransforming our
World)

Ჾ᳁
ႸᲫ

People ʴ᧓
Prosperity ጛ
Planet ྶע
Peace ԧ
Partnership ȑȸȈȊȸǷȃȗ

17 goals -> 169 targets -> 230 indicators
17ႸƷSDGsᢋƴӼƚƨŴǑǓኬƔƍݙ௹ǛႸਦƠŴ
17ƷႸƴьƑŴ169ƷǿȸǲȃȈƱ230ƷਦǛܼᧉݦ
ǰȫȸȗᲢIAEG-SDG᳭Უƕᚨܭŵ

Ჾ᳁ 2

Ძ

ƋǒǏǔئƷƋǒǏǔ࢟७ƷᝢǛኳǘǒƤǔ

ႸᲬ

1.1. 2030࠰ǇưƴŴྵנ1ଐ1.25ȉȫசưဃƢǔʴŷ
Ʊܭ፯ƞǕƯƍǔಊࡇƷᝢǛƋǒǏǔئưኳǘǒ
Ƥǔŵ
1.2. 2030࠰ǇưƴŴӲܭ፯ƴǑǔƋǒǏǔഏΨƷᝢ
哎 ཞ७ƴƋǔŴƢǂƯƷ࠰ᱫƷဏࣱŴࣱڡŴ܇ƲǋƷл
ӳǛҞถƞƤǔŵ

ǛኳǘǒƤŴ૰ܤμ̬ᨦӏƼોծǛܱྵਤ
ዓӧᏡƳᠾಅǛ̟ᡶƢǔ

2.1. 2030࠰ǇưƴŴǛઞ๒ƠŴƢǂƯƷʴŷŴཎƴᝢޖ
ӏƼ࠷δǛԃǉᏤࢊƳᇌئƴƋǔʴŷƕɟ࠰ɶܤμƔƭ
ƷƋǔ૰ǛҗЎࢽǒǕǔǑƏƴƢǔŵ
2.2. 5ബசƷ܇ƲǋƷႆᏋ᧹ܹǍෞ᎔ࣱ၌धƴƭƍƯᨥႎƴ
ӳॖƞǕƨǿȸǲȃȈǛ2025࠰ǇưƴᢋƢǔƳƲŴ2030
࠰ǇưƴƋǒǏǔ࢟७ƷɧᑣǛᚐෞƠŴᒉ࠰܇ڡŴک
ۡȷʐۡӏƼ᭗ᱫᎍƷȋȸǺǁƷݣϼǛᘍƏŵ

1.5.

哎

(ЈχᲴhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/files/000101402.pdfᲣ

2.5.

-8-
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Ჾ᳁ 3
ႸᲭ

ƋǒǏǔ࠰ᱫƷƢǂƯƷʴŷƷͤࡍႎƳဃǛᄩ
̬ƠŴᅦᅍǛ̟ᡶƢǔ

3.1. 2030࠰ǇưƴŴɭမƷکငۡƷരʧྙǛЈဃ10ɢʴ࢘
ƨǓ70ʴசƴЪถƢǔŵ
3.2. ƢǂƯƷƕૼဃδരʧྙǛݲƳƘƱǋЈဃ1,000ˑ
ɶ12ˑˌɦǇưถǒƠŴ5ബˌɦരʧྙǛݲƳƘƱǋ
Јဃ1,000ˑɶ25ˑˌɦǇưถǒƢƜƱǛႸਦƠŴ
2030࠰ǇưƴŴૼဃδӏƼ5ബசδƷʖ᧸ӧᏡƳര
哎 ʧǛఌዌƢǔŵ
3.9

21

Ჾ᳁ 4
ႸᲮ

ƢǂƯƷʴƷѼઅႎƔƭπദƳឋƷ᭗ƍᏋǛᄩ̬ƠŴ
ဃ෨ܖ፼Ʒೞ˟Ǜ̟ᡶƢǔ

4.1. 2030࠰ǇưƴŴƢǂƯƷ܇ƲǋƕဏڡƷғКƳƘŴᢘЏƔ
ƭјௐႎƳܖ፼ௐǛǋƨǒƢŴΝƔƭπദưឋƷ᭗ƍ
ИሁᏋӏƼɶሁᏋǛ̲ʕưƖǔǑƏƴƢǔŵ
4.2. 2030࠰ǇưƴŴƢǂƯƷ܇ƲǋƕဏڡƷғКƳƘŴឋƷ᭗
ƍʐ࠷δƷႆᢋȷǱǢӏƼܖݼЭᏋƴǢǯǻǹƢǔƜƱ
ƴǑǓŴИሁᏋǛӖƚǔแͳƕૢƏǑƏƴƢǔŵ

哎
4.7

23

Ჾ᳁ 5
ႸᲯ

ǸǧȳȀȸሁǛᢋƠŴƢǂƯƷࣱڡӏƼڡδ
ƷᏡщࢍ҄ǛᘍƏ

5.1. ƋǒǏǔئƴƓƚǔƢǂƯƷࣱڡӏƼڡδƴݣƢǔ
ƋǒǏǔ࢟७ƷࠀКǛગࡑƢǔŵ
5.2. ʴ៲٥ᝰǍࣱႎŴƦƷ˂ƷᆔƷӕƳƲŴƢǂƯƷ
ࣱڡӏƼڡδƴݣƢǔŴπσȷᅶႎᆰ᧓ƴƓƚǔƋǒ
Ǐǔ࢟७Ʒ୧щǛᨊƢǔŵ

哎

5.6

-9-
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Ჾ᳁ 6
ႸᲰ

ƢǂƯƷʴŷƷ൦ƱᘓဃƷМဇӧᏡࣱƱਤዓӧᏡ
ƳሥྸǛᄩ̬Ƣǔ

6.1. 2030࠰ǇưƴŴƢǂƯƷʴŷƷŴܤμư̖ܤƳ૰൦
Ʒ୍ᢄႎƔƭᘖƳǢǯǻǹǛᢋƢǔŵ
6.2. 2030࠰ǇưƴŴƢǂƯƷʴŷƷŴᢘЏƔƭሁƳɦ൦
ᚨȷᘓဃᚨǁƷǢǯǻǹǛᢋƠŴٳưƷඟ
ǛƳƘƢŵࣱڡӏƼڡδŴƳǒƼƴᏤࢊƳᇌئƴƋǔ
哎 ʴŷƷȋȸǺƴཎƴදॖǛƏŵ
6.6.
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Ჾ᳁ 7
ႸᲱ

ƢǂƯƷʴŷƷŴ̖ܤƔƭ̮᫂ưƖǔਤዓӧᏡƳ
ᡈˊ ႎǨȍȫǮȸǁƷǢǯǻǹǛᄩ̬Ƣǔ

7.1. 2030࠰ǇưƴŴ̖ܤƔƭ̮᫂ưƖǔྵˊႎǨȍȫǮȸ
ǵȸȓǹǁƷ୍ᢄႎǢǯǻǹǛᄩ̬Ƣǔŵ
7.2. 2030 ࠰ǇưƴŴɭမƷǨȍȫǮȸȟȃǯǹƴƓƚǔ
ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷлӳǛ ࠢٻƴਘٻƞƤǔŵ

哎

7.3.

Ჾ᳁
ႸᲲ

Ჾ᳁

8
ႸᲳ

ѼઅႎƔƭਤዓӧᏡƳኺฎᧈӏƼƢǂƯƷʴŷ
ƷܦμƔƭဃငႎƳᨽဇƱƖƕƍƷƋǔʴ᧓ǒ
ƠƍᨽဇᲢȇǣȸǻȳȈȷȯȸǯᲣǛ̟ᡶƢǔ

9

ࢍ᪅ᲢȬǸȪǨȳȈᲣƳǤȳȕȩನሰŴѼઅႎƔƭਤ
ዓӧᏡƳငಅ҄Ʒ̟ᡶӏƼǤȎșȸǷȧȳƷਖ਼ᡶǛ
ǔ

9.1. ƢǂƯƷʴŷƴ̖ܤưπƳǢǯǻǹƴໜǛፗƍƨኺฎ
ႆޒƱʴ᧓ƷᅦᅍǛૅੲ ƢǔƨǊƴŴ؏עȷឭؾǤȳȕȩ
ǛԃǉឋƷ᭗ƍŴ̮᫂ưƖŴਤዓӧᏡƔƭࢍ᪆ᲢȬ ǸȪǨ
ȳȈᲣƳǤȳȕȩǛႆƢǔŵ
9.2.ѼઅႎƔƭਤዓӧᏡƳငಅ҄Ǜ̟ᡶƠŴ2030 ࠰ǇưƴӲ
ƷཞඞƴࣖơƯᨽဇӏƼ GDP ƴҩǊǔငಅǻǯǿȸƷлӳ
ǛࠢٻƴفьƞƤǔŵࢸႆႆᡦɥƴƭƍƯƸӷ лӳǛ
̿فƞƤǔŵ
9.5.

8.1. ӲƷཞඞƴࣖơƯŴɟʴ࢘ƨǓኺฎᧈྙǛਤዓƞ
ƤǔŵཎƴࢸႆႆᡦɥƸݲƳƘƱǋ࠰ྙ7%Ʒᧈ
ྙǛ̬ƭŵ
8.2. ᭗˄ь̖͌ǻǯǿȸǍіᨼኖǻǯǿȸƴໜǛፗ
ƘƜƱƳƲƴǑǓŴٶಮ҄Ŵ২ ᘐӼɥӏƼǤȎșȸǷ
哎 ȧȳǛᡫơƨ᭗ƍȬșȫƷኺฎဃငࣱǛᢋƢǔŵ

哎

8.10.

-10-
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Ჾ᳁
ႸᲫᲪ

Ძ0

ӲӏƼӲ᧓ƷɧሁǛദƢǔ

10.1. 2030 ࠰ǇưƴŴӲƷࢽɦˮ 40%Ʒࢽᧈྙƴ
ƭƍƯŴϋרǛɥׅǔૠ͌ ǛᡶႎƴᢋƠŴਤ
ዓƞƤǔŵ
10.2. 2030 ࠰ǇưƴŴ࠰ᱫŴࣱКŴᨦܹŴʴᆔŴൟଈŴЈ
ᐯŴܪŴƋǔƍƸኺฎႎעˮ ƦƷ˂Ʒཞඞƴ᧙ǘǓ
ƳƘŴƢǂƯƷʴŷƷᏡщࢍ҄ӏƼᅈ˟ႎŴኺฎႎӏ
哎 Ƽ ႎƳѼԃǛ̟ᡶƢǔŵ
10.7.

Ჾ᳁
ႸᲫᲫ

Ძ1

Ჾ᳁

ѼઅႎưܤμƔƭࢍ᪅ᲢȬǸȪǨȳȈᲣưਤዓ
ӧᏡƳᣃࠊӏƼʴ᧓˰އǛܱྵƢǔ

ႸᲫᲬ

ႸᲫᲭ

ਤዓӧᏡƳဃငෞᝲ࢟७Ǜᄩ̬Ƣǔ

12.1. ႆᡦɥƷႆཞඞǍᏡщǛѥకƠƭƭŴਤዓӧ
ᏡƳෞᝲƱဃငƴ᧙Ƣǔ 10 ࠰ᚘ ဒኵǈᲢ10YFPᲣ
ǛܱƠŴέᡶɼݰƷɦŴƢǂƯƷŷƕݣሊǛᜒ
ơǔŵ
12.2. 2030 ࠰ǇưƴټเƷਤዓӧᏡƳሥྸӏƼјྙႎ
ƳМဇǛᢋƢǔŵ

11.1. 2030 ࠰ǇưƴŴƢǂƯƷʴŷƷŴᢘЏŴܤμƔƭܤ
̖Ƴ˰ܡӏƼؕஜႎǵȸȓǹǁ ƷǢǯǻǹǛᄩ̬ƠŴ
ǹȩȠǛોծƢǔŵ
11.2. 2030 ࠰ǇưƴŴᏤࢊƳᇌئƴƋǔʴŷŴࣱڡŴ܇Ʋ
ǋŴᨦܹᎍӏƼ᭗ᱫᎍƷȋȸǺ ƴཎƴᣐॾƠŴπσʩ
ᡫೞ᧙ƷਘٻƳƲǛᡫơƨʩᡫƷܤμࣱોծƴǑǓŴ
ƢǂƯ ƷʴŷƴŴܤμƔƭ̖ܤưܾତƴМဇưƖǔŴ
哎 ਤዓӧᏡƳᡛǷǹȆȠǁƷǢǯǻ ǹǛ੩̓Ƣǔŵ
11.7.

Ჾ᳁

Ძ2

哎

12.8.

Ძ3

Ჾ᳁
ႸᲫᲮ

ൢͅ٭ѣӏƼƦƷࢨ᪪Ǜ᠉ถƢǔƨǊƷዬ࣯ݣ
ሊǛᜒơǔ

Ძ4

ਤዓӧᏡƳႆƷƨǊƷෙබȷෙබเǛ̬μ
ƠŴਤዓӧᏡƳ࢟ưМဇƢǔ

14.1. 2025 ࠰ǇưƴŴෙබƝǈǍ݈҄ǛԃǉŴཎƴᨕ
ɥѣƴǑǔ൲௨ƳƲŴƋǒǏ 24 ǔᆔƷෙබ൲௨
Ǜ᧸ഥƠŴࠢٻƴЪถƢǔŵ
14.2. 2020 ࠰ǇưƴŴෙබӏƼඝެƷဃ७ኒƴ᧙Ƣǔٻ
Ƴफࢨ᪪ǛׅᢤƢǔƨǊŴࢍ᪆ ࣱᲢȬǸȪǨȳǹᲣƷ
ࢍ҄ƳƲƴǑǔਤዓႎƳሥྸƱ̬ᜱǛᘍƍŴͤμưဃ
ငႎƳ ෙබǛܱྵƢǔƨǊŴෙබӏƼඝެƷဃ७ኒƷ
哎 ࣄׅƷƨǊƷӕኵǛᘍƏŵ
14.7.

13.1. ƢǂƯƷŷƴƓƍƯŴൢͅ᧙ᡲܹǍᐯܹƴݣ
Ƣǔࢍ᪆ࣱᲢȬǸȪǨȳǹᲣ ӏƼᢘࣖƷᏡщǛࢍ҄Ƣ
ǔŵ
13.2. ൢͅ٭ѣݣሊǛКƷሊŴဦӏƼᚘဒƴႮǓᡂǉŵ

哎
13.3.
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Ჾ᳁

Ძ5

Ჾ᳁

ႸᲫᲯ ᨕ؏ဃ७ኒƷ̬ᜱŴࣄׅŴਤዓӧᏡƳМဇƷਖ਼ᡶŴ
ਤዓӧᏡƳౕƷኺփŴჿ҄ǁƷݣϼŴƳǒƼƴם
עƷэ҄Ʒ᧹ഥȷࣄׅӏƼဃཋٶಮࣱƷڂǛ᧹ഥƢ
ǔ
15.1. 2020 ࠰ǇưƴŴᨥңܭƷɦưƷ፯ѦƴЩƬƯŴౕŴ
עŴעޛӏƼʑ༞עǛƸ ơǊƱƢǔᨕ؏ဃ७ኒƱϋᨕ
൦ဃ७ኒӏƼƦǕǒƷǵȸȓǹƷ̬μŴࣄׅӏƼਤዓӧᏡ
ƳМဇǛᄩ̬Ƣǔŵ
15.2. 2020 ࠰ǇưƴŴƋǒǏǔᆔƷౕƷਤዓӧᏡƳኺփƷ
ܱǛ̟ᡶƠŴౕถݲǛ ᧹ഥƠŴэ҄ƠƨౕǛࣄׅƠŴ
ɭမμ˳ưૼᙹౡӏƼϐౡǛࠢٻƴفьƞƤ ǔŵ
15.9.

ႸᲫᲰ

ਤዓӧᏡƳႆƷƨǊƷԧưѼઅႎƳᅈ˟Ǜ
̟ᡶƠŴƢǂƯƷʴŷƴӮඥǁƷǢǯǻǹǛ੩̓
ƠŴƋǒǏǔȬșȫƴƋƍƯјௐႎưᛟଢᝧ˓Ʒ
ƋǔѼઅႎƳСࡇǛನሰƢǔ

16.1. ƋǒǏǔئƴƓƍƯŴƢǂƯƷ࢟७Ʒ୧щӏƼ୧
щƴ᧙ᡲƢǔരʧྙǛࠢٻƴถ ݲƞƤǔŵ
16.2. ܇ƲǋƴݣƢǔᖋࢳŴӕŴӕࡽӏƼƋǒǏǔ࢟७
Ʒ୧щӏƼਡբǛઞ๒Ƣǔŵ

哎

哎

16.10.

5&)᳭+ORNGOGPVCVKQP*3U

Ჾ᳁

Ძ6

UQWTEG/Q(#

z Ჾ᳁᳭ƕ৸ƞǕƨᡲǵȟȃȈƴƓƍƯŴ̿ܤዮྸ
ƔǒŴ
Ჾ᳁᳭ƷܱƴஇٻᨂӕǓኵǉଓǛᘙଢŵ

Ძ7

z ʻࢸŴϋܱƱᨥңщƷɲ᩿ưྙέƠƯӕǓኵǉƴ
ƸŴ᧙̞Ⴞ࠻ƕᡲઃƠŴࡅɟ˳ưӕǓኵǉ˳Сƕɧӧ
എŵ

ႸᲫᲱ

ਤዓӧᏡƳႆƷƨǊƷܱെǛࢍ҄ƠŴǰ
ȭȸȐȫȷȑȸȈȊȸǷȃȗǛࣱ҄Ƣǔ
17.1. ᛢᆋӏƼࣉᆋᏡщƷӼɥƷƨǊŴႆᡦɥǁƷ
ᨥႎƳૅੲƳƲǋᡫơƯŴϋ เƷѣՃǛࢍ҄Ƣǔŵ
17.2. έᡶƸŴႆᡦɥƴݣƢǔ ODA Ǜ GNI ൔ 0.7%
ƴŴࢸႆႆᡦɥƴݣƢǔ ODA Ǜ GNI ൔ 0.15᳸
0.20%ƴƢǔƱƍƏႸǛᢋƢǔƱƷٶƘƷƴǑ
ǔǳȟȃȈȡ ȳȈǛԃǉ ODA ƴ̞ǔǳȟȃȈȡȳȈ
ǛܦμƴܱƢǔŵODA ̓ɨƕŴݲƳƘƱ ǋ GNI
ൔ 0.20%Ʒ ODA Ǜࢸႆႆᡦɥƴ̓ɨƢǔƱƍƏ
哎 ႸƷᚨܭǛ౨᚛ƢǔƜ ƱǛڜѕƢǔŵ
17.19.

z ᳁Ჱ˙Ѭ࣓ઊǵȟȃȈưǋᲾ᳁᳭ƕᜭᛯŵᜭᧈƱƠ
ƯᲾ᳁᳭ƴྙέƠƯӕǓኵǉۋѬǛᅆƢƜƱƕᙲŵ

䠯䠠䠣䡏䜢᥇ᢥ䛧䛯ᅜ㐃䝃䝭䝑䝖䛷
₇ㄝ䛩䜛Ᏻಸ⥲⌮䠄2015ᖺ9᭶䠅

9 䠑᭶䠎䠌᪥䚸⥲⌮䜢ᮏ㒊㛗䚸㛶䜢ᵓᡂဨ䛸䛩
䜛䠯䠠䠣䡏᥎㐍ᮏ㒊䜢タ⨨䚹
䠄ᖺ䠅
9 ྠ᪥䛾➨䠍ᅇྜ䛻䛚䛔䛶䚸䛂䠯䠠䠣䡏ᐇᣦ㔪䛃
䜢⟇ᐃ䛧䛶䛔䛟䛣䛸䜢Ỵᐃ䚹
9 Ᏻಸ⥲⌮䛛䜙䠣䠓ఀໃᚿᦶ䝃䝭䝑䝖䛻ྥ䛡䛯ᡃ
䛜ᅜ㈉⊩⟇䛻䛴䛔䛶ㄝ᫂䚹

+ORNGOGPVCVKQPQH5&)UKP,CRCP
ᲢଐஜưƷ5&)UܱᲣ
• 8 priority areasᲴ
ĬƋǒǏǔʴŷƷƷਖ਼ᡶ
ĭͤࡍȷᧈݤƷᢋ
ĮᧈࠊئƷоЈŴࣱ҄؏עŴ
ᅹܖ২ᘐǤȎșȸǷȧȳ
įਤዓӧᏡưࢍ᪆ƳםƱឋƷ
᭗ƍǤȳȕȩƷૢͳ
İႾȷϐဃӧᏡǨȍȫǮȸŴൢͅ
٭ѣݣሊŴ ࣅᅈ˟
ıဃཋٶಮࣱŴౕŴෙබሁƷ
ؾƷ̬μ
ĲԧƱܤμȷ࣎ܤᅈ˟Ʒܱྵ
ĳᲾ᳁᳭ܱਖ਼ᡶƷ˳СƱെ

Issues in Japan
(ଐஜƷᛢ᫆ƸᲹᲣ

• Concrete examplesᲴ
Ł ᧈ᧓іƷദ
Ł ܇ƲǋƷᝢݣሊƷਖ਼ᡶ
Ł πσᚨͳƷȐȪǢȕȪȸ҄
Ł ϐဃӧᏡǨȍȫǮȸƷਖ਼ᡶ
ƦƷ100ˌɥƷሊ

• Ჾ᳁ᲫᲢᝢᲣŴᲾ᳁ᲯᲢǸǧȳȀȸᲣŴ Ჾ᳁Ჱ
(ǨȍȫǮȸ)ŴᲾ᳁ᲫᲭᲢൢͅ٭ѣᲣŴᲾ᳁ᲫᲮᲢෙ
බเᲣŴᲾ᳁ᲫᲯᲢᨕɥเᲣŴᲾ᳁ᲫᲱᲢܱ
െᲣƷᲱƭƷǴȸȫƴƭƍƯƸᢋ Ʒࡇӳƍƕ˯ƍƱᚸ
̖ŵ(ЈχᲴȉǤȄƷșȫȆȫǹȞȳᝠׇƱਤዓӧᏡƳႆ૾ඥȯȸǯᲢ
ᲾᲣƱƷσӷႆᘙ)

ӋༀᲴ
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdg
s/dai2/siryou2.pdf
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Civil Society’s activities at HLPF

Japanese VNRᲢVoluntary National Review)

ᲢȏǤȬșȫȑȍȫƴƓƚǔࠊൟᅈ˟
ƷѣᲣ

ᲢଐஜƷSDGsܱᡶإԓᲣ

ଐஜƷإԓᲢެဋЭٳႻƕᡲƷ
High Level Political ForumưႆᘙᲣ
2017࠰7உ17ଐ

ࠊൟᅈ˟Ʒѣ

ᜭᡲƷѣ

ȍȃȈȯȸǯŴ࠼إŴሊ੩ᚕŴ
ܱƷȁǧȃǯƳƲ

ᐯൟηƷᲾ᳁᳭ٳʩᜭᡲƷɥ߷
ᨗᧈ˟܇ƕ᳂᳆᳀ưࠊൟᅈ˟Ʒ
ˊᘙƱॖᙸʩ੭

Further Global Issues on SDGs
ᲢSDGsܱƷᛢ᫆Უ
ᲫᲣ  resources
Ł SDG᳭ᢋƴƋƨƬƯ࣏ᙲƳƷٶƘƸଏ܍Ʒ
ܼʖምƔǒᛦᢋᲢӲȬșȫƷܱᲣ
Ł ƠƔƠᛡɟʴӕǓസƞǕƳƍǑƏƴƢǔƴƸٶ᫇
Ʒƕ࣏ᙲ

ᲬᲣ ȓǸȍǹᲢᅶ˖ಅᲣƷ᧙ɨ business sector
Ł ൟ᧓ǻǯǿȸƷ৲Ŵᅶ˖ಅƷႆǋSDG᳭ᢋ
ƴɧӧഎ
Ł ႆƱ˖ಅƱƷ᧙ࣱ̞ǛƲƷǑƏƴᄩ̬ƢǔᲹ

Ჭ Უ Ȣ ȋ ǿ Ȫ ȳ ǰ Ŵ ᚸ ̖ monitoring and

䛤Ύ⫈䛒䜚䛜䛸䛖䛤䛦䛔䜎䛧䛯䟿

evaluation

Plan International ©

ଐ800ʴˌɥƷکငۡƷരʧƕŵŵŵȷ

47
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50

Living in a Global SocietyᲢǰȭȸȐȫƳᅈ˟ƴ
ဃƖǔƴƸᲣ

ᨥႆኵǈǛᢋƢǔƨǊƴ$
àƕᅆƢƷ
ᚇໜ᳸/&)UƷႸᢋƴӼƚƯ᳸
ʙૅЈ

1Უ Diversity (ٶಮࣱǛᛐǊǔᲣ
2Უ Equality and equityᲢᛡǋƕπƴᲣ
3Უ Cooperation and Coordination

Ⴘᢋƴ࣏ᙲƳᡙьႎᨥૅੲ

ᲢңщƱᛦૢᲣ

Acknowledge that you are one of the global citizen
Remain concerned with issues in international
development
Networking
“The opposite of love is not hate, it’s indifference”
- Mother Teresa

ฟ䠖Brown L, 2010

ƝฌᎮƋǓƕƱƏƝƟƍǇƠƨ
Source:
WHO
UNFPA
Japanese women’s group against FGM
UN Population Division
US Census Bureau
MoFA

kikegami@nagasaki-u.ac.jp
Kiyoko.ikegami@plan-international.jp
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事例報告 1 「持続可能な開発目標と JICA の取り組み」
久保倉

健氏

独立行政法人国際協力機構（JICA）企画部国際援助協調企画室

企画役

いる。
日本国内も去年あたりから SDGs を巡る様々な
動きが起きており、SDGs と親和性が高い ESG 投
資の拡がりがその一つ。ESG 投資とは企業の非財
務情報を評価するもので、企業の社会的価値を重
視する投資であると言える。経団連は、SDGs と
Society5.0 を柱とした企業行動憲章へと改定も
行った。SDGs の野心的なゴール・ターゲットを
達成するためにはイノベーションが必要とされて
いる。昨年 12 月、
JICA は、
日経新聞とイノベーショ
SDGs については日本国内で一般の方に聞くと、

ンフォーラムを共催した。同フォーラムでは、日

まだ認知度が低いのが現状。SDGs の特徴は、日

本は開発途上国が将来直面する高齢化社会といっ

本を含む世界共通の目標であること。もう１つは

た課題にすでに直面し対処しようとしている課題

貧困、保健、飢餓といった社会的な課題に加え経

先進国と言われており、そういった取組の経験を

済の問題、環境の問題を包括的にカバーしている

共有してほしいといったニーズが開発途上国側に

こと。SDGs には作る責任、使う責任といったゴー

あるという話も出ていた。

ルも掲げられており、地球環境にネガティブな影響
を与えるモノは作らない、それを消費しないといっ

JICA の取組方針

た取組も求められている。SDGs で設定されたゴー

JICA のミッションは、開発協力大綱の下、人間

ル・ターゲットは野心的なレベルであり、政府、企

の安全保障と質の高い成長を実現すること。人間

業、大学・研究機関、市民社会などあらゆるアクター

の安全保障とは、すべての人が生涯にわたって安

が協力して取り組まなければ達成できない。そし

心して安全に暮らしていくことを確保するための

て、SDGs の推進では、
「誰一人取り残さないこと」

考え方・アプローチであり、
「誰一人取り残さない」

を重視している。

を理念とする SDGs との親和性も高い。JICA は、

非政府の国際研究機関（SDSN）が SDGs の各

そのミッションのもとで SDGs の取組方針を策定

国の達成状況を毎年報告しており、日本は G20 の

し、３つ柱を掲げている。1 点目は、人間の安全

中で 11 番目とランク付けされており、決して取り

保障の実現を通じて SDGs にも積極的に貢献する

組みが進んでいるわけではない。開発途上国でも

こと。２点目は、
日本の経験や知見を活かせる保健、

意識高く取り組んでいる政府が大多数とは言えな

教育、インフラ整備など 10 のゴールで中心的役割

い現状にある。

を果たすこと。３点目は、社会を変革するイノベー

開発途上国への資金フローについて 80 年代ま
では ODA の占める割合は相対的に大きかったが、

ションを推進すべくあらゆる関係機関との連携を
強化すること。

90 年代に入ってくると民間資金の割合が増大し
た。SDGs では、民間からの資金をいかに開発に
向けるかというのが大きなテーマとなっている。

JICA の取組事例
「母子手帳」
（SDG ゴール 3 等への貢献）

大企業の経営層（大手）には浸透し、経営戦略へ

インドネシアへの協力からスタートしたが、日

SDGs を取り込もうとしている企業も増えてきて

本の母子手帳をそのまま移転するのではなく、イ

-15-

ンドネシアの人が使いやすい手帳をインドネシア

どもに配慮された地下鉄の車両、駅構内の設計が

の人たちに作ってもらうことを心がけた。その後、

なされた。

パレスチナでも同様の協力を行い、これまでに 25
カ国で協力を展開してきた。母子手帳は、現在世

その他事例
アフリカの都市のごみ問題解決のために地方自

界 40 カ国、年間約８００万冊発行されていると言
われる。パレスチナではスマホ版も普及中である。

治体や環境省、国連機関との連携で「アフリカの

シリア難民のかばんを見せてもらうと、少ない荷

きれいな街プラットフォーム」の設立、企業の ICT

物の中に母子手帳が入っていたことが確認された。

技術を活用したスリランカ BOP 層の子どもたち

母子手帳は、お母さんと子どもをつなぐ、家族、病

を対象とした e ラーニング教育事業など、様々な

院、行政、母子保健を取り巻くあらゆるアクター

関係機関とのパートナーシップで事業を展開して

をつなぐツールとして機能するもの。

いる。SDGs はそれぞれのセクターが出来るとこ
ろから始めていくことも大事だと思う。国際協力

「インドのメトロ建設」
（SDG ゴール９等への貢献）

の国内イベント「グローバルフェスタ」は、近年

インドの大都市の交通渋滞、環境悪化は深刻な

SDGs をメインテーマとしているが、同イベント

問題。JICA は、有償資金協力でデリー等の公共交

で SDGs と日本の未来について話しながら SDGs

通システムの整備を支援した。施工時には、日本式

のロゴをネイルに塗る女子高生グループの活動を

の安全な労働環境に基づいて労働者は作業し、日

知り、感銘を覚えた。

本のメトロと同様に、高齢者、障害者、女性、子

質疑応答
Q：女児の結婚といった問題は、SDGs に入っているのか。
A：ジェンダー平等を目指す SDG ゴール 5 に設定されておりターゲットに入っている。

Q：開発途上国への企業進出に関し、中国など新興国の企業は、SDGs を理解して進出してきている
のか、企業の経済的利益を重視して入ってきているのか。

A：開発途上国において一部の新興国企業のビジネス活動に対し批判があることを承知しているが、
SDGs との親和性の高い ESG 投資が拡がる中、新興国企業の経営者もビジネスを持続させていくた
めには、SDGs を意識したビジネス展開をやっていかざるを得ないし、いずれそういう新興国企業が
増えてくると思われる。
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事例報告 2 「SDGs 達成に向けた市民参加とその課題
―カンボジアの開発と日本―市民社会の立場から」
重田

康博氏

宇都宮大学国際学部

教授 /

国際学部多文化公共圏センター 副センター長 /JANIC 政策アドバイザー
カンボジアの農村部は格差、貧困が問題となっ
ている。経済のグローバル化による危機、農業の
安全の危機、人間の安全保障の危機の 3 つが絡み
合う新しい貧困、危機が進んでいる。その問題解
決のために、日本の NGO、日本国際ボランティア
センター（JVC）はカンボジアの課題解決のため
過去３０年以上に渡って活動してきた。復興のた
めの緊急支援・人道支援から長期的な農村開発支
援へとシフトし現在に至る。日本の NGO は 32 団
体活動している。具体的にはシェムリアップ県で、
本報告では、SDGs 達成に向けた市民参加とそ

生態系に配慮した農業技術を農家に伝え農家がそ

の課題として、カンボジアの開発を市民社会の立場

れを実践し、生計状態を改善できること、地域住民

から考え、今後の課題について日本が何をすべき

が地域の自然資源を自らの手で守り自然と調和の

かについて考える。背景として、新冷戦構造、地

取れた暮らしができるようにすることである。支援

域紛争の拡大、G7 に代わる新興国や G20 など変

先農家に対する調査結果によると、概ね農民は満

化する国際社会の急激な変化そして、貧困や難民、

足しているという良好な結果が得られたことから、

グローバリゼーション等地球的な課題があげられ

ニーズに合った支援が行われ効果を挙げているこ

る。

とがわかった。JVC の SDGs については、ゴール

続いてカンボジアの政治経済の現状を紹介した
い。フンセン政権の権威主義体制の下開発国家を

１、ゴール２、ゴール６、ゴール１３、ゴール１６
がターゲットになる。

目指し 2000 年以降高い経済成長を遂げでいるが、

その他のカンボジアにおける SDGs について、

フンセン政権の長期化と独裁化による選挙監視活

今後の課題としては、カンボジアのフンセン独裁

動の妨害、民主化運動や市民社会への抑圧・弾圧・

体制の長期化による野党、マスコミ、選挙監視活動、

規制が行われている。国民総所得には大きな差が

市民社会への弾圧や、NGO 事務所の閉鎖と追い出

あり、プノンペン市内は急速に都市化しているが

しなどの民主化、人権問題と、新興ドナーによる開

公共交通機関が少ない問題もある。MDGs におい

発インフラ競争の激化が挙げられる。フンセン独

ては、極端な貧困と飢餓の撲滅はほぼ達成したが、

裁体制については、欧米諸国、日本政府、国際機

特に子どもと女性の栄養状態の一層の改善はプラ

関、EU などによる政府への圧力強化、NGO によ

イオリティが高い。農村部の貧困ラインは高い。

る継続的な政策提言・選挙監視活動が必要である。

日本の支援として、政府レベルでは 1960 年代

NGO が政府や自治体と住民運動との間の連絡窓口

より累積ベースでカンボジアのトップパートナー

となって交渉、再定住地域の住民の受け入れの成功

として復興から開発までのきめ細かい支援を行っ

例などもあり NGO の活動が一定のセーフティネッ

てきた。2030 年までに高中所得国入りの実現に

トの役割を担っている。

向けた経済社会基盤の更なる強化を支援している。
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SDGs は最後の砦になるのではないか。SDGs

の動きとあわせて、NGO や市民社会が各国政府

10、ゴール 16 は特に大事である。

に SDGs を順守するよう働きかけること、ゴール

全体への質疑応答
Q：日本国内で外国から入ってきた人と関わるうえでのアドバイスをいただきたい。

重田：税金の使われ方（ODA）、在日外国人がどうかかわっていくのか、共生社会をどうつくっていくの
かという観点からケアも必要だと思う。

久保倉：SDGs は今取り組んでいる方針や戦略を SDGs に照らし合わせて点検するというツールにな
る。足りないところが分かってくる良いツール。学校教育でも SDG ｓのことが学ばれている。
SDGs の中にいろいろな視点が入っている。

池上：久保倉さんが紹介した ESG 投資についてコメントしたい。資金を回すことと、企業のチェックを
私たちがどうできるのか、という点に尽きる。税金だからこそ明らかにしてほしいというリクエス
トもできる。一企業がやっていることに対し要求できるのか。しかし、企業をまきこまないと開発
は進まない。市民社会、国連が関与していく必要がある。

池上：重田さんの事例について。SDGs とカンボジア政府としての大きな枠組みが違った際に整合性をど
うやって取っていくのかは今後の課題である。具体的にどうすればいいのかということはない。日
本に難民申請をしている人の審査をしているが、日本をマーケットとしてみて、稼いで仕送りした
い人も申請してくることもある。日本でも労働のビザを広げる必要があるのかもしれない。
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✚2.5䠂䠅
Ẽೃ䠖⇕ᖏ䝰䞁䝇䞊䞁
䠄㞵Ꮨ5䞊11᭶䚸Ꮨ
12᭶䞊4᭶䠅
ேཱྀ䠖ேཱྀ䠖1558ே

䜹䞁䝪䝆䜰䠄2015ᖺ䠅








2015ᖺ䠄䝴䝙䝉䝣䠅

䜹䞁䝪䝆䜰䛾ᇶᮏ䝕䞊䝍







5ṓᮍ‶ஙᗂඣṚஸ⋡
㡰䠖71䠄193ᅜ୰䠅
୍ேᙜ䛯䜚䛾GNI䠖
1,020⡿䝗䝹
ฟ⏕䛾ᖹᆒᑑ䠖
69ᖺ
ᡂே䛾㆑Ꮠ⋡䠖74䠂

᪥ᮏ䠄2015ᖺ䠅








ྠ㡰䠖䠍82䠄193䜹
ᅜ୰䠅
୍ேᙜ䛯䜚䛾GNI䠖
42,000⡿䝗䝹
ฟ⏕䛾ᖹᆒᑑ䠖
84ᖺ
ᡂே䛾㆑Ꮠ⋡䠖

䜹䞁䝪䝆䜰䛾Ṕྐ

䠕䠓䠂䛜ᩍᚐ䚸1.䠕䠂䛜䜲䝇䝷䝮ᩍᚐ
䜽䝯䞊䝹ே䛜⣙䠕䠌䠂䚸䛿䝏䝱䝮᪘䚸䝧䝖
䝘䝮ே䚸⳹ே䚸ᑡᩘẸ᪘
䜽䝯䞊䝹ㄒ䛜බ⏝ㄒ
ປാேཱྀ䛾7䛜㎰ᴗ䛻ᚑ
5ᖺ䛤䛸䛻⥲㑅ᣲ
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1953ᖺ䝣䝷䞁䝇䛛䜙⊂❧
䠍䠕䠓䠑ᖺ䡚1979ᖺ䜽䝯䞊䝹䞉䝹䞊䝆䝳䠄ඹ⏘ඪ䝫䝹䝪䝖ᨻ
ᶒ䠅䛾ᅽᨻ䛸ẅ
1979ᖺ䝧䝖䝘䝮㌷ᨷ
1980ᖺ௦䝫䝖ὴ䜢ྵ䜐3ὴ䛸䝧䝖䝘䝮䞉䝦䞁䝃䝮䝸䞁ὴ䛸
䛾ෆᡓ
1991ᖺ䝟䝸ᖹ༠ᐃ䚸1992ᖺᅜ㐃UNTAC⤫
1993ᖺẸ㑅ᣲ

ᅗ䠎 䜹䞁䝪䝆䜰䛾୍ேᙜ䛯䜚ྡ┠GDP

䠏 䜹䞁䝪䝆䜰䛾ᨻ䞉⤒῭䛾⌧≧











ฟᡤ䠖㈨ᩱ䠖GLOBAL NOTE ฟ䠖IMF http://www.globalnote.jp/post-1339.html/ 16 Oct.2015.

䝣䞁䞉䝉䞁ᨻᶒ䛾ᶒጾ⩏యไ䛾ୗ㛤Ⓨᅜᐙ䜢┠ᣦ䛩
2000ᖺ௨㝆㧗䛔⤒῭ᡂ㛗䜢㐩ᡂ08ᖺ䛾ୡ⏺㔠⼥༴ᶵ
䛧䛛䛧䚸䜹䞁䝪䝆䜰䛾ᐇ㉁⤒῭ᡂ㛗⋡䛿䚸2014ᖺ䛾ྡ
┠GDP䠄100䝗䝹䠅䛿16,927ⓒ䝗䝹䚸GDPᡂ㛗⋡䛿
7.0䠂䠄2014䠅
୍ேᙜ䛯䜚䛾ྡ┠GDP䛿䚸2014ᖺ䛻䛿1.081⡿䝗䝹
୰ᅜ䜔㡑ᅜ➼䜢୰ᚰ䛸䛩䜛እᅜ㈨ᮏ䚸✚ᴟⓗ䛺ᢞ㈨䛜
⾜䜟䜜䚸ᅵᆅ䛾㈙䛜ᛴ⃭䛻ቑຍ
㎰ᴗศ㔝䛿䚸㣗䛾⡿䛿95ᖺ⮬⤥⋡100䠂䜢㐩ᡂ
䝣䞁䝉䞁ᨻᶒ䛾㛗ᮇ䛸⊂䛻䜘䜛㑅ᣲ┘どάື䛾
ጉᐖ䚸Ẹ㐠ື䜔ᕷẸ♫䜈䛾ᢚᅽ䞉ᙎᅽ䞉つไ

䜹䞁䝪䝆䜰䛾䝭䝺䝙䜰䝮㛤Ⓨ┠ᶆMDGs
Annual Progress Report
Achieving MDGs Report on the Status in 2013
Ministry of Planning

ᅗ1 䜹䞁䝪䝆䜰䛾ᐇ㉁GDPᡂ㛗⋡

ฟᡤ䠖Ministry of Economic and Finance of Cambodia, http://www.mef.gov.kh/ 16 Oct.2015.










ᅗ䠏 䜹䞁䝪䝆䜰䛾㈋ᅔ䝷䜲䞁௨ୗ䛾ேཱྀ䛾ྜ䠄༢䠖䠂䠅

┠ᶆ䠍䠖ᴟ➃䛺㈋ᅔ䛸㣚㣹䛾᧞⁛䛿䜋䜌㐩ᡂ
2007ᖺ䛛䜙2011ᖺ䛾᪂䛧䛔㈋ᅔ䝷䜲䞁௨ୗ䛾ேཱྀ䛾
ྜ䛿䚸ῶᑡ
㣗ᩱ䛾㈋ᅔᾘ㈝䛾㈋ᅔ䛸䛿๐ῶ䚸CMDs䛿᫂䜙䛛䛻㐍ᒎ
ᾘ㈝䛾ᖹ➼䛿䚸ྠᮇ☜ᐇ䛻ῶᑡ䚸2011ᖺ㈋䛧䛔20
䠂䛾ேཱྀ䛿2015ᖺ11䠂䛾┠ᶆ䛻ᑐ䛧䛶ᾘ㈝䛾䠕䠂䜎
䛷ቑຍ
Ꮚ䛹䜒䛸ዪᛶ䛾ᰤ㣴≧ែ䛿䚸ᨵⰋ䛩䜛ດຊồ䜑䜛䝺䝧䝹
㈋ᅔ๐ῶ䛾┠ᶆ䛿㐩ᡂ䚸Ꮚ䛹䜒䛸ዪᛶ䛾ᰤ㣴≧ែ䛾୍
ᒙ䛾ᨵⰋ䛾ᚲせᛶ䛿䚸㧗䛔䝥䝷䜲䜸䝸䝔䜱

䜹䞁䝪䝆䜰䛾ᅜู㛤Ⓨ༠ຊ᪉㔪

ฟᡤ䠖Royal Government of Cambodia Ministry of Planning䠄2013䠅”Annual Progress Report-Achieving the Millennium Development Goals
Report Prepared on the Status in 2013”p6.䛾Figure2.1䜢䜒䛸䛻➹⪅సᡂ

䐟䜹䞁䝪䝆䜰䜈䛾ODA␎ྐ
 1959ᖺ3᭶᪥ᮏ䞉䜹䞁䝪䝆䜰⤒῭ᢏ⾡༠ຊ༠ᐃ⨫ྡ
 1960ᖺ䯈1970ᖺ௦ ᢏ⾡༠ຊ䚸↓ൾ㈨㔠༠ຊ䚸᭷ൾ㈨㔠༠ຊ䠄
Ḱ䠅
 1975ᖺ 䝫䝹䝫䝖ᨻᶒᡂ❧䛸ෆᡓ⃭䛾䛯䜑ᅜ㛫ຓṆ
 1991ᖺ 䝟䝸ᖹ༠ᐃྜពᚋ⅏ᐖ⥭ᛴຓ䚸ⲡ䛾᰿↓ൾ㈨㔠༠ຊ
㛤ጞ
 1992ᖺ ୍⯡↓ൾ㈨㔠༠ຊ㛤
 1999ᖺ Ḱ㛤
 2013ᖺ ୧ᅜ㛵ಀ䛜䛂ᡓ␎ⓗ䝟䞊䝖䝘䞊䝅䝑䝥䛃
 2016ᖺ ప୰ᡤᚓᅜධ䜚
 ᪥ᮏ䛿⣼✚䝧䞊䝇䛷䜹䞁䝪䝆䜰䛻ᑐ䛧䛶䝖䝑䝥䝗䝘䞊䛸䛧䛶⯆䛛䜙
㛤Ⓨ䜎䛷䛝䜑⣽䛛䛔ᨭ䛾ᐇ
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䐠ຓ䛾ᇶᮏ᪉㔪䠄┠ᶆ䠅䠖
2030ᖺ䜎䛷䛾㧗୰ᡤᚓᅜධ䜚䛾ᐇ⌧䛻ྥ䛡䛯䛡⤒῭♫ᇶ┙
䛾᭦䛺䜛ᙉ䜢ᨭ












䠐 䜹䞁䝪䝆䜰䛾㎰ᮧ䛾᱁ᕪ䞉㈋ᅔၥ㢟䛾ཎᅉ

䚽䜹䞁䝪䝆䜰䜈䛾㛤Ⓨ༠ຊ䛾䛽䜙䛔
༡㒊⤒῭ᅇᗯ
䜹䞁䝪䝆䜰䛾Ⓨᒎ䛿䚸ASEAN⤒῭ඹྠయ䛾Ᏻᐃ䛸⦾ᰤ䛻ྍḞ
䚽ᇶᮏ᪉㔪䠄┠ᶆ䠅䛻ྥ䛡
䜘䜚㧗䛔䝺䝧䝹䛾䜲䞁䝣䝷ᩚഛ䚸ḟୡ௦䛾ேᮦ⫱ᡂ䚸
ே㛫䛾Ᏻಖ㞀䛾ᐇ⌧䠖㒔ᕷ㒊䛸ᆅ᪉㒊䛾᱁ᕪ䚸䝥䝜䞁䝨䞁䛾㒔ᕷ
ၥ㢟䛾῝้䛺䛹䛾ゎỴ䜢ᅗ䜛
♫⯡䛾ㄢ㢟䠖ἲ䛾ᨭ㓄䛾☜❧䜢䛿䛨䜑䜺䝞䝘䞁䝇䛾ᙉ
䳑䛧䛛䛧䚸ᮏᙜ䛻ᐇ⌧䛷䛝䜛䛾䛛䚸䛝䛺ၥ
㔜Ⅼศ㔝䠄୰┠ᶆ䠅
䛂⏘ᴗ⯆ᨭ䛃䚸䛂⏕ά䛾㉁ྥୖ䛃䚸䛂䜺䝞䝘䞁䝇䛾ᙉ䜢㏻䛨䛯ᣢ
⥆ྍ⬟䛺♫䛾ᐇ⌧䛃

䛺䛬䛣䛾䜘䛖䛺㎰ᮧ䛾᱁ᕪ䞉㈋ᅔၥ㢟䛜Ⓨ⏕䛧䛶䛔
䜛䛾䛛䠛
 ➹⪅䛿䚸䛣䛾12ᖺẖᖺ䜹䞁䝪䝆䜰䛾㎰ᮧ䜢ゼၥ䛧䚸
㈋ᅔ䜔᱁ᕪ䛾ཎᅉ䛻䛴䛔䛶䚸㐣ཤ䛾ඛ⾜◊✲䜔ㄪ
ᰝ◊✲䜢⾜䛖
 ᪂䛧䛔㈋ᅔ䛾༴ᶵ
 䐟⤒῭䛾䜾䝻䞊䝞䝹䛻䜘䜛༴ᶵ
 䐠㎰ᴗ䛸Ᏻ䛾༴ᶵ
 䐡ே㛫䛾Ᏻಖ㞀䛾༴ᶵ
3䛴䛾༴ᶵ䛜⤡䜏ྜ䛖䛂᪂䛧䛔㈋ᅔ䛾༴ᶵ䛃


䠑 䜹䞁䝪䝆䜰䛻䛚䛡䜛᪥ᮏ䛾NGO䛾άື










᪥ᮏ䛾NGO䛻䜘䜛䜹䞁䝪䝆䜰ᨭ

䜹䞁䝪䝆䜰䛾᱁ᕪ䞉㈋ᅔၥ㢟䛜䚸ከᵝ䛺せᅉ䛻䜘䛳䛶Ⓨ⏕䚸
䛭䛾ၥ㢟䛾ゎỴ䛾䛯䜑䛻NGO䛜䜹䞁䝪䝆䜰䛾㎰Ẹ䛻ᑐ䛧䛶
୍ᐃ䛾䝉䞊䝣䝔䜱䝛䝑䝖䛾ᙺ䜢ᯝ䛯䛧䛶䛔䜛䛣䛸䜢᳨ド
䚸᪥ᮏᅜ㝿䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝉䞁䝍䞊䠄JVC䠅䛾䜹䞁䝪䝆䜰䛾㎰
ᮧ㛤Ⓨ
JVC䛿䚸2007ᖺ䛛䜙䝅䝳䝮䝸䜰䝑䝥┴䛷᪂䛧䛔CLEAN䝥䝻䝆䜵
䜽䝖䜢㛤ጞ
௨ᚋJVC䛿CLEAN䝥䝻䝆䜵䜽䝖䜢㏻䛨䛶㈋䛧䛔䜹䞁䝪䝆䜰䛾㎰
ᮧ䛾䝣䞊䝗䞉䝉䜻䝳䝸䝔䜱䛸⮬❧䛾⌧㔠ධ☜ಖ䛯䜑䛻ᣢ⥆
ྍ⬟䛺㎰ᴗᐇ
CLEAN䛾άືᮇ㛫䛿䚸➨1䝣䜵䞊䝈07ᖺ4᭶ࠥ10ᖺ3᭶䚸➨䠎
䝣䜵䞊䝈10ᖺ4᭶ࠥ13ᖺ3᭶䚸ᘏ㛗䝣䜵䞊䝈









᪥ᮏ䛾NGO䛻䜘䜛䜹䞁䝪䝆䜰ᨭ
᪥ᮏᅜ㝿䝪䝷䞁䝔䜱䜰䝉䞁䝍䞊
(JVC)䛿᪥ᮏ䛾NGO䛸䛧䛶᭱ึ䛻
䜹䞁䝪䝆䜰䛻ධ䜚ே㐨⯆ᨭ㛤
ጞ䯈䠄ᡞ᥀䜚䚸⮬ື㌴ᢏ⾡Ꮫᰯ䠅
JVC䛿⥭ᛴ⯆ᨭ䛛䜙㛗ᮇⓗ
㛤Ⓨᨭ䜈䯈㎰ᮧ㛤Ⓨ(CLEAN)
᪥ᮏ䛾NGO䛿32ᅋయ
䠄䛄2017ᖺJNNC䝎䜲䝺䜽䝖䝸䞊䛅䠅
䚸ဨᡤᒓᅋయ䠄ᅾ䜹䞁䝪䝆䜰
NGO᪥ᮏே䝛䝑䝖䝽䞊䜽JNNC䠅

ଐஜƷNGOѣƷᛦ௹ኽௐƷᎋݑƸŴˌ
ɦƷᡫǓưƋǔŵ

㻶㼂㻯䛾䛂㻯㻸㻱㻭㻺䝥䝻䝆䜵䜽䝖άືᆅᇦ
䝅䜵䝮䝸䜰䝑䝥ᮾ㒊䝅䜵䝮䝸䜰䝑䝥ᕷෆ䛛䜙㻢㻜䜻䝻
䜋䛹㞳䜜䛯䝏䞊䜽䝷䜶䞁㒆䛸䝋䝖䝙䝁䝮㒆䛷άື

y ஜᛦ௹ƴǑƬƯŴ
y ĬǷȥȠȪǢȃȗჄȁȸǯȩǤᢼưƷJVCƷѣƕǤ

䞉ᑐ㇟ᮧᩘ
䝋䝖䝙䝁䝮㒆䚸䝏䞊䜽䝷䜶䞁㒆䛾䠎㒆䚸
㻤䝁䝭䝳䞊䞁䛷άື䚹

Ṳ
Ṳ

䞉άືෆᐜ䛸┠ⓗ
㎰ᴗ㛤Ⓨ䠖⏕ែ⣔䛻㓄៖䛧䛯㎰ᴗ䛾
ᢏ⾡䜢㎰ᐙ䛻ఏ䛘䚸㎰ᐙ䛜䛭䜜䜢ᐇ
㊶䛧䚸⏕ィ≧ែ䜢ᨵၿ䛷䛝䜛䜘䛖䛻
䛩䜛䛣䛸䛜┠ⓗ䚹

ỴὅἅὊἽὁἕἚ

Ṳ

Ṳ
Ṳ
Ṳ
Ṳ
Ṳ

ᵎ

⎔ቃᩍ⫱䠖ᆅᇦ䛾ఫẸ䛜ᆅᇦ䛾⮬
↛㈨※䜢⮬䜙䛾ᡭ䛷Ᏺ䜚䚸⮬↛䛸䛾
ㄪ䛜ྲྀ䜜䛯ᬽ䜙䛧䜢㏦䜛䛣䛸䛜ฟ
᮶䜛䜘䛖䛻䛩䜛䛣䛸䚹䠄㈨ᩱᥦ౪䠖㻶㼂㻯
ⱝᮡ⨾ᶞ䠅

ȳǿȓȥȸƠƨٻҞƷᠾൟƔǒ٭ٻឱƔǒឱƠƯ
ƍǔƱƍƏׅሉǛࢽƨŵ
y ĭƞǒƴŴJVCƔǒƷૅੲưࢫƴᇌƬƨȗȭǸǧǯȈ
ƱƠƯŴSRIᄂ̲ŴܼࡊᓔטŴƨǊ൷˺Ǔሁƕਫƛ
ǒǕƨŴ
y ĮᠾൟƷឱࡇƱӳǘƤƯŴJVCƷૅੲƕᠾൟƷȋȸ
ǺƴƋǔᆉࡇˌɥƴࣖƑƯƦƷႆјௐǛɥƛƯƍǔ
ƜƱƕǘƔƬƨŵ

Ṳ

ᵏᵎ

ᵐᵎ
ᵆᵩᶋ
ᵇ

ἓὊἁἻỺὅᢼ

Ṳ
Ṳ

ἏἚἝἅἲᢼ

Ṳ

Ṿ
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SDGsƷႸᲴ

SDGs䛾┠ᶆ䠖

SDGs䛾┠ᶆ䠖

䜹䞁䝪䝆䜰䛾NGO


ேᶒNGO䚸㑅ᣲ┘どNGO

ᡲƴǑǔžਤዓӧᏡƳႆႸ
(Sustainable Development Goals : SDGs )ſ
2030࠰Ǉư
y žਤዓӧᏡƳႆႸ(Sustainable Development Goals : SDGs )ſƸŴ

MDGsƕ2015࠰ƴᢋᨂǛᡇƑǔƴƋƨǓŴഏƷႆႸƱ
ƠƯൿǇǓƭƭƋǔŵƜǕƸŴ̬ؾᜱǛɶ࣎ƱƢǔਤዓӧᏡ
ࣱ(Sustainability)ƱႆƷɲᎍǛᡙ൭ƢǔႆႸ
y 2014࠰7உᡲዮ˟ưਤዓӧᏡƳႆႸǪȸȗȳȷȯȸǭȳ

ǰȷǰȫȸȗƸŴʴŷƷဃǛોծƠŴݩஹƷɭˊƷƨǊƴע
ྶǛܣǔƜƱǛႸႎƴŴኺฎႎŴᅈ˟ႎŴؾႎ᩿ͨƴӕǓኵ
ƜƷ੩కƸ17ƷႸƱ169Ʒǿȸ
ǉɟᡲƷႸకǛዮ˟ƴ੩ЈŴƜ
ǲȃȈƔǒƳǓŴᝢƱƷኳŴͤࡍƱᏋƷોծŴᣃࠊ
ƷਤዓӧᏡࣱӼɥŴൢͅ٭ѣݣሊŴෙබƱౕƷ̬ᜱƳƲŴࠢ
࠼ƍਤዓӧᏡƳႆᛢ᫆
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Ჰ

ኳǘǓƴ
ȸʻࢸƷᛢ᫆

Ჰ

y ஜإԓưƸŴǰȭȸȐȫƕᡶǉǫȳȜǸǢƷʙ̊Ɣǒࠀȷᝢ

ŹǫȳȜǸǢƷȕȳǻȳᘶ˳СƷᧈ҄Ŵൟɼ҄Ŵ
ʴೌբ᫆

բ᫆ƷҾ׆ưƋǔžૼƠƍᝢƷፑſƔǒᏮЈƠƯƍƘƨǊ
ƷૼƨƳ૾ሊƴƭƍƯ౨ᚰ
y ƦƷኽௐŴǫȳȜǸǢƷࠀȷᝢƷբ᫆ƸᣃࠊƱᠾƷನᡯ
ႎƳբ᫆ưƋǓŴƦƷҾ׆ƸȔǱȆǣƷƍƏ݈ᘽޖƷžငſ
Ʒբ᫆ƩƚưƳƘŴǫȳȜǸǢƷٶಮƳႎȷኺฎႎᙲ׆ƕ
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分科会 ２
●テ ー マ

生活者としての外国人が考える多文化共生社会とは
現在東京には約 51 万人の外国人が暮らしており、その民族・宗教・文化的背景は非
常に多岐にわたります。彼らは文化や習慣の違いによって生じる困難だけではなく、
日本人と同じように、それぞれのライフステージに応じた問題に直面しています。
この分科会では、長谷部美佳氏をコーディネーターにお迎えし、多文化共生の現状に
ついて基調講演をいただきます。また、
出身国や年齢の異なる 3 名のパネリストの方々
に、日本での生活の様子、地域活動や困りごとなど、それぞれの実体験に基づいたお
話を伺います。
生活者としての外国人自身が考える「多文化共生」とは、いったいどのようなものな
のでしょうか。会場の皆さまと共に議論を深め、今後の展望を探ります。

●基 調 講 演

「多文化共生の現状—日本人と外国人ともに進める多文化共生とは？」

コーディネーター
長谷部 美佳氏 東京外国語大学 世界言語社会教育センター 特任講師
●パネリスト
① 日本での生活全般・地域での活動など
アレクサンドラ・シュワルツ氏（ドイツ出身：八王子市在住）
② 日本での生活全般・子育て（幼稚園・一時保育）など
吉田・ウィディア氏（インドネシア出身：川崎市在住）
③ 日本での留学生活や起業に至った経験など
ブランドン・スミス氏（アメリカ出身：港区在住）

●参 加 者 数

４９名

コーディネーターによる基調講演
「多文化共生の現状―日本人と外国人ともに進める多文化共生とは？」
長谷部

美佳氏

東京外国語大学

世界言語社会教育センター

特任講師

まずは、日本にいる外国人の現状と、外国につ
ながる若い人たちが抱えている問題についてお話
ししたい。後半のパネルディスカッションでは、パ
ネリストの事例をもとに、日本人の側が発想を少し
転換した方が良いと思うところ、私たちができるこ
と、地域の役割についても考えていきたいと思う。
皆さんは「多文化共生」という言葉を聞いた
ことはあるだろうか。また、日本にどのくらいの
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外国人がいるかご存知だろうか。法務省が出して

策をとっていない。しかし、今後はさらに留学生

いる「在留外国人統計」のグラフを見てみると（
「出

が 30 万人、技能実習生が 20 万人と増えていくこ

入国管理白書」より抜粋）
、昭和 30 年当時は 50

とが予想される。
「外国人は帰国しない可能性が高

万人ほどだった外国人が、約 60 年の間に約４倍に

い」ということを、皆さんにはぜひ覚えていただ

増えたことがわかる。2016 年末時点における外

きたい。
「特別永住者」は、いわゆる戦前から日本

国人の数は 247 万人で、これは政令指定都市一つ

にいる「在日コリアン」と言われる方たちである。

分の人口に相当する数字である。10 年前と比べる

彼らの多くは、親だけでなく祖父母も日本に住ん

と 1.14% 増加している。20 年前と比べると 1.8

でいるため、一番日本に近い存在だと言える。そ

倍までになり、100 万人以上が増えている。平成

の中でも年間で相当数の人が帰化申請をして日本

2 年に入国管理法が改正され、多くの日系ブラジル

国籍を取得し、
その数は 50 万人近くに達している。

人が来日したことがターニングポイントとなった。

そのような「外国にルーツを持つ人たち」の存在は、

それ以来、外国人の数は増加し、今では国の総人

外国人を対象とした統計には数字として現れてこ

口のうち外国人が占める割合が 1.88% になるまで

ないが、実際には、相当数の人たちが長期的に日

に伸びている。この 10 年間だけでも、急激に増

本に住んでいるのが現状である。

えていることがわかる。2008 年まで増加傾向に

年齢別に数字を見ると、在留外国人のうち義務

あったのが、リーマンショックが起きた 2009 年

教育年齢の人は 20 万人、
未成年者は 32 万人となっ

は減少、そして東日本大震災の影響により 2011 −

ている。日本国籍を持つ子ども（国際結婚をした

2012 年には底を打ったが、それ以降は右肩上が

両親を持つ子どもなど）は、この数には含まれて

りで年々増加している。2017 年６月時点で 247

いない。日本人と合わせた全体数のうち外国人が

万人もの外国人が日本に在留しており、観光や親族

占める割合を見ると、義務教育年齢では１％、未

訪問を目的とした短期滞在者まで含めると、300

成年では 1.4％となっているが、
20 代では 5. ７%、

万人を超える外国人が日本に住んでいることにな

30 代では 3.5% となっており、この世代が占める

る。

ボリュームは極めて大きいと言える。若い世代の

「在留資格」とは、
「どういう目的で日本に滞在

日本人が減少している一方で、同世代の外国人が

することを認められているのか」ということを指

増加しているという現状を考えると、若い外国人

す。表の上の方にあるのが、いわゆる「働くため

を積極的に日本社会に参画させ、活躍してもらう

の資格」
である。真ん中のあたりには、
今話題になっ

方が良いのではないだろうか。都道府県別の在留外

ている「技能実習」
、その次に「留学」がある。下

国人数は東京都がダントツの１位であり、在留外

の方には「永住者」
、
「日本人の配偶者」
、
「永住者の

国人の約 4 分の 1 が東京に住んでいることになる。

配偶者」
、
「定住者」
、
「特別永住者」が続き、日本に

都心のコンビニでは、日本人の店員を見かけること

長期的に住む可能性があると言われている人たち

の方が少ない。このように、
私たちの生活の中でも、

である。ニュースなどでは観光客や留学生の多さ

在留外国人の増加を実感する場面は増えてきてい

が話題になる。しかし、現実的には、日本に住ん

る。１月１０日号のジャパンタイムズは「東京都

でいる全外国人の約６割（140 万人）は日本に今

では新成人のうち、8 人に 1 人が外国籍」と報じ

後も長期的に住む人たちなのである。
「留学」の在

た。これらはあくまでも外国籍を有する新成人の

留資格を持つ人たちが約 30 万人いることにも注

数であり、外国にルーツを持つ人の数も合わせる

目したい。彼らは勉強するために来日しているが、

と、その数はもっと大きくなることが予想される。

そのうちの約１〜２割は日本で就職しているのが

同記事には、新宿区、豊島区、中野区、荒川区では、

現状であり、今後も日本に住み続ける人たちである

新成人の 4 人に１人が外国人であることを示す数

と言える。安倍首相は、
「外国人は帰国する人たち」

字も出ている。

であることを前提として考えているため、移民政
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では、若い世代の外国人たちは、実際にどのよ

うな状況に置かれているのだろうか。文部科学省

がる若者たちが、地域でもっと活躍できるように

が出した統計によると、日本語で教育を受けるこ

するための活動を行っている。高齢化率が６割を

とに困難を抱えていて、日本語指導が必要な外国

超える団地では、地震の時にエレベーターが止まっ

籍の児童生徒数は、平成 18 年の 2 万 2,000 人か

てしまい、身動きが取れなくなってしまった住民も

ら、この 10 年間で 3 万 4,000 人にまで増加して

いた。このような時に若い彼らは力を発揮できる。

いる。 その多くは小学校だが、中学校にも 8,700

転倒した物の下敷きになった人を助けるために、消

人ほどいる。彼らは親と一緒に来日し、そのまま日

防の方に機材の使用方法をデモンストレーション

本の学校に入ったけれど、授業では先生が何を言っ

してもらった。また、地域で働いている人や、自

ているのか全然わかっていないのである。さらに、

分のバックグラウンドをつなげてグローバル企業

文部科学省は、日本語指導が必要な日本国籍の児童

を目指す人もいる。外国につながる子どもたちは、

生徒数も調べていて、その数は平成 18 年の 3,800

将来社会で活躍できる人材になっていく存在であ

人から、この 10 年間で２倍以上に増えている。例

る。そのためにも助けが必要なのである。アメリ

えば、国際結婚の両親が離婚してしまい、日本語

カの社会学者アレハンドロ・ポルテスは自身も移

の習得が十分でない外国籍のお母さん側に引き取

民であり、ラテンアメリカ出身の社会学者として

られた子どもの場合には、家庭内での会話が日本

初めてアメリカ社会学会の会長を務めた。彼は移

語ではないために、子どもが日本語を理解できな

民の社会適応に影響を与えるものとして、次の３

いという状況に陥ってしまう。

つを重要視している。１番目は、年齢や学歴、ス

これらを合算すると、日本語がわからないで日

キルなど、
その人が持っている「人的資本」である。

本語の授業を受けている子どもは、全国で 4 万人

例えば、英語を話せればアメリカ社会に馴染みや

近くもいることになる。また、高校通学率のデータ

すいと言える。２番目には、移民政策や移民コミュ

を見ると、日本人の場合、15 歳の時点では 98％、

ニティのあり方と共に、とりわけ重要なものとし

18 歳の時点でも８割は通学している。その一方で、

て「ホスト社会の人々の態度」を挙げている。そ

日系ブラジル人の場合は、15 歳の時点でも７割に

して３番目は「移民の家族構成」である。彼は特

届かず、入学する時点で既に困難があり、高校に

に２番目の「社会的環境」が、移民の社会経済的

進学できない状況にあると言える。18 歳になると、

成功を収めるうえでの影響が大きいと言っている。

通学率が男子は 16%、女子は 11％にまで落ち込

パネリストの方々も、日本における「居場所」や

み、高校に入学しても、卒業する人の数は非常に

「つながり」の重要性について話してくださると思

少ない。日本人の９割が高校を卒業している社会

うが、これからも日本で暮らしていく外国人が社

の中で、高校を卒業しないということがどのよう

会に定着し、
能力を発揮する（＝日本社会に「包摂」

なハンディキャップを持つことになるのかは、そ

される）ためには、社会で認められているという認

れほど推測に難くない。

識こそが必要不可欠である。私たちの心持ちがあ

このような状況に対し、私たちは何を考えれば

れば、それがたとえ小さなことであったとしても、

良いのか。困難を抱えながらも、それを乗り越えて

彼らが活躍する人材となる上で必要となる環境が

進学をしている子どもたちも増えてきている。私

作られていくのではないかと思う。

が関わっている外国人支援団体では、外国につな
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᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜேᩘ

䈄 ᪥ᮏ䛾ᅾ␃እᅜே䛾
≧ἣ
•
•
•
•

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜேᩘ

2016ᖺᮎ⌧ᅾ䛾ᅾ␃እᅜேᩘ䛿䚸 2,471,458ே
10ᖺ๓䛾1.14䠂ቑຍ䚹
20ᖺ๓䛸ẚ䜉䜛䛸䚸1.8ಸ䛻䚹100ே௨ୖ䛜ቑ䛘䛶䛔䜛䚹
ᅜ䛾⥲ேཱྀ䛻༨䜑䜛ྜ䛿䚸1.88䠂䛻䚹

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䠄ᅾ␃㈨᱁ู䠅
2006

2,382,822
2,232,189
2,217,426
2,186,121
2,152,973
2,134,151
2,121,831
2,084,919
2,078,508 2,066,445
2,033,656

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

• 2017ᖺ6᭶Ⅼ䛰䛸䚸 2,471,458ே䚹▷ᮇᅾ䜢ྵ䜑䜛䛸
3,002,121ே䛷300ே䜢㉸䛩䚹
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

7,342

7,916

8,895

9,840

10,908

11,778

12,609

13,439

15,184

297

731

ᢏ

⾡

35,135

44,684

52,273

50,493

46,592

42,634

42,273

43,038

45,892

142

148

ேᩥ▱㆑䞉
ᅜ㝿ᴗົ

57,323

61,763

67,291

69,395

68,467

67,854

69,721

72,319

76,902

137,706

161,124

ᴗෆ㌿

14,014

16,111

17,798

16,786

16,140

14,636

14,867

15,218

15,378

15,465

⯆

⾜

ᢏ

⬟

ᢏ⬟ᐇ⩦

2016

2007

ᢞ㈨䞉⤒Ⴀ

21,062

15,728

13,031

10,966

131,789

21,261

132,460

25,863

138,514

29,030

9,247

6,265

1,646

1,662

1,967

145,909

15,772

1,869

2,187

30,142

31,751

33,863

33,425

39,756

39,756

39,756

100,008

141,994

151,477

155,206

167,626

192,655

228,588

201,511

188,605

180,919

193,073

214,525

246,679

277,331

ᅾ␃እᅜே䛾䛖䛱䚸
㛗ᮇⓗ䛻᪥ᮏ䛻ఫ䜐ணᐃ䛾ே䛜㻝㻠㻜ே
䠄య䛾⣙㻢䠅
17,869

␃

Ꮫ

ᑵ

Ꮫ

36,721

38,130

41,313

46,759

9,343

3,388

1,804

1,501

1,427

1,521

1,379

◊

ಟ

70,519

88,086

86,826

65,209

118,865

119,359

120,693

122,155

125,992

133,589

149,303

ᐙ᪘ᅾ

91,344

98,167

107,641

115,081

72,374

22,751

20,159

22,673

28,001

37,175

47,039

Ọఫ⪅

394,477

439,757

492,056

533,472

565,089

598,440

624,501

655,315

677,019

700,500

727,111

᪥ᮏே䛾
㓄അ⪅➼

260,955

256,980

245,497

221,923

196,248

181,617

162,332

151,156

145,312

140,349

139,327

Ọఫ⪅䛾
㓄അ⪅➼

12,897

15,365

17,839

19,570

20,251

21,647

22,946

24,649

27,066

28,939

30,972

ᐃఫ⪅

268,836

268,604

258,498

221,771

194,602

177,983

165,001

160,391

159,596

161,532

168,830

≉ูỌఫ⪅

443,044

430,229

420,305

409,565

399,106

389,085

381,364

373,221

358,409

348,626

338,950

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䠄ᮍᡂᖺ䠅䛾ᩘ
እᅜே

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䠄㻞㻜௦㻟㻜௦䠅

᪥ᮏே

⩏ົᩍ⫱ᖺ㱋 206,873ே
䠄䠍䠂䠅
ᮍᡂᖺ
322,905ே
䠄1.4䠂䠅

15,610,000ே

20௦

21,820,000ே

30௦

እᅜே

᪥ᮏே

714,697ே
䠄5.7䠂䠅
537,674ே
䠄3.5䠂䠅

12,542,000ே
15,375,000ே

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䠄ᅾ␃㈨᱁ู䠅

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே

600,000

521,088
500,000

400,000

300,000

200,000

100,000

ᾏ㐨
㟷᳃
ᒾᡭ
ᐑᇛ
⛅⏣
ᒣᙧ
⚟ᓥ
Ⲉᇛ
ᰣᮌ
⩌㤿
ᇸ⋢
༓ⴥ
ᮾி
⚄ዉᕝ
᪂₲
ᐩᒣ
▼ᕝ
⚟
ᒣ
㛗㔝
ᒱ㜧
㟼ᒸ
ឡ▱
୕㔜
㈡
ி㒔
㜰
රᗜ
ዉⰋ
ḷᒣ
㫽ྲྀ
ᓥ᰿
ᒸᒣ
ᗈᓥ
ᒣཱྀ
ᚨᓥ
㤶ᕝ
ឡ
㧗▱
⚟ᒸ
బ㈡
㛗ᓮ
⇃ᮏ
ศ
ᐑᓮ
㮵ඣᓥ
Ἀ⦖

-

ᮾி㒔䛾䛂ᅾ␃䛃እᅜேᩘ䠄ἲົ┬䚸2017ᖺ6᭶⌧ᅾ䠅
䛿䚸 521,088ே䛷ᅜ䛷➨1䚹
ᮾி㒔䛿᪥ᮏయ䛾ᅾ␃እᅜே䛾4ศ䛾1䛜ᮾி䛻䚹䠿

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䠄ᅾ␃㈨᱁ู䠅
• ᮾி㒔䛷䛿᪂ᡂே䛾䛖
䛱䚸8ே䛻1ே䛜እᅜ⡠
䠄The Japan Times, 10
January, 2018)
•
•
•
•

䈄 ᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜ
ே䛾Ꮚ䛹䜒䞉ⱝ⪅䛜ᢪ
䛘䜛ၥ㢟

᪂ᐟ༊䛾᪂ᡂே୰36䠂
㇏ᓥ༊39䠂
୰㔝༊27䠂
Ⲩᕝ༊26䠂
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᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ⱝ⪅䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ⱝ⪅䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟

᪥ᮏㄒ䛷
ᩍ⫱䜢ཷ䛡
䜛䛣䛸䛻ᅔ㞴
䜢ᢪ䛘䜛Ꮚ
䛹䜒䛯䛱䛾
Ꮡᅾ

᪥ᮏㄒ
䛷ᩍ⫱䜢
ཷ䛡䜛䛣
䛸䛻ᅔ㞴
䜢ᢪ䛘䜛
Ꮚ䛹䜒䛯
䛱䛾Ꮡᅾ

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ⱝ⪅䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ⱝ⪅䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟
ᖺ㱋ู㏻Ꮫேཱྀྜ
120%

100%

98%
97%

95%
94%

93%
92%
81%
79%

80%

60%

68%
62%

㧗ᰯ3ᖺ䛻䛺䜛䛸䚸㏻Ꮫ⋡
䛿25䠂䛻ῶᑡ
66%
63%
53%
51%

41%

40%

25%
24%

20%

16%
11%

0%
15ṓ㏻Ꮫ

16ṓ㏻Ꮫ

17ṓ㏻Ꮫ

18ṓ㏻Ꮫ

6%
5%

2%

19ṓ㏻Ꮫ

20ṓ㏻Ꮫ

45%
38%

2%
1%

21ṓ㏻Ꮫ

33%
23%
2%
0%

22ṓ㏻Ꮫ

᪥ᮏே⏨Ꮚ

䝤䝷䝆䝹ே⏨Ꮚ

᪥ᮏேዪᏊ

䝤䝷䝆䝹ேዪᏊ

17%
8%
1%

23ṓ㏻Ꮫ

䛭䛾⤖ᯝ䛸
䛧䛶䛾㐍Ꮫ
⋡䛾ప䛥䚸
୰㏥⋡䛾㧗
䛥䠄᪥⣔䝤䝷
䝆䝹ே䛾
䠅

2013

2014

2015

Ṛஸయ

27

34

30

సᴗ୰

3

5

7

䠄ෆ⁺⯪䠅

1

2

1

⮬㌿㌴

3

4

0

㏻ᨾ

2

2

3

⬻䞉ᚰᝈ

8

6

8

⮬ẅ

2

6

2

䛭䛾䜋䛛

9

11

10

᪥ᮏ䛻ᅾ␃䛩䜛እᅜே䛾Ꮚ䛹䜒
䞉ⱝ⪅䛜ᢪ䛘䜛ၥ㢟

䛭䛾䜋䛛,
10

⮬ẅ, 2

సᴗ୰, 7

⬻䞉ᚰᝈ,
8

䠄ෆ⁺⯪䠅,
1

䈄 እᅜே䛿䛂ேᮦ䛃䟿

⮬㌿㌴, 0
㏻
ᨾ, 3
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᪥ᮏ䛷ά㌍䛩䜛እᅜ⡠䛾ே䛯䛱

᪥ᮏ䛷ά㌍䛩䜛እᅜ⡠䛾ே䛯䛱

• ᆅᇦ䛷ྠ⬊䛾ᨭ䜢䛩䜛ே䛯䛱
• ᆅᇦ䛷ಖ⫱ኈ䜔ㆤኈ䛻䛺䜛ே䛯䛱
• 䜾䝻䞊䝞䝹䛻ാ䛟ே䛯䛱

⛣Ẹ䛾⦅ධᵝᘧ䛸䛔䛖⪃䛘᪉
• 䜰䝯䝸䜹䛾♫Ꮫ⪅䚸䝫䝹䝔䝇䛾ㄝ䚹
• ⛣Ẹ䛾♫㐺ᛂ䛻ᙳ㡪䜢䛘䜛䜒䛾
• 䠍䠊䛭䛾ே䛾ᖺ㱋䜔ᏛṔ䚸䝇䜻䝹䛺䛹䚹
• 䠎䠊⛣Ẹᨻ⟇䚸䝩䝇䝖♫䛾ே䚻䛾ែᗘ䚸
⛣Ẹ䝁䝭䝳䝙䝔䜱䛾䛒䜚᪉
• 䠏䠊⛣Ẹ䛾ᐙ᪘ᵓᡂ䚹
• ≉䛻䠎␒┠䛾♫ⓗ⎔ቃ䛜䚸⛣Ẹ䛾♫
⤒῭ⓗᡂຌ䜢䜑䜛䛖䛘䛷䛾ᙳ㡪䛜䛝
䛔

䈄 䛂ேᮦ䛃䛸䛧䛶䛾እᅜ䛻䛴䛺
䛜䜛ⱝ⪅䜢స䜛䛻䛿䠛
䈄 䡚ᆅᇦ䛸ᒃሙᡤ䛾ᙺ䜢⪃
䛘䜛䡚

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ
⾲ ᑐ㇟⪅䛾ᒓᛶ䠄ᖺ㱋䛿⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝᙜ䠅

䈄 㻞㻜㻝㻟ᖺ䛾⪺䛝ྲྀ䜚ㄪᰝ
•
•
•
•
•
•

ᅜ⡠

䠐ே䛻䜲䞁䝍䝡䝳䞊䚹
4ே୰䠍ே䛜᪥ᮏᅜ⡠ಖᣢ⪅䚸ṧ䜚䛾䠏ே䛿䝧䝖䝘䝮ᅜ⡠⪅
䠍ே䜢㝖䛔䛶ဨ䚸Ꮫ䛛▷䛻㐍Ꮫ
䛖䛱2ே䛿Ꮫ䛻ᅾᏛ୰䠄ᙜ䠅
Ꮫ䞉▷䜢༞ᴗ䛧䛯ᑐ㇟⪅䛿䚸ṇつ䛻㞠⏝䛥䜜䛶䛔䜛䚹
᮶᪥䛾ᖺ㱋䛿䚸2ே䛜ᮍᑵᏛ䛾Ⅼ䚸2ே䛿⩏ົᩍ⫱ᖺ
㱋䜢㉸䛘䛯䛸䛝䛻᮶᪥䛧䛶䛔䜛䚹
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ᖺ㱋

᮶᪥
ᖺ㱋

᭱⤊ᏛṔ

㞠⏝≧ἣ

H

䝧䝖䝘䝮

㻞㻠

㻟

㧗ᰯ

ṇつ㞠⏝

A

᪥ᮏ

㻝㻤

㻢

Ꮫ䠄ᅾᏛ୰䠅

Ꮫ⏕

L

䝧䝖䝘䝮

㻞㻢

㻝㻡

Ꮫ䠄ᅾᏛ୰䠅

Ꮫ⏕

Ho

䝧䝖䝘䝮

㻞㻥

㻝㻡

▷

ṇつ㞠⏝

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ

䈄 ᨭᅋయ䛾⏝

z ㄪᰝᑐ㇟⪅䛿䚸⮬ศ䛾ேⓗ㈨ᮏ䜢ఙ䜀䛩䛯䜑
䛻䚸⮬ศ䛷䛛䛺䜚ព㆑ⓗ䛻㧗➼ᩍ⫱䜢䛖䛡䜘䛖䛸ດ
ຊ䜢䛧䛶䛔䛯䚹
z ᙼ䜙䛿⮬ศ䛯䛱䛾ດຊ䛰䛡䛷䛿ཬ䜀䛺䛔䛸䛣䜝䛻
䛴䛔䛶䛔䛶䜒⮬ぬ䛧䛶䛔䛶䚸䛭䛣䜢ᨭᅋయ䛻
㢗䛳䛶䛔䜛䜘䛖䛻ぢ䛘䜛䚹
z ᨭᅋయ䛷᪥ᮏㄒ䜢Ꮫ䜃䚸ᩍ⛉䛾⿵⩦䜢䛧䚸㧗
ᰯ䛾ሗ䜔ዡᏛ㔠ሗ䛺䛹䜢㞟䜑䜛䚹
z ᨭᅋయ䛜ぶ䛾㈨※䛜䛺䛔㒊ศ䜢䜹䝞䞊䛧䛶䛔
䜛䛸䛔䛘䜛䚹

• H䛿୰Ꮫ䛻ධ䜛䛸䛩䛠䛻㏆䛟䛻ᨭᅋయ䜈㏻䛖䜘䛖䛻䚹㧗ᰯ
䛾㐍Ꮫ䛾㝿䚸ヨ㦂ຮᙉ䜒䚸㐍Ꮫሗ䛾ධᡭ䜒䛣䛾ົᡤ䛷
䛷䛝䛯䛸䛔䛖䚹
• A䛿䚸ຮᙉ䜒䛰䛜䚸Ꮫᰯ䛸䛭䛾䜋䛛䛾άື䛾ྜ㛫䛾ᜥᢤ䛝䜢
䛩䜛䛯䜑䛻᮶䛶䛔䜛ሙྜ䛜ከ䛔䛸䛔䛖䚹
• L䛿䚸㧗ᰯ௦䛿䛸䛻䛛䛟㏆䛟䛾᪥ᮏㄒᩍᐊ䛷䚸䜂䛯䛩䜙ຮ
ᙉ䛧䛶䛔䛯䛸䛔䛖䚹
• Ho䛿䚸୰Ꮫ௦䛻ྠ䛨ቃ㐝䛰䛳䛯ྠୡ௦䛾ேᩘே䛸䛣䛾
ᨭᅋయ䛷▱䜚ྜ䛔䚸୍⥴䛻㧗ᰯ㐍Ꮫ䛾ຮᙉ䜢䛧䚸ಖ⫱ኈ
䛻䛺䜛䛯䜑䛾ᅜᐙヨ㦂䜢ཷ䛡䜛䛻ᙜ䛯䜚䚸䝢䜰䝜䛾ᐇᢏヨ㦂
䛜䛒䛳䛯䛯䜑䚸ᨭᅋయ䛜ㄪ㐩䛧䛶䛝䛯㟁Ꮚ䝢䜰䝜䛷䚸䝢䜰䝜
䛾⦎⩦䜢䛧䛶䛔䛯䚹

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ
䈄 ᐃ╔䜢Ỵ䜑䜛せᅉ䛸䛧䛶䛾
䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚

䈄 ♫䛷ㄆ䜑䜙䜜䛶䛔䜛䛸
䛔䛖ㄆ㆑
䈄 ᆅᇦ♫䛾୰䛷䚸እᅜ⡠
ఫẸ䛜䚸᪥ᮏ♫䜢ᨭ䛘
䛶䛔䜛ឤ䜢ᚓ䜙䜜䜛ሙ䛵䛟
䜚
䈄 ⏕ά┦ㄯ䛺䛹䠄㢗䜜䜛ㄡ
䛛䛾Ꮡᅾ䠅

䈄 䛔䛦䛸䛔䛖䛸䛝䛻ᨭ䛘䛶䛟䜜
䜛ே䛾Ꮡᅾ
䈄 ⥭ᛴ䛻୍ᖐᅜ䛺䛹䜢
ᢚ䛘䜛
䈄 䛣䜜䛿ᆅᇦ♫䛜ᥦ౪䛧
䛶䛔䛟䜒䛾

䝩䝇䝖♫䛸䛾䛴䛺䛜䜚䛾㔜せᛶ
䈄 ᐃ╔䛧䜘䛖䛸䛔䛖䝰䝔䜱
䝧䞊䝅䝵䞁
䈄 ♫䛛䜙䛾ᢎㄆ

䈄 ᪥ᮏ♫䜈䛾䛂ໟᦤ䛃䜢
ಁ䛩
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パネリストによる事例紹介
（１）アレクサンドラ・シュワルツ氏（ドイツ出身：八王子市在住）
ていたことが、オファーを受け入れる大きなきっ
かけとなった。教えることはとても楽しい経験で、
それまで自分で学んできたこととは全然違うこと
だった。日本は「私を必要としている場所」であり、
最終的には「とりあえず４年間行きます」と引き
受けた。それ以来、日本の大学で非常勤講師とし
てドイツ語とドイツの文化を教えている。
来日して 10 年経った頃に結婚し、生まれた
３人の子どもは、それぞれ 13 歳、19 歳、21 歳
になった。PTA にも参加し、小学校では 2 年連続
日本にいる外国人は様々な国から来ているが、

で委員長を務めた。結構大変な思いもしたが、自分

国が違えばバックグラウンドも異なる。アジアの

のものとして得られた部分も大きかった。中学校、

国々、例えば今の中国と日本の文化には異なる点が

高校でも PTA を続けながら、並行して ALT の先

たくさんあるが、歴史を遡ってみると、同じ文化

生として指導もした。最初は
「英語を教えてほしい」

や習慣もあることがわかる。ヨーロッパから見る

と言われた。顔は英語圏の人と似ているかもしれ

と、どちらの文化も非常に似ているように見える。

ないが、私はドイツ人なので英語や英語圏の文化

日本にはアジア人以外にも、アフリカ人、南米人、

は教えられない。その後校長先生から、それが国

欧米人などもいるが、それぞれ違った文化、宗教、

際理解の授業であることを説明され、それなら私

歴史があり、食べ物や習慣も大きく異なる。

にもできると思い、引き受けることにした。以来、

また、来日する目的も様々である。結婚のため
に来日した場合、生活の中心は結婚した相手に向

昨年までの 10 数年にわたり、ALT として授業に
携わってきた。

かっている。日本で仕事を探している人たちは、日

私は家で子どもにドイツ語で読み聞かせをして

本という国自体にはさほど興味はないかもしれな

いた。学校でも読み聞かせの時間はあったが、そ

いが、仕事を通じて初めて「日本と出会う」ことも

れはあくまでも日本語によるものであった。ある

ある。日本で就職するということは、
「私がこの国

時子どもに「ママも読み聞かせをやってみたら？」

でできることがある」ということである。専門家と

と言われた。どんなに読みつかえても、子どもはマ

して日本に来る人もいる。他にも様々な目的を持っ

マが読んでくれるのが一番嬉しい。それ以来、読

た外国人が来日している。

み聞かせの活動もずっと続けてきた。私は東洋史

私自身は大学で東洋史と地理学を学び、留学生

が専門ということもあって、主に漢字で文章理解

として 28 年前の３月３日に来日した。その前に台

をしている。ひらがなは文の区切りがわかりにく

湾、中国、イギリスにも留学したが、日本での留学

いのでとても苦労した。

生活は、それらとは大分異なり、私の生活にとても

今になって考えれば、自分で「居場所」を見つ

大きな転機をもたらした。一度ドイツに帰国した

けてきたのだと思うが、それは決して簡単なことで

後で、留学先の大学から日本で就職しないかとい

はなかった。PTA の活動は楽しかったが、苦労し

うオファーがあった。就職はドイツでするものだ

たことも多かった。子どもの転校を３回経験した

と思っていたので、最初その話には抵抗があった。

が、学校によって PTA 活動の枠組みが異なり、決

しかし、在学中に先生としての体験をさせてもらっ

められたこと以外のことはやってはいけないと言
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われたこともあった。私は凝り固まったことはで

たちといろいろなことをやっている。これも私の

きないので、それを乗り越えるために委員長をやっ

「居場所」の一つだ。多文化社会に必要なのは、相

た。委員長になれば自分でアイデアを出せるから

手の個人的な部分を見ることである。
「外国人がい

だ。

る」ではなく、
「人がいる」と言われるようになれ

また、
自分を
「役」
で見られることも多かった。
「大

ば良いと思う。また、それぞれのできることもちゃ

学の先生」
、
「母」
、
「女性」として世間から捉えられ

んと見つめてほしい。日本人だからといって、皆

ることには大きな抵抗感があった。自分の立場や動

が尺八を吹けるわけではないのと同じで、ドイツ

きを「役」で決められたくないと思った。日本に

人だから掃除が上手だろうと思われるのは勘弁だ。

長期間滞在するためには、私にしかできないこと、

差別はしないでほしい。
「何でもできる人」はいな

私が必要とされていること、そして「役」ではなく

いし、
「何もできない人」もいないのである。これ

「ひとりの人間」として認められていることがとて

はどんな国でも同じだと思う。日本人は割と器用だ

も必要である。

と言われているが、中には器用じゃない人もいる。

私の居場所は、まずは家族であり、次に大学で

あまりレッテルを貼らないようにしてほしい。

ある。大学には様々な国籍の人がいるが、自分が

そして、他文化に対する興味を失わないことが

学んだ言語を使って彼らと喋っている。多摩地域

とても大切だ。今、外国人の流入に対して冷たい

に住んで 29 年が経つ。地元の人たち以上に地域

風が吹いている。彼らがどこから来たのかという

のことには詳しいし、道案内もできる。これは私

ことにも興味が持てないというのは、殺風景でさ

の誇りでもある。
「八王子子ども劇場」には子ども

みしいことである。多様性はこの地球の基であり、

が生まれる前から携わっていた。全国にも同じよ

なくてはならないものだと思う。そのためには異

うな活動があるが、
「八王子子ども劇場」の活動は

文化を理解することがとても大切である。
「異文化」

少し変わっていて、NPO になってからは、自分の

が「多文化」に変わるためにも、好奇心だけは失

やりたいことを実現させられるようになった。キャ

わないでほしい。

ンプ、うどん作り、大根の収穫や調理など、子ども
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（２）吉田・ウィディア氏（インドネシア出身：川崎市在住）
どものことも全てやっていて本当にすごい。日本
のお父さんたちには、もう少し家の中でお母さん
のことを助けてあげてほしいと思う。勤務時間が
短い日にはすぐに家に帰ったり、子どもと一緒に
遊んでくれたりすれば、お母さんたちもすごく助
かるのではないか。
親から子どもへの愛情表現も大きく異なる。
インドネシアでは、人前であっても子どもにハグ
やキスをしたり、
「大好きだよ」と言ったりする。
しかし、日本では人前でそのようなことはしない。
私はインドネシアの首都ジャカルタの出身で、

その代わり、一緒に寝たり、お風呂に入ったりす

ジャカルタから飛行機で２時間、さらに車で２時

るなど、家の中ではスキンシップをたっぷり取っ

間のところにあるジェバラという町で、住友商事

ている家庭が多いようだ。バランスが取れていて

の発電所プロジェクトに土木建築エンジニアとし

とても良いと思う。

て携わっていた。同じ職場で働いていた日本人の

インドネシア人はフレンドリーで明るい人が多

機械エンジニアと出会い、13 年前に結婚した。現

く、初対面でもいろいろなことや家族のことにつ

在は主人と 8 歳と 5 歳の男の子と川崎に住んでお

いても気軽に話せて、友達を作りやすい。日本人

り、一昨年から働き始めた。日本に来て 9 年ほど

はシャイでおとなしい性格で、仲良くなるのに少

になるが、その間にインドネシアと日本の文化の

し時間がかかることが多い。

違いも少しずつ見えてきた。

インドネシアでは、ゴミがポイ捨てされること

皆さんは海外旅行に行く時、どのような気持ち

もあり、人々が整列することはほとんどない。整

になるだろうか。たぶん皆ワクワクした気持ちにな

列しても横入りしたりする。日本では皆お行儀が

るのではないか。海外に行った最初の２週間くらい

良くて、ゴミをきちんとゴミ箱に捨てている。き

は楽しいけれど、それが１ヶ月ぐらいになると少

ちんと整列もするし、横入りもしない。

しずつ不安が出てくる。私も同じで、日本に来た

日本には思いやりの良さがあると思う。インド

当初はワクワクしていたが、言葉のバリアもあり、

ネシアでは、他の人が落とした物を気にする人は

少しずつ不安を感じるようになった。主婦として、

あまりいないし、
物はなくなってしまう。日本では、

生活全般や子育ての中で見えてきた文化の違いに

他の人が落としたものを見つけたら、持ち主が困る

ついてお伝えしたいと思う。

だろうという思いやりの気持ちから、すぐに元の

インドネシアでは、普通の家庭でもお手伝いさ

場所に戻すか、あるいは警察に届けることが多い。

ん、コック、ベビーシッター、運転手を雇っている。

私が実際に思いやりを感じたのは、歯医者や病院に

しかし、日本では普通の家庭にはお手伝いさんな

行った時だ。何かをする前に必ずそのことを教え

どはあまりいない。私の場合も、生まれてから 10

てくれるのである。椅子を倒す時、
冷風をかける時、

歳まではベビーシッター、お手伝いさんが一緒に住

苦い薬を使う時なども事前に教えてくれる。できる

んでいて、いろいろなことを手伝ってもらってい

だけ相手に負担をかけないようにする思いやりは、

た。日本では子どもの面倒も家事も全て一人でや

すごく深いものである。

らなければならず、ストレスで体調を崩してしまっ

インドネシアでは個人を重視し、学校内でもラ

たこともあった。日本のお母さんは家のことも子

ンク付けがある。誰か一人が目立ってもあまり気
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にしない。一方、グループで行動するのが日本の

マルの間の関係がベストだ」とアドバイスをもらっ

特徴である。グループの和を乱さないことが求め

た。また、
「聞きすぎず、話しすぎず、フレンドリー

られる。

すぎないように、安全な距離をキープした方が良

インドネシアにはお返しの文化はあまりない。

い」とも言われた。最初はそのことがわからず、自

何かを人にあげたい時は気楽な気持ちであげ、お

分の素のままで接してしまっていたために、トラ

返しのことはあまりしない。日本では、特に冠婚

ブルになってしまったこともあった。

葬祭の時にお返しをする。毎回お返しをするのは

日本では子どもがひとりで学校に通うことにも

大変だと思うが、もらうばかりも嫌だというのも、

びっくりした。インドネシアでは、車、バイク、ス

思いやりの一つだと思う。

クールバスのいずれかで通学する。学校が近い場

インドネシアでは出産後も両親が近くに住んで

合でも、小学校高学年までは親かベビーシッター

いる場合が多く、子育てを助けてもらえるので、安

が毎日必ず一緒に歩いて通学する。日本は通学路

心して仕事にも行ける。日本では保育園になかな

が安全で、ボランティアによるパトロールのシス

か入ることができず、お母さんたちが働くのは難

テムもあるので、子ども一人で通わせても安心だ。

しい。

私の息子の場合は、親は３ヶ月に１回学校に行っ

また、日本の子どもは自立性が高く、保育園や

て、通信表をもらい、個人面談を受けるくらいで、

幼稚園の時から、子どもに自分の身の回りのことを

それ以外にあまり学校へ行く機会はない。インドネ

色々と練習させている。インドネシアでは、小学校

シアでは、学校でいろいろアクティビティがあり、

高学年くらいから自分の身の回りのことを少しず

親も参加する。

つ練習する。何でもベビーシッターがやってくれ

日本の学校の掃除にはとても驚いた。インドネ

ていたので、弟の誕生会で撮った写真には、お母

シアでは、学校の掃除はクリーニングサービスが

さんではなく、ベビーシッターさんが写っている。

行うので、子どもたちがみんなで学校を綺麗にキー

両親と写っている写真はあまりない。

プするという発想はあまりない。日本では、日頃使

ママ友との付き合い方にも違いがある。イン

う設備や施設を掃除するという責任が子どもたち

ドネシアでは初対面でもリラックスしたコミュニ

に与えられている。チームワークや助け合いの心、

ケーションが取れる。カジュアルな雰囲気で話もし

自分の仕事や他者の仕事をリスペクトする心が育

やすく、先輩ママたちにも色々と聞きやすい。日本

まれるので、とても良いことだと思う。

の先輩ママ友からは「ママ友はカジュアルとフォー
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（３）ブランドン・スミス氏（アメリカ出身：港区在住）
本人と外国人の橋渡し役として仕事をしたいと考
えるようになり、2 年前に自分で翻訳・通訳会社を
設立した。
異なる文化を持つ人々が、どうやったら共に生
きることができるのか。このテーマについては、私
自身も長い間考えてきた。私は現在 24 歳で、周り
にいる外国人の友人も同じ年代の人が多く、皆最
初は学生として来日した。日本に来てから半年く
らいの間は、何でもキラキラして見えてとても楽し
かった。しかし、日本に住み続けるうちに、日常生
私はアメリカのカルフォルニア州サンディエゴ

活における不安や困難がだんだんと増えていった。

市の出身で、2014 年に来日した。カルフォルニ

就職という節目は、生活が一番大きく変わったタ

ア州で 20 年間暮らしたが、
州内で 10 回ほどの引っ

イミングだった。

越しを経験している。私たち家族は、引っ越す先が

よく「どうしたら外国人の友達ができるか」と

どのような場所であっても、その土地の文化や社

いった質問をされるが、まず「外国人」という言葉

会に適応し、いつも自分たちを新しくすることが

やその概念について考えてみたいと思う。
「外国人」

できた。その経験は日本に来た時にも役に立った。

は１つのグループだけではなく、その中でもさま

最初は留学生として、冒険するような感覚で来

ざまな多様性があるので、まずは「どういう人を

日した。日本の文化や言葉をできるだけ全部知りた

見つけたいのか」ということから考えた方が良い。

い、覚えたいという気持ちでいっぱいだった。ア

外国人の立場から言えば、日本で友達を作るのは

メリカの短期大学で 2 年間日本語の勉強をしてい

大変なことである。友達を作りたいのに作れない。

たが、それでは全然足りなかった。日本ではテン

言語の壁よりも、文化の壁の方が怖い。友達になる

プル大学（港区南麻布）でアジア研究を専攻し、ア

ためには、お互いが正直になり、相手の文化や考え、

ジアの歴史、哲学、社会学を総合的に学んだ。テ

気持ちを知るための努力をすることが大切だ。

ンプル大学を卒業した後は、港区役所やアメリカ

私は将来的に日本での永住を希望している。国

大使館でインターンとして働き、初めて社会人と

に帰るつもりはなく、アメリカに行った時には「日

しての経験をした。主に在日外国人のための翻訳・

本に帰る」と言う方が自然である。今の人生は全て

通訳とその他の案内などに従事した。港区には８０

日本にあり、日本が私の居場所になっている。外国

カ国以上の大使館があるが、そこで働く外交官た

人の若者として、日本に提供したいと思っているこ

ちは公用ビザで来日している。そのため、彼らは

ともたくさんある。これからも色々な人と知り合っ

住民登録されておらず、行政による住民サービス

て、共に生きるための社会づくりに協力していき

が受けられない場合がある。そのような人たちの

たいと思っている。

お手伝いもしていた。様々な経験をする中で、日
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パネルディスカッション

長谷部：皆さんからたくさんの質問をいただいたので、内容別に分けて、パネリストの方々に答えていただ
きたいと思う。私に対する質問については、時間があれば最後にお答えすることにしたい。

（１）外国人と仲良くなるために、日本の私たちはどうしたら良いのか
スミス：私は学生の時、日本の友達を作りたいとすごく思った。日本人はシャイなので、こちらから誘って
も断られることが多かった。大切なのは「相手との共通点」を探すことだ。ただ「外国人と友達に
なりたい」と言われても、こちらは「なぜ私なの？」と思ってしまう。私はサーフィンがとても好
きなので、友達探しのサイトを通じて、鵠沼海岸で一緒にサーフィンをする日本人の友達を見つけ
た。夏になるとほぼ毎週一緒にサーフィンをするようになり、そこから良い友人関係を築くことが
できた。まずは声をかける勇気を持ち、だんだんと距離を縮めていくと良いのではないか。
吉 田：日本人とは何度話してもなかなか超えられない壁があるが、日本人も外国人も皆同じ人間なのだと
思えば、もう少し心をオープンにできると思う。言葉が多少わからなくても、心と心で話すことが
できれば、何とか通じ合えるはずだ。挨拶する時に目を合わせてくれない人もいるが、もっと明る
く心から「おはようございます」と言えば、相手も話しやすくなるのではないか。
シュワルツ：相手が日本人であっても外国人であっても、区別せずに態度を変えないことが一番大事だと思う。
「外国人だから」と思わないで接するのが一番自然である。東京では人々が密集して暮らしている
ので、日本人でも、隣近所に誰が住んでいるのか、わかっていないことが多い。八王子では皆が声
をかけ合っているので、私も同じように声をかけるようになった。例えば天気のことなど、スモー
ルトークから始めることで、関係に深みが出てくるのではないかと思う。

（２）日本での生活で不安を感じる時、どのようにしてもらいたいか。
シュワルツ：私も同じように不安を感じたことがある。その中でも、情報不足から来る不安はとても大きい。
まず、どこで必要な情報が手に入るのかがわからない。以前はスマホもなかったので、情報を得る
のにはとても苦労した。たまたま手にした情報の中に「八王子子ども劇場」のことが書かれていて、
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自分の居場所を見つけることができた。あとは、ママ同士のつながりの中で、自分の状況や困って
いることをむき出しにして、いろいろな情報を聞いてくしか方法はなかった。それができる勇気を
持てるような社会が必要だ。
長谷部：この 30 年間で外国人の数も増えた。状況が良くなったと感じることはあるか。
シュワルツ：まず外国人の数が増えたことが一番大きい。八王子には私を含めて３人しかドイツ人がいなかった
ので、その３人でドイツ人を代表しているような気分だった。今はドイツ人の数も増え、普通に生
活できている。また、情報の量も増えてきているが、自分でも勉強して、情報の集め方が上手になっ
てきたと思う。吉田さんのように、
「日本ではお母さんが全部のことをやらなければならない」と
思っている外国人のお母さんはたくさんいる。お母さんがうつになると、子どもにもその影響が出
てきてしまう。そうなってしまってから国際交流協会などに行くのは、タイミングとしては遅すぎ
る。兆候やサインはその前から出ているはずだ。それをしっかりとピックアップし、何に困ってい
るのか耳を傾けて、必要な情報を提供すれば、明るい生活が送れるようになると思う。
吉 田：学校からもらうプリントは大体が漢字で書かれている。日本語学校ではまだ習っていない漢字も使
われていたので、読めなくて苦労したこともあった。漢字の上にふりがなが振られているととても
助かる。
スミス：日本に来たばかりの頃は、孤立感などの精神的な辛さもある。近所の人たちが少しでも声をかけて
くれたら嬉しいと思う。港区はどちらかというとハイソサエティな人が多く、近所のつながりはあ
まりないが、それでも、薬局のおじさんやおばさんが「今日は寒いですね」と声をかけてくれたり
する。たまに、餅つきなどの季節行事にも誘われることがあり、精神的な面でも非常にありがたい
と思っている。

（３）地域のあり方や国際交流協会との関わりについて
スミス：
「Coffee Morning」というイベントがきっかけで、港区国際交流協会のメンバーになった。その
イベントは毎月第 4 土曜日に行われ、日本人ボランティアが外国人の相談ごとを聞いてくれる。
もともとは相談する側として参加したが、今は相談を受ける側として参加している。港区役所にも
協力をしていて、防災通訳の訓練をサポートしたり、今日のようなパネルディスカッションなどに
も登壇したりしている。
長谷部：サポートしてあげたいけれど、どうしたら良いかわからない日本人もいると思う。心をオープンに
してお話しするにはどうしたら良いか。
スミス：何よりも「スマイル」が大切だと思う。日本人同士でもスマイルや挨拶が必要なのと同じで、外国
人にもそのように接すれば良い。何も特別な方法はない。
シュワルツ：笑顔で挨拶するのは、日本のとても良い習慣の一つだ。朝からお互いに生きていることを確認でき
るので、良いことだと思う。このようなコミュニケーションが続けば、やがて心も開くだろう。
吉 田：毎朝、園長先生が門の前に立ち、笑顔で「おはようございます」と皆さんに挨拶をしている。これ
はすごいことだと思った。園長先生の笑顔を見ると、１日ウキウキした気分になる。私はたまに自
分のことをフレンドリーすぎると思うこともあるが、園長先生は「大丈夫ですよ。ウィディアさん
はそのままの笑顔でいてください」と言ってくれた。そのおかげで、他のママたちにも笑顔で挨拶
できるし、皆と気軽に話せるようにもなった。

（４）町会や PTA など、古くからあるつながりの中に、新しく入っていくのは大変だったのではないか。
シュワルツ：新しく入っていくためには、いくつかの段階があると思う。最初から PTA 会長を務めるのは不可
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能だ。まずは子どもやママ友から関係づくりがスタートする。ママ友たちと交流会を開いた時に
は、それぞれに料理を作って持ち寄ったりもした。そうすることでお互いがだんだんと慣れていき、
PTA の役員などにもチャレンジできるようになる。また、日本では紙の通知をいきなり渡される
ことが多い。そこには「
（すでに決められた枠組みがあって）あなたにはこの役をやってもらいます」
と書かれていたりする。この背景にはそれまでの長い歴史があって、前任の人たちもずっと同じよ
うな枠組みの中で役割分担をしてきたのである。しかし、自分をその枠組みの中にはめ込むのはな
かなか大変なことだ。何かを変えようとしても、前例踏襲が優先されることが多くて非常にやりに
くい。しかし、そのやり方が今の時代に合わないと感じている人もいる。特に母子家庭や父子家庭
の親たちは、自分の立場について戦っていかなければならない。そういう部分については、既存の
枠組みを変えていく必要がある。日本人の会議好きは、外国人がよく驚くことの一つであるが、そ
の会議こそがチャンスなのである。会議に出席して、変えることの必要性を粘り強く訴え続けるこ
とが大事だ。
長谷部：日本語ができない場合には、どのように訴えていけば良いのか。
シュワルツ：日本語ができないと難しい部分はあると思う。それでも、外国語ができるママやパパが周りにいる
はずなので、そういう人にお願いして、会議で代わりに発言してもらえば良いと思う。私も最初は
日本語をペラペラに話せるわけではなかったので、直接的なものの言い方しかできず、周りを困惑
させてしまうこともあった。言いたいことが伝わらなければ意味がないので、あの手この手を使っ
て、その場にいる人たちを巻き込む努力をした。PTA は誰もがやらなくてはならないことなので、
「せっかくやるのであれば、お互いに相談しながらやろうよ」と思った。社会の中での居場所を確
保するためにも、お互いにやり方を変えながら進めていく必要があった。
スミス：卒業後に入った人材派遣会社では、上司と部下の厳格な上下関係になかなか馴染めなかった。自分
の自由が完全に奪われたような気持ちになり、このまま働き続けるのは無理だと思った。悪い言い
方だが、奴隷になるために日本に来たわけではないし、これならアメリカに帰ってしまった方が良
いとも思った。でも、帰る前に、自分のやり方を試してみたいと思い、起業を決意した。人材派遣
会社では、よく「会社はコミュニティだ」と言われていたが、私が会社のために何かをしても、周
りの人は私のために何もしてくれなかった。それは非常に辛いことで、裏切られた気持ちにもなっ
た。そのコミュニティを変えるのは難しいので、自分で仕事をする環境を作ろうと思った。

（５）日本で子育てするために、どのようなサポートがあると良いのか。
吉 田：子ども支援センターに外国人が行っても、言葉が通じないために、自分が抱えている問題をなかな
か話せないというケースもあるだろう。そういう時には、周りの人たちがそのことに気付いてくれ
たら、とても助かると思う。私は４人兄弟で、子どもの頃は３人のベビーシッターが住み込みで面
倒を見てくれた。母親と一緒にいる時間はとても短かったので、２〜４歳の頃の母親との思い出が
ほとんどない。日本のように、お母さんが全てのことをやれば、愛情をたっぷりと注げるので、子
どもにもその思い出が残ると思う。

（６）日本での子育てで困ったことや、理解に苦しんだことについて
シュワルツ：ドイツ人は感情豊かな民族だと思う。怒るときは怒り、褒めるときは褒め、笑う時にはゲラゲラ
笑う。日本では、自分の子どものことを外では褒めたりしない。自分の息子のことを「愚息の息子」
と言うなんて信じられない。また、
高級な物をお裾分けする時にも、
「この程度のものだけど」と言っ
たりもする。最初は理解できなかったが、やがてそれが日本人の口癖であることに気付いた。日本
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人の謙遜やシャイな部分というのは、外国人にとってなかなか理解し難いものがある。その一方で、
子どもが泣くとすぐにパニックになったりもする。先ほど、子ども支援センターの話が出たが、八
王子のセンターは都内で数少ない外国人がいるセンターの一つと言われているが、それは私がそこ
にいるから。外国人のママが「ベビーシッターを探したい」と相談してくることもあるが、その条
件を聞いてみると「時給５００円で何から何までやってほしい」と日本の最低賃金を下回る金額を
言ったりする。お母さんが子育てに疲れてうつなる前に、お父さんにももっとサポートしてもらい
たいと思う。
吉 田：子どもに我慢させるということが、最初は心配で理解できなかった。たくさん雪が降った時、私は
子どもに学校を休ませたいと思ったのだが、主人に「雪が降っても学校に行くのは普通のことだ。
私たち親が子どもといつまで一緒に生きられるかなんてわからない。親がいなくても、子どもは一
人で世の中をサバイブしなければならない。辛いことがあっても諦めない気持ちを子どもにちゃん
と教えないと」と言われた。その言葉を聞いて、子どもに我慢させることは、実は深い愛情なのか
もしれないと気付いた。

（７）お子さんは現在どのような教育を受けているか。
吉 田：川崎市立の学校に通っている。
シュワルツ：うちの子どもたちも、小学校から高校までは公立の学校に通っていた。いじめの問題などでバッシ
ングされることもあるが、日本の公立学校は素晴らしいと思っている。公立の学校で、あんなに幅
広く、深く学べる環境は、日本にしかない。

（８）外国人の低賃金労働について
長谷部：今の日本の政策では、
「単純労働者がとりあえず働いてくれれば」という方向に大きく舵を取って
いる状況だ。一方で、スミスさんのような、専門職の人を雇用しようとする場合には、選択制の移
民という形を取っていて、留学生もその一環に含まれている。建前上は、単純労働者を入国させな
いことになっているが、実際には、技能実習制度や留学生のアルバイト労働によって現状を乗り切っ
ている。つまり、いわゆる単純労働者に関しては、全然一貫性のない政策が採られており、労働者
に関しては、どれも持続性のない内容である。

（９）日本語指導が必要な子どもたちへの支援について
長谷部：日本語がわからない子どもたちへの教育はすでに行われているが、十分に支援が為されているとは
言いがたい状況だ。また、これまでは正規の授業としては認められず、課外活動としての扱いだっ
た。最近は、文部科学省が相当変わってきていて、2014 年頃からは、日本語指導も小中学校の
課程としてきちんと認めようという動きもある。日本語講師を養成するための取り組みも行われて
はいるが、まだまだボランティア頼みの現場がほとんどである。

（10）外国にルーツを持つ子どもの貧困について
長谷部：神奈川には支援団体がいくつかある。

（11）多文化社会のお手本になるような国はあるか。
長谷部：一国に絞っているということはないが、アメリカやカナダが特に進んでいると思う。とは言え、
差別意識が全くなくなるということはなく、どこに行っても苦労は付き物だろう。私も留学した経
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験があるが、
「自分がそこにいて、誰も不自然だと思わない態度でいてくれる」ことが、多文化社
会のあり方なのではないだろうか。電車に乗った時にじっと見つめられたら、誰だって嫌だと思う。
「外国人がいても違和感のない社会」こそが、これから私たちが目指していく社会なのではないか。
日常的なことだけではなく、延いてはそれが制度として、労働や人権の保障につながれば良い。取
り組みが進んでいると言われている国であっても、決して順風満帆なわけではない。日本は日本で、
自分たちなりの取り組みを進めていく他ないのである。

（12）最後に
スミス：まずは共通点を見つけることから始めて、大きなことではなく、日常的にできることをしてほ
しい。
シュワルツ：
「多文化社会」から「多様性社会」に変えていきたい。皆が違和感なく暮らせるのが一番だ。
吉 田：今日は幼稚園の園長先生にも来ていただいた。子育ての相談やいろいろな悩みを聞いてくれること
で、心がとても楽になる。とても感謝している。この場を借りてお礼を言いたい。
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分科会 ３
●テ ー マ

多文化共生社会を実現するための子どもの日本語学習支援
（外国にルーツを持つ子どもの日本語学習支援の事例報告）
外国にルーツを持つ子どもが日本語能力を身につけることは多文化共生社会の実現に
おける重要な柱です。子どもたちが日本で生活していくためには確実に日本語教育を
受ける仕組みが不可欠です。しかし現状は子どもたちを取り巻く環境には数々の課題
があります。そこで日本語学習を補うために、各地で行政・教育委員会、国際交流協会、
NPO・市民活動団体が日本語学習支援に取組んでいます。
この分科会では、始めに基調講演で子どもの日本語学習支援についての問題を取上げ、
次いで東京都多摩地域の市役所担当課と NPO・市民活動団体からの事例報告を通し
て、これからの日本語学習支援を考えていきます。

●基 調 講 演

「子どもの日本語学習支援をとりまく諸問題について考える」
中山 眞理子氏 NPO 法人多文化子ども自立支援センター 代表理事

●事 例 紹 介
① NPO 団体の取り組みから
「都内広域での多文化子ども・若者への支援活動から」
ピッチフォード 理絵氏 （特活）青少年自立援助センター
定住外国人子弟支援事業部 多文化コーディネーター
② 行政の取り組みから
「東村山市の外国人に繋がる子ども日本語教育の取り組み」
荒井 知子氏 東村山市 市民部 市民相談・交流課長

●参 加 者 数

６２名

はじめに
第３分科会は、基調講演で多文化共生社会を推進するための子どもの教育、外国につながる子どもの学習
支援の事例報告によって皆様に現状を理解していただきたい。

基調講演 「子どもの日本語学習支援をとりまく諸問題について考える」
中山

眞理子氏

NPO 法人多文化子ども自立支援センター

１．在日外国人の状況

代表理事

１７５万２, ３６８人、東京都に 2 割強が集中し、

平成２７年の国勢調査によると、日本人人口
は１億２, ４２８万３, ９０１人、外国人人口は

約２００カ国と地域の人が住む。集住都市、地域と
比べて国籍、民族、言語などの多様性に富んでいる。
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出来る」
。この条件の下で「国籍に関わらず」と
書かれているが、外国人の場合実質的にはハー
ドルが高い。

（３）日本語指導が必要な子どもへの体制整備
平成２６年４月から文部科学省は日本語を
「特別の教育課程」という形で指針を出した。先
駆的な道・府・県ではこの「特別課程」という
考えの下で動き始めている。この課程の特徴は、
特別支援教育に似ているものがあり、年限な

2．外国に繋がりのある子どもたちが置かれて

どを想定していない。つまり、必要に応じて必

いる現状

要なだけ与えていく。また、文部科学省は年間
280 時間～ 10 時間という数字を出し、週６時

（１）
「外国につながる子ども」たち

間ぐらいを１年続け、これ以上続けても良いと

外国人定住者は、日本で就職して安定すると

した。

小さい時に呼べば日本語は大丈夫だろうと、母

東京都では学校、その周辺学校からの通級生

国から子どもを呼び寄せるが、未来の定住者と

徒１０名以上で加配教員１名を配置して２年間

しての日本語力を獲得するという意味では問題

限度の「日本語学級」設置制度を持つ。日本語

がある。

学級は、週に４時間、多いところで６時間、２

日本で生まれても親、特に母親が外国の文化

年目は殆ど週２時間程度しか受けられない。中

体系にある場合難しい。ペラペラと喋る見せか

学校で来日した場合、国も、母語も違う中で教

けの会話力に惑わされて支援の対象にならない。

科を教えなければならず、週４時間だけでは限
界がある。

（２）日本の学校制度の中の「外国につながる

東京都の各区、市の教育委員会で統一された

子ども」たち

日本語指導の基準は残念ながら無い。都は「各

外国籍の子どもたちの学習言語は、日本政府

自治体は自分の地域に合った指導システムを考

がユネスコ憲章を採択し、教育の権利を全て平

えていく」とする。結果、一番少ない地域では

等にとするが、現実は国民の義務教育という学

２０時間だけになる。基準が出来て、指針が有っ

校教育の下、外国籍の人は希望すれば就学でき

て欲しい。

るが、子どもに義務教育を与える親の義務はな
い。

子ども日本語指導には何時間が必要か？「子
どもは放っておいてもすぐ上手になる」と、未

来日した子どもを各自治体教育委員会は学齢

だに教育現場でも囁かれる。各外国の色々な研

による学年配置をすることが多い。日本と違う

究から外国の子どもが潜在能力を十分発揮でき

カリキュラムで学習してきた上、日本語が不十

るようにするには最低限 1200 時間必要と考え

分な子どもには穴が生じたりする。

る。一般的に５～６年はかかるとされるが、ア

学齢超過者に対しては、2016 年 12 月にマ

メリカの追跡調査では１０年かかっても近似的

スメディアではフリースクールということで報

にはなるが、潜在能力が十分開発できないとの

じられた義務教育均等法が成立した。
「必ずしも

結果が出た。言語には「生活言語」と「学習言語」

義務教育を学校だけで済まさなくてよい」
、
「中

があるが、学習言語は学校教育の言語だけでな

学校の卒業証書を貰っても実質的に義務教育を

く、子どもが日本社会で自立して働くのに必要

受けていない人はもう一度義務教育機関で学習

な言語の基礎をつくると考えている。その為に
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早期の体系的、集中的指導体制を構築する必要

して 1 年間は日本語支援が受けられる。これ以

がある。

外の学校では日本語がどんなにできなくても日

東京都に今在籍している外国籍小学生は 1 万

本語を支援する仕組みはない。中途退学、つい

2 千名程度である。約三分の一の子供が日本語

ていけない現象が出ている。自分の潜在能力に

支援を必要とされるが、神奈川県、大阪府、愛

合ってない学校、十分発揮できない学校へ入学

知県ではほとんどの外国籍の子どもが必要とさ

したことで異なる問題にぶつかってしまうこと

れている。つまり、日本語支援を必要とすると

もある。

判定する基準が違うのではないか。関わってい

もう一つ、大学進学や専門学校進学によって

る子どもの日本語教室の状況から見て、東京都

就労ビザの取得が可能となる。ところが、中卒

の日本語支援基準に危惧感を覚える。

となると家族滞在ビザの場合、週 28 時間労働
の制限があり、正規雇用が不可能となる。高校

（４）就学後の問題

卒業は就職にも関わってくる問題で、アルバイ

日本語教育支援が不足している上、外国と日

ト・非正規労働者であるか、正規社員であるか

本は学校の習慣、文化、学校の評価基準の違い

の分かれ道である。

がある。日本の学校の均一性なども彼らにとっ
ては慣れない問題だ。学習面での遅れ、個人の

（６）外国につながる子どもへの支援活動

発達の事情などでトラブル、いじめ、差別、友

日本語クラスの日本語支援、教科学習支援に

人ができない、孤立していく等の問題も顕在化

よって学校生活に馴染み、友達ができるように

している。

なり、その意欲も高まっていく。また、日本語
クラスの「居場所」作りで、そこへ行けば同じ

（５）高校進学、進学後の問題

ような環境の子どもがいて、疎外感やいじめか

日本人高校進学率は平成 28 年度で 98.4％、

ら解放され、つかの間幸せになれる居場所とな

しかし東京都の外国につながる子どもの高校進

る。定住者の子どもたちは留学生と違って大人

学率は統計が取れていない。データーから推定

の事情で来日している。理不尽な思いをしてい

して約 50 数％とされる。大阪府・神奈川県で

る子ども達にとっては素晴らしい場所である。

は 85％と高く、殆どの子どもが進学できる。

先輩から情報収集ができるというのも大事なの

今は専門学校も入学資格に高校卒業を求め、高

だ。是非学校と連携して支援を続けてほしい。

校進学が将来の人生の分かれ道となる。東京都
立の外国人特別枠入試制度であるが、今年は

（７）未来の日本社会に向ける外国につながる

2.35 の倍率であった。その対象者は来日して

次世代育成

3 年未満で、それ以外は日本人と同じ待遇とな

ＮＨＫの独自の調査によると新宿区は今年成

る。英語か日本語での作文と面接で、日本語が

人を迎えた 50％、豊島区も 38％が外国人だ。

出来なくても英語が出来れば入学できる。日本

推定によると 50 年後の外国人数は 1300 万人、

国籍では対象にならず、2 重国籍なら対象にな

人口比 1 ２％となるという。子どもたちを社会

る等問題が多い。

の負にさせるか、良いパートナーにさせるかは

特別枠を持っている学校は 7 校で、高校入学
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これからの教育による。
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事例報告

① NPO 団体のとりくみから
「都内広域での多文化子ども・若者への支援活動から」

ピッチフォード

理絵氏

（特活）青少年自立援助センター
定住外国人子弟支援事業部

多文化コーディネーター

もしている。
子どもクラスは集団授業である。学年も、ルー
ツも、言語も違うが、集団で教えている。
日本語クラスは日本語学校とほぼ同じである。
クラス単位でカリキュラムを組み、日本語指導に集
中する。コミュニケーションが取れるようになり、
漢字が 200 程度読めたら強化学習、入学するなど
それぞれの出口に進めていく。
今、散在地域の子ども向けにオンライン授業を
提供している。ライブ配信をするのでパソコン画面
NPO 法人青少年自立支援センターは困難を抱え

を通して先生、学習者とペアの会話練習ができる。

ている子ども、若者の自立を助けるために活動して

学校に外国人は自分一人、町にも自分しかいないな

いる団体である。2010 年 4 月から文科省の定住

ど、孤独な状態に置かれている子どもたちが画面を

外国人の子どもの就学支援事業「虹の架け橋」を

通して教室にいる自国出身者と母語でお喋りをし、

受託し、活動してきた。

SNS で友達になれるのでストレスの軽減に繋がる。

福生市の日本語教室には 22 の国と地域にルー

10 代後半で来日する子どもたちが多い。自国で

ツを持つ、6 歳から生活者まで約 100 名が在籍し

中学校を卒業してから来日した子どもは行き場所

ている。日本語教室は、日本語学校とフリースクー

がない。日本に来る前まで自国で学校に通っていた

ル、学童クラブと塾が一緒になったような教室であ

けれど、来日した瞬間に学齢超過ということで学校

る。スタッフ全員が有資格、有経験の講師で、学

から切り離されてしまう。また、
日本語学校は大学、

校形式で運営している。大切なのはこの現場が彼

専門学校への進学支援はするが、高校進学の支援は

らにとって安心できる居場所だということである。

しない。仕事がしたいと思っても働いた経験やスキ

詳しく紹介する。

ルもないし、日本の雇用環境に関する知識もない。

1 ～ 3 月間は、4 月から 1 年生になる子どもを

自立就労支援が非常に限定的である。この子ども

対象とした日本語クラスと、保護者向けに日本の

たちを高校につなぐ、高校から上級学校に進ませ

学校、持ち物、休む時の連絡方法、連絡帳の書き

るサポートはとても重要なのだ。

方などの説明会を通訳を介して開催する。

また、日本で生きていくためにはキャリア形成

キッズ初級クラスは 9 歳までの、日本語が全く

が必要となる。当団体はキャリア教育も取り入れ、

できない子どものクラスで、学校側と交渉しなが

パソコン教室を開催している。口コミ、友達が働

ら文字、数学等の基本を教える。

いているところで働くのを止め、アルバイト情報、

小学生クラスは、来日して暫らく時間が経つか、

求人誌などで自分にあった仕事を探す授業を行っ

日本生まれ、日本育ちだが勉強に困難を感じる子ど

ている。子どもたちの次の一歩のための種をまき、

も達が通っている。宿題を見てくれる人がいない、

力を与え、日本社会に押し出すということに本気

音読を聞いてくれる人がいない子ども向けの支援

を置いている。
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事例紹介
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②行政の取組みから
「東村山市の外国人に繋がる子ども日本語教育の取り組み」

荒井

知子氏

東村山市

市民部

市民相談・交流課長

専門家無料相談会も実施している。相談業務以外
にも外国人市民のための防災研修や訓練、外国人
の日本語学習スピーチ大会など、外国人市民が自
分も地域の一員であることを意識することができ
るような活動等、様々な事業を実施している。

２．日本語教室
東村山市では、市民団体が主に運営している日
本語教室と、市が運営している子ども日本語教室が
ある。子ども日本語教室は市が募集したボランティ
現在、東村山市は外国人市民が約２，７００人、

アが講師となり実施している。

全体の１．８％を占め、国籍は６０カ国を超える。
市全体の人口は微減傾向であるが、外国人市民は

３．子ども日本語教室指導ボランティア養成講座
指導ボランティアは、８回の養成講座と２回の

増加傾向にある。

オリエンテーションを受講してから講師として活

１．多文化共生の取り組み

動を始める。今までに第１期、第２期の講座を実

外国人相談業務は、英語、中国語、韓国 ･ 朝鮮

施した。

語ができる職員が常時対応している。また、毎年、
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４．学校での支援 ･ 指導

の中で、活動できる方は１０人程度である。英語

教育委員会では学校からの要請に応じて、登録

と中国語以外の言語への対応は難しい。

しているボランティアを学校に派遣し、１日２時間

学習指導については現在、市内１校のみで実施

程度、授業の時に児童生徒の隣に座って通訳する制

しており、市内各学校から通わなくてはならない。

度がある。学習指導については、
週１回２時間程度、

指導は１対１のため、多くの子どもに対応するの

１対１で指導している。

が難しい。
子どもだけでなく、保護者へのサポート体制が

５．課題

必要であるが、まだできていない。

子ども日本語教室の指導ボランティアに関して

子ども日本語学習の支援は、市民ができること、

は、養成講座受講者の中で実際に活動するのは一

行政ができること、市民と協働でできることがそ

部の方で、講師の数がまだまだ不足している。

れぞれある。すべての子どもたちのためにそれぞ

学校での通訳ボランティアも約６０人の登録者

れが協力していかなくてはならないと思う。
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ディスカッション

質問：日本語ボランティア養成講座を受講するも定着しないという課題が各地域にあるが、東村山市
の状況は？
荒井：東村山市では第１期、第２期の受講生が約４５人、講座募集時にボランティア活動ができる方と呼び
かけたが、実際活動できる方は１２人程度である。
中山：思い描いていたものと違う、自信がないなど様々な理由で止めてしまうが、だからと言って講座を開
催しないわけにはいかない。
中山：話の中で行政の枠組みの中と言ったが、枠組みがなければ理想は？
荒井：多文化共生は、一つの課になっても良いと思う。もっと力を入れて取り組んでいきたいことも多々
ある。が、他のことも進めていかなければいけないのでその中でどれくらい進めていけるのかが課題
である。

質問：学校との連携は？
ピッチフォード：在籍のある学校と綿密に連携を取る。日本語教室は学校出席扱いにしている。日本語を勉
強してから徐々に通学したり、通学しながら日本語勉強をしたり、ある程度日本語ができるようになっ
てからは放課後に日本語勉強に来たり、各自の状況に合わせている。

他の質問への回答
荒井：学校通訳は、極少ない金額だが有償である。時間、回数などの制限があり、予算内で行っているので
担当部署としてはやりくりをしながらできる限りの努力をしている。
教育委員会との連携は、連携しきれていないところも正直ある。日本語教室ボランティアの学校授業
への派遣を教育委員会が全面的に受け入れるのは難しい。これは私たちの努力が足りないと言われた
らその通りなので今後少しずつでも進めていきたい。
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ピッチフォード：専門職の講師が足りるかという質問だが、若い講師の応募が多い。生活維持ができない収
入なので、子供と関わりたい有志の方が常勤講師として勤めている。
定時制に関しては、当団体の拝島若者サポートステーションで定時制中退予防プログラムを組み、近
隣の定時制若者に手をかけている。
集団授業のメリットは、様々な国の子供が一緒になることで、日本語が共通語となって日本語で話す
ようになることである。マン to マンだと同国の人としか繋がらない傾向があり、母国語会話になる。
保護者へのサポートに関しては、バーベキュー等の色々な行事を取り入れて保護者を巻き込み、横の
つながりもできるきっかけを作る。
中山：青少年自立センターは、とても専門的で、自立した団体なので、多くのボランティア団体とは違う形
になっていると思う。
文科省はガイドラインを作成したが、財源などの原因で各地方自治体や団体に委ねており、その一本
化は難しい。各自治体も予算などの問題を抱えている。東村山市は資格がなくても養成講座を受講す
れば活動ができるような取り組みを行っているが、行政との連携ができるということはとても有意義
である。行政・教育機関と連携すれば皆さんの活動は実が成ると思う。
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Ⅲ

国際化市民フォーラム in TOKYO アンケート結果
ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ in TOKYO ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࢺ࣮ࢣࣥیᅇ⤖ᯝ ࡢ㸶㸱ྡ㸦ཧຍ⪅ࡢ㸯㸲㸮ྡ㸧    ᅇ⋡㸸㸳㸷㸣
     
㑅ᢥ↓
5%

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸
10%

ኚ‶㊊
29%
‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
3%

ኚ‶㊊ 24 ྡ
‶㊊   44 ྡ
‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ 3 ྡ
ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸ 8 ྡ
㑅ᢥ↓  4 ྡ

‶㊊
53%

ࠓ࡞ឤࠔ
➨ڦ
➨㸯ศ⛉
z

ᅜ㝿༠ຊࡘ࠸࡚⯆ࡀ࠶ࡾࠊୡ⏺ⓗ࡞┠ᶆ࡞ࡗ࡚࠸ࡿ SDG㹱ࡘ࠸࡚▱㆑ࢆ῝ࡵࡽ
ࢀ࡚ࠊ࡚ࡶ࠶ࡾࡀࡓࡗࡓࠋ

z

SDG㹱ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࠋSDG㹱ࡑࡢࡶࡢࡘ࠸࡚ࠊJICA ࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࠊ
NGO ࡢලయⓗ࡞άືࡘ࠸࡚ࠋ

z

᪥ࠎቑຍࡍࡿၥ㢟ᑐࡋ࡚ࠊ⚾ྠࡌே㛫ࡀᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࡇࢆᏛࡧࠊ⾜ືࡢᚲせ
ᛶࢆᙉࡃឤࡌࡓࠋ

z

SDG㹱ࡢࡇࢆࡼࡃ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋࣥࢻࠊ࢝ࣥ࣎ࢪࡢࡶ࠶ࡾࠊᾏእࡢྲྀ⤌ࡳࡶࢃ
ࡾࡸࡍࡗࡓࠋ

z

SDG㹱ࡢෆᐜࡸࡑࢀࢃࡿᶵ㛵ࡢᴫせࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

SDG㹱ࡢᇶᮏⓗ࡞ヰࡸ JICA ࡢྲྀ⤌ࡳࠊ࢝ࣥ࣎ࢪࡢ NGO ࡢྲྀ⤌ࡳࢆᏛࡓࠋࡓࡔࠊ
ᅜෆࡢእᅜேᑐࡍࡿ SDGs ࡢྲྀ⤌ࡳࡢヰࡀ࡞ࡗࡓࡢ࡛▱ࡾࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

SDG㹱࠸࠺ゝⴥึࡵ࡚᥋ࡋࡓࡀ⌮ゎ࡛ࡁࠊྛᅜ࡛࠺ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡢࡘ࠸࡚
Ꮫࡧࠊ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋ

z

SDG㹱ࡢᴫ␎ࢆ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᅜ㐃ࡢ┠ᶆࡣ❧ὴ࡛࠶ࡿࡀࠊᐇ⾜ࡍࡿࡣ࠾㔠ே
ᮦࡀᚲせࠋྛᅜࡀ ODA ࡞࡛ᨭࡋ࡚࠸࡚ࡶ㛫ྜࢃ࡞࠸ࠋẸ㛫ࡢᢏ⾡ࡣᚲせ࡛࠶ࡿ
ࡀࠊᴗࡀ⌧ᆅ㞠⏝ࢆ☜ಖࡋࠊᡤᚓỈ‽ࢆᘬࡁୖࡆࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୰ᅜࡀ✚ᴟⓗ
ࣥࣇࣛᢞ㈨ࢆࡋ⤒῭Ⓨᒎࡣᐤࡋ࡚࠸ࡿࡶ▱ࢀ࡞࠸ࡀࠊປാ⪅ࢆὴ㐵ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛ࠊ⌧ᆅᅜẸࡢ⏕άỈ‽ᘬࡁୖࡆᐤࡋ࡚࠸ࡿၥࠋᅜ㐃ࡣ࠺ᑐᛂࡍࡿࡢࠋ

z

᪥㡭⪥ࡍࡿࡶࡢࡢࠊఱࢆ࠺ࡋࡓ࠸ࡢࠊࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡢࠊࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊ
ࡲࡗࡓࡃࢃࡽ࡞ࡗࡓ SDG㹱ࡢࡇࠊNGO ࡸᨻᗓࠊᴗࡢྲྀ⤌ࡳࡢ⌧≧ࡀᑡࡋࢃ
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ࡾ࡚ࡶࡼࡗࡓࠋ㔜⏣ඛ⏕ࡢ࢝ࣥ࣎ࢪ≉ࡉࢀࡓヰࡣศࡾࡸࡍࡗࡓࠋụୖࡉ
ࢇࠊஂಖࡉࢇࠊࡑࢀࡒࢀࡢࡈሗ࿌ࡢ୰ࠊึࡵ࡚▱ࡿࡇࡀἑᒣ࠶ࡗࡓࠋ
z

ụୖࡉࢇࡢࠐࠐ㸻ᩍ⫱ࡢࠐࢆ⪃࠼ࡿ᪉ἲࡣࠊᩍ⫱ࠊࡲࡓࡑࡢඛ࠶ࡿ SDG㹱ࢦ࣮ࣝ㸲
ࢆ⪃࠼ࡿⰋ࠸ᶵ࡞ࡿᛮࡗࡓࠋ

z

ᾏእྥࡅࡿࡢࡣࡔࡀࠊᅜෆࡶᑡࡋ⤂ࡋ࡚ࡋࡗࡓࠋ

z

SDG㹱ࡘ࠸࡚⌮ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࠊࡲࡓࠊJICA ➼ࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚ࡶ▱ࡿࡇ
ࡀ࡛ࡁࠊ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

㸯㸼㸰㸼㸱ࡢ㡰࡛ຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ࢝ࣥ࣎ࢪࡢㄝ᫂ࡣヲࡋࡍࡂ࡚ SDG㹱ࡢ㛵㐃ࡀ᫂ࠋ

z

⪺ࡃࡇࡀ࣓࡛ࣥࠊࡶࡗࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥⓗ࡞㛫㓄ศࡀ࠶ࡗࡓ᪉ࡀⰋ࠸ᛮࡗࡓࠋ
ࡇࡢ㛫࡛࠶ࢀࡤㅮᖌࡶ㸰ே࡛Ⰻ࠸ᛮ࠺ࠋ

z

SDG㹱ࡢᴫせࡸᾏእ࡛ SDG㹱ࢆ࠸᪥ᮏࡀ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡘ࠸࡚ࡢሗࡣከࡃᢅࡗ
࡚࠸ࡓࡔࡁኚ‶㊊ࡔࡗࡓࠋ᪥ᮏ࠾࠸࡚ SDG㹱ࢆ㸦≉ᴗࡸ NGO࣭NPO ࡀ㸧࠸
ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡃࡁࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࡶࡗ▱ࡾࡓࡗࡓࠋ

z

SDG㹱ࡢᐃ⩏࡞ࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡣ࡛ࡁࡓࡀࠊᕷẸࡀࡢࡼ࠺ཧ⏬ࡋ࡚࠸ࡅࡤࡼ࠸ࡢ
ࠊࡼࡃࢃࡽ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏேᕷẸ࡛࡛ࣞ࣋ࣝࡁࡿᅜ㝿༠ຊࠊせࡣࠊⓎᒎ㏵ୖᅜࡢ
ᅜ㝿༠ຊࡘ࠸࡚ㄝ᫂ࡉࢀࡓ࠸࠺ࡇࡔࢁ࠺ࠋᅜෆ࡛ SDG㹱ࢆᕷẸ࡛ࡸࡿࡇࡣ࡞
࠸ࡢࡔࢁ࠺ࠋ

z

㡯┠ෆᐜࡀከࡍࡂࡿࠋࡶࡗࠊ㸰࣭㸱ಶࡢࢸ࣮࣐ࢆࡌࡗࡃࡾ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

z

ࡶ࠺ᑡࡋㄝ᫂ࡢ㛫ࢆ㛗ࡃࡋࡗࡓࠋࡲࡓࡣࠊ㈨ᩱࡀከࡍࡂࠋ࡚ࢇࡇ┒ࡾ࡞ࡢࡀⰋࡃ
࡞࠸ࠋ

➨㸰ศ⛉
➨ڦ
z

⮬ศࡢ▱ࡽ࡞࠸ヰࠊᛮ࠸ࡶࡋ࡞ࡗࡓヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁኚ‶㊊ࠋ

z

㛗㇂㒊ඛ⏕ࡢㅮヰᕦࡳ࡞ྖ࡛᭷ព⩏࡞࡞ࡗࡓᛮ࠺ࠋࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡗࡓ⤒Ṕࡢ
ࣃࢿࣜࢫࢺࡼࡾከᵝ࡞ヰࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ⌧ᐇⓗ࡞ෆᐜࡀከࡃࡼࡗࡓࠋ

z

ᐇ㝿᪥ᮏ࡛⏕άࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࡢࡈពぢࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡿ㈗㔜࡞ᶵࡔࡗࡓࠋ㛗㇂㒊
ඛ⏕ࡀࣃࢿࣜࢫࢺᑐࡋࠊ᥀ࡾୗࡆ࡚⪺࠸࡚ࡃࡔࡉࡾࠊ⮬ศࡀ⪺ࡁࡓ࠸ࡇ௨ୖከࡃ
ࡢពぢࡸ⌧≧ࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

ᐇ㝿᪥ᮏ♫ࡸᆅᇦࡢ୰࡛⏕ά࣭ά㌍ࡉࢀ࡚࠸ࡿእᅜேࡢ᪉ࡢࠊ࠾ヰࢆ┤᥋⪺ࡃᶵ
ࡀ࠶ࡲࡾ࡞ࡗࡓࡢ࡛㠀ᖖཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

⮬ศࡢఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦᬽࡽࡋ࡚࠸ࡿእᅜࡽ᮶ࡓ᪉ࡢពぢࢆ⫈ࡅ࡚ࠊ࡚ࡶ‶㊊ࡔࠋ
ᆅᇦάືࡶኚάືⓗཧຍࡉࢀ࡚࠸࡚ࠊ᪥ᮏࡢᅜ㝿ὶࡣࠊᆅᇦ࠸࠺࣑ࢡࣟ┠⥺
ࡽ࡛ࡶ⏕ࡲࢀࡿࡇࡀከ࠸࠸࠺ࡇࢆᐇឤࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏࡢᏊ⫱࡚ẕᅜࡢᏊ⫱
࡚ࡽࡳࡿ᪥ᮏࡢ㛗ᡤࠊ▷ᡤࡣ᪥ᮏேࡋ࡚ࡲ࡛ព㆑ࡋࡓࡇࡢ࡞࠸ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ࡲࡉࠊ᪥ᮏࡀࡇࢇ࡞⮬❧ᛶࡢ㧗࠸ᩍ⫱ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡣᛮࢃ࡞ࡗࡓࠋࡓࡔ࣐࣐ࡢ
㛵ಀ࡛ࠕᏳ࡞㊥㞳ࢆ࣮࢟ࣉࡍࡿࠖ㏙࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡣ᪥ᮏࡢࡸࡾ᪉ࢆᢲࡋࡅ࡚
࠸ࡿࡔࡅ࡞ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࡔࢁ࠺ࠋ

z

㛗㇂㒊ඛ⏕ࡢ࠾ヰ࡛ࠊẼ࡞ࡗ࡚࠸ࡓᅾ᪥እᅜேࡢ᪉ࠎࡢࡇࢆ⤫ィࢆࡶࡗ࡚▱ࡿࡇ
࡛ࡁⰋࡗࡓࠋ

z

ࡉࡲࡊࡲ࡞❧ሙࡢእᅜேࡢ᪉ࠎࠊ⏕ࡢኌࡀ⪺ࡅࡓࠋ

z

3 ேࡢࡈ⤒㦂ᇶ࡙࠸ࡓ࠾ヰࡣ࡚ࡶຮᙉ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ๓ࡢ≧ἣࡢㄝ᫂ࡶࢃࡾࡸࡍ
-64-

ࡗࡓࠋ
z

㛗㇂㒊ඛ⏕ࡢࣉࣞࢮࣥࡽ㈗㔜࡞ሗࢆ࠸ࡓࡔࡁࠊࡶࡗヲࡋࡃఛ࠸ࡓࡗࡓࠋࢩࣗ࣡
ࣝࢶࡉࢇࠊ୍ዪᛶࡋ࡚⣲ᩛ࡛ࢀࡿࠋ͆ᙺ࡛ࡣ࡞ࡃேࡋ࡚͇ࡢヰࡀ༳㇟ⓗࠋ

z

㛗㇂㒊ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡶ⌧≧ࠊὶࢀࠊ▱ࡾࡓ࠸ࡇࢆࢥࣥࣃࢡࢺࡲࡵ࡚ࡃࡔࡉࡗ࡚࠸࡚
ศࡾࡸࡍࡗࡓࠋࣃࢿࣜࢫࢺࡢ᪉ࡓࡕࡶࠊ୕⪅୕ᵝࡢ❧ሙ࡛ࠊලయⓗヰࡋ࡚ࡃࡔࡉ
ࡾ⯆῝࠸ࡇࡀከࡗࡓࠋ᪥ᮏேࡢࡇࡕࡽẼ࡙ࡏ࡚ୗࡉࡿෆᐜࡶ࠶ࡾ㠃ⓑࡗࡓࠋ

z

Ᏻ࡞ࡢሗ㊊ㄢ㢟ࡀ࠶ࡿࡇࡀ⌮ゎ࡛ࡁࡓࠋᆅᇦࡢ୰࡛ព㆑ࡋ࡚࠸ࡃ࣏ࣥࢺ
ࡀࢃࡗࡓࠋ᪥ᮏࡣ୍ᗘ࡛ࡁࡓ࣮ࣝࣝࢆኚ࠼ࡿࡇࡀ㞴ࡋ࠸ࠋඹ⏕ࡢࡓࡵࡣࠊどⅬࢆ
ኚ࠼࡞ࡅࢀࡤ࠸ࡅ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞ࡗࡓࠋ

z

ከᩥࡢ⌧≧ࢆࡲ࡛௨ୖ▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ㸱ྡࡢࣃࢿࣜࢫࢺࡢ᪉ࠎࠊࡑࢀࡒࢀ⯆
ࢆᣢࡗ࡚⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

⮬ศࡶእᅜேࡋ࡚᪥ᮏ࡛㛗ᮇఫࢇ࡛࠸ࡿࡢ࡛ࠊゝⴥࡼࡾࡶ᪥ᮏࡢ⩦័ࠊ࣐ࢼ࣮ࡢຮ
ᙉࡀᚲせࡔᛮࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏேࡣእᅜேࡢཷࡅධࢀࡀᑡࡋࡎࡘኚࢃࡗ࡚ࡁ࡚࠸
ࡿࡀࠊࡶ࠺ࡕࡻࡗኻᩋࢆ┠ぢ࡚ࡶࡽ࠸ࡓ࠸ࠋ

z

⚾⮬㌟ࠊእᅜேࡋ࡚ᾏእ࡛ᬽࡽࡋ࡚࠸ࡓࡇࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᪥ࡢࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ᪉ࠎࡢ
࠾ヰ⯆ࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉༳㇟ⓗࡔࡗࡓ࠾ヰࡀࠊ␗ᩥ⌮ゎ࡛ࡣ࡞ࡃࠊከᩥ⌮ゎ࠸
࠺ࡽ࠼᪉ࡀ᪥ᮏேࡣⱞᡭࠊࡲࡓࠊ୍ே୍ேಶᛶࢆぢ࡚ࡋ࠸ࠋ᪥ᮏேࡢቨࡣࠊゝⴥࡢ
ࣂࣜ࠸࠺ࡼࡾࡶᚰࡢࣂࣜࡀᙉ࠸ࠋ

z

ࢻࢶࡢ᪉ࡢ࠾ヰࡀ࡚ࡶࡼࡗࡓࠋࣥࢻࢿࢩࡢ᪉ࡢ⣲┤࡞࠾ヰࡀከᩥඹ⏕ࡔ࡞
ᛮࢃࡏࡓࠋ⮬ศࡢᒃሙᡤࡣ᪥ᮏࡔ࠸࠺ࡇඹឤࡋࡓࠋ

z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡢヰࡀከᵝ࡛⏕άᐇែࡀࢃࡗࡓࠋ

z

㛗㇂㒊ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡀኚ⯆῝ࡗࡓࠋ⚾ࡢᡤᒓᅋయ㸦LVC㸧ࡢࢥ࣮ࣛ࣎ࣞࢩࣙࣥࣥ
ࡢྍ⬟ᛶࡘ࠸࡚࠾ヰࡋࡋࡓ࠸ࠋ

z

ᅾఫእᅜேྠኈࡢ⮬⏤࡞ࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩࣙࣥᙧᘧࡢ᪉ࡀ㠃ⓑ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ

z

ᙜ⪅ࡢ࠾ヰࢆ⋡┤⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡢ⤒㦂ㄯࢆ⪺ࡃࡇࡣ࡛ࡁࡓࡀࠕᅜ㝿ὶ༠࠸࠺⤌⧊ࡋ࡚࠺ࡍࡁ
㸽ࠖ࠸࠺ᐇࡘ࠸࡚ࡢࢻࣂࢫࢆ⪺ࡅ࡞ࡗࡓࠋ

z

୍⯡ⓗ▱ࡾ࠼ࡿሗ௨ୖࡢࡶࡢࡣ࡞ࡗࡓࠋࣃࢿࣝࢹࢫ࢝ࢵࢩ࡛ࣙࣥࡣࠊၥ࠸ᑐ
ࡍࡿ⟅࠼ࢆ࠺ࡲࡃࡦࡁࡔࡏ࡚࠸࡞ࡗࡓࠋ


➨㸱ศ⛉
➨ڦ
z

Ꮚࡶࡢ᪥ᮏㄒᨭ⪺ࡃ୰Ꮫ⏕௨ୗࢆ࣓࣮ࢪࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⩏ົᩍ⫱ᖺ㱋ࢆ㉸࠼ࡓ
㟷ᖺࡀᨭࡢࢿࢵࢺࡽእฟ࡚࠸ࡿࡇࢆ▱ࡾࢩࣙࢵࢡࡔࡗࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᏛ⩦ᨭࡢ⌧≧ࡀࡼࡃࢃࡗࡓࠋ

z

⚟⏕ᕷࡢάືࡣ่⃭ⓗࡔࡗࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᩍ⫱㸦≉Ꮚࡶࡓࡕᑐࡍࡿ㸧࠾ࡅࡿࠊẸ㛫ᅋయࠊ⾜ᨻࡢⱞປࠊᕤኵࢆ࠺
ࡀ࠸▱ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋᚋࡢࡼ࠺ᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃࡁࠊ⪃࠼ࡿࡁࡗࡅ࡞
ࡗࡓࠋཧ⪃ࡋࡓ࠸ࠋ

z

⮬ศࡀ⌧ᅾྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿάື↷ࡽࡋྜࢃࡏ࡚ࡳࡿၥࡢᅇ⟅ࡣ᪂ࡋ࠸どⅬࡢ⋓
ᚓࡀ࡛ࡁຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ⏕ࡢ⌧ሙࡢ࠾ヰ࡛᭷㞴ࡗࡓࠋ
-65-

z

YSC ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢡ࣮ࣝ⯆ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ヲࡋ࠸࠾ヰࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

ቑຍࡋ࡚࠸ࡿᐃఫእᅜேඹ⏕άࡍࡿࡇࠊࡲࡓⱝ࠸ୡ௦ࢆḟ௦ࡢࣜࢯ࣮ࢫࠊ᪥ᮏ♫
ࡢࣉࣛࢫࡢ㈨※ࡋ࡚ㄆࡵࠊᨭࡋࠊ࠾࠸ࡁྜࡗ࡚࠸ࡃࡇࠊ㈇ࡢ㈨※ࡋ࡞
࠸ࡼ࠺࠺ࡍࢀࡤ࠸࠸࣭࣭࠸࠺ࡇࡘ࠸࡚⪃࠼ࡉࡏࡽࢀࡓࠋලయⓗ࡞ࣄࣥࢺࡶ
࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋࡢㅮᗙࡶⓎ⾲ࡶ᭷┈ࡔࡗࡓࠋ

z

ᇶㄪㅮ₇࡛ࠊ᪥ᮏᆅᇦࠊ⌧≧ࢆᗈࡃ▱ぢࢆᣢࡕࠊ⤂ࡶᴟ➃࡞㸰࠸࠺ࡼ࠺ࠊ
ㅮᗙࡢ⤌ࡳྜࢃࡏࡀⰋࡗࡓࠋ

z

Ⰽࠎලయⓗ࡞ࡘ࠸࡚ᩍ࠼࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ

z

ࣆࢵࢳࣇ࢛࣮ࢻࡉࢇࡢ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡿάືࡢ⯆ࢆᣢࡗࡓࠋ

z

ࡢᆅᇦ࡛ࡢ⌧ᐇࠊ᪥ᮏ࡛ࡣ࠸እᅜ⡠ࡢேࡢᑐᛂࡀ㐜ࢀ࡚࠸ࡿࢃࡗࡓࠋ

z

ᮾி㒔ࡢእᅜ࣮ࣝࢶࢆᣢࡘᏊࡶࡓࡕࡢᐇែࡀぢ࠼࡚ࡁࡓࠋ

z

ኚ᭷ព⩏࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡔࡗࡓࠋྛㅮᖌࡢྲྀ⤌ࡳࡀࡼࡃࢃࡗࡓࠋእᅜேఫẸࡀᛴቑࡍ
ࡿ୰ࠊไᗘࠊᇶ‽➼ࡀࡲࡔࡲࡔ㏣࠸ࡘ࠸࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ᛮ࠺ࠋ≉Ꮚࡶ㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
᪥ࠎᡂ㛗ࡋ࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊไᗘࢆᚅࡗ࡚࠸ࡿ㛫ࡀ࡞࠸࠸࠺ࡇࢆᐇឤࡋࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᩍᖌࡋ࡚ാ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊࡓࡃࡉࢇࡢ࣎ࣛࣥࢸࡢ᪉ࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⮬ศࡓࡕࡢ
ᑓ㛛ᛶࡣ⾜ᨻࡸୡ㛫࡛ࡣホ౯ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇࡀࢃࡗࡓࠋẸ㛫ࡢᏛᰯࠊNPO ࡋά㊰
ࡀ࡞࠸ឤࡌࡓࠋ࠾㔠ࡀ࡞࠸ேࡋ᪥ᮏ࡛ࡣᏊࡶ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ࡞ࢀ࡞࠸
ࡼ࠺ឤࡌࡓࠋ

z

እᅜேࡢᏊࡶࡢᨭࡢᚲせᛶࢆ࡚ࡶឤࡌࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ

z

Ꮚࡶࡓࡕࢆྲྀࡾᕳࡃ≧ἣࡽࠊලయⓗ࡞ᐇ㊶ࡲ࡛Ⰽࠎ࡞࠾ヰࢆఛ࠼ࡓࡢ࡛ࠊኚࡓࡵ
࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ⮬ศࡢάືࡘ࡞ࡀࡿෆᐜࡀከࡗࡓࡢ࡛ࠊ✚ᴟⓗ⏕ࡋ࡚࠸
ࡁࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

ⓙࡉࡲࡢ୍⏕ᠱྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᵝᏊࢆఛ࠸ࠊᮏᙜ࠶ࡾࡀࡓࡃࠊᚤຊ࡞ࡀࡽ
⮬ศࡶ࣎ࣛࣥࢸࢆ⣽ࠎ⥆ࡅ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ⮬ᅜ࡛୰Ꮫࢆ༞ᴗࡋ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ
㟷ᖺࡢᏑᅾࠊࡣࡗࡉࡏࡽࢀࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡑࡢຊࢆ⏕ࡏࡿࡼ࠺ࠊࡶࡗࡑࡢᏑᅾࡀ▱ࡽ
ࢀࠊᨭࡀཷࡅࡽࢀࡿࡼ࠺ᛮ࠺ࠋYSC ࢢ࣮ࣟࣂࣝࢫࢡ࣮ࣝࡢᏑᅾࠊึࡵ࡚▱ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ࢫࢡ࣮ࣝࡀࡶࡗࡶࡗ࡛ࡁࢀࡤࡼ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

እᅜேᏊᘵࡢᨭࡣࠊⰍࠎ࡞ᙧែࡀ࠶ࡾཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

ࡃ㐠Ⴀࡢ㐪࠺⚟⏕ᮾᮧᒣࡢヰࢆఛ࠼ࡓࡇࡣࠊ࡚ࡶⰋࡗࡓࠋ࠸ࡎࢀ᪩࠸࠺ࡕࠊ
ྑୖࡀࡾࡢ᪥ᮏఫࡴእᅜேࡢྜࡣࡶࡗࡁࡃ࡞ࡿ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࠺ࡲࡃ᪥ᮏࡢ⏕ά
ධࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡅࡤᑗ᮶ࡢ⣡⛯⪅ࡶ࡞ࡾᚓࡿࠊ㏫ࡣࠊ᪥ᮏࡢᑗ᮶ࡢྲྀࡾࡶ࡞ࡾᚓࡿࠋ
ࠕᮾᮧᒣࡣ≉ู࡛ࡍ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊࡶ࠺ᑡࡋ୍㒊࡛ࡣ࡞ࡃయ࡛⪃࠼ࠕඹ⏕ࠖࡀࡣࡌࡲࡗ
࡚࠸ࡿࡇࢆ୍ே୍ே⪃࠼࡚࠸ࡃࡇࡀᚲせࡔᛮࡗࡓࠋ

z

20 ᖺ⛬๓ࡽእᅜࡘ࡞ࡀࡿᏊࡶࡓࡕࡢᏛ⩦ࡘ࠸࡚㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚࠸ࡓࠋࡢ⛬ᗘ㐍
ࡋ࡚࠸ࡿࡢ▱ࡾࡓࡗࡓࠋྲྀࡾ⤌ࡳࡣ㐍ࢇ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡀࠊ⫢ᚰࡢ♫యࡢⓎಙ
ࡀ࠶ࡲࡾࡶ㸦Ꮚࡶࡓࡕࡢᛴቑᑐࡋ࡚㸧㐜ࢀ࡚࠸ࡿឤࡌࡓࠋ

z

⾜ᨻࡀࡸࡾࡓࡃ࡚ࡶ࡛ࡁ࡞࠸Ꮚ౪ࡢᨭࡘ࠸࡚ࠊNPO ࡢྲྀ⤌ࡳࡣኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊᮾᮧᒣᕷࡢ⾜ᨻࡢྲྀ⤌ࡳࢆࡁࡃࠊⱞປࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝᏊࡀࡼࡃࢃࡗࡓࠋࡓࡔࠊ
NPO ⾜ᨻࡢྲྀ⤌ࡳࢆẚ㍑ࡋ࡚⪺ࡃࠊ⾜ᨻࡀఱࡶࡸࡗ࡚࠸࡞࠸ࡼ࠺ぢ࠼࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᨭࡘ࠸࡚ࠊ⾜ᨻࡸẸ㛫ᅋయࡢ࠾ヰࢆ⪺࠸࡚㐪࠺ᨭࡢྲྀ⤌ࡳయไࡘ࠸࡚⌮
ゎࢆ῝ࡵࡿࡇࡀ࡛ࡁࡓࠋ
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z

㟷ᑡᖺ⮬❧ຓࢭࣥࢱ࣮ࡢάືࢆึࡵ࡚▱ࡗࡓࠋ

z

ࣆࢵࢳࣇ࢛࣮ࢻࡉࢇࡢ࠾ヰ࡛㧗ᰯ㐍Ꮫࡢၥ㢟ࡀኚ⯆῝ࡗࡓࠋ

z

እᅜேࡢ᪥ᮏㄒ⬟ຊࡼࡿᏙ❧ࡘ࠸࡚⯆ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ⯆ྜࡗࡓࢸ࣮࣐ࡢㅮ⩏
ࢆ⫈ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

๓༙ࡢෆᐜࡣ࠶ࡲࡾ᪂㩭ࡀ࡞ࡗࡓࠋ

z

୰ᒣࡉࢇࡢヰࡀศࡾࡃ࠸ࠋᩘᏐࢆฟࡍࡁࡣฟࢆ♧ࡋ࡚ࡋ࠸ࠋⓏቭ⪅ࡣ࠼ࡽ
ࢀࡓ㛫ෆヰࢆࡋ࡚ࡋ࠸ࠋ

z

┒ࡾࡔࡃࡉࢇࡍࡂ࡚ࠊ୍ࡘࡢࢸ࣮࣐ࢆ᥀ࡾୗࡆࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㸦ึࡵ࡚⪺ࡃேࡣࡼ࠸ࡀ㸧
୍ࡘࡢㄢ㢟ࢆࡌࡗࡃࡾ◊ಟࡋࡓࡗࡓࠋ୰ᒣඛ⏕ࡢ᭱ᚋࡢ࠾ヰࡣຬẼ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋ

z

ᮾி㒔ࡢ⌧≧ㄢ㢟ࡀࡼࡃࢃࡗࡓࠋ㧗ᰯ㐍Ꮫࡢ㔜せᛶࢆㄆ㆑࡛ࡁࡓࠋᐇ㝿ᨭࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿ᪉ࠊ⾜ᨻࡢ᪉ࠊ୧᪉ࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡃࡇࡀ࡛ࡁⰋࡗࡓࠋ
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ᖹᡂ  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜

ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ72.<2

⦅㞟࣭Ⓨ⾜    ᮾி㒔ᅜ㝿ὶጤဨ
         ࠛ ᮾி㒔༓௦⏣༊⚄⏣ᯇỌ⏫ 
 㔝ࣅࣝ㸱㹄
          㟁ヰ   
          㹄㸿㹖  

༳   ๅ    ♫⚟♴ἲே ᜠ㈷㈈ᅋ ᮾி㒔ྠ⬊ㆤᴗᒁ

