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はじめに

この報告書は，2017 年 3 月 1 日，外務省が国際移住機関（IOM）との共催，東京都及び一般財
団法人自治体国際化協会（クレア）の後援により，東京ウィメンズプラザ（東京都渋谷区）において，
「多文化共生社会に向けて－外国人女性の生活と活躍を中心に」とのテーマの下に開催した平
成 28 年度「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」の結果をとりまとめたもので
す。
今回の国際ワークショップでは，薗浦健太郎外務副大臣による開会あいさつ，ウィリアム・レイ
シー・スウィング IOM 事務局長による基調講演に続き，海外から招聘した有識者として鄭美愛・国
民大学日本学研究所研究教授及びシザ・バカ二・ドキュメンタリーフォトグラファーによるプレゼン
テーションが行われたほか，山脇啓造・明治大学国際日本学部教授をモデレーターとして，多岐
に活躍する外国人女性や支援関係者を交えたパネル・ディスカッションが行われました。
当日は，有識者，駐日大使館関係者，教育・研究機関関係者，NGO・NPO や，本テーマに関心
を持たれた市民など，約 180 名の方々にご参加いただき，日本社会における外国人女性の生活と
活躍及び支援について，様々な角度から現状と課題を考察するとともに，多様な意見を共有し提
言を行うことができました。
今回の国際ワークショップ，過去の国際シンポジウム及び国際ワークショップについての資料
は，外務省ホームページ及びＩＯＭ駐日事務所ホームページに掲載されていますので，是非ご覧く
ださい。
外務省ホームページ
（トップページ＞外交政策＞国民と共にある外交＞グローカル外交ネット＞在日外国人の社
会統合）
http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/local/symbiosis/index.html
国際移住機関（ＩＯＭ）駐日事務所ホームページ
（トップページ＞出版物・資料＞社会統合ワークショップ）
http://www.iomjapan.org/publication/jointworkshop.cfm
平 成

29 年 ７月

外務省領事局外国人課
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Ⅰ プログラムと登壇者略歴
Programme and Profiles of Presenters and Panelists

プログラム
※日・英同時通訳
13:00

進行説明

13:05

開会の辞
薗浦健太郎

外務副大臣

13:10

基調講演
ウィリアム・レイシー・スウィング事務局長（国際移住機関（IOM））

13:25

海外招へい者によるプレゼンテーション
鄭美愛 研究教授（韓国国民大学日本学研究所）
シザ・バカ二氏（ドキュメンタリーフォトグラファー）

13:55

休憩

14:00

パネル・ディスカッション
【モデレーター】山脇啓造 教授（明治大学国際日本学部）
パネル 1 ：「外国人女性の生活と共生社会」
【パネリスト】
奥山マリア・ルイサ氏（カトリック東京国際センター職員）
小野杏奈氏（多文化共生センター大阪職員）
ニーナ・ハッカライネン氏（外国人女性の会パルヨン代表）

15:30

休憩

15:40

パネル 2：「外国人女性の活躍に向けて」
【パネリスト】
福山満子氏（横浜市福祉事業経営者会コーディネーター）
柳瀬フラヴィア氏（Ｇｏｏｇｌｅ合同会社社員）
井上ノエミ氏（墨田区議会議員）

17:10

閉会の辞
能化正樹

17:15

外務省領事局長

終了
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Programme
English-Japanese simultaneous interpretation provided

13:00

Introduction

13:05

Opening Remarks by
Mr. Kentaro SONOURA, State Minister for Foreign Affairs

13:10

Keynote Speech by
Amb. William Lacy SWING, Director General of International
Organization for Migration (IOM)

13:25

Presentation by Guest Foreign Experts
Professor JUNG Mi Ae, Institute of Japanese Studies,
Kookmin University,Korea
Ms. Xyza BACANI, Documentary Photographer

13:55

Break

14:00

Panel Discussion
【Moderator】Professor Keizo YAMAWAKI,
School of Global Japanese Studies, Meiji University
Panel1 ：Livelihood of Foreign Women and Cohesive Society
【Panelists】Ms. Maria Luisa C. OKUYAMA,
Catholic Tokyo International Center
Ms. Anna ONO, Multicultural Center Osaka, Staff
Ms. Nina HAKKARAINEN, Director at Foreign Women’s
Association Paruyon

15:30

Break

15:40

Panel2 ：Building a Society Where Foreign Women Can Play an Active
Role in Various Fields
【Panelists】Ms. Mitsuko FUKUYAMA, Association of Welfare Service
Business Operators in Yokohama City
Ms. Flavia YANASE, Google LLC
Ms. Noemi INOUE, Member of Sumida Ward Assembly

17:10

Closing Remarks by
Mr. Masaki NOKE, Director-General, Consular Affairs Bureau, MOFA

17:15

End
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登壇者略歴（敬称略）／PROFILES
【主催／Co-organizers】
薗浦 健太郎（外務副大臣）
1972 年香川県高松市生まれ。1996 年，東京大学法学部卒業。衆議
院議員（自由民主党，千葉県第 5 区選出，当選 3 回）。1996 年から
2003 年まで読売新聞社に勤務。2005 年，第 44 回衆議院議員総選挙
で初当選。2007 年，自民党青年局次長を経て，2012 年，第 46 回衆議
院議員総選挙で 2 期目当選。2013 年，自民党女性活力特別委員会事
務局長。2014 年外務大臣政務官（第 2 次安倍改造内閣）。同年 12 月，
第 47 回衆議院議員総選挙で 3 期目当選，外務大臣政務官（第 3 次安
倍内閣）2016 年 8 月，外務副大臣（第 3 次安倍第 2 次改造内閣）。
Mr. Kentaro SONOURA, State Minister for Foreign Affairs
Born in 1972 in Takamatsu City, Kagawa Prefecture. Graduated from the Faculty
of Law, University of Tokyo. Member of the House of Representatives (Liberal
Democratic Party of Japan (LDP), Chiba prefecture 5th Electoral District, elected
3rd times). Worked at the Yomiuri Shimbun from 1996 to 2003 and Elected to the
House of Representatives for the first time in 2005. After served as the Deputy
Director of Youth Division of LDP in 2007, elected to the House of Representatives for the second term in 2012. Served as the Chief Secretary of Special
Committee for Promotion of Women’s Vitality of LDP in 2013 and Parliamentary
Vice-Minister for Foreign Affairs in the 2nd Abe Reshuffled Cabinet in 2014.
Elected to the House of Representatives for the third term and the Parliamentary
Vice-Minister for Foreign Affairs in the 3rd Abe Cabinet in 2014. Appointed as the
State Minister for Foreign Affairs in the 3rd Abe Cabinet 2nd Reshuffled in August
2016.
能化 正樹（外務省領事局長）
1982 年，東京大学法学部卒業。同年，外務省採用。1998 年，欧州連
合日本政府代表部一等書記官。2001 年，文化交流部政策課長。
2003 年，アジア大洋州局大洋州課長。2004 年，大臣官房在外公館
課長。2006 年，在フランス日本国大使館公使。2009 年，在ジブチ日
本国大使館大使。2010 年，国際協力局兼中東アフリカ局アフリカ部
審議官。2012 年，内閣官房内閣情報調査室審議官，2013 年，内閣
官房特定秘密保護法施行準備室長。2015 年 7 月，領事局長補佐，
2015 年 10 月より現職。
Mr. Masaki NOKE, Director-General of the Consular Affairs Bureau, Ministry of Foreign Affairs
Graduated from the Faculty of Law, University of Tokyo, and joined MOFA in
1982. Served as the First Secretary at the Permanent Mission of Japan to the
European Union in 1998, Director of the Cultural Diplomacy Policy Division,
Cultural Diplomacy Bureau in 2001, Director of the Oceania Division, Asian and
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Oceania Affairs Bureau, Director of the Overseas Establishments Division, Minister of the Embassy of Japan in France in 2006, Ambassador of the Embassy of
Japan in Djibouti in 2009, Deputy Director-General of the International Cooperation and African Affairs in 2010, Deputy Director-General of the Cabinet Intelligence and Research Office, Cabinet Secretariat in 2012, Director of the Preparatory Office for the Enforcement of the Act on the Protection of Specially Designated Secrets, Cabinet Secretariat in 2013, Assistant Director-General of the
Consular Affairs Bureau in July 2015. He serves in his current capacity since
October 2015.
ウィリアム・レイシー・スウィング（国際移住機関（IOM）事務局長）
米国国務省在職中に 6 カ国の大使を歴任し，大規模在外公館の
運営及び人道開発支援を統括。グローバルな人の移動の諸問題
について深い造詣を持つ。西サハラで国連事務総長特別代表
（SRSG）を務めた後，2003 年から 2008 年まで再び SRSG として，
史上最大規模の国連 PKO である国連コンゴ民主共和国ミッション
（MONUC）を統率。2008 年より現職。2013 年 6 月に，2 期目（5 年
間）に再選された。
Amb. William Lacy SWING, Director General of International Organization
for Migration (IOM)
Six postings as ambassador during his diplomatic career at the United States
Department of State, managing some of the largest diplomatic missions and
foreign development and humanitarian aid programmes, he has deep understanding of multiple factors affecting international migration. From 2003 till 2008,
as UN Special Representative of the Secretary-General (SRSG) for the Democratic Republic of the Congo, he successfully led the largest UN Peacekeeping
Operations Mission in history, prior to which he served as the SRSG for Western
Sahara. He assumed his current post in 2008, and was re-elected in June 2013
for his second five-year term.
【外国人有識者／Guest Foreign Experts】
ジョン

ミ

エ

鄭 美愛（韓国国民大学 日本学研究所研究教授）

鄭 美愛（韓国国民大学日本学研究所研究教授）
梨花女子大学で政治学修士，筑波大学で学術修士，国際政治経
済学博士取得。聖公会大学，梨花女子大学，国民大学を経て，
2014〜2016 年，駐日韓国大使館及びテンプル大学ジャパン・キャ
ンパス研究員，神戸大学客員教授として本邦に滞在。2016 年 6
月から現職。ソウル市多文化支援協議会諮問委員，京畿道水原
市政研究院諮問委員，ジェンダー研究所副代表を歴任。研究分
野は，現代日本政治における市民社会，ジェンダー・ポリティックスなど。
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Ms.JUNG Mi Ae（Professor at Institute of Japanese Studies, Kookmin University, Korea）

M.A in Political Science at Ewha Womans University, M.A and Ph.D in International Political Economy at University of Tsukuba as education background. After Sungkonghoe University, Ewha Womans University, and Kookmin University,
worked at Embassy of the Republic of Korea in Japan and Temple University
Japan Campus as a senior researcher and Kobe University as a visiting professor from 2014 till 2016.Assumed the current position from June 2016. Has
held prominent positions such as an advisory committee member of City of
Seoul Multicultural Support Council and City of Suwon Municipal Research Institute, Gyeonggi Province as well as deputy representative director of Gender
Studies Institute. Research interest in civil society in modern Japan politics,
gender politics, etc.

シザ・バカ二 （ドキュメンタリーフォトグラファー）
フィリピンで生まれ，父親に育てられる。母親が 20 年以上家事
労働者として働いていた香港に 19 歳の時に移住，自身も家事
労働者として約 10 年間働く。その傍ら，報道されない現実への
関心を高めたいと移民・人権問題に焦点を当てた写真を撮影。
その優れた技術だけでなく，極めて印象的な彼女自身の物語に
よって，ニューヨーク・タイムズ，ＣＮＮや様々な国際的メディアで
注目される。マグナム財団の 2015 年ヒューマン・ライツ・フェロー
シップを得て，世界各国で展覧会を開催し，各種写真賞を受賞。フィリピン下院議会
は「HR No.1969」決議でその栄誉を称えた。英 BBC「2015 年世界の女性 100 名」，
「2016 年 30 歳以下の女性写真家 30 名」，フォーブス誌「2016 年 30 歳以下のアジア
人 30 名」等に選出，富士フイルムのアンバサダーを務める。
Ms. Xyza Bacani, Documentary Photographer
She was born and raised in Philippines by her father and moved to Hong Kong,
where her mother was working for more than two decades and became a domestic worker when she was 19 years old. While working in Hong Kong for almost a decade, she started to take photography to raise awareness about under-reported stories, focusing on migrants and human rights issues. She has
been featured in New York Times Lens Blog, CNN and various international
media publications not only for her excellence in photography but also for her
inspirational story. She is one of the MAGNUM FOUNDATION HUMAN RIGHTS
FELLOWS 2015, has exhibited worldwide, won awards in photography and is
the recipient of a resolution passed by the Philippines House of Representatives
in her honour, HR No. 1969. Xyza is one of the BBC’s 100 Women of the World
2015, 30 Under 30 Women Photographers 2016, Forbes 30 Under 30 Asia 2016,
and a Fujifilm Ambassador.
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【パネル・ディスカッション モデレータ／Moderator of Panel Discussion】
山脇 啓造（明治大学国際日本学部教授）
専門は多文化共生論・移民政策。総務省多文化共生事例集作
成ワーキンググループ座長，東京都多文化共生推進委員会委
員長。大田区多文化共生推進協議会会長。法務省等国の外国
人施策関連委員を歴任。また，愛知県，長野県，宮城県等自治
体の多文化共生施策関連委員長や外国人集住都市会議アドバ
イザーを歴任。2012 年度にオックスフォード大学で欧州の移民
政策を研究。
Prof.Keizo YAMAWAKI,School of Global Japanese Studies, Meiji University
YAMAWAKI Keizo specializes in migrant integration policy. He has advised numerous local governments as well as ministries of the national government in
Japan. Since 2010, he has worked with the Council of Europe and the Japan
Foundation to promote exchange of ideas and good practices in migrant integration between cities in Japan and Europe. In 2012-2013, he was based in
Europe as a visiting fellow of the University of Oxford and that of the Migration
Policy Group, Brussels.

パネル１/Panel 1

【パネリスト／Panelists】

奥山マリア・ルイサ（カトリック東京国際センター）
フィリピン出身。1987 年の来日直後から地元の教会（現カト
リック東京国際センター）のボランティアとして，住民と在
留外国人の橋渡しとなる活動を始める。2008 年から同センタ
ーの正規職員として，問題を抱える在留外国人の相談・支援
に日々尽力している。東日本大震災後，フィリピン政府が東
北地方に派遣した医療チームに通訳・コーディネーターとし
て随行し，ともに現地で支援活動を行った。
Ms. Maria Luisa C. OKUYAMA, Catholic Tokyo International Center,
Upon arriving in Japan in 1987, started working at a local church (which later
became Catholic Tokyo International Center, “CTIC” of today) as volunteer and
partook in activities to serve as a bridge between the local residents and foreign
nationals that lived in the same communities. Became a full-time CTIC employee
in 2008 and has been dedicated to offering consultation and support services to
foreign nationals living in Japan that are faced with various issues ever since. In
the wake of the Great East Japan earthquakes, accompanied a medical team
dispatched by the Philippine government to the Tohoku region as interpreter /
coordinator and jointly conducted support activities in disaster – stricken areas.
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小野 杏奈（特定非営利活動法人多文化共生センター大阪スタッフ）
大学院にて地域の日本語教育について学ぶ。2014 年多文化共
生センター大阪が行った「外国人母子の生活支援事業」にて教
室コーディネーターを務め，その後，多文化共生センター大阪の
スタッフとして勤務。現在は外国にルーツをもつ子どもたちの学
習支援教室「きらきら」の教室運営コーディネーターを務める。

Ms. Anna ONO, Multicultural Center Osaka, Staff
Studied teaching Japanese as a foreign language in local communities at graduate school. In 2014, served as class coordinator for a program hosted by Multicultural Center Osaka to support the living and livelihood of mothers and children of foreign nationalities and has been working for the non-profit organization
since as staff member. Currently working at the Center as class operation coordinator for 'KIRA-KIRA'– a learning support program for children with roots in
foreign countries.

ニーナ・ハッカライネン（外国人女性の会パルヨン代表）
1992 年来日。成蹊大学及び東京大学大学院に留学，ヘルシンキ
大学大学院修了。日本企業勤務，語学学校校長，大学教員など
を経て，2007 年，京都に暮らす外国人女性のサポートを目的に
「外国人女性の会パルヨン」を設立。外国人市民の視点を活かし
た生活ガイドブックの作成や，防災対策，医療制度，社会保障，
京都マナーなどに関する講座を開催している。2016 年，京都市よ
り「未来の京都まちづくり推進表彰」を受賞した。
Ma. Nina Hakkarainen, Director at Foreign Women’s Association Paruyon
Came to Japan in 1992 to study the language and culture at Seikei University. In
the following year entered Graduate School of Tokyo University as a foreign research student. Obtained Master of Arts in Japanese Studies from University of
Helsinki in 1996. Returned back to Japan in the same year. After working as a
company employee in a Japanese firm, a head teacher in a language school and
a university lecturer, at present Director of Foreign Women’s Association Paruyon. Paruyon was established in 2007 to offer support to foreign women who
live in Kyoto. Paruyon organizes meetings for foreign women and courses in
disaster preparedness, Kyoto etiquette and manners, social security, and health
care. It has also published a guide book on living in Kyoto. Paruyon received an
award from the Mayor of Kyoto in October 2016 for contributing to building “multicultural Kyoto”.
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パネル 2/Panel 2
福山満子（公益社団法人横浜市福祉事業経営者会コーディネーター）
中華人民共和国生まれ，1978 年来日。外国籍住民が多数暮らす
神奈川県営いちょう団地地区において，小学校 PTA 共同会長を
はじめ役員を歴任，2005 年には同地区の民生委員主任児童委員
を務めた。また，「親子の中国語教室」，「いきいきニーハオの会」
を立ち上げ，母語保持や中国文化の継承に努めた。2009 年から
は横浜市福祉事業経営者会のコーディネーターとして，福祉分野
における外国人の就職支援に尽力している。
Ms. Mitsuko FUKUYAMA, Association of Welfare Service Business
Operators in Yokohama City, Coordinator,
Was born in People’s Republic of China and came to Japan in 1978. Served as
co-chair of PTA as well as in various other official capacities at elementary
school in the Kanagawa prefectural ICHOU apartment complex district where a
large number of foreign nationals reside. In 2005, served as welfare officer of
commissioned chief child welfare volunteer in the district. Founded 'OYAKO NO
CHUGOKUGO KYOSHITSU (Chinese Class for Parents and Children)' and
'IKI-IKI NIHAO NO KI (Lively Circle of Ni Hao)' in order to help Chinese immigrants living in Japan maintain their proficiency in their mother tongue and also
inherit the Chinese culture. Meanwhile, has been working as coordinator for the
association of welfare service business operators in Yokohama City since 2009
to support foreign nationals’ efforts to find employment in the field of social welfare.
柳瀬フラヴィア（Google 合同会社 社員）
ブラジル日系三世。9 歳で来日し，日本の公教育を受け，日本
の大学を卒業。カナダの大学院修了後，日本企業に就職，日系
企業の海外展開サポートに携わる。昨年から Google 合同会社
において企業のブランディングを担当。日本語がまったくできな
い状態で日本の公立学校に通い始めた日系ブラジル人の語り
手として，様々な媒体で発言している。
Ms. Flavia YANASE, Google LLC,
Flavia is a 3rd generation Japanese Brazilian. She moved to Japan when 9
years old, without speaking any Japanese, she received education in Japan
from Elementary school to university. After receiving a Masters degree in Canada, she moved back to Japan and started work at a Domestic company supporting Japanese clients with their overseas business development. Last year,
she started working at Google to provide Branding services through marketing
campaigns. Privately, she has supported the foreign community in Japan by
sharing her own experience of coming to Japan without speaking Japanese and
achieving her dreams.
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井上ノエミ（墨田区議会議員）
1961 年ボリビアのラパス生まれ。Universidad Mayor de San Andres 大 学 を 卒 業 後 、 ボ リ ビ ア 中 央 銀 行 、 国 連 開 発 計 画
（UNDP/UNOPS)ボリビア事務所に勤務。1993 年に国連ユニセフ
職員の井上和雄氏（元衆議院議員）とニューヨークで結婚。2009
年に NPO 法人日本ラテンアメリカ友好協会を設立し、理事長に
就任。2010 年に日本国籍取得。現在、墨田区議会議員（2 期目）。
家族は夫と長女、ペットのリリー（トイプードル）。趣味は、ラテン
ダンス。
Ms. Noemi INOUE, a member of Sumida Ward Assembly
Born in 1961 in La Paz, Bolivia. After graduating from the Universidad Mayor de
San Andres, she worked for the Central Bank in Bolivia, and the Bolivian office of
UNDP/UNOPS. She got married in New York in 1993 to Kazuo Inoue to former
member of the House of Representatives. She founded the Japan-Latin America
Friendship Association (Non-Profit Organization) in 2009, and she was elected
president. She acquired Japanese nationality in 2010. Now she is serving as a
member of Sumida Ward Council (second term). She lives with her husband,
elder daughter and Lily (pet poodle). Her hobby is performing Latin dances
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Ⅱ 概要報告
Overview and Report

平成 28 年度「外国人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」
多文化共生社会に向けて－外国人女性の生活と活躍を中心に
概要報告
１

背景
グローバル化の進展に伴う人の移動により，日本には２３０万人以上の外国
人が住むようになり，その半数以上の１２４万人が女性である。海外から来る
人にとって、言語や文化・習慣の違いは、日本社会への適応を難しくする場合
がある。ただし、そういった困難を乗り越え、地域社会の様々な場所で活躍す
る外国人女性は着実に増えており、彼女たちは地域社会に革新的なアイディア
や多様性をもたらしていると認識されている。しかし，もう一方で周りの環境
とのコンタクトが少なく，地域へなかなか馴染めず問題を抱えている人も少な
くない。今回のワークショップは，このような背景のもとに開催されることと
なった。
２

評価
今回のワークショップは一緒に取り上げられることは少ない二つの要素－
「外国人との共生」と「女性の活躍」を一つのテーマに取り込み「外国人女性
がどのように生活し，日本社会の中で活躍できるか」として議論を行なった。
会場にはさまざまな分野から，２００人以上の聴衆を得ることができた。
冒頭，薗浦外務副大臣からの，外国人女性の活躍を活かすための生活環境や
社会のあり方について考える機会としたい，との開会の挨拶が行われ，続いて
基調講演として，ウィリアム・レイシー・スウィング国際移住機関（IOM）事
務局長から，移住女性の現状と問題，IOM が行っている政策の紹介などが行わ
れた。
次に２名の海外招聘者（韓国，フィリピン）が壇上に立ち，鄭美愛（Jung
Mi Ae） 研究教授（韓国国民大学日本学研究所）からは韓国における，多文化
家族制度の説明が行われ，写真家のシザ・バカニ氏からは家事労働移民として
始まった人生経験などについての話が行われた。
パネル・ディスカッションに移り，第一部では，パネリストとして多くの外
国人女性を迎え，日本社会の中で外国人女性が日常生活の中で経験している
様々な課題について議論し，外国人として，また，社会として取り組むべき諸
点が示された。第二部では，外国人女性としての強みや活力を日本社会や日本
経済にどのように活用していくのかという点について活発な意見交換が行われ
た。
今回のワークショップの狙いの一つに様々な経験を持ったアクターに一堂に
会してもらい，お互いに異なる観点・立場からの提言を聞くということがあっ
た。共生社会は社会の制度を整備して行くだけではその実現は難しく，受け入
れる側と受け入れられる側の相互の理解が必要不可欠であることが共有され
た。
講演者やパネリストの協力を得て，課題解決に向けた多数のヒントやアドバ
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イスを収穫しワークショップは閉幕した。外務省としては，今回得られた貴重
な情報を政府内で共有するとともに，社会統合や働き方の議論について地方自
治体などと協力していきたいと考えている。
３

プログラムと出席者
・開会の辞 薗浦健太郎外務副大臣
・基調講演
ウィリアム・レイシー・スウィング国際移住機関事務局長
・ゲストスピーカー
鄭美愛 韓国国民大学日本学研究所研究教授
シザ・バカニ氏 ドキュメンタリー写真家
・パネル・ディスカッション
モデレーター 山脇 啓造 明治大学国際日本学部教授
パネル１ 「外国人女性の生活と共生社会」
奥山 マリア ルイサ氏 カトリック東京国際センター職員
小野 杏奈氏 多文化共生センター大阪職員
ニーナ ハッカライネン氏 外国人女性の会パルヨン代表
パネル２ 「外国人女性の活躍に向けて」
福山 満子氏 横浜市福祉事業経営者会コーディネーター
柳瀬 フラヴィア氏 Google 合同会社社員
井上 ノエミ氏
墨田区議会議員
・閉会の辞
能化正樹外務省領事局長

4 モデレーターによる総括
（１）第１パネルでは，３名のパネリストのうち２名が外国出身者であった
が，それは増加するニューカマーに対する生活支援を外国人当事者自身が担
うようになっているという，日本社会の一つの変化を象徴している。
（２）第２パネルでは，実際に日本社会で活躍している外国出身の女性に登壇
してもらったが，外国人，特に若い世代にとってロールモデルになるような
人々に注目するという狙いがあった。また，日本人あるいは日本社会が，外
国人は困っている人，支援や助けが必要な人といったステレオタイプを改
め，地域社会，日本社会に貢献している外国出身の女性の存在を認識すると
いう意義もある。
（３）昨年，女性活躍推進法が施行され，女性の活躍に焦点を当てた行政の取
り組みが進められているが，その大半は日本人女性を対象としたものであ
る。そのような中で，外国人女性の生活や活躍に着目したワークショップが
開催されたことには大きな意義がある。
（４）会場から、日本が移民政策をとっていないことに対する疑問や批判が出
たが，昨今，政府は「外国人材の活用」に力を入れるようになっている。そ
れに伴い，外国人の生活環境の整備も政府の検討課題にあがってきている。
日本の意思決定はボトムアップ型でコンセンサス重視なので，時間はかかる
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かもしれないが，一歩一歩前進しているといえよう。

5

パネル・ディスカッションにおけるコメントや意見

（１）子女教育
（ア）外国人家庭の中でも世帯が外国人のみの場合，親が日本語に不自由であ
るために，日本の教育システムが理解できず，情報量が少なくなり，結果と
して，子どもの教育に影響が生じていることがある。つまり，日本語の壁の
次に日本社会との壁があると言えよう。彼女たちには，相談する人もおらず
孤立しており，彼女たちの悩みは社会から認識されないままになっている。
（イ）特に，日本語がわからず，いじめを受け，つらい思いをしている子ども
たちには，「できない」とだけ思うのではなく，できることを一つでも見つ
けて，こうやればいいんだと思ってほしい。あなたはここにいていいのだ
と，周囲が存在を認めてあげることが大事である。
（ウ）外国人家庭への学習相談員の派遣，学習支援教室の実施，外国人が主体
となって日本人住民と直接交流できるイベントを開催し，地域コミュニティ
との強化を図る方法がある。
（２）地域社会のコミュニケーション
（ア）家庭において，外国人女性は，家事，子育て，介護，近隣とのつきあい
の担い手にもなっている場合が多い。一方で，行政が外国人対象に提供する
情報は知識が中心である。地域におけるルールや習慣の由来やメリット，日
本人とのつきあいを円滑にするために必要な日本語がこれらの女性に紹介さ
れると良い。
（イ）日本に来て子どもが生まれた自分にとって，「公園デビュー」は日本の
社会へのデビューであり，いろいろなルールを学ぶことができた。
（ウ）地域社会から孤立している外国人家庭や外国人コミュニティに対して，
積極的に手を差し伸べるソーシャルワーカーや機関が必要。
（エ）外国人の妻や母親は，子どもと過ごす時間が長く，地震などが起きたと
き最初に子どもを守る立場にある。また，親戚や近隣住民とのつきあいの担
い手でもある。防災や規則に関する知識など，外国人の妻や母親を対象にわ
かりやすく説明する機会が必要。
（３）外国人女性の「働き方」
（ア）来日した２０年前，世界の経済大国である日本で，女性の社会的地位が
低く，社会には女性幹部は非常に少なくて驚いた。しかし，当時と比較して
日本も随分変わり，夢や希望を持って積極的に社会に出る人が増えている。
外国人女性が快適に生活できるのであれば，日本人女性もそう感じるだろ
う。外国人を別に考えるのではなくて，皆に機会を与えて，皆にとって快適
な社会を作ることができるはずである。
（イ）自分は，外国人の就労支援を行っており，初任者研修と日本語を教えて
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いる。就職相談会も行っており，無事に就職された人には，そのあと頑張っ
ているか声をかけるなど定着のための支援も行っている。
（ウ）日本には，ワークライフバランスの問題もある。日本の一般家庭では，
家族そろって夕食をとり，家族と一緒に過ごす時間を毎日持つことは非常に
難しい。長時間労働や家族との時間が少ないことは外国人，特に女性にとっ
ては大変なストレスとなってしまう。
（エ）実際に，日本社会で外国人の女性が生活するのは困難が伴う。在留外国
人女性の実態について調査し，どのような助けが必要か，政策的に考えては
どうか。
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FY2016 INTERNATIONAL WORKSHOP ON ACCEPTANCE OF FOREIGN
NATIONALS AND THEIR INTEGRATION INTO JAPAN:
- Toward an Intercultural Society: Focusing on Life and Active Participation of Foreign
Women in Japan
Overview and Report
1 Background
Due to the development of globalization in world economy, 2.3 million foreign
nationals reside in Japan, and more than half of them, 1.24 million, are women.
Differences in languages, culture, and customs sometimes cause some difficulties
for those who came to Japan from overseas; however, there is an increasing number
of foreign nationals, especially women, who are playing a vital role in various
sections in the society. It is also noticed that they have brought innovative ideas
and diversities into community. On the other hand, there are still many who have
less contact with their surroundings and face challenges in fitting into the local
community. Against this background, this workshop was designed and held.
2 Evaluation
This workshop focused on the two elements “co-existence with foreign nationals”
and “women’s participation in society”, which are often discussed but not so
frequently at the same occasion. We involved two elements into one theme as
“Focusing on Life and Active Participation of Foreign Women in Japan” which
consequently led to have more than 200 participants from various sectors as
audience.
The workshop started with welcome remarks by the State Minister for Foreign
Affairs, Mr. Kentaro Sonoura, expressing his expectation for this workshop to
discuss living environment and model society for foreign women to make use of
their drives. Then, Ambassador William Lacy Swing, the Director General of the
International Organization for Migration delivered his keynote presentation with
illustrating the current situations and issues surrounding female migrants and its
policies.
After his speech, two guest speakers from South Korea and the Philippines were
invited to the stage. Dr. Jung Mi Ae, Professor of Kookmin University, Korea,
illustrated an inter-cultural family support system in Korea and Ms. Xyza Bacani, a
documentary photographer, introduced her lifetime experience starting from a
migrant household worker.
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In the first part of the panel discussions subsequently held after speeches and
presentations, the group of panelists, most of which consisted of foreign nationals,
discussed various kinds of challenges they were facing in everyday life in Japan
and suggested several points to be addressed by both sides, foreign nationals and
the society. In the second part of the discussions, they exchanged their opinions
about how they should contribute their strengths as foreign nationals and as women
for the society and about an ideal intercultural society.
One of the purposes of the workshop was to gather many kinds of actors with
different background to one place, and encourage them to speak out from different
perspectives and positions. We recognized that social integration cannot be
realized only by improvement of social system; rather, mutual efforts by both those
who are received by a society and the society receiving them are indispensable.
Thanks to the speakers, presenters, and panelists, the workshop ended with full of
advices and ideas to deal with the challenges. We, the Ministry of Foreign Affairs,
would like to share the excellent output from the workshop with relevant
organizations of government and seek for the future cooperation with municipalities
concerning cohabitation and work-style with foreign nationals.
3 Participants
Opening Remarks: Mr. Kentaro SONOURA，State Minister for Foreign Affairs
Keynote Speech: Ambassador William Lacy SWING, Director General of the
International Organization for Migration (IOM)
Guest foreign experts:
- Dr. JUNG Mi Ae, Professor at Institute of Japanese Studies, Kookmin University,
Korea
-

Ms. Xyza Bacani , Documentary Photographer

Panel Discussion
Moderator: Professor Keizo YAMAWAKI, School of Global Japanese Studies,
Meiji University
Panel 1: Livelihood of Foreign Women and Cohesive Society
Ms. Maria Luisa C. OKUYAMA, Catholic Tokyo International Center
Ms. Anna ONO, Multicultural Center Osaka
Ms.Nina HAKKARAINEN, Director of Foreign Women’s Association PARUYON
Panel 2: Building a Society Where Foreign Women Can Play an Active Role in
Various Fields
Ms. Mitsuko FUKUYAMA, Association of Welfare Service Business Operators in
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Yokohama City
Ms. Flavia YANASE, Google LLC
Ms. Noemi INOUE, Member of Sumida Ward Assembly
Closing Remarks: Mr. Masaki NOKE, Director-General of the Consular Affairs
Bureau, Ministry of Foreign Affairs
4 Moderator’s Summary
In the first panel discussion, two of the three panelists were foreign nationals and
this symbolizes one of the changes in Japanese society; the fact that foreign
nationals themselves are starting to become responsible for providing various
support to an increasing number of newcomers.
In the second panel discussion, we invited foreign women who are making a great
contribution to Japanese society. The aim of this was to draw attention to those who
could become role models for foreign nationals, especially those of the younger
generations. Furthermore, there is significance in recognizing foreign women who
contribute to Japanese society, by changing the stereotypical views of Japanese
people to regard foreign nationals as people with problems or in need of support or
help.
Last year, the Act on Promotion of Women’s Participation and Advancement in the
Workplace was implemented and various measures have been taken with the focus
on women’s participation, mostly for Japanese women. Among such efforts, it is
significant that a workshop with the focus on the life and active participation of
foreign women was held.
In the discussions, there were questions and criticism stating that Japan has not
addressed its immigration policies, but the government has been making efforts to
“utilize human resources of foreign nationality” in recent years. With such changes,
improvement of the living environment of foreign nationals is now being raised as a
task for the government to consider. It may take a while as Japanese
decision-making follows a bottom-up approach and focuses on consensus.
However, we can say that it is moving forward step by step.
5 Comments and Opinions
Here are some extracts from suggestions made by the panelists.
<Education for Children of Foreign Nationals>
(a) Cases where the foreign family consists of only foreign nationals, the parents do not
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have enough knowledge of the educational system in Japan and their language
difficulty limiting the amount of information available, which influences on their
children’s education. It means that there is an additional barrier in the Japanese
society behind the language barrier. They might be isolated from their local society
while their concerns are unrecognized and they have no one to consult with.
(b) Those children who have limited command of Japanese and suffer from being
bullied should not be focused in terms of what they “cannot do” but rather should be
focused by something, even one thing, which they are good at and in which they feel
confident. It is important for others to recognize them and make the children feel
needed and welcomed.
(c) There are various methods to strengthen the ties between foreign nationals and local
communities: dispatching education consultants to foreign families and holding
study support classes as well as holding foreign national-led events where they can
have direct communications with Japanese residents.
<Communication in Local Society>
(a) At home, foreign women are responsible for taking care of family affairs from
housework, raising children, nursing-care to communicating with neighbors.
However, information provided by public organizations to assist foreign nationals is
mostly knowledge-based. The Japanese etiquette for smooth communications and
to follow local rules and customs should be introduced.
(b) For me like someone who gave a birth in Japan, ‘Park Debut (Ko-en debut)’ meant a
debut in the Japanese society. I learned a lot including the rules and customs in
Japan.
(c) We need social workers and organizations which are able to actively reach out to
foreign families and communities isolated from the local society.
(d) Foreign wives and mothers spend a lot of time with their children and are in a
position to protect children when something happens such as earthquakes. They are
also responsible for engaging in communications with relatives and their neighbors.
It is necessary to have an opportunity to provide clear explanations to foreign wives
and mothers on disaster prevention and rules.
<“Work-style” for foreign women in Japan>
(a) When I came to Japan twenty years ago, I was surprised to see how low women’s
status was in the society and that there were few female leaders in the society
despite the nation being an economic giant. Things have been changed, and more
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women with dream and hope are entering into the society compared to the situation
of 20 years ago. A society in which foreign women find comfortable must be
comfortable for Japanese women, too. We could create a pleasant and comfortable
society for everyone by providing opportunities for active participation, rather than
considering foreign nationals as a separate entity.
(b) I am helping job matching, hosting job-starter seminars, and teaching Japanese
language for foreign nationals. For those who succeed in getting jobs, I try to ask
their recent situations and confirm they are all right with their new environment.
(c) There is an issue regarding work-life balance. For typical Japanese families, it is
very difficult to make time to spend with all family members every day such as
having dinner together. Long working hours and little time with family stress our
some foreign nationals, especially women.
(d) There are always difficulties in everyday life of foreign women in Japanese society
as the society is not really open to accepting foreign nationals. Why do we not
perform research on the actual situation of the foreign residents in Japan and
consider what type of support is necessary in terms of government policies?
(END)
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Ⅲ 挨拶・講演
Remarks and Speech

開会の辞

外務副大臣 薗浦健太郎
皆様，こんにちは，ご紹介を頂きました薗浦健太郎でございます。

本日は御多忙の中，外務省及び国際移住機関が主催する「外国
人の受入れと社会統合のための国際ワークショップ」に御参加いた
だきまして，誠にありがとうございます。日本側主催者，外務省を代
表して，心から歓迎申し上げます。
このワークショップは，外国人との共生をテーマとして 2004 年度に
開催されたシンポジウムに始まります。今回で 13 回目を迎え，テーマ
である「外国人との共生」，すなわち，外国人をどのように受け入れ，
共に生活していくかという問題は，世界が関心を持って取り組んでいるテーマであり，移民
や難民，外国人労働者の問題とも密接に関わり合っております。
日本国内でも外国人の方を見かけることが非常に多くなりました。このワークショップの第
一回目が開催された 2004 年は，訪日観光客が 600 万人を初めて超えたということが言われ
ていた時期でもあります。それから 12 年を経て，昨年はその 4 倍，実に 2,400 万人の外国人
に日本を訪れていただきました。一方で，日本に住んでいる方の数は，その間 15％増という
ことで，この数もまた着実に増えており，今や日本の社会は，一定の数の外国人をその一部
に取り組んだ社会になったといえると思います。
今回のワークショップでは，日本に暮らす外国人の中でも特に「女性」にスポットを当てた
いと考えています。在留外国人の 230 万人のうち，121 万人が女性であります。その働き方
と生活，それと日本の社会について考えていくことが今回の議論の大きな目標です。
女性が輝く社会の実現は，安倍政権にとって最重要課題の一つであります。昨年４月，女
性活躍推進法というものが施行されました。私自身が外務省に来る前，自民党の中の女性
活躍指針本部というところで事務局長を務め，そして，女性の社会進出やそれに伴う環境整
備・制度作りに関する提言を出させていただきました。また，日本国が始めた WAW! World
Assembly for Women にも関わらせていただきました。今回のワークショップにも強い思いを
持って臨んでおります。
また，政府内では，本格的な少子高齢化，人口減少時代を迎え，外国人材の活用に向け
た議論が進められております。「日本再興戦略 2016」では，「外国人受入れ推進のための生
活環境整備」というものが盛り込まれ，教育や多言語環境などに着目した取組が注目されて

21

おります。外交を担当する外務省としても，外国からお越しになった皆様が日本において満
足のいただく生活を送ってもらい，そして，日本の文化や考え方に関する理解を深めていた
だき，更にはそれぞれの国との架け橋となっていただくこと，また，日本社会の中で得られる
文化，伝統，また，日本人の心に触れていただき，日本のファンになっていただくことを心か
ら期待しております。
本日の議論が，外国人の皆様の活力を我が国の経済，そして社会・文化，様々な面にお
いて力を発揮して頂くための土台として，生活環境というものがどうあるべきか，更には外国
人女性の方々の活躍・活動をどのように支えていくべきなのか，またそれを，日本社会の活
性化，日本社会をより活力のあるものにしていくためにどう活かしていくのか，こういうことを
皆様に考えていただく機会となればありがたいと考えています。
最後になりましたが，このワークショップの開催にご尽力いただいておりますモデレーター
の山脇先生，ありがとうございます。そして，ジュネーブからお越し頂いたスウィング事務局
長をはじめとする国際移住機関の皆様，ありがとうございます。後援者の一般財団法人・自
治体国際化協会の皆様方に，改めて感謝を申し上げたいと思います。
本日のワークショップの成功を心から祈念し，開会の挨拶に変えさせていただきます。あり
がとうございました。
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