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はじめに

日本の国内に居住している外国人が総人口に占める比率は、国際的にみると決して高くはないも

のの、外国人登録者数が増加傾向にあることは周知のとおりである。2 0 0 6年時点で約2 0 8万5 , 0 0 0人、

総人口比は1 . 6 3％となり毎年過去最高を更新し続けている（法務省入国管理局）。さらに、日比間な

どにおいて締結・協議の進んでいる経済連携協定（Economic Partnership Agreement: EPA）において、

看護・介護などの分野で労働力の受け入れが盛り込まれたように、補充移民を通じた社会・経済水

準の維持は、すでに国策として取り組まれている。

つまり、国内における外国人（労働者）増加の不可逆性はますます自明であり、政策レベル・国

民の意識レベルのいずれにしても「見てみぬフリ」（いわゆる「単一民族志向」( 1 )などとして批判さ

れる）が通用しない局面を、すでに迎えているといえる。

社会福祉にとっては、先駆的な自治体や民間主体によってすでに取り組まれているように、外国

人（登録者だけでなく、オーバーステイの外国人や帰国した日系人なども含めて）の保健・医療や

福祉、雇用・就業や所得保障、教育、住宅、差別・偏見の撤廃など複合的な生活課題に対して、排

外主義を克服して社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）をいかに進めていくか、そして地

域コミュニティや職場コミュニティにおける外国人住民と日本人住民との共存をいかにソフトラン

ディングなものにしていくかという課題がある。また、福祉サービスの主体としての外国人が、い

かにして正当な就労機会や安心できる職場環境を得て、能力を発揮できるようにしていくかという

課題に向き合っていく必要がある。このような局面で、社会福祉研究に要求されることとして、「日

本の文化・習慣（のみ）を前提とする」福祉制度・サービスの現状に対して疑問を投げかけ、外国

人のニーズを想定した新たなモデルを模索していくことがあるだろうが、地域福祉研究として実証

的な知見の蓄積が遅れていると指摘されているのが現状である(2)。

本稿は、このような問題を背景に川崎市において行ってきたフィールドワークの報告であり、先

の論文（東洋大学社会学部紀要第4 5 - 1号）に続く第二報にあたる。同市は、多くの在日外国人が定
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住し、集住地域を形成しており、また当事者運動と市の外国人施策との相剋の歴史のうえに、他の

地域から注目されるいくつかのモデル的な実践が今日みられる地域である。第一報では、対象認識

における基本的な視座や方法論検討における視点を中心にみてきたが、そこから導出された研究設

問として、本稿では福祉サービスの実践現場に焦点化し、具体的な方法として、同地域でどのよう

に展開しているのかについて、ソーシャル・インクルージョンの観点から検討していきたい。

１．外国人が直面する諸問題とソーシャル・インクルージョン

1.1 地域課題および援助場面における課題

地域生活の場面において、日本人住民・外国人住民の接合面において生起する諸問題( 3 )について

は、都市化に付随して惹起する問題群の一つとして、論究されてきたことである。これらの要因と

して、多数の日本人が内在化させる外国人への拒否感やヨソ者感（とりわけアジア人に劣等性をみ

ようとする傾向）が潜在的な前提となっていて、本来の個々の人格や能力とは離れた主観レベルで

偏見をもっているということは少なからずあるだろう。現に奥田道大（1 9 9 3）は、それらの問題の

多くが、単に双方の「生活習慣の違いに由来する」とし、本来「目くじら立てるほどではない」と

説明する。こうした摩擦をいかに避け（あるいは解消し）、異文化同士の接触を相互理解の契機とし

ていくかは、すでに今日的な地域福祉課題の一つといえる。

援助場面に目を転じれば、上のことから類推されるように、外国人介護者などに対しては、雇用

主が「本来は日本人の雇用が好ましいが、介護の量的・質的水準の保持のためには外国人労働力に

頼らざるを得ないため」といった、いわば消極的な受け入れをする場合に、給与・勤務条件や就業

内容などの待遇面や職員間関係などで不利益を被ることを避けなければならない。日本人利用者で

も、外国人介護士に好意的な例ももちろん聞かれるが、拒否的な人の場合は双方にとって深刻な問

題となるだろう。

他方において、サービス利用者としての外国人に対しては、石河久美子（2 0 0 3）が規定するよう

に、異文化（ここでは日本人社会）に属するワーカーが「自分の文化の視点からのみクライエント

を見るのではなく、クライエントの文化的・社会的背景を尊重・考慮してかかわっていく必要があ

る」のである。つまり、日本食や日本の手遊び、童謡などだけを用いたレクリエーションのような、

日本文化の中で生まれ育ったことを前提とする画一的サービスを避け、個々の出自とその固有性を

考慮したサービスを担保していくことが不可欠である。

1.2 ソーシャル・インクルージョンの概念と実践課題

このような「社会的排除（ソーシャル・エクスクルージョン）」を克服しようとする社会のありよ

うとして、日本でも「社会的包摂、統合（ソーシャル・インクルージョン）」が目的概念として用い

られることが多い。ソーシャル・インクルージョンはフランスやイギリスにおける政策理念として

生成されてきた概念である。フランスでは、移民やホームレス、薬物中毒者などへの排除に対する

社会政策の中心となり、雇用対策、過剰債務者への救済措置を盛り込んだ「社会的排除防止法」

（1998）の成立をもたらした。またブレア政権下のイギリスでは、ニューレイバーの政策路線のもと、
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内閣府に社会的排除局（Social Exclusion Unit）が置かれ、ホームレス、外国人、若年失業者、薬物

中毒者、アルコール中毒者などに対し、旧労働党政権による社会保障給付の政策に代わる教育・仕

事の提供を重視した予防的な政策が展開された。日本でもこれらの動向をふまえ、社会福祉基礎構

造改革において未解決のまま残された問題への対応として、ソーシャル・インクルージョンが政策

目標とされた。厚生省（現・厚生労働省）の「社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり

方に関する検討会」による2 0 0 0年の報告書において、今日的な「つながり」の再構築と規定された

ことはよく知られている(4)。

さて、このような新たな対象群をめぐるソーシャル･エクスクルージョンの問題に対し、実践課題

をどのように導いていくことができるだろうか。この問いについては、「日本ソーシャルインクルー

ジョン推進会議」の業績のような、先行する知見から示唆を得ることができる。これらから学ぶべ

き実践の視点の一つとして、社会的排除・差別あるいはその解決・包摂の位相には、政策レベルと、

地域社会や住民レベルにおけるものがあるということ、さらに、あらゆる排除の問題が所得などの

経済問題と結びついていること、がある。そして、それらを分断されたものとしてではなく、互い

に連関あるいは連続性をもつものとしてとらえることが肝要である。

1.3 ソーシャル・インクルージョンの３つの側面

先の拙論では、外国人集住地域を含む地域への対象認識の理論枠組として、フィッシャー

（Fischer, C.S.）による「下位文化理論」を前提に、ウェルマン（Wellman, B.）による「コミュニテ

ィ喪失論」「コミュニティ存続論」「コミュニティ解放論」のうち後二者の性格を併存させる地域と

して認識していく必要性を論じた。つまり、外国人住民が形成するコミュニティは、その存する地

域（市町村など）、言い換えれば上位コミュニティもしくはホスト社会における、下位コミュニティ

の一つとして、他の日本人コミュニティ（近隣の町内会・自治会など）と並列的にとらえるフィッ

シャーの見方に立脚するものである。「都市化」に伴って各々の下位コミュニティが、「非通念（異

質）」化を強めながら独自の文化や価値・行動規範を確立していったり、逆に他のサブ・コミュニテ

ィのそれを採用し自らのコミュニティに「普及」させていくという、文化衝突や吸収、多様化のプ

ロセスを繰り返すのであるが、その帰結として、ウェルマンが主張するように、高密度化し絆を維

持しようとする努力や、地理的制約を超えた広範囲の絆（パーソナル・ネットワーク）の分散化と

いう地域社会の（動態的な）姿や行動様式などに表出するという考え方をここでは採用した。

地域レベル・住民レベルの摩擦や偏見が、こうした下位文化同士の文化衝突の場面において生じ

ることは、ある見方からすれば自然な事象であり、問題とすべきは、そこでの力関係に偏りがある

ために、タテ型で非対称的な権力構造が生まれることではないか。つまり、外国人住民の場合は、

日本の諸制度への理解、情報収集、人脈や政治力、資金力などの面で、日本人住民よりどうしても

不利になりがちであるし、それ以前の問題として識字や日常会話にハンディを負う人も多い。その

ことを地域の人びとがあたかも当然のようにとらえ、あまりにも無批判的であるために、このよう

なタテの関係が定着してしまうように思われる。

他方、政策主体のレベルにおいては、そうした問題に本来無関心ではいられるものでなく、現に

外国人政策・施策、国際理解教育、啓発事業などを実施する先例もみられるものの、実態をみれば

現状のままで十分でないことは明らかである。外国人住民が寡少であるがゆえに、公平原理を楯に

「皆に平等に同条件で接している。個別のニーズには応えられない」という、極論すれば同化
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（a s s i m i l a t i o n）につながる論理は容易に成立するし、それに対して外国人問題の政策化を進めように

も、参政権の壁があり、当の外国人にとっては、自らの意思を表示できない、歯がゆい状況であろ

う。

このような問題構造をふまえたうえでの、当事者・支援者による漸進的な解決の努力が、ソーシャ

ル・インクルージョンであろう。ロジャーズ（Rogers, G.）らは、ソーシャル・エクスクルージョンの

問題を「周縁化」（m a r g i n a l i z a t i o n）と称して論を展開している。ここでいう周縁化は、「経済的周縁化」

「社会的周縁化」「政治的周縁化」からなり、各々の側面において社会に参加し影響を与える権利を失

効させる行為であるとされる（萩原康生2 0 0 5）。図１は、これに依拠して、ソーシャル・インクルージ

ョンに向けた３つのベクトルを、仮定的に模式化したものである。

なお、ソーシャル・インクルージョンをめざす実践においては、上位コミュニティに受け入れを促

していくだけでは不十分であり、下位コミュニティが潜在的・顕在的にもっている主体的な問題解決

力を喚起し、上位コミュニティへの参画を推進していくアプローチも必要である。アレクサンダー

（Alexander, J.C.）は、エスニシティをめぐる「コア集団」（他集団と質的に異なる一定の性格を有する

成員によって形成される）と、その「外集団」との相互作用という枠組みから社会的包摂を規定して

いる。ここではさらに、包摂の二要因、すなわち①外的・環境的要因＝コア集団を取り巻く社会構造、

②内的・意志的要因＝コア集団と外集団の原初的性質があり、これらの関係が包摂を決定づけるとす

るものである。地域社会を上位－下位構造として理解しようとする点でフィッシャーの所説に通底し

ており、ここで主張される外因・内因もまた包摂の要件として、図１に加えている。
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２．川崎市における実践事例

2.1 地域福祉拠点としてのA館

在日韓国・朝鮮人（以下、在日コリアン）の居住者が多い川崎市では、公務就任権の国籍要項撤

廃（ただし制限つきであり、公権力の行使は除かれる）や「川崎市市民代表者会議」設置などが他

の自治体に先駆けて施策化されてきた。なかでも、在日外国人に対する様々な排除の問題への諸活

図１　下位コミュニティをめぐる周縁化と包摂のイメージ



動の拠点として、また外国人住民と日本人住民の交流拠点として、公設民営により1 9 8 0年代に開設

された総合文化拠点A館は、民族固有の文化を継承しながら連帯感を醸成できる場であり、かつ福

祉サービスを提供する場であって、文字通り在日コリアンにとって生命線となる拠点といえる。

A館の運営主体は、社会福祉法人のB団体である。B団体は、在日大韓キリスト教会を母体に、在

日コリアンの子どもを受け入れるために無認可ではじめた保育園（つまり、他の園では受け入れが

拒否されていた）を契機に、1 9 7 0年代に社会福祉法人として発足した団体である（このとき、保育

園は認可園になっている）。

現在B団体は、表１のように、地域の児童、障害者、高齢者に対する福祉サービスを提供してい

るが、市内最大の外国人集住地域であることから、あらゆる援助の場面が在日外国人と日本人を想

定したものとなっており、いわば「タテ軸としての分野別福祉サービス」に、「ヨコ軸としての外国

人のニーズ充足」を絡めているところが特徴といえる。たとえば、B団体設立の契機となったE保育

園では、当然のごとく「多文化共生保育」が行われている。その核となる実践として、6ヶ国語（日

本語、韓国・朝鮮語、北京語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語）を用いた保育がなされて

いる。また、高齢者向け施設Dでは、介護保険事業を軸にサービスを行っているが、現在は在日コ

リアンやフィリピン人のヘルパーが日本人と共に働き、外国人や日本人の利用者に対し、日本文化

のみに固執しないサービスを提供している。

そのあらゆる場面において、外国人への配慮はきめ細やかになされているものの、とりたてて特

別なことをしようとしているわけではないという。施設Dで働くI氏は、「外国人は空気のような存

在で、ことさら構えるようなことはない。『隣人』として当たり前に接しているだけ」と話し、食事

サービスを例に挙げて「普通にキムチも出すし、日本人だって喜んでキムチを食べている。逆に、

在日の人でもキムチの嫌いな人もいるから、当然他のものも出す。フィリピン料理を出すにしても、

特別メニューのようにして強調することもない」と語る(5)。
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2.2 B団体の諸活動とソーシャル・アクション

B団体の活動目的について、A館館長であるG氏は、「外国人との交流が目的ではない。民族差別

をなくしていくこと、韓国・朝鮮人を阻害する問題を克服していくことだ」と述べている ( 6 )。実際、

上で概説した日々のサービス提供の積み重ねによって、また各種講座、ニューズレター刊行、関連

対象者

在日外国人、日本人

高齢者

児童・家庭

障害者

事業・施設

Ａ館

Ｃ会（在日一世の会）

介護施設D（居宅介護支援、
訪問介護、通所介護）

Ｅ保育園、児童館、子育
て支援

グループホームＦ

サービスの特質

総合文化拠点の運営

日常的でゆるやかな交流、支え合い、生きがいづくり、
レクリエーション

介護現場の多国籍化を志向した援助。「日本の童謡や遊
びに偏らない」多文化の介護を実践

多文化保育など。外国人の適応と当該社会の関係性の
問題において、学校や教育システムの重要性に着目

障害者が自然に地域に溶け込めるよう工夫

表１　B団体が提供する主な福祉サービス
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資料の収集・公開などの情報提供活動を通じて、長年にわたり力が尽くされてきた。

ところで、ソーシャル・インクルージョンの３つの側面について上で仮定した。これに照らして

みると、経済的側面・社会的側面・政治的側面それぞれにおいて在日外国人が周縁化（m a r g i n a l i z e）

される状況について、克服に向けた実践をB団体は進めてきたことになる。かつて在日コリアン一

世の渡航は、港湾労働者としての集団就職や軍事徴用などであったが、その港湾地区の企業への不

当解雇撤回の運動、また参政権付与の運動、在留資格の状況の向上や定住化への働きかけ（オーバ

ーステイの背景として、「短期就労ビザ」で入国せざるを得ない現状の問題性など）、民族教育の条

件整備、社会教育を通じた世論形成など枚挙に暇がない。また各種の福祉サービスも、外国人にと

ってのセーフティネットそのものであり、経済・社会・政治的に参加するための土台として機能し

ている。

さらに、1980年代にA館設立をめぐって展開したB団体によるソーシャル・アクション（社会運動）

は、今日の諸活動の基礎を築く重要な出来事であった。本件は、A館設立をめぐり、殊に地元で実

績を積んできたB団体への民間委託を市が計画していることを問題視する地元の反対派（町内会、

子ども会、母親クラブなど）と推進派（川崎市、B団体など）の緊張・対立状態のなかで生じてき

た。大きな流れを記すと、行政による地元説明→反対住民の組織化（町内会を中心とする拡大会

議・町内会代表者会議）と市との話し合い→川崎区選出議員団と市行政との協議→子ども会・母親

クラブを中心とした抗議行動（公開質問状、市職員へのビラ配布、建設予定地での立て看板）など

を経て、当面の職員配置（館長・一般職員のポストへの市からの出向）や地元関係者を構成員に含

む運営協議会の設置( 7 )などの条件を妥協点として反対派が譲歩し、A館の設置条例、A館が併設する

児童館部門の条例制定へと至っていく（星野修美2005）。

この背後には、建設を強く主張する当時の市長が、新聞などを通して理解を呼びかけ続けたこと

や、B団体による一般住民へのP Rと建設へ向けた世論形成、公開質問状の問題点を追及する質問な

どの運動が続けられたことがあり、大きな影響をおよぼした。一連の実績は、社会運動として意義

深いもので、マクロ・ソーシャルワークの実践論としても丹念な検証を要するところであるが、こ

れについては稿を改める必要がある。ともかく、ここでの運動が、上述した周縁化を克服しようと

する３つのベクトルに向いてはたらくものであったし、今日の諸活動の思想的な根幹を形成する経

験とみてよいだろう。

３．B団体職員への聞き取り調査

3.1 調査デザインと本調査の位置

本研究では、2 0 0 6年度よりB団体を中心に質的調査を断続的に進めている。A館副館長のH氏をゲ

ートキーパー役に、地域の視察・見学（地域に点在する各活動拠点や在日コリアン部落とされる地

区、コリアタウンと称される焼肉屋街、地元商店街など）、A館において収集・保管されている大量

の資料（新聞記事、関連文献など）の閲覧・データ収集に加え、H氏や他のスタッフへのヒアリン

グなどによりデータを補ってきた。ここまでは、先の拙論でひとまずまとめている。

本節では、この延長として2 0 0 7年1 1月に行った、B団体の主な福祉サービス部門の職員に対する



聞き取り調査の結果を報告する。共通するリサーチクエスチョンとして、「在日外国人と日本人の共

生を志向した福祉サービス実践において、どのような点に配慮・工夫しているか、また、どのよう

な問題を感じているか」をあらかじめ伝えておき、インタビューイー（表２）の選定もH氏に依頼

した。
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3.2 調査結果

B団体の福祉サービスでは、在日外国人と日本人双方の存在を前提にしていることはすでに述べ

たとおりだが、各部門でそれが一貫している（先の論文で示したように、この地域の「外国人」は

在日コリアンだけでなく、中国やフィリピンなどからニューカマーズの移入が急増しており、国籍

もニーズも多様化している。さらに、日本人と外国人の婚姻のようなケースも多いため、そもそも

「国籍」という区分さえ前提にできない状況がある）。

どの部門も、利用者が抱える個別事情を鑑みた対応がなされている。利用者の多国籍化だけでな

く、援助者の多国籍化の進む部門もある。聞き取り調査で得られたデータから、「共生」への配慮や

工夫として、〈職員の雇用や人材育成〉〈プログラムにおける多文化化〉〈地域社会との関係づくり〉

の３カテゴリーを生成することができたので、ここでは部門別・カテゴリー別にその方法を分類し

てみたい（表３）。

表３のように、様々なニーズの発生に即応する形で対応がなされてきている。これらのノウハウの一

般化を考えるとき、他の施設がすぐにでも導入できるものも見られるが、外国人間での支援に関する専

門知識がより求められるもの（日本人向け・外国人向けヘルパー講習など）や時間・人員の必要なもの

（保育園の「連絡ノート」の母国語での対応、保護者会に通訳をつけることなど）は、予算や時間の制約

から、敬遠する施設がおそらく多いだろう。しかし、たとえばE園の場合、職員がはじめから多言語に通

じているわけではなく、まして時間が有り余っているのでもない。新たな言語をもつ利用者が入園すれ

ば、その言語の辞書を購入することから始め、一語一語コミュニケーションを図ろうと努めている。だ

が、その地道な労を重ねることで、孤立状況に置かれがちな利用者がエンパワーされるのであり、また

保育士との間に固い信頼関係が生まれるのである。そうした関係性が熟していく様は、保護者の変化に

顕著にみることができる。たとえば、「連絡ノート」であれば、当初母国語でやりとりしていた保護者が、

徐々にローマ字で日本語を書くようになり、やがてはひらがなで書くようになることがある。もし、は

聞き取り調査での質問の範囲

A館・B団体の理念・方針など

C会の諸活動

介護施設D、グループホームFの諸活動

介護施設Dの諸活動

グループホームFの諸活動

E保育園の諸活動

B団体における所属部門・職位

A館・館長

A館・副館長

介護施設D・管理者

介護施設D・障害者余暇支援プロジェクト担当

グループホームF・世話人

E保育園・副園長

インタビューイー
（調査順）

G氏

H氏

Ｉ氏

J氏

K氏

L氏

表２　インタビューイーおよびそれぞれへの質問の範囲
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じめから他の日本人利用者と同様に日本語（漢字）でのやりとりを要求していたとすれば、保育士の労

力は省かれようとも、利用者との間に埋めがたい距離を生じさせていたことだろう。同じように、絵本

に母国語の翻訳をつけ、家で読み聞かせができるようにする配慮や、通訳つきの保護者会の開催など、

（園がプロ級の通訳を雇うこともあるものの）次第に卒園児の保護者の協力を得られるようになってきて

いる。一般的な行事などにおいて、手話通訳や託児サービスなどが広まってきているのと同じ理由で、

こうした配慮が「当たり前」になるよう、E園は努力している。

４． 援助場面におけるソーシャル・インクルージョンの課題

4.1 「ちょっとした配慮」の積み重ね

B団体が活動を展開する川崎区は、国内有数の外国人集住地域であるため、たしかに先のI氏が言

うように、外国人も日本人も「空気のような存在」であり、双方の要素をミックスした援助をする

のは「当たり前のこと」なのかも知れない。また、この地域での取り組みは、「温室」だからできる

ことだとする揶揄も聞かれるように、一般化するうえでの限界もある。しかしながら、外国人が不

利益を受けることがないよう、徹底して母国の言語や習慣などに施設が合わせようとする姿勢や方

表3 B団体の福祉サービスにおけるソーシャル・インクルージョンの取り組み

介護施設D  

グループ
ホームF

C会

E保育園

雇用・人材育成

○外国人ヘルパーの雇用

○日本人、外国人同等の雇用
条件（給与体系、業務内容
等）

○ヘルパー講習の実施
・日本人向け：地域の歴

史、在日コリアンの言葉
や固有のニーズなどへの
理解

・外国人向け：日本語での
記録のつけ方、個別の相
談（スーパービジョン）
や補習など

○通訳できる保育士を雇う

主なプログラム

○利用者の母国の料理
○地元のチャンゴ（打楽器）のパレード

の観覧
○利用者への声かけの際、民族名で呼ぶ　

○在日一世を中心とした、ゆるやかな交
流、会食、レクリエーション

○生活の様々な場面の支え合い
○韓国・朝鮮の歌や踊り

○煩雑な入園手続きを園が手伝う（役所
へも同行）

○利用者の母国語を使用（現在は6ヶ国語）
・「連絡ノート」のやりとりを各母国

語で対応
・推薦絵本の翻訳をつける
・保護者会の際、通訳をつける
・園児の誕生日のメッセージを母国語

で書く
○親が順に自国の手遊びやお話を披露す

る
○「○○ちゃんの家の料理」と各国の料

理を出す
○運動会で「園児の自画像」を吊る（万

国旗の代わり）

地域社会との関係づくり

○「よく使う韓国語・朝鮮語」
という冊子を作り、利用者
が行く他施設や病院等で配
布

○保護者が勤務先から「日系
人のみのリストラ」に合っ
た際、運動して解雇を撤回
させた

※現在は実施していないものも含む。



法の蓄積は、先述した石河の所説において強調されているように、これからより多くの外国人を住

民として迎え入れる他の地域にとっても実践的示唆の得られるものであろう。聞き取りにおいて、I

氏は繰り返し「特別なことはしていない。一人ひとりの個別的な事情に応じて、ちょっとした配慮

をしていくことが大事」と強調した。この「ちょっとした配慮」の積み重ねが、経済的・社会的・

政治的に下位コミュニティを包摂するための道筋を開きうることを、B団体の実践から学ぶことが

できた。

4.2 ソーシャルワーク機能充足の課題

反面、B団体の福祉サービスは、介護や保育などの直接的な対人援助中心であり、ソーシャルワ

ーク機能に関しては十分着手されているとは言えない。個々の事情に密着した対応に労を惜しまな

い姿勢は高く評価されるところであるが、常時相談できる体制づくりやリーチアウトの仕組み、地

域の社会資源との連携などの面で、未だ開発の余地を残しているように思われる。

また、外国人と共に暮らす生活があまりに自然だからか、個々の実践ノウハウの蓄積・体系化や

評価のシステムの確立という点でも課題を残すようである。組織内で、あるいは他地域に対して、

伝達可能性や普遍性を付与していこうとすると、これらは軽視し難い研究課題でもある。

先述の石河が提唱する「異文化間ソーシャルワーク」では、一般的なソーシャルワークに占める

「異文化間ソーシャルワーク」の位置について論じられている（図２）。今後はさらにその中身に踏

み込んで、「外国人ワーカーと日本人ワーカーの関係」「外国人ワーカーと日本人クライエントの関

係」「日本人ワーカーと外国人クライエントの関係」のありようや、下位コミュニティ間の関係調整、

上位の地域社会との関係づくり（外国人支援の政策的位置づけなど）を模索しながら、このモデル

のようなシステムを確立させていくことが、B団体のみならず日本のこれからの福祉サービスの現

場における課題ではないだろうか。
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※出所：石河(2003), p. 27

図２　異文化間ソーシャルワーク概念図

異文化間ソーシャルワーク

ソーシャルワーク

女性福祉
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医療福祉

分　野
地域福祉

分　野

児童福祉

分　野

国際福祉

分　野
障害者福祉

分　野

高齢者福祉

分　野
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【Abstract】

A Consideration on the Problems of the Foreigners in Urban Area 2:
Ideal Types of Social Welfare Practices towards Social Inclusion

Dan Kayama

Social exclusion of foreigners in urban areas of Japan is caused by the increase in the

number of immigrants (old residents from North and South Korea, their descendants and

newcomers from many other countries). Problems between Japanese people and

foreigners include the noises the foreigners are alleged to cause and the foreigners '

behavior against the Japanese rules. This paper is the second report of a fieldwork

research conducted in Kawasaki City. From the the first report, the following questions

emerged: how do foreigners and Japanese people work together in the Japanese welfare

institutions? What should the cares and programs be in those institutions? How do they

manage to live together cooperatively in the Japanese community? With these questions,

the author  interviewed the workers from several welfare institutions managed by the

organization B. That organization serves foreigners ' welfare needs and gives various

solutions to other daily problems through programs of cultural exchanges between

foreigners and Japanese people. Findings from the interviews include the following:

・ Organization B's daily activities and political actions grows the foreigners' community

towards social inclusion.

・ The organization's attempts to promote social inclusion may be analyzed in terms of

the following three factors: employment and training; programs with mixed-cultures;

development of the relationship between the Japanese communities.

・ It is essential always to follow the way the foreigners do things, as this will in turn lead

them to learn the way the Japanese people do things. This would eventually bring the

organization and the foreigner into a close relationship, making possible the desired social

inclusion.
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