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ご　挨　拶
同志社大学人文科学研究所

所長　小　山　　　隆

本日は同志社大学人文科学研究所第 99 回公開講演会（オンラ

イン公開講演会）に参加いただきありがとうございます。オンラ

イン上での公開講演会は今や主流となった実施方法ですが、今回

のプログラムは参加者同士が意見を交換する時間が最後の方に短

時間設けられていると聞いております。ネット上で初対面の方々

とディスカッションするという非日常的な経験、また講演内容と

も相まって、皆様にとって特別な一日となるのではないかと期待

しております。

ご承知のとおり、本日の公開講演会は、「多文化な日常におけ

る防災―『いつも』と『もしも』をつなぐ」というテーマで、多

彩なゲスト講師を迎えて実施します。防災への知見を得られると

ともに、多文化共生という視点から現在の日本の姿を認識される

ことでしょう。見過ごされがちですが、有事にはたいへん重要で

且つ身近な問題となるテーマについて、皆さまとともに考え発信

する機会を設けることができたことについて関係者の方々に感謝

したいと思います。

本研究所では学際的な共同研究を 1期 3年で行っており、現在

は第 20 期を迎えています。17 ある研究会の中で、「多元的なリス
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クをめぐる個と共同性に関する学際的研究―移民・難民・災害避

難民を軸に」を研究課題とする第 13 研究が、本日の公開講演会

を企画しました。個々の研究会の活動報告は当研究所 HPに随時

UPしておりますのでご覧いただければ幸いです。

参加者および講師の先生方、本日はこの場にご参集いただきあ

りとうございます。改めてお礼を申しあげ挨拶とさせていただき

ます。
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〔趣旨説明〕
多文化な日常における防災

―『いつも』と『もしも』をつなぐ―

同志社大学人文科学研究所第 20 期第 13 研究代表

同志社大学グローバル地域文化学部准教授　王　　　柳　蘭

本日は同志社大学第 99 回公開講演会、オンラインでのご参加

ありがとうございます。司会の同志社大学グローバル地域文化学

部の王柳蘭です。

まず最初に本講演会の趣旨説明と問題意識を共有させていただ

きます。どうすれば多文化な暮らしをする人たちと平時のみなら

ず、災害時にもつながることができるのか。多文化な日常にはど

のような場面があり、どのような多様性があるのか。こうした問

いを文化人類学者、地域研究者と防災研究者、さらに外国人住民

を含む人々が実践と研究事例を報告しあい、さらにパネリストと

のディスカッションを通して平時のみならず、非常時のリスクを

も包摂した多文化共生に向けた持続可能な社会を考えていくこと

を目指しています。キーワードは「いつも」と「もしも」です。

「もしも」を「いつも」との連続性の中で考えていくこと、そこ

にポイントを置いています。なお、今回の研究成果は、同志社大

学人文科学研究所での研究活動に加え、2019 年度 JR西日本あん

しん社会財団による助成をえた成果の一端となっております。で

は発表に移ります。最初は京都八幡モスク・イスラミックリサー
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チセンタージャパンの代表であるラムダン・ミルザさんにお願い

します。よろしくお願いします。



【グラレコ：第一部の個人発表と第二部のパネルディスカッション。各発表者にはオンライン参加者によるコメントが付箋で張られている。】
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外国人コミュニティと災い
―コロナ禍の八幡モスク―

京都八幡モスク イスラミックリサーチセンタージャパン

　ラムザン・ミルザ
インタビュアー　王　　　柳　蘭

 　こんにちは。ラムザン・ミルザです。今日は「外国人コミュ

ニティと災い―コロナ禍の八幡モスク―」についてお話をしま

す。

王　ラムザンさんの発表は動画とパワーポイントでお願いしま

す。

（ビデオのインタビュー内容）

王　今日、本来ならばモスクに行って礼拝の様子を拝見したかっ

たのですが、残念ながら行けませんでしたのでインタビューさ

せていただきました。ラムザンさんが来日され、京都八幡にモ

スクを建てられたきっかけはどういうことですか？

ラムザン　日本に来て 30 年くらい、日本にいる間、毎週金曜日

にモスクにいきます。このモスク（神戸モスク）は 1935 年に

できあがり、90 年くらいたちました。毎週、通っていました。

その間に阪神・淡路大震災がありました。行くのに 5時間、帰

るのに 5時間という時期もありました。三宮がグラグラになっ

てイスラムの信者たちは毎週金曜日、クルアーンに書いてある

ように、どんな仕事があっても一度中止して金曜日のお祈りに
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行きなさいといわれています。

王　京都の八幡にモスクを建てられたのは？

ラムザン　八幡は京都と大阪の真ん中で、ここにもいっぱい人が

います。遠くて不便だから（神戸モスクに）いけない人たちが

いる。ここにモスクがあれば喜ぶだろうなと。僕も時間的に助

かります。

王　コロナ禍でどんな影響があったか、ラムザンさんが困ったこ

とは？

ラムザン　一番困ったのはインド人とかバングラデシュの人たち

が、去年のコロナ禍で（故郷にもどってから日本に）帰れな

図 1　八幡モスク外観
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かったことです。今年のラマダーン（断食月）で 3人帰ってい

ますが、日本に帰ってこられないので仕事で困っています。モ

スクの工事も止まっています。

王　モスクを支える人たちが母国に帰ってモスクの運営に影響が

出ていると。

ラムザン　そうです。工事が止まっています。

王　「マスクをつけてください」とか礼拝にくる人たちに伝える

時、どんな伝え方をされていますか？

ラムザン　入り口のところに紙を貼っています。「マスクをつけ

て入ってください」と。何人か、無視して入る。その場合はド

アでチェックして 1枚ずつマスクを渡していました。現在は入

り口に一人いて体温を計ってマスクの確認をします。消毒もし

ないと入れない。

王　一列に並んで礼拝されますが、距離のとり方も、ですか？

ラムザン　うちは広いから男性はだいたい 250 人礼拝できる。女

性は 50 人。ワンフロアで 300 人。そのうち男性が 50 人だった

ら社会的距離は十分とれています。

王　食事はモスクで人々の交流の場となり、宗教的な意味もあり

ますが、それがなくなった点はどうですか？

ラムザン　今年のはじめはコロナの感染がひどくなってきて。日

本でも。だから、食事は中止しました。というのも、食事では

マスクを外すじゃないですか。それがよくないと思って、危な

いと思って。ここ（礼拝所）では社会的距離とマスクできちん

と守れます。食事のところはなかなか難しい。緊急事態で日本
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政府は飲食店に厳しくしている。なので、うちも中止したので

す。

王　ありがとうございました。それではラムザンさんのパワーポ

イントの発表をお願いします。チャットで質問等がありました

らお願いします。

ラムザン　コロナ禍の八幡モスクについて話をします。イスラ

ミックリサーチセンタージャパン（IRCJ）は京都府八幡市にあ

るモスクです。モスクはイスラム教の人たちがお祈りするとこ

ろです。私が 4年前につくりました。私は 1965 年にバングラ

デシュで生まれました。1989 年、日本に留学にきました。日本

語学校で日本語を習いましたが、いろいろあって中退しました。

日本語学校をやめたので、一度、バングラデシュに帰国し、ア

メリカのシアトルへいきました。学生をするつもりでしたが、

うまくいきませんでした。そして日本へ戻ったり、カナダ、ブ

ラジル、ヨーロッパなど、いろいろなところにいきました。

1992 年から日本で日本の車の部品を買って海外に売る仕事を始

めました。それからずっと日本にいます。2014 年、メガソー

ラー事業を始めました。そして 2017 年、IRCJのモスクをつく

りました。わたしはモスクが日本に住むイスラム教の人たちの

心の拠り所になったらいいなと思います。また八幡の人たちと

も仲良くしていきたいと思います。モスクは交差点に面してい

て、わかりやすい場所にあります。京都と大阪の境にあるので、

郊外の人たちにとっても便利です。駐車場もありますので、遠

くからくる人たちも便利です。
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 　イスラム教の教義と IRCJにくる人たちの活動内容について

説明します。イスラム教で大事なことは 5つあります。1番は

信仰告白。「アッラーの他に神はなく、ムハンマドはアッラー

の使徒である」ということ。2番はサラート。サラートは 1日

5 回礼拝を行うこと。3番はザカート。ザカートは貧しい人に

お金や必要なものを配ること。4番はラマダーン、およそ一カ

月、断食すること。5番はメッカです。余裕があれば一生に一

度、イスラム教の聖地であるメッカへ行くことです。モスクに

くる人の国籍はいろいろです。活動内容についてですが、モス

クではお祈りと食事の提供だけではなく、最近は子どもの日本

図 2　コロナ禍における礼拝の様子
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語教室もおこなっています。IRCJもコロナ禍の影響を受けま

した。国へ帰った人たちが日本に戻れなくなりました。現在、

IRCJは工事をしていますが、人が少ないので、なかなか工事

が進みません。現在はマスクと手指の消毒と検温をきちんと行

い、社会的距離を確保してお祈りをしています。お祈りの後、

食事を提供します。イスラム教のハラール。イスラム教では豚

肉の成分でつくったものは食べてはいけません。ゼリーにも豚

肉の成分が入っていますから食べてはいけません。牛や羊など

他の動物を殺す時は神様の名前を使って血を抜いて食べます。

現在はコロナ禍なので食事は提供していません。

 　このナーンのようなものはチャパティといいます。チャパ

ティはナーンより簡単につくることができ、家庭でよく食べま

す。このようにたくさんの人が集って食事をします。行政から

図 3　礼拝後に提供される食事例（現在はコロナ禍で中止）
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も支援を受けています。例えば、コロナの特別定額寄附金の受

け方がわからなかったので八幡市の職員がきてくれました。ま

たコロナ禍の前から警察もきてくれています。日本ではあまり

ありませんが、宗教施設に対して近所の人たちが反対すること

がよくあります。警察はモスクと地域の共生を見守ってくれて

います。

 　最後に IRCJの今後について話します。これから困った人た

ちがいたら相談に乗りたいです。今、八幡市では外国人と日本

人の共生、子どもの貧困が課題となっています。ですから、わ

たしは日本語学校や子どもの食堂をつくりたいと思っていま

す。これからもよろしくお願いします。以上です。

王　ラムザンさん、どうもありがとうございました。ラムザンさ

んにご質問がありましたらチャットに書いてください。今回、

図 4　ラマダーン中の食事風景（現在はコロナ禍で中止）
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ご出演を依頼したのは 2年前、同志社大学でドキュメンタリー

作品 1）をつくった時、学生の一グループが八幡モスクを自分た

ちで探りあててラムザンさんにお目にかかったのが最初のきっ

かけでした。その後、ラムザンさんのコロナ禍における活動が

NHKで取材され、それを知って今回、この企画を考えていた

こともあり、ラムザンさんをお呼びすることにしました。日本

の中で、これからどういうふうにモスクで活動をしていきたい

のかについてはいかがでしょうか。

ラムザン　最近、日本人で信者さんが増えています。今、3人の

日本人がいます。その 3人はまだ結婚していません。ほとんど

の場合、日本人女性と外国人が結婚してイスラム教になったん

です。その反対の場合もある。イスラム教の女性と日本人の男

性が結婚してイスラム教になるとか。独身の人がイスラム教に

なるのは少ないんですが、最近、3人の男性が毎週、金曜日に

きています。イスラム教のすばらしさを、みんなに教えたい、

知らせたいと思っています。それが日本での私たちの一番の目

的です。

王　ありがとうございます。チャットに2つの質問がきています。

「日本のムスリムの子どもたちは日本の学校へ通学できていま

すか？」「モスクは誰でも建てることができるのかどうか。ラ

1） 2019 年度同志社大学プロジェクト科目『グローバルビレッジを撮
る・観る・創る―ドキュメンタリー映画制作を通して見つめる京
のムスリムと多文化共生』（王柳蘭・直井里予担当）http://

riporipo.com/doshisha-pbs/も参照のこと。
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ムザンさんのような方がたくさんいるのか」ということです。

ラムザン　日本の学校にもムスリムの人たちが一部にいます。イ

ンドネシア、バングラデシュ、マレーシアとか結構、何人かい

ます。留学生も。ここに住んでいるムスリムの子どもたちや、

ここで生まれた子どもたちも最近、どんどん増えています。

王　「学校給食とかハラールに対処しているのかどうか？」とい

う質問についてはどうでしょうか。

ラムザン　小学校で親に話を聞くと豚肉が出る時は、学校と相談

して事前に打合せをしている。家から弁当をもっていっている

人もいます。

王　ほかにもいろいろ質問をチャットにいただきました。次の議

論に使わせていただきたいと思います。ラムザンさん、ありが

とうございました。
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災害時における外国人の避難をめぐる
課題について

兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授　阪本　真由美

1　在留外国人の概要と避難をめぐる課題

私は、2年間トルコに住んでいたことがあるので、先ほどのラ

ムザンさんのお話を興味深く聞きました。トルコは地震国ですの

で「トルコで災害が起こったときにどこに逃げたら良いのだろう

か」と考えたこともあります。私たち日本人が国外に住むと、慣

習が異なるため災害時の避難について悩むことがありますし、日

本にいる外国人も同様の感覚を持っていると思います。

現在、日本における在留外国人は、一年間の入国者数を見ると

2019 年時点で 3000 万人にのぼっています。このうち在留資格を

持ち滞在している外国人は 203 万人います。国別にみると多い順

で中国、韓国、フィリピン、ブラジル、ベトナムとなっています。

国名からも英語を話さない国の人が多数いることがわかります。

在留資格も多様で 29 種類あります。技能実習生は増加傾向にあ

ります。

このように在留外国人が増えていることを受けて、行政も外国

人向けの災害情報の発信に取り組んでいます。たとえば令和元年

の台風 19 号の時に行政が出した情報を見ますと、長野県の防災

ツイッターや栃木県のツイッターでは、やさしい日本語を活用し

てひらがなで情報を流す、多言語で対応する、というような取り
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組みが行われていました。また、災害時に外国人が避難すること

を想定した避難所も整備されつつあります。例えば、奈良県が外

国人観光客向けに設置する予定の避難所では、ハラール対応の食

品が備蓄される、祈りの場所が準備されています。とはいえ、全

国的に災害時の外国人対応が充実しているのかというと、まだま

だです。

災害時の外国人の避難については以下のような課題がありま

す。一つ目は、在留外国人の避難をめぐる課題です。在留外国人

といっても、様々な国の人がいます。日本人コミュニティとの接

点がある人もいれば、ない人もいます。日本語、英語でコミュニ

ケーションがとれる人もいれば、とれない人もいる。さらに災害

の知識がある人もいれば、ない人もいます。二つ目は、外国人観

光客の避難をめぐる課題です。これらの問題について、近年起

こった災害の事例から考えたいと思います。

2　在留外国人の避難をめぐる課題

まず、在留外国人の避難をめぐる課題ですが、近年発生した豪

雨災害では技能実習生が巻き込まれた事例が複数みられます。昨

年の豪雨では、宮崎県で発生した土砂災害においてベトナムの技

能実習生が犠牲になりました。一昨年の台風 19 号では、福島県

の阿武隈川が大規模に氾濫しました。氾濫した川の中央にあった

のが郡山中央工業団地です。ここではたくさんの技能実習生が働

き、居住していました。技能実習生が暮らす寮が被害にあったと
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ころもあります。その会社の方に当時、どのような対応をしたの

かを聞いてみました。

「うちの会社の社員寮がこの近くにあり、そこが水害にあって

しまった。そこにはうちの外国人技能実習生のインドネシア人が

6人おり、被害にあい、住むところもなくなりました。しばらく

はうちの社員の自宅に世話になっていました。インドネシアも雨

が多く、しょっちゅう水害にあっているので『避難したら』と

いっても『大丈夫、大丈夫』といってギリギリまで避難しなくて。

社員が迎えに行き、『窓を開けてみろ。こんなに水が来ているぞ』

といって急いで車に乗せました。それも夜中の 2時半くらい。私

はその近くまでいったんですが。うちの社員が大通りの方からぐ

るっと回って迎えにいってくれました。水がきていたので車を止

めていきました。6人を全員、社員がみな自宅に受け入れてくれ

てよかったです」

当時、技能実習生が住んでいた家は、平屋建であり 1階の半分

程度まで浸水しました。他の社員が迎えに行き救出しなければ、

危ない状況でした。社宅が被害にあったので、その後は社員の方

の家に滞在していたそうです。

同様の話は、3年前の西日本豪雨でも聞きました。広島県三原

市の会社の方の話です。フィリピン人の技能実習生 4人がいまし

た。日本にきて 3 年目でした。夜中に「怖い」と社長に電話が

あったそうです。社長が慌てて消防署に救助の要請をしたものの、

浸水していて近づくことができませんでした。翌日、水が引いた
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後、レスキュー隊が救助しました。救助された人たちですが、日

本人のいる避難所では生活しにくいだろうと考え、ベトナム人の

いるところに避難したそうです。

このように、豪雨時に避難が遅れた事例が複数見られます。技

能実習生の避難が遅れる背景には、災害についてよくわかってい

ないことがあげられます。世界には地震がない国もあり、地震と

いう現象を知らない人がいます。災害が起きた時に、どのタイミ

ングで、どこへ避難すればいいのかを知らない人がいます。避難

に関する情報を提供しても、どう行動すれば良いのかわかってい

ない人がいます。

3　在留外国人に防災対策を伝えるための取り組み

このような在留外国人の避難をめぐる課題に対応するために、

具体的な取り組みを始めているところもあります。兵庫県高砂市

は、一昨年から在留外国人向けの災害対応研修を行っています。

高砂市の国際交流協会、危機管理室が共同で開催したもので、や

さしい日本語を用いて説明が行われました。外国人だけでなく日

本の地域の方も参加して、相互にコミュニケーションがとれる場

となっていました。たとえば、非常用もち出し袋を参加者がもっ

てきていました。中身を比べると、もってくるものが国により

違っていました。フィリピン人は懐中電灯と栄養バー、水と充電

器をもってきていました。充実しているのは日本人の非常用もち

出し袋です。国によって、災害時に持ち出すものが違います。そ



－21－

れを確認できた点だけでも興味深かったです。

豪雨時の避難を促進するために大雨警戒レベルが導入されてい

ます。レベル 1～ 5のときどう行動するのかを、数字で説明する

方が外国人にはわかりやすいです。とはいえ「避難」や「避難所」

という言葉を知らない人もいます。このような外国人向けの研修

の機会を設けて伝えていくことも大切だと思います。

現在、日本では「地区防災計画」の策定が進められています。

地区防災計画は、東日本大震災を受けてつくられた仕組みであり、

地域の人たちが自分たちの地域にあうように、地域ごとに防災計

画を策定して行政に提案するというものです。日本全国で地区防

災計画の作成が進められていますが、その中には外国人を含む形

で地区防災計画をつくる、という試みもあります。その一つの事

例として、昨年、北海道古平町による地区防災計画策定の取り組

みを見る機会がありました。古平町は、留萌沖を震源とする地震

が起こるとすぐに津波がくると想定される地域です。古平町には

技能実習生が働いている会社が複数あります。これらの会社にい

る技能実習生をどのように避難させるのかが課題になっていまし

た。たとえば「吉野」という会社にはベトナム人技能実習生が 16

名おり、寮 2棟に 7名と 9名が生活しています。在留期間は 1年

～ 5年。これらの技能実習生に、どのように避難してもらうのが

良いのかを地域ぐるみで考えました。技能実習生の中には、日本

にきて 5年という比較的在留期間が長い技能実習生がおり、日本

語もできます。その人に事前に町が行うワークショップに参加し

てもらい、災害時の対応を理解してもらい、その情報を自分たち
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の中で共有してもらうという取り組みが行われました。避難訓練

にも技能実習生全員が参加していました。これらの取り組みから

は、地域と技能実習生をつなぐ「つなぎ役」、コミュニケーター

の役割を担う人の重要性に気づかされました。日本人側には社長

さん、外国人側だと日本の滞在歴が長い人。それらの人を通して

互いの知見を深めてもらう。防災について知ってもらうために防

災訓練に参加していただく、地区防災計画の策定プロセスに参加

していただくのもよいと思います。なお、古平町の避難訓練では、

多言語対応は行われていませんでした。やさしい日本語で話すこ

とは意識されましたが、日本語での対応で十分意思疎通は可能で

した。ただし、事前にワークショップを通して理解を深めるとい

う取り組みは行われていました。多言語対応というと日本人側の

ハードルが高くなることがあります。日常の体制でも十分にコ

ミュニケーションを取ることはできる、という認識をもつことも

取り組みとしては必要ではないでしょうか。

4　観光客の避難をめぐる課題

次に、課題となるのが観光客の避難です。この問題が表面化し

た災害が東日本大震災、そして、北海道胆振東部地震でした。北

海道胆振東部地震は 2019 年 9 月 6 日に起こった地震です。外国

人観光客が多数いる北海道を地震が襲いました。地震が起こった

のが午前 3時です。この地震により札幌市内全域が停電、断水、

交通網も寸断されました。JRもストップし、飛行機で帰れなく
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なった観光客も多くいました。このような災害が起きたときに行

政はどのように対応をしているのでしょうか。

行政は、どこの部局がどのような体制で災害対応を行うのかを

地域防災計画に定めています。札幌市の場合は、在留外国人は国

際部交流課が、外国人観光客は観光局が中心となり対応すること

になっています。災害が起こると札幌市は災害対策本部を設置し

ます。そのなかに国際班が設置されます。また、札幌市は災害時

に多言語対応ができるように多言語支援センターを札幌国際プラ

ザと連携して設置することを定めていました。地震発生時も、札

幌市災害対策本部の国際班が、災害多言語支援センターと連携し

て対応を行っていました。3時 30 分には災害対策本部が設置さ

れ、災害多言語支援センターが設置されました。ところが、その

後、災害多言語センターが設置されたビルが、地震による安全確

認のために閉鎖されるという想定外の展開となりました。

災害発生直後から課題になったのが、外国人を、どこに避難さ

せるのか、という点です。最初に観光客向けの避難施設として

「わくわくホリディホール」を使う予定でしたが、非常用電源が 2

時間しかもたないことがわかりました。そのため、急遽、閉鎖し

なければならず状況を見ながら追加で複数の場所を避難所として

開設していきました。北海道全域にいた観光客は、千歳空港に戻

ろうとしたものの、千歳空港の受入れが不可能ということで順次、

札幌に集まりはじめました。札幌市の観光MICE1）が調整しなが

1） 札幌市経済環境局観光・MICE推進部のこと。MICEとは企業等
の会議（Meeting）、企業等の行う研修旅行（Incentive Travel）、
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ら複数の避難所を開設していきました。避難所の運営は、国際班

の職員が 24 時間、3交代でローテーションを組んで対応していま

した。この時、札幌市の避難者数は 10,297 人に上り、避難所の数

は最大 300 カ所以上。在留外国人の多くは日本人が避難する避難

所に避難していましたが、外国人観光客はこれらの観光客対応の

避難所に避難していました。なかには 600 名以上が避難した施設

もありました。

観光客への対応をめぐる課題も明らかになりました。停電する

とホテルは消防法の関係で安全確認ができるまでは客室内に人を

滞在させることができません。そのため、客室から観光客を出し

てロビーに滞在させる必要がありましたが、「客室に入れません

よ」といったところ観光客のなかには「ホテルから追い出される」

と感じた人もいた様子です。観光客ですが、韓国人が 800 人、日

本人が 600 人くらいいました。韓国人は札幌市にあった総領事館

を通して対応が行われました。他にも、領事館や総領事館が対応

を行う国もあったそうです。

札幌市の対応にも課題がありました。災害多言語支援センター

は国際交流プラザが設置することになっており、避難所対応の支

援にあたりましたが、その役割が周知されておらず、「災害多言

国際会議（Convention）、展示・見本市等のビジネスイベント
（Exhibition, Event）などの頭文字をとったもの。国際会議を通し
た国際ネットワークの構築は、ビジネスやイノベーションに貢献
し、それによる経済効果が期待されることから、国や都市の国際
競争力強化戦略として重視されている。
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語支援センターから支援にきました」といっても避難所を運営し

ている人に理解してもらえず、受け入れてもらえなかった事例も

ありました。避難所巡回支援を行うことになっていたものの、避

難所巡回のための交通手段についても事前に検討されていません

でした。支援側の交通手段確保の重要性も認識されました。

5　災害時の外国人の避難体制拡充に向けて

以上に述べた近年発生した災害の事例からは、災害時の在留外

国人への対応と外国人観光客への対応という二つのアプローチが

求められることがわかります。外国人観光客については、多言語

対応ができる国際交流プラザが災害対応にかかわるという体制を

事前に構築しているところが多くみられますが、そのような仕組

みを地域の人が理解していない事もあります。地域の人とそのよ

うな情報を共有する必要があると思います。外国人と地域の人を

「つなぐ」コミュニケーターを育成しておくこと、平時から外国

人と地域の人をつなぐ場をつくっておくこと、日本の防災のこと

を知ってもらう機会を設けることは必須だと思います。世界には

自国に災害がほとんど起こらない国もあります。日本の災害につ

いて理解する機会は必要です。

外国人といえども様々な国の人がいます。国ごとに避難の仕方、

備え方も違います。そのような多様性を理解することは、日本人

にとっても興味深い取り組みになると思います。外国人への災害

対応のあり方を検討する過程において、コミュニケーションを通
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し互いの国や避難についての理解を深め、それを自分の災害対応

に生かすことは、より豊かな社会の構築につながるものと期待さ

れます。

質疑応答

王　阪本先生、ありがとうございました。チャットに質問がきて

います。「学校の耐震化自体が進んでいないということですが、

地震時の対応として義務化されないのでしょうか」。これは技

術的な問題もありますが、災害時に避難するのが学校になる

ケースもあります。そうした学校施設と耐震整備についていか

がでしょうか。学校の体制ができていないということについて。

阪本　学校の耐震改修は努力義務とされています。学校には、高

い安全性が求められています。従って、学校施設が避難所とし

て指定されているところは学校に避難することが安全だと思い

ます。ただし、災害種別に避難所として利用できる施設は異な

りますし、避難所となった学校をどのように運営するのか、行

政のみならず地域ぐるみで事前に考えておく必要があります。

避難所の運営の仕方は避難所により違います。行政は施設の

を開けて避難所を開設しますが、運営の仕方については避難施

設を利用する人がみんなで考えなければなりません。そのため

の取り組みを日頃から進める必要があります。

王　「ハラールフードについての対応やモスクが外国人の避難所

になるといった事例からは、文化、宗教の違いをふまえて避難

時にどのように対応していくのかが課題になっている」という
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チャットをいただきました。またディスカッションで話し合い

たいと思います。阪本先生、ありがとうございました。
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災害時の外国人のボランティアは
積極的な防災になりうる

東北大学大学院教育学研究科准教授　李　　　仁　子

1　はじめに

みなさん、こんにちは。よろしくお願いします。今日はよろし

くお付き合いください。

今回の私の話は、震災が起こったときに、外国人に対して、ど

のように防災・減災ができるかという話です。外国人自らのボラ

ンティアそのものが積極的な防災になりうるのではないかという

問題意識をもって用意をさせてもらいました。みなさんの身近な

周辺のことに引き寄せながら、今日の話を聞いていただきたいと

思います。

今日は、東日本大震災の現場で出会った外国人とその周辺につ

いての話をしようと思います。そのなかでも、外国人の女性たち

が行ったボランティアを事例に、多様な人たちの存在や、そのつ

ながりの大切さについて考えたいと思います。こうした事は現代

では言うまでもなく多くの場面で言われていますが、私が見た事

例をあげると、みなさんがより想像しやすくなると思います。甚

大な被害をもたらした被災状況を疑似体験することのお手伝いに

なるのではないかと思います。それが、「もしも」の時のみなさ

んの想像力の糧になればというように思います。
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2　自己紹介

自己紹介させていただきます。私は韓国生まれで、大学を卒業

してから日本に留学しました。日本の大学院で文化人類学を学び、

移住者の研究、今日のテーマになっている在日外国人のことを主

に研究してきました。現在は東北大学の教育学部で文化人類学を

教えながら研究しております。先ほど、阪本先生が「地震になれ

ていない外国人の場合はどこに避難すればいいかということが分

からない」と仰いましたが、26 年前に起こった阪神淡路大震災の

時には、私自身がまさにその通りでした。当時、ちょうど修士論

文の提出締切の 3日前で、私はその日の早朝に寝始めたばかりの

ときに、強い地震が起こりました。地震に対して何も知らないと

いうことが、その時初めて分かり、本当に怖かったことを覚えて

います。これが 1分以内で終わることさえ、分からないような状

況でした。何も分かっていない怖さのようなものは相当大きかっ

たです。そのような状況ではやはり身近なところで日本人の行動

が見えるということは非常に安心なことです。そこから、十数年

経ってから、私が被災地の復興について研究するとは想像できな

かったですけれども、そのようになりました。

3　誰も経験したことのない大津波に襲われた時の避難所

まず、誰も経験したことのない大津波に襲われた時の避難所と

いうのを想像して頂きたいです。東日本大震災は 1000 年に 1 回
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あるかどうかの災害だとよく言われています。1000 年に 1回です

ので、生きている我々のなかでは誰も経験していない訳です。そ

のような状況では、専門家といわれる人でも初めての経験になる

わけです。

石巻市の船越という地区は 60 人くらいが生き残りまして、ほ

とんどの家が津波で流出しました。地区内には、小学校がありま

した。写真１に写っているのは震災 1ヶ月後の 4月に小学校の 3

階に村人が集まっている様子です。船越は震災によって危険区域

になったため、人々は住むことが出来なかったので、この人たち

は船越から離れたところから会議のために集まっています。漁業

や森林などの村の共有財産の分配や、内陸集団移転か高台移転か

を議題に話をしたり、安否確認などが主な議題でした。最初の

フィールドワークはこの総会の参与から行いました。

写真 1　石巻市雄勝船越地区、小学校の 3階
に集まる地域住民
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そこでリーダーシップを取っていた人が言っていたことが、今

でも記憶に残っています。当日から自衛隊が入ってくるまでの 1

週間足らずの期間の話です。船越地区の中には、流出していない

家が 3軒ほどありました。広く部屋を使うためには、3軒に分か

れて避難生活することも考えられました。しかし、そうせずに、

子ども、老人、男女関係なく、みんなが一カ所に集まっていたわ

けです。そこには、このリーダーのアイデアがありました。こう

した時には、老人は老人の知恵を、子供は子供の力を、女性は女

性の力、男性は男性の力、年齢も関係なく様々な知恵や力を集中

させて、お互い助け合いながら打破していくことが大事だという

のです。つまり、人たちが色々な知恵をもっているから一緒にい

た方がいいということを言っていました。

この時にほとんどの家が流されていたので、米などの食べ物が

全く足りませんでした。しかし、日頃から田舎の農村部、漁村部

では少しずつ玄米を精米して使う習性が強く、玄米はあるけれど、

精米した米がないというような状況でした。60 人から 100 人くら

いの食事を用意することは大変困難な状況でした。その時に、玄

米を精米に手動でもできる方法を知っている年配の方がいまし

た。玄米を瓶のなかにいれて木の棒で突けば玄米の皮が剥けると

いうことでした。お年寄りや子供たちは救済のための瓦礫撤去や

行方不明者の捜索活動ができないため部屋にいるしかなかったの

ですが、その作業を行い、みんなが食事ができるようにしていた

という話でした。すなわち、この事例から私たちが学べることは、

突然の災害が起こった時には多様な人たちが大勢いることが力に
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なるということですが、同意いただけるのでしょうか。

4　東日本大震災時の外国人のボランティア

この発表では、2人の事例を通して考えたいと思います。東日

本大震災で外国人のボランティアをした Kさんと Uさんの事例

です。二人とも、在日コリアンで国際結婚をした女性です。Kさ

んは、被災地で買い物代行や見守り隊などのボランティアを、U

さんは自分の経験や知識を伝えるボランティアを行いました。彼

女たちの活動や周りの状況を詳細に記録し、文化人類学の民族誌

の作成を試みました。民族誌は、聞く側や読む側にとって災害の

疑似体験となります。この疑似体験は、実際、自分がいざとなっ

たときに想像力を発揮できる助けになります。災害時の想像力と

いうのは非常に重要で、みなさんも防災訓練や災害に対する備え

を考えておられると思いますが、実際、その時に置かれた状況、

災害の大きさや種類、それらによって対策や対応が似ているもの

は一つもないわけです。そうした状況では、記憶している様々な

ものをその場で組み合わせて、災害をうけたその時の状況に応じ

て動くしかありません。分かりやすいマニュアルはありません。

その人が今まで生きてきた体験とか、疑似体験してきたものの中

から想像して次の行動を編み出すしかありません。ですから、私

は防災につながることを望んで研究しておりますが、直接的に、

こういう時にはこのように逃げればいい、こうあるべきだという

ものではないということです。
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5　東日本大震災時の外国人のボランティア―Kさんの事例

1 人目の事例の Kさんは、2000 年に国際結婚で来日しました。

みなさんご存じのように、東北地域では、嫁不足が問題となり、

1980 年代から外国人女性たちが花嫁として来日しました。東京や

大阪、京都といった都会とは異なるかたちの外国人の構成メン

バーがいます。仕事だけではなく、日本の家庭に入っている外国

人の女性たちがいます。Kさんもそのようなケースでした。Kさ

んの場合、国際結婚を専門にしているブローカーを通じて結婚し

ましたが、仲人から言われた条件の内容と実際はかなりのギャッ

プがありました。仲人から言われていたほど旦那さんの収入が高

くなく、生活は苦しいものでした。その上、彼女の場合、日本語

も分からない状況で来日しましたので、より複雑な問題を抱える

ことになります。ところが、彼女は諦めず、仙台の日本語学校に

かよって一生懸命勉強しました。さらに、それにとどまらず、あ

る程度勉強してからは石巻に暮らしている国際結婚した女性たち

のための日本語教室を運営する NPOを立ち上げます。そこには

自分と同じ境遇の外国人女性たちのコミュニティを作りたいとい

う思いがあったようです。震災 2年前にその NPOを立ち上げま

したが、震災によって、彼女はなにもかも失ったので、これを機

に旦那さんと都会に出ていくかを悩んだそうです。ところが、旦

那さんは出て行かないということで、「では、この地で何ができ

るのか」と考えたところ、ボランティアを始めました。はじめは、

マッサージなど様々なボランティアの人たちが、Kさんの NPO
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に支援の連絡をしてきて、Kさんがその教室を彼らに提供するこ

とから始めました。それが後の買い物代行や見守り隊に繋がって

いくことになりました。

6　買い物代行と見守り隊

NPOの教室を提供して、外部のボランティアと接したことが

きっかけとなって、買い物代行や見守り隊を始めました。時間の

関係で結論から申し上げますと、このような積極的なボランティ

アによって、日本語はもちろんのこと、日本社会や地域に関する

理解が深まっていきました。今まで自分の家族とだけ使っていた

日本語、あるいは旦那さんの家族を通してしか理解できなかった

日本社会のことを深く理解することにつながりました。その活動

から得た経験を糧に、現在は東京に移住し、人材派遣会社を起業

しています。

写真２、３は、震災 1年目に NPOの活動をしているときの様

子ですが、地図のなかに、彼女たちが見守りや買い物代行をする

ところを書き記して、どこに行けばいいのかを 2人ずつグループ

を組んで、訪ねました。その隣には「ごはん」なのに「こはん」

と書いてありますが、これは、日本語教室で日本語を学んでいた

外国人女性たちが書いたものです。濁音が苦手ですね。この様子

から窺えることは、地域の地図も震災前には全く考えたこともな

かった彼女たちが、このボランティア活動を通じて地域のことを

空間的にも理解していったことです。
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写真 2　左、ボランティアに行く世帯が記された地図を説明するKさん
写真 3　右、買い物代行のために外国人女性たちが書いたメモ

彼女らが実際訪ねていくのは、このような所（写真４）ですが、

ほとんどの建物は残っているものの、その時は住んでいない家が

多かったです。例えば、今この 3階建ての建物のなかには 1人が

暮らしているかどうか、という状況で、車がないと本当に買い物

ができない場所です。さらに、ここは石巻ですが、被災から 6か

写真 4　買い物代行を行っていた地域の風景
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月以上経っても石巻市内の方に出ていかないと買い物ができると

ころがない状況でした。そういったところで買い物代行や見守り

隊をしていました。

7　大津波被災者の娯楽支援

それから時間が経って、大津波で集落ごとなくした人たちが、

集団移転ではなく、バラバラな地域から仮設住宅で暮らすように

なりました。高齢者の中で、お茶を飲むくらいの友達もなかなか

できない状況にありました。こうした中で、被災地のコミュニ

ティ形成のための国からの助成金を利用して、NPOが高齢者の

被災者たちが集えるお茶会を作りました。写真５、６はその様子

です。彼女が Kさんですけれど、集まった高齢者たちとの距離の

近さを見て取れます。

写真 5　  K さんの NPO で開いた
お茶飲み会

写真 6　  K さんと地元の住民の付
き合い

ここまでなるには、時間がかかりました。最初、買い物支援の
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ときには、外国人が現れると、どうしてそんなことをするのか、

というような感じで疑われていたようです。そのため、はじめの

うちは NPOのスタッフである日本人と外国人がペアになって訪

ねました。興味深かったのは、日本人と外国人のペアで家を訪ね

て行くと、被災者はどこに視線を合わせるかといえば、日本人に

目を合わせたり、話を合わせたりするらしいです。自分の家にこ

ういうものがあると言いながら、持ち出すものも立派なものを見

せてくれたり、どこか見栄を張るかのような姿だったそうです。

後に、外国人のスタッフだけでも信頼されたり、活動に慣れてき

たときには、ほとんどが国際結婚女性たちで家庭訪問を行いまし

た。その時の被災者の態度は日本人と一緒に訪ねた時とは違う様

子を見せてくれたそうです。例えば Kさんと中国人女性のペアで

家庭訪問をすると、ぐっと眼差しが低くなって、普段は見せない

部分を見せてくれたと言います。対面を考えて胸の中に秘めてお

いた話をする。「実を言うと」と切り出して、例えば自分がどの

ような苦労をしてきたのか、自分の息子もインドネシア人と結婚

しているとか、今まで日本人のスタッフの前では言わなかったよ

うなことをポロっと話すことがあったというのです。

日本人のスタッフが多いわけではないので、外国人同士で行く

と今度は時間の経過とともに被災した方々の態度が変わる。胸の

うちの話までできたことで、仲良くなって距離感が縮むような経

験をしたそうです。Kさんたちが行った外国人女性のボランティ

ア活動は、日本語や地域に関する理解を深めただけではなく、根

本的な人間に対する理解も深めることになりました。彼女らも被
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災しましたけれども、全てを失ってしまった、そういった人同士

が見せあう顔があります。そういったものを彼女らは経験したわ

けです。これが直接的に減災、防災に役立つわけではないですけ

れど、その後、彼女たちが日本を生きる上で必要な力量を確実に

高めることにつながったことには疑う余地はありません。

8　東日本大震災時の外国人のボランティア ―Uさん
の事例

もう 1人の事例の Uさんは、「梅ちゃんキムチ本舗」というキ

ムチ会社を経営している方です。彼女は 1991 年に来日して限界

集落の ” 家督 ” の家に嫁に来るわけです。みなさん ” 家督 ” とい

う言葉は、都会の方はちょっとピンと来ないかもしれないと思い

ますが、農村や山村、漁村の限界集落は、震災が起こるまで、家

督が守ってきた状況を理解して頂ければと思います。彼女は、山

形の標高の高い山村にお嫁さんとしてやってきました。そこで野

菜を栽培してキムチを作って、周囲に裾分けしたことがきっかけ

で製造・販売まで繋がっていたわけです。そのおかげで地元の外

国人のお嫁さんの雇用を創出しています。それは、雇用の創出以

外の意味もありました。日本へ来て日本語や日本の文化を知らな

い、寂しい思いをしている外国人のお嫁さんたちに仕事を提供し、

10 年間の会社経営の傍ら、彼女たちのコミュニティ形成にも役

立ったのです。地元の日本人たちにもキムチの作り方を教えたり、

イベントがあるお祭りで商品化されたキムチを売ったりしていま



－40－

した。（写真７、８）Uさんは、在日外国人の間だけではなく、

地域の中でもよい意味での影響力を持った人の一人でした。その

ような彼女の存在を知るようになった岩手県大槌町で災害の研究

写真 7　地元の人たちにキムチの作り方を教
えるUさん

写真 8　地元のお祭りなどの行事に参加して
キムチ販売をするUさん
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を行っていた人類学者が、彼女の経験を伝える巡回講演を依頼し

ました。

9　大津波被災地域で巡回講演 ―経験の裾分けボラン
ティア

岩手県の大槌町の沿岸部は、津波による被害が大きい被災地域

です。養殖や漁ができない男性たちに代わって、海産物を女性た

ちが加工して収入を得る道を模索していました。調査していた人

類学者は、地域の女性たちに Uさんの話が役に立つと思い、彼女

に経験談をお願いしたのです。言ってみれば Uさんは、「経験の

裾分けボランティア」を行ったわけです。浜ごとに競争する傾向

にあったため、隣同士の浜だったのにも関わらず、3箇所を回る

ことになりました。3箇所とも、こんなに真剣なまなざしで話を

写真 9　Uさんの巡回公演（経験
の裾分けボランティア）を聞く大
槌町の女性たち

写真 10　U さんと大槌町で調査
を行う人類学者の竹沢尚一郎先生
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聞いています。（写真９、１０）

沿岸部の生業は、漁は男性が行い、それを奥さんたちが魚市場

に売ることで収入を得ていましたが、被災した直後は収入が無

かったので、どうすればいいかということを Uさんに聞くことで

いろんなアイデアを自ら出せるようになりました。「私たちもこ

のようなものを作ってみたけれど」といって意見交換になること

もありました。（写真１１）

ここで重要なのは、この Uさんは、会社を起業してはいるもの

の、言葉も、日本の風習も知らないところから始めていたことで

す。家でとれた野菜を使ってキムチを作った経験を、大津波です

べてを失った漁村の女性たちに話をすることで、「自分たちにも

何かできるのではないか」という勇気と想像力を引き立てた効果

がありました。要するに、普通、外国人と言ったら、脆弱者だと

見られがちです。その点がよかったと思います。こういう時に環

写真 11　自分たちで作った加工品の試
作をUさんに渡す女性
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境が整って、誰が見ても専門知識を備えたような起業家が行って、

「あなたたちもこうすればきっとうまくいく」と言っても、被災

地の女性たちに遠く聞こえた可能性もあります。流暢な日本語を

使っているものの、イントネーションなどからすぐ外国人である

ことがわかる Uさんが、日本に来たばかりのときから、どうやっ

てキムチを作って売るようになったのか、という話をする。そう

すると、ものすごくハードルが低く感じられて、自分たちでもな

んとかなるかなという気にさせてくれる。Uさんの講演会は、そ

のような勇気と想像力を与えるようなものでした。

ここで言いたかったのは、突然訪れる災害でみんな困るのは同

じだけど、そこで “ 強い人 ” や “ 弱い人 ” と分かれる訳ではなく、

弱いものは弱いものなりの経験をもっているということです。あ

るいは、強い外国人がいるということではなく、その弱さ、強さ

というものに関して我々は考える余地があるということです。弱

いながらも高齢者や子どもが大きな力を発揮した場合もありま

す。我々が計算できるような強さなど、そうしたもので人の心が

動かされるわけではありません。私が主張したかったことは、も

う一度立ち返って、大災害のときには多様な人々の知恵や想像力

で行動を促す勇気が人間を救うということです。

10　多様性の良さを引き寄せる想像力

皆さんと一緒に考えたかったことは、「多様性の良さを引き寄

せる想像力」の大切さです。災害時には、全て備わって強く見え
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る人が想像以上に何にもできず困る人もいます。反面、誰も思っ

てもいなかったアイデアが出せる人がいるかもしれません。普段

はシステムのなかで物事が流れていますが、そうではない場合に

は思ってもいなかった人が意外なアイデアをもっている、そうし

た想像力をもつことで、災害を一緒に乗り越えていくことができ

ます。そして、その可能性を思い浮かべることこそ、セーフティ

ネットになりうるのではないかと思っているわけです。

11　災害の民族誌

今日は 2人の事例を紹介いたしましたけれど、人類学でいう災

害の民族誌を目指しています。このような研究は、防災、減災に

ついて、直接的に役立つものではないかもしれません。しかし、

被災で何が起こるのか、被災したらどうすべきかなどの想像力を

引き立てる指南書のようなものです。その民族誌を通して、我々

は想像することができるのではないかと考えて、ご紹介させて頂

きました。本日はありがとうございました。
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振り返り（前半）
グラフィックファシリテーター　出　村　沙　代

王　まず後半の発表の前に振り返りをお願いします。よろしくお

願いします。

出村　後ほどみなさんから感想をいただけるように付箋紙を貼る

場所もつくっています。次の休み時間には、ぜひみなさんには

ここに参加していただければと思います。みなさんがどう思わ

れたかを思い浮かべながら聞いていただければと思います。

 　ラムザンさんのお話では最初、動画を使って話されました。

コロナで困っていることの話、コロナ禍の対策のご紹介や部屋

の広さが礼拝する上で十分あるといった話でした。後半では、

4年前に設立された IRCJについて心の拠り所になるようにま

た、地域の人と交流できるように、共生できるようにというこ

とを熱を込めて話されました。また困っていることは働いてい

る人が帰国してしまい、工事が進まないということをお聞きし

ました。いろいろありましたが最後、特に困っている方を助け

ていきたいという今後のお話が印象的だったので色をカラフル

に付けさせていただきました。後ほど、みなさんからも「ここ

が私には響きました」と書き込んでいただければと思います。

 　お二人目の阪本先生のお話です。在留外国人の話、技能実習

生の中でまだまだ課題が多いということをお話いただきまし

た。また、台風 19 号の例、西日本豪雨の事例をあげていただ

き具体的な話の中で「いつ、どこで、何をしたらいいのか」と
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いう実際の体験をもとにしたお話をいただきました。実際に外

国人がどこへ避難するのか、観光客が帰れないという話もして

いただきました。「コミュニケーター」というキーワードが印

象的で「外国人と地域をつなぐコミュニケーターが重要である」

と書かせていただいています。

 　3人目の李先生です。発表ではお二人の実際の体験の話をも

とに事例をご紹介いただきました。李先生ご自身も何もわかっ

ていない怖さを体験したということで、今回、多様な人の存在

やそのつながりをみなさんにご紹介しますというスタートをし

てくださいました。一つ目に受け取ったメッセージとしては、

突然、災害が起こった時には多様な人たちがたくさんいる方が

よい、知恵の宝庫になるということです。また Kさんと Uさ

んのお二人の事例では、お二人とも国際結婚で来日されていま

すが、こうした震災を通じたボランティアの経験を通じて日本

語や日本の社会を深く理解することにつながったという話、日

本を生きる上で必要な力量を高めたという話をお聞きしまし

た。また Uさんの話ではキムチのつくり方を教えたり、「経験

の裾分けボランティア」を通じて勇気と創造力を引き立てたと

いう話でした。最後に多様性のよさを引き寄せる想像力、想像

以上に困っている人もいれば、想像以上にアイディアをもって

いる人たちもいること、いっしょに乗り越えようとする想像力、

そういう可能性を思い浮かべることこそ、セーフティネットに

なるのではないかという話がありました。

 　ここまでが私たちが聞こえた言葉ですが、後ほどの休憩時間
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にみなさんにリンクを送ります。そうしますと、みなさんから

感想や質問を受けるようになっています。操作方法については

後ほどご紹介します。

王　ありがとうございました。では後半の発表は内田晴子さんに

お願いします。
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「外国人」とは誰か
―日常の出会い・災害時の出会い―

世界人権問題研究センター登録研究員　内　田　晴　子

私の報告の目的は、まず、「外国人」といっても多様ですので、

別の視点からもう少し解像度を高めていきたいということです。

職場以外の日本人との接点が少なくて日常での出会いが難しい人

や、防災情報に触れにくい人たちも少なからずいらっしゃるので、

在留資格についてお話する中で、雇用の形態や働き方を想像して

いただきながら、防災についてどういうアプローチが可能か考え

るヒントになればと思っています。

もう一つは「外国人」の側の日常経験の一端を知り、日常で起

こっていることは災害時でも起こることなので（注：これはいつ

も小山真紀先生がおっしゃっていていることです）、非常時にも

起こりうることとして認識していただくことです。そしてできれ

ば、被災後の避難所などで、みなさんが必要な時に適切に介入で

きるようになっていただければと思っています。

1　 「外国人」という言葉はいろいろな使われ方がある

「外国人」という言葉は、大きく 3つの意味で使われていると

考えています。一つめは、法律がその範囲を定義する「外国人」

です。例えば、「出入国管理及び難民認定法」（以下、「入管法」



－50－

と呼びます）では、外国人とは「日本の国籍を有しない者をいう」

（2条第 2項）と定義しています。では日本の国籍を誰に認めるの

か、その範囲を定めるのは国籍法です。国籍法の改正を通じて、

誰が日本国籍か、誰が法的に「日本人」になるかは変わり得る、

ということになります。最近では 2008 年の国籍法改正で、日本

国籍をもつ人の範囲が少し広がったということがあります。

2つめの使われ方は、日本社会の多数派の側、つまり日本語が

できて日本国籍をもち、外見も自分が考える「日本人の外見」だ

と思っているマジョリティの側が、ある人に対して「あの人は外

国人だ」と眼
まな ざ

差す、その眼差しによって「外国人」とされる場合

です。ある人の国籍はいちいち確認できるわけではありませんの

で、実社会では、国籍にかかわらず見た目とか断片的な情報で勝

手に判断して「あの人はガイコク人だ」「ガイジンだ」などと名

指しをしています。このような使われ方は、「（自分の考える）日

本人には見えない」というマジョリティ側からの線引きの表現で

もあります。

3つ目の使われ方。この講演会もそうですが、防災の文脈で考

える必要のある「外国人」という使われ方です。防災の観点から、

何らかの考慮や配慮が必要な存在という意味で使うのであれば、

法的に外国人であるかどうかはあまり関係ありません。日本国籍

だが、日本国外で育ち、日本語との接点が少ないことで情報を得

ることが難しい人。家庭内に日本語話者がいない中で育った人。

年齢相当の日本語能力を獲得する機会に恵まれなかった人。日本

国籍でも、そういう背景をもつ人たちが一定数、日本に暮らして
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います。私は日頃は、「日本人と外国人という二項対立の枠組み

に限界がある」「日本人という概念のアップデートが必要」といっ

ているので、この人たちを「外国人」の枠に入れてしまうのは、

できれば避けたいのですが、しかし防災の文脈で考える時には、

このような人たちの存在も想定しておいていただきたいと思って

います。

2　〈日本人 vs. 外国人〉という枠組の限界

約 10 年前（2010 年）の国勢調査のデータですが、55 歳未満の

親と同居する子の人口を父親と母親の国籍別に集計したものがあ

ります。（詳細は、高谷幸・大曲由起子・樋口直人・鍛治致・稲

葉奈々子「2010 年国勢調査にみる外国人の教育―外国人青少年

の家庭背景・進学・結婚」岡山大学大学院社会文化科学研究科紀

要第 39 号（2015.3）pp.37-56.を御確認ください。QRコードあり）

このうち、「少なくとも一方の親が外国籍」という人を数えて

みると全体の 7.7％くらい、だいたい 13 人に一人です。この人た

ちの年齢層は、55 歳未満の母と同居しているとすれば、下は赤

ちゃんから上は 30 代後半くらいまででしょうか。成人して親と

同居していない人も多くいるでしょうから、この年齢層のすべて
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の人が含まれるわけでもなく、ざっくりした数字です。この人た

ちのいろんな属性の内訳もわかりません。アイデンティティとし

ては、ハーフ、ダブル、ミックスルーツといえるかもしれないし、

「○○系日本人」といえるかもしれません。言語面では、両親も

自分も外国籍だが、自分自身は日本語育ちだという人もいるで

しょう。逆に、日本国籍だが日本語や日本文化との接点が少ない

中で育った人もいるでしょう。さらにいえば、国籍も一人に一つ

とは限らないですし、国籍変更する子どももいます。

このように、年齢の若い層に目をむけると、少なくとも一方の

親が外国籍という人はまったくめずらしいことではありません。

その中で〈日本人 vs. 外国人〉というふうに単純に分けられる、

と想定することには無理があり、「日本人」も「外国人」もそれ

ぞれ多様であることを前提にする必要があります。先ほど述べた、

「外国人」という語の三つの意味をそれぞれ円として描いてみる

と、次の図 1のようになります。今日のここまでの報告にありま

した、結婚や留学や仕事をきっかけに来日した人や技能実習生た

ちは、法律上の外国人で、かつ日本社会のみんなにも外国人と思

われている、3つの円が重なる部分の人たちが多いでしょう。こ

の 3つの円が重なる部分を「外国人」として一番に想定しがちで

すが、3つの円は実は少しずつずれているということを、「外国

人」という言葉をつかうときには意識しておきたいと思っていま

す。
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図 1　外国人という語のいろいろな使われ方

3　法律が定める「外国人」と在留資格

一つめの円である法律が定める「外国人」、つまり日本国籍を

もたない人は、入管法に基づき、ひとり一つの在留資格で日本に

滞在することになっており、現在 29 ある在留資格はいくつかの

観点から分類できます。まず、「こういう活動ができます」とい

う活動内容を定める在留資格と、日本人の配偶者等、定住者、永

住者といった身分に基づく在留資格とに分けることができます。

現実的に大事なのは、制限なく働けるか働けないかという分類で、

許可を得て週 28 時間以内なら働けるという在留資格もあります。

個々の事情に応じて決定されるような「特定活動」と呼ばれる在

留資格もあります。例えば技能実習生の中で、技能実習期間が終

わったのにコロナ禍で帰国できなくなった人たちには、「特定活

(1)
(2) 

(3)
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動」の在留資格に書き換えて帰国できるまで日本にいられるよう

な対応がありました。

どのような在留資格で、どれぐらいの人たちが働いているので

しょうか。こちらの円グラフ（図 2）は令和 2 年 10 月末現在で

「外国人雇用状況」の届出を厚生労働省がまとめたもの（https://

www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16279.html）です。働く外国人が日

本語や多言語で提供される災害に関する情報に触れる機会がある

かどうか、自治体や国際交流協会など諸団体による情報発信やア

ウトリーチに接する機会があるかどうかは、その人の働き方、居

場所、生活世界のあり方と関係するように思います。大きくわけ

て、専門的・技術的な活動分野の在留資格で働いている人たちは

全体の 2割、多種多様な個別事情に応じた「特定活動」は 2.6％、

「技能実習」の人たちは増えていて 23.3％。「資格外活動」とある

のは、「留学」の在留資格の人や、家族滞在の人たちによる週 28

時間までの就労で、これも全体の 2 割。全体の約 3 割を占める

「身分に基づく在留資格」とあるのは定住、永住、日本人の配偶

者等といったもので、在留資格としては安定していますが、働き

方としては必ずしも安定的な雇用状況というわけではありませ

ん。因みにこの資料は都道府県別でも公表されており、京都府で

は専門的・技術的分野の在留資格の人が 27％と、やや多くなって

います。
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図 2　在留資格別外国人労働者の割合

4　在留資格のない人は？「非正規滞在」の考え方

在留資格のない状態で日本で暮らす外国籍の人もいます。在留

資格を更新しなかった、できなかった人、在留資格に定められた

活動に従事しなくなった人などがそれにあたります。在留資格の

更新の時に失業していたとか、あるいは近年は報道で広く知られ

るようになりましたが、技能実習生が実習先の職場から逃げた、

といった背景がある場合もあります。入管法に反して在留資格を

失った状態を「不法滞在」とするのが日本政府の立場です。収容

することができますし、強制的に帰国させることもできるという

制度になっています。実際の地域社会の中では、入管当局に見つ

かって収容されるまでは、あるいはある時点で出頭するまでは働

くという人もいますし、いったん収容された後に、条件や事情に
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応じて収容をとかれ「仮放免」と呼ばれる状態で暮らす人もいま

す。

国際的な人権基準では、このような人たちは「非正規滞在」と

呼ばれます。英語でいうと illegal（不法、違法）なのではなく、

undocumentedまたは irregular、つまり正規の書類がない、規則

外の、非正規の滞在であるということです。非正規滞在の人たち

は、個々の事情を踏まえた審査を経て、日本に正規に滞在できる

「在留特別許可」を得る可能性もありますし、当局の決定に不服

があれば裁判を起こすことも可能です。現時点で非正規滞在の状

態だからといって、「ここにいるべきではない」という判断を一

般市民である私たちができるというものでもありません。非正規

滞在の労働力を産業界が必要としてきたことも事実ですが、現在

は政策により減少傾向にあり、国の統計では 7万人から 8万人程

度とされています。地域でおそらく目立たずに暮らしている、非

正規滞在の人たちのことも、災害に備えて考えておきたいと思い

ます。

「仮放免」の場合を除けば、自分が「非正規滞在」であると明

らかにする人と出会うことはめったにないと思います。非正規滞

在者の経験について学べるものを三点ご紹介します。しっかり学

べる学術専門書としては、鈴木江理子『日本で働く非正規滞在者

―彼らは「好ましくない外国人労働者」なのか？』　（明石書店、

2009 年）がありますし、今すぐ読めるものとしては「ニッポン複

雑紀行」というウェブメディアの「自分は何者なんだろう。『非

正規滞在』を経て私は日本で看護師になった」というタイトルの
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インタビュー記事（2019 年 2 月 12 日 QRコードあり）がありま

す。この方は、子どもの時に家族で来日して暮らしていたが、高

校生のときに非正規滞在の状態になっていることに気づき、親を

説得して出頭したところ、両親と妹、弟は収容されてしまいます。

それを乗り越えて、専門職資格と日本国籍を得るまでのご自身と

家族の経験が語られています。

また、新聞書評でもとり上げられた、ナディ『ふるさとって呼

んでもいいですか　6歳で「移民」になった私の物語』　（大月書

店、2019 年）という本も読みやすいです。この方も子どもの時に

家族で来日し、非正規滞在の状態で小学校から高校まで通い、そ

の後、正規滞在になるまでの過程を、子ども時代に感じていたこ

とも含めて率直に語られています。おふたりとも日本で教育を受

け、日本での正規滞在が認められた今、日本語で自らの非正規滞

在経験を詳細に語っていますが、現時点でこのような非正規滞在

の家族や単身労働者は、災害時、緊急時にはどうしたらいいで

しょうか。非正規滞在の人にとっては、避難所にきたり支援を受

けたりすることはためらわれることかもしれません。在留資格を

確認されたりすると、その人にとって安全とはいえないからです。
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5　「外国人」というまなざしを受ける人たちの経験

2 つめの円である、社会の多数派から「外国人」とみなされる

人たち。見た目などで「外国人だ」と判断するまなざしは、災害

時にどう機能するでしょうか。「いっしょに逃げよう」と危険を

知らせる、「なにか困っていますか」と声をかける。そういうふ

うにプラスに働くことこともあれば、その人自身がもっている

「外国人」というものに対する偏見や思い込みが反映された行動

をとってしまうこともあるかもしれません。他方、滞日年数の長

い外国人は、災害時に支援側に回ることも少なくありません。し

かし一般的には、日常で起こっていることが災害時にも起こるこ

とを考えると、「外国人だ」というまなざしを受ける人たちがふ

だん経験していることを知っておく必要があるかと思い、ご紹介

します。

2017 年に法務省が公表した「外国人住民調査報告書　改訂版」

（QRコードあり）は、外国人（＝外国籍者）を対象になされた調

査です。各自治体ではそれまでも類似の調査は行われていました

が、全国調査はこれが最初ということです。調査内容は、1）日

本人とのつきあい　2）日本社会における差別・偏見　3）外国人

に対する差別的表現　4）なくすための施策について、と大きく 4

つあるのですが、このうち 2番目の「日本社会における差別・偏

見について」の結果をみてみましょう。
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図 3　過去 5年間に差別的なことを誰に言われたか（複数回答）

「過去 5年の間に外国人であることを理由に侮辱されるなど差

別的なことを言われた経験は？」（図 3）に対して「よくある」

「たまにある」という回答が 29.8％、約 3 割です。誰から言われ

たかというと、複数回答で一番多いのが「見知らぬ人」で約 5割、

次いで「職場の上司、同僚、部下、取引先」が約 4割。道を歩い

ていて見知らぬ人から差別的なことを言われるって、怖いですよ

ね。次に多いのが「近隣住民」からで約 2割。「公務員や公共交

通機関の職員」から言われたというのが 13％もあります。

こういうことはいわれる側の立場にならないと気がつかないも

のですが、端的にいって日本の社会ではわりと日常的に人種差別
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があるよということが、全国調査で可視化されたともいえるで

しょう。「差別」という言葉は強すぎると感じる方もいらっしゃ

るかもしれませんが、これは他の言葉では言い換えられないので

「差別」という言葉を使います。ここでは、人種差別のいくつか

のパターンについて、もう少しみていきましょう。

6　人種差別のいろいろなパターン

日本経済新聞に、「働く外国人　差別どう防ぐ　暴言や嫌がら

せも　行政指導に向け条例案　ローソン、来日前に研修」（2018

年 9 月 28 日夕刊）という見出しの記事がありました。コンビニ

や飲食店で働くのは、かなり日本語のできる人たちですが、コン

ビニで外国人店員に難癖をつけたり絡んだりしてくるお客さんに

憤る日本人店長のコメントが紹介されています。また、飲食店の

外国人店員に対して、「お前の言っていることがわからない」と

いってお金を払わずに出て行った例が紹介されています。

もうひとつの記事「台湾出身女性に『国へ帰ったら』差別発言

認め賠償命令」（朝日新聞 2018 年 12 月 27 日）も、日常生活の中

での差別発言の例です。記事によれば、この方は台湾出身で、日

本の大学で学んだ後に日本国籍をとり、日本で起業しています。

スポーツクラブで他の利用者男性とトラブルがあった時に、相手

側はこの方の日本語のアクセントで「外国人だ」と思ったらしく、

「ここは日本ですよ。お国に帰られたらどうですか」と言った。

「その日は怒りで眠れなかった」というこの女性は、大阪弁護士
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会の人権相談窓口に相談した後、訴訟を起こして賠償が認められ

ています。

これらの事例は、直接的な「古いタイプの」人種差別の典型例

です。いずれも日本語能力が非常に高い人たちで、ひとりは日本

国籍ですが、日本語の発音が「外国人」と判断する引き金になり、

差別行為が発生しています。もちろん発音が「ネイティブ並み」

であればいいという問題でもなく、他のものが引き金になること

もあるでしょう。

「古いタイプ」というからには、「新しい」人種差別もあるわけ

ですが、それは例えば、「もう人種差別なんて、ないよ」「私（た

ち）は差別なんかしてないのに、そんなこというなんて」という

形で現れます。普段はマイノリティに共感的、同情的であっても、

誰かが「自分が受けた、この扱いは差別ではないか、不当じゃな

いか」と言い出すと、「そんな言い方では誰も味方になってくれ

ないよ、応援できないよ」「怒るのはよくないよ」といった形で

出現します。

もうひとつ押さえておきたいのは、「レイシャルハラスメント」

です。休憩時間中に寄せられたコメントの中で、「避難所でのセ

クシュアルハラスメント、性暴力」の話が出ていましたが、これ

と同じことがレイシャルハラスメントでも起こりうるという認識

を共有したいと思います。参考になるのはこちらの書籍（金明秀

『レイシャルハラスメント Q&A―職場、学校での人種・民族的

嫌がらせを防止する』解放出版社、2018 年）ですが、ここではレ

イシャルハラスメントとは、人種（race）、皮膚の色、祖先、出
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身地、民族的出自、民族文化、宗教的な信条、国籍とか、諸々の

人種・民族的な要素に基づくハラスメントだと説明されています。

日本の場合、人種差別について自分事として学ぶ機会があまり

ない、というのが難しいところです。「人種差別」ときくと、ア

メリカ合衆国で起こっていること、黒人差別のことだという理解

でストップしている人は意外と多いのではないでしょうか。「そ

れ、差別じゃないか」とか、「差別してしまうかもしれない自分」

に気づくところから始めないといけないです。差別の「意図」と

差別の「行為」は別なのですが、多くの人は、差別行為への指摘

によって自分が悪人だと責められたような気持ちになってしま

い、「差別の意図はなかった（だからこれは差別じゃない）」とな

りがちです。災害時に、分け隔てなく助け合う個人もいる一方で、

日常の延長としてレイシャルハラスメントをはじめとする人種差

別行為は起こり得ます。適切な介入が必要な場面が出てくると

思っています。

7　言語・経験の面で災害弱者になりやすい日本国籍
者もいる

最後に、日本国籍者だけれど、今日の議論でとりあげたい人の

ことを述べます。私がかかわっていた小学校での話ですが、暴風

警報が出た朝、学校は休みになるのに、ある登校班だけが集合し

ていました。それを見た近所の人から学校に電話があり、先生が

かけつけて「今日は暴風警報が出ているから学校は休みだよ」と
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いって子どもたちを帰らせました。どうしてそうなったのでしょ

うか。

集合していたのは、外国籍のひとり親あるいは外国籍の両親と

いっしょに来日して、小学校で日本語学習もしている子どもたち

でした。子どもは日本にもルーツがあり、日本国籍の子も多かっ

たです。保護者は同じ職場で働いていて同じ社員寮で暮らしてい

るので、同じ登校班でした。友達との日常会話は問題なく、前日、

各教室で担任から暴風警報について説明はあったはずです。しか

し保護者も、暴風警報が出たら学校が休みだとわかっていなかっ

たので、普段どおりに集合場所に送り出していました。

この事例が示すように、日本国籍と日本の名前をもち、「日本

人に見える」場合であっても、災害の情報を受けとれない人たち

が一定数いることをお伝えしたいです。2008 年の国籍法改正が背

景にある場合が多いのですが、同じように十分とはいえない日本

語で働く日本国籍・日本名の若者たちもいます。

8　おわりに

在留資格をはじめ、働き方や日本語学習の機会の有無など、い

ろいろなパターンがあるので、防災についてどのようなアプロー

チの工夫ができるのか、みなさんと考えていきたいです。他方で、

注意喚起もしたいのですが、「在留資格にはいろいろな種類があ

る」という知識を得ると、つい「この人の在留資格は何かな」と

確認したくなってしまいます。私もそうです。しかし、在留資格
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で分類して管理するのは、あくまで国家の都合で必要だから、そ

うしているにすぎないことを忘れてはいけないと思います。在留

資格が何であろうが、また仮にその人が今、在留資格が切れてい

ようが、災害時に守られるべき、助かるべき人であることに変わ

りはありません。避難の場面や被災後の相談の場面で「在留資格」

を確認することについては、それが本当に必要なことかどうか、

慎重になった方がよい、というのが私の考えです。在留資格の確

認は、「あなたは合法的にこの場所に存在していますか？」と問

うことでもあります。

また、外国人であることを理由にした不当な扱いは、制度的な

ものから個人の行為まで、さまざまなものがありますが、これも

当事者の訴えを待つのではなく、多数派の側が気づいていくこと

が大事だと思っています。以上です。ありがとうございました。

質疑応答

王　ありがとうございました。コメントで「相手の理解が不十分

なため、どこまで支援する必要があるか判断できない場合があ

る。支援しすぎても支援しなくても差別」といただいています。

内田　うーん。相手の理解というのは外国人当事者の、制度、仕

組みとかルールの理解が不十分だということでしょうか。後半

の部分はわかりませんが、前半の部分は、確かに、どこまで支

援すべきかというのは多くの人に共通する悩みかもしれませ

ん。基本は、まずその人の命、生命の安全を最優先にしながら、

次に、その人が立ち上がって進んでいけるところまでは支える
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というのが一つの目安かと思います。抽象的なご質問なので抽

象的なお答えになってしまってすみません。（追記：外国人の

相談事業を行う複数の団体で、最初に、「この問題を解決して

いくのはあなた自身で、私たちはそれを一緒になって支えます」

という趣旨の確認を行うと伺いました。相談時にどんなに弱っ

ていても、「支援されるだけの人」ではなく、その人自身の中

に力がある、そのことに気づいていく、ということですね。時

間がかかることも多いし、支援の仕方も、最初の直接的な支援

から、手をつなぐ、伴走する、見守るというふうに、かかわり

方も変化すると思います。コメントからは分かりませんが、も

し、質問者の方がおひとりで個人的に支援されていたり、「ど

こまで支援する必要があるのか」といいたくなるほど重荷に感

じられていたりするなら、他の応援の手を借りること、支援の

仕方を変えてみることも、検討していただけたらと思います。）

王　またパネルディスカッションでお話をいただければと思いま

す。ありがとうございました。
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日常と災害をつなぐために
―各地の取り組みから―

岐阜大学流域圏科学研究センター准教授 /清流の国ぎふ防災・減災センター

　小　山　真　紀

1　はじめに

「日常と災害をつなぐために－各地の取り組みから－」という

ことでお話をさせていただきます。内田さんの最後のところ、「在

留資格が何であれ」ということでしたが、私も東日本大震災の時、

外国人の方がどういう状況におかれたか、ヒアリングをさせてい

ただきました。その時に公的な支援につながるということは、自

分が不法滞在状態であることが行政に知られてしまうということ

で、場合によっては生存の危険が高くなる（連れ戻される，国に

返されることが命の危険につながる）ことがあることを知り、よ

り困窮した人ほど支援が受けられなくなるというジレンマを考え

ないといけないと感じたことを改めて思い出しました。

2　熊本地震から

清水裕美子さんがまとめられた「外国人と日本人の 5つの壁」

として、言葉の壁、文化の壁、経験の壁、制度の壁、心の壁があ

りますが、これは平常時でも災害時でも両方あると思います。今

回、「いつも」と「もしも」をつなぐ、「日常」と「災害」をつな
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ぐということが主題ですが、日常と災害はフェーズの違いであり、

日常に係わるものは災害でも全て係わります。限られた一つのカ

テゴリーではないのです。災害時には、困窮している人が、さら

に困窮する、日常の問題が拡大されるのです。つまり、日常の

ちょっとした問題が、災害時には命の危険につながるほど大きい

問題につながってしまう。ここがポイントになると思います。だ

からこそ日常のところで、いかに壁を低く、なくしていくか、取

り組みをしていけるか、どうつながっていけるかというところが

大事なことになります。

2016 年の熊本地震における外国人の困りごとに関する話です。

世界の災害分布を見ると、国によって起きやすい災害の種類が違

います（図 1）。色の濃さの違いが災害の違いを表していますが、

国や地域によって、地震が多いところもあれば洪水が多いところ

もある。地震が全くないところもあるし、水害をほとんど受けな

いところもある。「外国人」という名称で一括りにするにはとて

も多様です。地震がない国から来た人は地震を知らない人もいま

す。ちょっと揺れただけでも死ぬほど驚く方もたくさんいます。

熊本地震が起きたときも何が起きているのかわからない、何をし

ていいかわからない。情報は日本語ばかり、避難所の張り紙は日

本語ですので、いくら有用な情報が書かれていても情報にアクセ

スできなくなってしまうことがありました。避難所も知らない。

災害が起きた時の仕組みも国によってさまざまです。日本人だと

災害が起きて住むところがなくなった方とか住めない状況の方に

は、避難所ができて、そこへいくとご飯が配給される、物資が配
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給されるということを知っていますが、外国人の場合、自国では

そもそもそういう仕組みでなかったり、日本の避難所のことを知

らないので、どこへいったらいいかわからない。受けられる支援

が受けられない。情報が得られないことにつながっていきます。

3　岐阜県可児市の事例から

次に外国人の方々で災害を知らない方が多数いる中で防災対策

をどれくらいやっているかについて、岐阜県可児市の例を見てみ

ます。このデータは少し注意が必要で、無作為抽出で回答率 12％

ほどです。行政の調査に協力しない人たちは、そもそも行政とつ

ながっていないケースも多いです。そのため、これに回答してい

図 1　世界の災害分布
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る人は行政とつながっていたり、国際交流協会とつながっていた

り、地域で活動しているとか、日本人社会とのつながりがある方

の割合が高いデータであると思ってください。つまり、実体はこ

の割合よりも割引いて考えていただく必要があると思います。図

2のとおり、かなりかかわっている人でさえ、「対策は何をやって

いますか？」と聞かれて「特に何もしていない」人が 4割くらい。

おそらく、実際には何もしていない方の割合はもっと多いと思い

ます。図 3のとおり、「参加したことのある活動はどんなものが

ありますか？」では「特にない」が 4割。先ほど説明したとおり、

回答者の偏りを考えると、自治会の行事に参加していない、子ど

も会や PTA活動に参加していない。イベントにも参加していな

図 2　外国人の防災対策（可児市の例）
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い。母国人団体の会合にも参加していない。自国人同士の行事も

参加していない。協会やボランティア団体にも参加していないと

いうような人の割合は実際にはもっと多いと思います。つながっ

ている人でさえ、30、40％が「特に参加していない」ということ

です。地域、母国人同士のつながり、ネットワークをもっていな

い方が相当数いることが想像できると思います。

その一方で、図 4のとおり、「参加したい活動がありますか？」

に対して「関心がない」という人は数％しかいない。さきほど参

加している活動が「特にない」という回答が 4割でしたが、興味

がないわけではないのです。きっかけがないとか、どこでやって

図 3　参加したことある活動（可児市の例）
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いるか知らない、どんなことがあるかわからないという理由で参

加していない。つまり、現状参加はしてないけれど、何らかの

きっかけがあれば、この人たちもそういった活動に参加していけ

るのではないかということが見えてきます。

4　多文化の活動の事例から

次に国際交流協会、日本語教室、多文化の防災活動団体の方に

外国人向け防災活動とその課題について調査を行った結果につい

てご紹介します（図 5）。国際交流協会では「すべての外国人住民

とつながるチャンネルがない」ということでした。国際交流協会

図 4　参加したい活動（可児市の例）
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が全外国人住民のリストをもっているわけではなく、外国人住民

全員にちゃんと情報を伝えようと思うと、転居してきたときの住

民登録時しか周知のチャンスがないとのことでした。伝えたい情

報があったとしても、全員に漏れなく伝える手段がないのです。

次に，「交流イベントは参加するが、防災活動は集まらない」と

いうことがあります。日本語教室では、「防災について話す機会

がない」という課題が指摘されました。多文化防災活動団体から

は、「行政の多文化行政は縦割りなので、そこをつないでいく活

動がない」ことが指摘されました。

「交流イベントは人が集まるが、防災活動には集まらない」と

いうことからは、「防災は楽しさがないと、日常から考える場づ

図 5　ヒアリング調査から
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くりができないのではないか」ということがいえるかも知れませ

ん。また、日本語教室で聞いたことですが、外国人の方に災害に

ついて教えたくない企業があるそうです。なぜかというと「災害

があってこんな危険があるよというと、日本は危険な所だと思わ

れて、日本に来なくなってしまうのではないか」と考える企業が

あるというのです。ここから、「災害について伝えるということ

は、危険や不安を煽っているということ」ではなく、「だから、

こういう対策をするのですよ」と、対策とセットで話をしてあげ

ることで不安を解消して災害に対応できるようにしていけるので

はないかと思います。また、「縦割りを超えたつながり」につい

ては、行政のつながりだけでなく、外国人同士のネットワークと

いうものもあり、地域の中での日本人と外国人のネットワークも

あると思います。「日常の中で防災のことをいっしょに考えてい

ける多様なつながりや仕組みづくり」が大事になってくるのでは

ないかと思います。

さて、では、取り組みの中でどういうふうにやっているか見て

いきたいと思います。「日常」と「災害」、「いつも」と「もしも」

をつなぐことが大事と言いました。最初の事例は日本語教室の中

で「いつも」の中に「もしも」を入れる。大垣市の日本語教室の

教材で、日本語を学ぶ中で災害についても学ぶということをされ

ています（図 6）。日本語教室の教材の中で、災害、台風、大雨、

地震の時、災害の情報をどうやって手に入れられるかが書いてあ

る。このように日常の中で学べるようにすれば、日常の中で日本

語を学びつつ、防災知識を得ていくこともできる。次に、外国籍
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の児童を対象とした対策の例ですが、防災に限らず、「親世代に

直接伝えることが難しくても、子どもを通じてなら伝えられる」

ということがあります。防災についても子どもといっしょに考え

ることで、親にも伝わり、さらには近隣住民にも伝えていくこと

ができるのではないでしょうか。

日本の学校における在籍する外国人児童の推移はだんだん増え

ている状況があります。また、外国人児童も日本中、同じように

いるわけではなく、中部圏、関東圏が多くなっています。この中

図 6　日本語教室の教材例
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でも特に外国人児童の多い、知立市の小学校では「昭和まもりん

ピック」という取り組みをやっています（https://www.city.

chir yu.aichi. jp/soshiki/fukushikodomo/fukushi/gyomu/

1488759085294.html）。第一部「まもりんピック」、第二部「学び

んピック」、第三部「食べりんピック」、第四部「泊りんピック」

と、楽しみながら防災を学ぶ大規模なイベントで、600 人もの地

域住民が参加しています。このイベントで防災の楽しさ、縦割り

を越えてつながる取り組みを行っています。

多文化防災ネットワーク、愛知、名古屋の例では、多文化支援

をしている団体と防災活動している団体が集ってネットワークを

組んで多文化防災の取り組みをされています。実際に取水期、雨

がひどい時には、Facebookで多言語で情報提供する活動も行っ

ています（https://www.facebook.com/saigainet.aichi.nagoya/）。

5　岐阜県内の事例から

このように，「危険や不安だけを煽るのではなく、対策といっ

しょにあわせて学ぶ場をつくる」、「防災に楽しさを」、「縦割りを

なくしていく取り組み」をしていけるといいと思います。地域の

防災リーダー育成は、全国的に、日本人向けにはたくさんされて

いますが、外国人の防災リーダーを育成しようという取り組みも

拡がりつつあります。これは岐阜県の例ですが、外国人防災リー

ダーの育成というと外国人だけを対象にして集って勉強するとい

うことが多いのですが、ここでは日本人の防災リーダーにも参加
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していただき、意見交換をしています（図 7）。この図の左の写真

は日本人の防災リーダーの方がつくった、地震時家具転倒防止教

材のミニチュアの家具模型で，日本人防災リーダーの方が外国人

防災リーダーの方にレクチャーしているところです。日本人と外

国人の防災リーダーが一緒に参加し，顔の見える関係を作れるよ

うな取り組みをすることでネットワークづくり、縦割りを超えた

つながりのための機会をつくっています。

次に留学生対象の取り組みです（図 8）。これは岐阜市国際交流

協会と岐阜大学がいっしょに行った外国人向け避難所開設訓練な

どの防災プログラムの取り組みです。岐阜大学は指定避難所に

なっており、かつ、学内に留学生も大勢います。つまり、災害が

図 7　外国人防災リーダー育成（岐阜県の例）
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起きると岐阜市内で最も外国人が多く避難してくる避難所の一つ

が岐阜大学となることは確実でしょう。そのため、岐阜大学でも

外国人向けの避難所開設訓練の必要性は高かったのですが、この

取り組みをするまでは実施できていませんでした。大学の留学生

を支援する部局のスタッフと国際交流協会のスタッフ、国際交流

サークルのメンバー、防災サークルのメンバーが参加してプログ

ラムを実施しました。組織を越えて多様な人がいっしょに参加す

ることで、縦割りを超えたつながりづくりができました。さらに、

防災講座のセクションでは、危険を煽るだけでなく、対策をいっ

しょに考える、具体的な対策まで踏み込んで伝えるということを

行いました。そして、防災スタンプラリーは、防災教育に楽しさ

を感じられるものとしました。このように、上述した 3つの提案

図 8　留学生対象の防災の取り組み（岐阜市国際交流協会・岐阜大学の例）
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を全て反映させたイベントです。

さて、最初に 5つの壁の話をしましたが、壁を取り払っていく

ことは、日常だけでなく災害時にも必要です。「日常」と「災害」

を行きつ、戻りつ、「災害を見越した日常」という視点も持ちな

がら壁を取り払っていく。防災だけ考える対策ではなく、壁を超

えていく、日常の中で防災の知識を入れていく。そういう活動が

必要になってくるだろうと思います。

6　おわりに

最後になりますが、外国人防災を進める上で大事なことです

（図 9）。危険や不安を煽るだけではなく、丁寧に知らせることで

図 9　外国人防災を進める上で大事なこと
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実際の対策につなげて安全な環境を確保していくことが大事とい

うこと。組織ごとにつながっている外国人は異なるし、日本の支

援組織もフィリピンの人を支援する人、イスラム教関係の人を支

援する人、つながっている外国人が違ったりします。もっている

情報、外国人との関係性も異なっています。似たような取り組み

を行っている団体でも、お互いにやっていることを知らなかった

りします。だからこそ壁を超えてつながる場をつくることが大事

です。つながる場ができ、いっしょにやっている人がつながって

いくことで、さらに大きいつながりにもなる。外国人のセクター

を超え、組織のセクターを超えて互いに知らなかったこと、情報

共有できていなかったこと、気づいていなかったことも相互に気

づくことができるようになると、できることが増えていきます。

災害が起きてから災害のことを啓発するのでは手遅れなので、災

害前に考えないといけないのですが、災害前には防災に興味がな

い。こうなると日常の防災活動が進まないということになるので

すが、防災に興味がなくても、楽しいこととか日常で必要なこと

であれば参加したくなりますよね。だからこそ日本語教室の教材、

日常のイベント、学校や PTAなどの日常の活動に防災を入れて

いくことが大事なのです。可児市のアンケートでも、日常の活動

に参加していない外国人の方がたくさんいましたが、参加したく

ないというわけではありませんでした。ちょっとしたきっかけ、

つながる機会があればどんどん誘っていただければいいのではな

いかと思っています。「いつも」の日常と「もしも」の災害をつ

なぐ、日常の、できるところから始めていただきたいと思います。
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事前のアンケートの中で「外国人の防災をどういうふうに考え

ていったらいいか」という問い合わせをいただいていますが、「こ

うすればいい」という厳密な一つの明確な解はありません。だか

らこそ、今参加されている方も含めていっしょに考えていきたい

と思います。以上です。ありがとうございました。
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振り返り（後半）
グラフィックファシリテーター　出　村　沙　代

出村　後半のお二人のグラフィックレコーディングの報告をさせ

ていただきます。ぜひみなさんもどんなところが印象的だった

のかを思い出しながら聞いていただければと思います。内田先

生は、スタートとして外国人といっても多様であり、職場以外

の地域では日本人と接点が少ないという課題がある点をまず話

されました。そして「外国人」という言葉の多義性、「日本人

vs.外国人」などといった多様な切り口から「外国人とは何か」

ということをうかがえたと感じます。お話で印象的だったのは

「日常に起こることが災害時にも起きるとすれば、私たちは一

体どうすればいいのか？」という問いかけを何度もしていただ

いたことです。また、在留資格のない方については当事者だけ

でなく、家族の経験や本人の周りにいる方の話についてもお聞

きしました。人種差別についても古いスタイルのものから新し

いスタイルのものもあり、レイシャルハラスメント、人種、皮

膚の色、祖先、出身地にもとづくハラスメントもあるというこ

とでした。最後の大事なメッセージとして「多数派側が気づく

ことが大事ではないか」がありました。みなさんにはどんな

メッセージが響きましたか。ぜひ対話の場でお聞きしたいと思

います。

 　そして小山先生の話。外国人と日本人との間の 5つの壁につ

いてです。また、防災といっても防災に楽しさが必要なこと、
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関心をもつ仕組みを具体的にお聞きできたと感じました。情報

が日本語のみ、地震を知らない人、避難所がわからない方もた

くさんおられる。関心がないわけではなく、外国人とのつなが

りの機会がないということを思いました。また非日常ではなく、

日常の中にある防災対策、子どもから親に伝わる情報、どこか

ら情報を伝えていくか、どう伝えるか、どう伝わるようにする

かという問いかけをいただきました。互いのことを情報交換し

ていく、対話や地域での日常のことを考え直したくなる時間

だったなと思います。またみなさんも付箋紙にたくさん書いて

くださっています。書き足していただき、眺めるだけでも、同

じ話を聴いても感じ方が違うと多様性を感じられることがある

と思いますので、ぜひ楽しみにしていただきたいと思います。
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パネルディスカッション・
ブレイクアウトディスカッション

　ラムザン・ミルザ
　阪　本　真由美
　李　　　仁　子
　内　田　晴　子
　小　山　真　紀

司会　王　　　柳　蘭

王　ありがとうございました。ではこれからパネルディスカッ

ションに移ります。これまでに質問やチャットでコメントをい

ただいています。その一つとしてチャットの中には「培われた

多様性という視点をコロナ禍において、例えば災害において

リーダー層がどのように意識しているか。どのように災害に生

かすことができるか」というコメントがありました。

 　では、いまからパネリストにこちらで用意したキーワードを

もとに順番に話をうかがいたいと思います。キーワードは、「多

文化の暮らしをすることと災害時に多文化な人たちとつながる

こと」、「『いつも』と『もしも』をつなぐこと」です。具体的

にはセーフティネットを誰と、どんなふうにつくっていくこと

ができるか。誰が担い手になることができるか。そのシステム

はどういうものがありうるか。セーフティネットの構築が縦割

りであることで起こる問題とは。外国人と日本人の壁とか、同

じ宗教でもバングラデシュの人もいればインドネシアの人もい
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て、コロナ禍においてマスクをつける、つけないといった問題

や、多様性がある一方で人々が縦社会の中で分断されているこ

と。阪本先生からご提案があったように、セーフティネットが

災害時には、例えば交通の足も絶たれてしまうという点をふま

えて、ハードとソフトのセーフティネットに関してどうつなげ

るのがよいか。こうした点について、それでは、まずラムザン

さん、モスクの役割を災害においてどう考えているかについて

いかがでしょうか。

ラムザン　イスラム教や他の宗教でもそうだと思いますが、昔の

アダムとイブの時代からガイドラインがある。人々はモスクや

教会へいって礼拝に参加して、神さまから「何をしたら良い、

何をしたら悪いのか」ということについてガイドラインを習う。

それを日常生活で使う。モスクや教会で習って日常生活に生か

す。こうした教えから習ったことをきちんと理解し、うまく日

常生活で使ってくれたら一番いいと思っています。それがモス

クの役割です。

王　モスクの役割で大切なことはクルアーンに基づいてさまざま

な実践を日常に生かしていくことですね。ありがとうございま

す。つぎに李先生にお願いします。セーフティネットのことに

ついて「いつも」と「もしも」をつなぐ仕組みについてはどう

でしょうか。

李　東日本大震災の被災を受けた方々を調査とかフィールドワー

クをすると、あまりにも置かれた状況がさまざまで、行政の訓

練とか、日頃考えられる範囲での準備は確かなセーフティネッ
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トになるかもしれないですが、大震災で被災された一般住民の

方々に話をうかがうと「まず自分の命をちゃんと守ること」を

切に主張されます。いかに置かれた状況の中で目一杯、みんな

が想像して行動できるか。自分の身近なところにいる人たちと

どうやって危険を打破していくかが基本的な考え方なのかなと

思います。訓練をやる時は切羽詰まった環境をつくろうとして

も、なかなかできない。いくつかに分けて、どのくらいのレベ

ルの災害なのかを想像しながら、それに沿った訓練や日頃の

セーフティネットを考えないといけないと思います。石巻の大

川小学校のある大川地区で 10 年間調査していますが、大川で

は小学校の子どもたちだけでなく、地域住民も半数が亡くなっ

ています。そういう経験をした人たちがいうには「防災グッズ

もいらない。それがあるために命とりになる可能性もある。用

意することさえ贅沢で用意したものがあるととりにいって命と

りになる可能性もある。何より大事なのは自分も含めて命が大

事だ」と。日頃のマニュアルも大事ですが、それにあてはまら

ない状況の中で、いかに想像力をかき立て、自分以外の人は何

がわかっているか、何に困っているかを、その場で確認するこ

とがセーフティネットになるのではないかと、今日の私の発表

からは申し上げたいと思いました。

王　命がらがらの時、防災グッズにとらわれすぎて逃げるのもど

うかという話でもありますね。では阪本先生お願いします。

阪本　日常的によく利用している場所、日頃のつながりは災害時

にも頼りになるのではないかと思います。学校、職場、教会、
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モスク、普段行くところが災害時にどうなるのかを確認してお

く必要があると思います。学校は耐震化が努力義務化されてい

ますが、モスクや教会のような宗教施設の耐震強化を努力義務

化するという動きがあるわけではないので、施設を利用する場

合、災害時に強い場所になっているかどうかは調べておく必要

があると思います。そういう取り組みを進める上では日本人側

からの積極的な取り組みも必要だと思います。日本には外国の

方がたくさんいますが、そのことを見ないふりをする、行政も

積極的に外国人への対応を働きかけない、地域の人も知ってい

るにもかかわらず、避難訓練に声かけをしていない側面もある

ので、もっと積極的に日頃からつながりをつくることを、みん

なで心がけていく必要があると思います。

王　「身近なところで、どのように」ということですね。信頼関

係をつくり、日常から防災につなげるということですね。では

内田先生お願いします

内田　「身近なところで」というのはそのとおりですね。個人的

に町内会が機能しているところに住んでいるのですが、結婚し

て住み始めた時は地域の運動会などの行事に、忙しい、余裕な

い、面倒だなと感じていました。徐々に慣らされていって、あ

る時期から自覚的に「もし災害があった時、この人たちの顔を

知っておかないといけない」と意識するようになりました。過

去に起こった大きな災害があり、自分がたまたま生き残ってい

るから、そう思えるんですね。ただ、日々、面倒くさいわけで

すよ。けれども、そういう日々の、無駄、厄介と思えるような



－89－

ことも、ご高齢の方とのやりとりもすべて「大事なこと」と思

いながらやっています。見た目が外国人で話しかけにくいなと

感じたり、マナーを知らないと感じられたり、言葉が通じない

から面倒だなと感じたりする人についても同じです。めんどく

さいと思いながらも、しかしその人たちと、どこかでかかわっ

ていかないといけないと思います。私自身は自分にとって心地

よい外国人コミュニティがあるので、そこにいり浸ってしまい

ますが、そこだけに安住していてはいけないなと。○○人のコ

ミュニティ、○○人を支援するグループとか、縦割り、グルー

プ分けになっちゃうといけないなと深く反省しました。

王　ありがとうございます。では小山先生お願いします。

小山　外国人に限らず、つながっていないところをつなげようと

すると、しんどいんですよ。声かけといっても負担にならない

人もいれば、清水の舞台から飛び下りるくらいの気持ちじゃな

いと、「おはよう」といえない人もいて。最初のつながりとし

ては、つながっている人を介してつながることがいいと思いま

す。今回の「日常」と「防災」をつなぐということでいうと、

外国人支援をしている団体、グループ、集まりとか、日本語教

室とか、いろんなチャンネルがある。そこで地域で防災をやっ

ているグループがつながる。防災活動のグループも増えていま

す。社会福祉協議会は災害ボランティアセンターを設置してい

たり、日常から災害を見越したつながりづくりに取り組み始め

ています。「日常」のつながっているところと「災害時」を考

えている人たちが、まずつながる。そこにネットワークが生ま
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れる。防災をやっているグループ、活動をしている人たちは自

治会の人も多いので地域のつながりにつながる。ちょっとずつ

無理のない形で広げていくのがいいと思います。外国人だけで

はなく、福祉もそうです。いきなり高齢者の家にコンコンと

いっても、「あんた、誰よ」という反応されます。それでは縁

はつながらない。普段からつながっている民生委員がつなぐこ

とで「この人、怪しくないよ」となるとつながりやすい。一番

難しい人は孤立している人で、孤立していると足がかりがない。

見守りのような形で訪問していく取り組みも福祉でされていま

すので福祉と防災と、外国人も含めて、いろんなチャンネルを

つなげていくことが効果的ではないかと思います。

王　今日の発表のなかでもチャンネルの多様性がたくさん出てき

ました。人の多様性のみではなく、チャンネルの多様性につい

ても大事です。では最後になりましたが、ブレイクアウトをし

たいと思います。身近な外国人にはどういう人たちがいるかを

想像し、その人たちが、災害が起こった時、どうなるか、私た

ちはどんなつながりができそうかという場面を自分の中で想像

していただいて、みなさんで話していただきたいと思います。

【ブレイクアウト 10 分】　ブレイクアウトの個別内容については

省略します。

王　ありがとうございました。引きつづき、チャットに感想を自

由にお書きください。では、出村さんがグラフィックレコー

ディングをもとにお話しされます。よろしくお願いいたします。

出村　今日のタイトルが「多文化な日常における防災－『いつも』
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と『もしも』をつなぐ」です。ご参加いただけなかった方に今

日の話を伝える時、ぜひグラフィックレコーディングをご活用

いただければと思います。最後のパネルディスカッションのと

ころでは、講演者の声を反映させて書いています。今日の講演

会のキーワードをいくつかあげています。　「日頃のつながり、

身近なところから」であったり、「日本人から、外国人に対し

て日頃から積極的に働きかけませんか」、「正直、日々面倒くさ

いと思うけれども、ご近所の人を知ったり、かかわっていくこ

とは大事ですよね」など、大切なことを言葉にしてくださいま

した。「マニュアルも大事だが、いかに想像力を引き出すか」

といったことであったり、「つながっていないところをつなげ

るのは大変だけど、つながっている人を介してつながる。まず

はつながっている人からつながっていく」などです。具体的な

ネクストステップ、自分でも「できそうだな」という時間を過

ごさせていただきました。みなさんも今日の話を誰かに伝えた

り、また振り返りをしていただければと思います。

王　アートセンスもバッチリですね。出村さんとアートでつな

がってよかったなと思います。本日は「多文化な日常における

防災－『いつも』と『もしも』をつなぐ」、みなさんにご参加

いただきありがとうございました。防災というと「もしも」と

いう発想が多いのですが、私たちの企画は「いつも」というと

ころを起点に多文化を交差させて、「もしも」の時にどうやっ

てつなぐことができるかをポイントにして議論してきました。

これからもみなさんと横のつながりを広げて、課題を展開して
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いければと思います。

 　今日はお忙しい中、3時間にわたりご参加いただきありがと

うございました。オンライン上でのつながり、バーチャルでつ

ながることができてよかったなと思います。今後もまた違うつ

ながり方を模索できるのではないかと期待しています。
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