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１．はじめに	

＊国勢調査（2010年）によると	  

＊帰化者とダブルの子どもの数は把握できない。	

総人口	 外国人
人口	

全世帯数	 外国人
がいる世
帯	

内外国人
と日本人
世帯	

外国籍
児童（０
～１９）	

宮城	 ２３４８１６５	 １２３６７	 ９０１８６２	 ８８４９	 ３８８０	 １４２７	

山形	 １１６８９２４	 ６１５８	 ３８８６０８	 ５１６５	 ３０４０	 ４７２	

福島	 ２０２９０６４	 ９３４７	 ７２０７９４	 ７２８０	 ３９１９	 ８８８	
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!  東北の仲介や斡旋による国際結婚の歴史
をふりかえると	

•  80年代末の山形：行政主導の国際結婚	  
　日本ーフィリピンのカップル	  
•  90年代：斡旋業者や個々人の紹介による国際結婚	  
　日本ー韓国間カップル	  
　日本ー中国間カップル	  
•  結婚移住者を含む外国人を支援する市民グループの

結成	  
•  2006年以降、総務部の多文化共生プランによって自

治体の動きが再開：「国際交流」事業に含まれる	
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①　多文化事業の主体が少ない	  
・日本語教室：ボランティアに依存	  

・国際交流協会：活動が活発なのは、市・県レ
ベル。そもそもは、「内なる国際化」の一環	  

＊岩手県大船渡は、震災以前まで日本語教室もな
かった。地域の外国人が顔合わせをしたのは、お祭り
の時だけ。（Oさん、30代中国人、大船渡）	
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２.　東北の地域性と結婚移住女性　	
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②結婚移住女性に対する社会的認識	  
・無責任な仲介と悪徳ブローカー	  
　責任が問われるのは、移住女性のみ	  
・離婚率が高い	  
　ー「ほとんど半分以上は、出て行かれた」	  
　　（山形の移住者支援担当者の話）	  
「逃げる花嫁」ー結婚移住女性に対する偏見	  

③「外国人」に対する差別意識	  
・内陸部は、特に閉鎖的	
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３．東日本大震災と被災外国人調査活動	

１）阪神・淡路震災とは異なる外国人の特性	  
・外国人点在地域	  
・多くの外国人：技能実習生／日本人の配偶者	  
　－日本人の家族や監督者がいる。	
・外国人だけ支援することに対する懸念	  
　―国際交流化協会担当者の言葉	
・見えない、支援ができない	  
　―外部の支援団体	

⇒支援団体と地元研究者によるコラボ―	  
　　　　　　　　　　　　2012年3月に石巻でアンケート調査	
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•  支援団体と地元研究者によるコラボ―2012年3月に石巻
でアンケート調査	

•  仙台市以外に一番外国人が多い町―石巻市	

•  石巻市：震災以前から2010年末から「石巻市多文化共生
推進プラン」策定に向けて動き。震災によって中断。	

•  人口163,216人、外国人は28カ国、809人（2010年10現在
で）	

•  死者3,181	  人/行方不明者	  651	  人（H23.12.7	  現在）	

•  アンケート調査→面接調査（直接面談と支援）→市への報
告と解決方法の回答→市での報告会（かかわった地域住
民と地元団体と一緒に）　→　調査報告書の作成・提出	

•  2013年3月～7月まで気仙沼で同じ調査	
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１）アンケート調査で分かったこと	

市　・　区	 
総　　
数	 

中　　
国	 

韓国・
朝鮮	 

ブ
ラ
ジ
ル	 

フィ
リピ
ン	 

ペ
ル
ー	 

米　　
国	 

そ
の
他	 

石巻市	 793	 454	 139	 8	 72	 8	 13	 99	 

気仙沼市	 461	 294	 30	 2	 75	 3	 10	 47	 
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・2011年3月末の外国人登録者数	
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石巻調査	 気仙沼調査	 

永住	 49人（56%）	 30人（53％）	 

結婚	 21人（24%）	 12人（21％）	 

定住	 1人 （1%）	 2人（4％）	 

研修	 7人 （8%）	 10人（18％）	 

特別永住	 1人 （1%）	 1人（2％）	 

商用	 1人 （1%）	 ０	 

短期	 4人 （5%）	 ０	 

不明	 3人 （3%）	 ０	 
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◆あなたの在留資格は？	

石巻調査	 気仙沼調査	 

男	 14人（15%）	 6人（8％）	 

女	 78人（85%）	 66人（92％）	 

◆あなたの性別は？ 

石巻・気仙沼：回答
の80％が日本人男
性と結婚した移住女
性	
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①　配偶者も本人も非常時、仕事を失いやすい	

⇒移住女性の貧困問題	

②配偶者と外国籍住民の年齢差が大きい：	

　石巻平均13才／気仙沼平均17才	

　＊外国籍住民の平均年齢４０	

　　　配偶者53（石巻）/57（気仙沼）	

⇒将来、生計維持者／生活保護受給者になる可能性	

③専業主婦／生計のために単純労働で稼ぎ手になってい
るか。	

⇒日本語力が伸びない。再就職の問題	
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④　日本語能力の低さにより、情報収集は同国出身
のネットワークに大きく依存。しかし、中には同国出
身者との付き合いにアレルギー反応を見せる人も
（出身国における違い）	  
（日本語教室や外国人支援団体の教室、又は行事へ
の参加率は低い）	  
⇒私的ネットワークによる問題解決傾向／孤立	
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４．震災後の取り組み	

①日本語能力に対する取り組み	

•  NPOと宗教団体による就労支援	

•  ホームヘルパー2級取得教室、日本語教室、パ
ソコン教室、英語教師養成プログラムなど	

•  政府よる日本語教室の強化方針	

•  震災2年目で水産加工会社の復旧と仕事の再
開―気仙沼の例	  
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石巻での日本語教室	  
　　／パソコン教室	

南三陸町ホームヘルパ2級教
室修了式	

・震災⇒支援団体の活動⇒被災地移民コミュニティ
の組織化と活性化⇒被災地の移住女性たちに注目	  
・震災を通して「不可視化」の移住女性たちが	  
「可視化」の存在になった。（特にフィリピン出身者）	
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「震災後の活動で、やっと地域の一員になったような気がする」	  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（福島Kさん、フィリピン）	



! 震災後、注目されている移住コミュニティ・
リーダーの共通点	  

・来日15年以上（日本語力がある）	  

・震災以前からすでに地域で活躍。	  

　（石巻Rさん、福島JさんーNPO活動	  

　福島Kさん、いわきOさんー市の国際交流協会活動）	  

•  外部支援による刺激　	
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②移住女性人権意識普及や多文化意識向上のための取り組
みは殆どない	  

　頑張る外国人だけにスポットライト／　周辺の周辺におかさ
れている移住者の排除	  

ex)	  DV被害女性の事例/生活保護受給者の事例	  

 ●私がこれまであったＤＶ被害移住女性	  
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在留資格	 子ども	 抱えた問題	 現在	

Ａ	 日本人配偶
者	

連れ子	 離婚希望・在
留資格	

離婚し、他の日本人と
結婚。	

Ｂ	 日本人配偶
者	

無	 離婚を迫られ・
在留資格	

ＤＶ被害者として定住
資格を申請ー不許可ー
再婚（在留資格許可待
ち）	

Ｃ	 永住	 未成年有	 生活保護	 就労	

Ｄ	 日本人配偶
者	

連れ子	 暴力・性暴力	 離婚と刑事処罰を求め
ている	
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５．今後の課題	

! 今地域ではー多様化する移住女性の実態　	  
•  地域に溶け込んで同化している移住女性	  
「家では、子どもたちに、より厳しくちゃんとした日本語
を使うようにしていた。」（大船渡Sさん）	  

•  職を求めて、浮遊しつづける移住女性	  

⇒移住女性のジェンダー役割の変化と中・高
齢化⇒「地域主導多文化事業」の限界	  
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!  移住女性の問題は、相談窓口が少ない。	  
　⇒特に東北沿岸地方	  
（民間団体の乏しさ、女性の人権問題に対する認識
不足、移住女性に関する理解不足）	  

!  人権問題、制度的問題への認識欠如	  
!  ＤＶ被害移住女性のメンタルの問題も大きい	
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! これからに向けて	  

•  移住者は、言語弱者ではあるが、すべてが弱者でも
ない。	  

⇒支援される側だけでなく、当事者の支援者として養
成。	  
•  枠にはまらない支援　⇒　横の連携	  

•  支援組織の拡充と他機関との連帯	  
•  人権教育や移民制度の制定を要求	  
　　　ー　シチズンシップの保障と教育	  
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