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今日の報告の流れ

１．日本に暮らす移民の概要

(1)基礎知識（人口・在留資格）

(2)日本で子育てするのはどのような人びとなのか

(3)地域によるちがい

(4)「外国ルーツ」ってどういうこと？

２．リーマンショック後に子どもたちに何が起きたか

３．いま何が起きているのか、なぜ事態が繰り返されるのか
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1. 日本に暮らす移民の概要

(1)基礎知識①人口

• 2019年末時点での在留外国人（日本で中長期に暮らす、在
留資格のある人びと）の数は・・・

2,933,137人!!

数値出典：在留外国人統計（2019年末）
法務省報道発表資料2020年3月27日
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1. 日本に暮らす移民の概要

(1)基礎知識①人口(2009-2019)

数値出典：在留外国人統計（2019年末） 法務省報道発表資料2020年3月27日
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【第１－２図】 在留外国人数の推移（国籍・地域別，上位５か国）
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1. 日本に暮らす移民の概要

(1)基礎知識②在留資格

【在留資格とは？】

• どのような条件で、どのぐらいの期間日本で暮らしてよいか

• 在留資格がないと…

• 住民基本台帳に掲載されない⇒存在していないことになる

• あらゆる社会保障制度の対象外

• 例) 医療費が10割どころか、無保険だと病院によっては40割負
担！

5



1. 日本に暮らす移民の概要

(1)基礎知識②在留資格

• 細かく種類があるが、大きく分けると2つ

• a) 活動内容（仕事、勉強）により在留が許可される

例） 技能実習、留学、「国際業務」、

エスニックレストランの料理人

その家族

• b) 身分・地位（日本との縁）により在留が許可される

例） 永住、定住、日本人の配偶者等

仕事がなくなったり、
退学したり、卒業しても

仕事が見つからなかったりすると
在留資格がなくなる

離婚などにより家族でなくなると
在留資格がなくなる
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安定、
定住性
が高い



永住者

793,164人

27.0%

技能実習

410,972人

14.0%

留学

345,791人

11.8%

特別

永住者

312,501人

10.7%

技術・

人文知識

・国際業務

271,999人…

定住者

204,787人

7.0%

家族滞在

201,423人

6.9%

日本人の配偶者等

145,254人…
特定活動

65,187人

2.2%

技能

41,692人

1.4%
その他

140,367人…

• 数値出典：在留外国人統計（2019年末）

• 法務省報道発表資料2020年3月27日【第２－２図】 在留外国人の構成比（在留資格別）
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri04_00003.html

※日本では、入国時点の
「永住」資格はない
・ざっくり言うならば、
日本で一定期間、まじめに
働いていれば、永住への
切替の可能性が出てくる
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1. 日本に暮らす移民の概要

(2)日本で子育てするのはどのような人びとなのか

• 最近急増している人たちのうち：

• 技能実習生：家族の帯同が禁止されている

（日本で結婚して家族形成する可能性はゼロではない）

• 留学生：若い人の単身での来日が多い（卒業後も日本で暮ら
し続ける場合には、就労可能な資格に変更されることが多い）
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1. 日本に暮らす移民の概要

(2)日本で子育てするのはどのような人びとなのか

• 「家族滞在」の子どもたちも存在する

（親が仕事による在留資格をもっている。近年急増しているネパー
ルカレー屋で働く人びとの子どもなど）

• 在留資格をもたずに暮らす子どもたちも存在する（親が在留資格
をもたず、子どものみ持っている場合もある）

• 子育てしている人びとは、永住、定住、日本人の配偶者等など、
安定的な在留資格をもっていることが多い
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1. 日本に暮らす移民の概要

(2)日本で子育てするのはどのような人びとなのか

数値出典：在留外国人統計（2019年6月） 10



子どもの数に注目すると…
総数

1 中国 786,241 

2 韓国 451,543 

3 ベトナム 371,755 

4 フィリピン 277,409 

5 ブラジル 206,886 

6 ネパール 92,804 

7 台湾 61,960 

8 インドネシア 61,051 

9 米国 58,484 

10 タイ 53,713 

11 ペルー 48,517 

12 インド 37,933 

…

17 パキスタン 16,968 

0-17歳

1 中国 94,197 

2 ブラジル 41,300 

3 フィリピン 30,921 

4 韓国 27,812 

5 ベトナム 14,279 

6 ペルー 9,790 

7 ネパール 8,238 

8 インド 6,182 

9 米国 4,662 

10 パキスタン 4,250 

11 インドネシア 3,448 

…

14 台湾 2,333 

15 タイ 2,175 

•移民集団によって、
日本に入ってくる文
脈が異なる⇒課題
も異なる

•日系の南米人、日
系フィリピン人は、
「定住者」の資格で
来日が可能

•東海地方・北関東
中心に製造業で働
く人が多い

数値出典：
在留外国人統計（2019年6月） 11



1. 日本に暮らす移民の概要

(3)地域によるちがい
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1. 中国 2. ブラジル 3. フィリピン 4. 韓国 5. ベトナム

都道府県
0-17歳
人口

都道府県
0-17歳
人口

都道府県
0-17歳
人口

都道府県
0-17歳
人口

都道府県
0-17歳
人口

1 東京 26,306 愛知 13,557 愛知 5,926 東京 7,971 神奈川 2,260 

2 埼玉 11,652 静岡 6,782 東京 3,101 大阪 5,152 愛知 1,735 

3 神奈川 10,747 三重 3,043 神奈川 2,615 兵庫 2,226 埼玉 1,513 

4 大阪 8,504 群馬 2,821 岐阜 2,602 愛知 1,756 大阪 1,496 

5 千葉 7,910 岐阜 2,794 静岡 2,463 神奈川 1,731 東京 1,415 

6 愛知 6,313 滋賀 2,127 埼玉 2,406 京都 1,284 兵庫 1,320 

7 兵庫 2,874 神奈川 1,333 千葉 2,061 埼玉 1,150 千葉 725 

8 福岡 2,545 茨城 1,192 茨城 1,400 福岡 1,089 群馬 704 

9 広島 1,647 埼玉 1,081 三重 1,256 千葉 952 静岡 605 

10 京都 1,210 長野 1,023 群馬 925 広島 429 茨城 293 

地域によって課題の現れ方は大きく異なる



• ここまでの数字は、「外国籍」の人の話。

• 「子ども」について考えるときには忘れてはいけない

「日本国籍・外国ルーツ」の子どもたち
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あれ、フィリピンの子って、そんなに少ないかな…？？
フィリピン人ママは、周囲にいっぱいいる気がするんだけど

1. 日本に暮らす移民の概要

(4)「外国」ルーツって、どういうこと？



• 2018年、日本で生まれた子どもの総数：935,287人

• 両親ともに日本国籍の子ども：900,522人

• 両親ともに外国籍の子ども

（両親ともに外国籍）：16,887人

• 親の一方が日本国籍、もう一方が外国籍の子ども

（届け出れば子どもは日本国籍を取得）：17,878人

14数値出典：人口動態統計（2018年）



２．リーマンショック後に子どもたちに何が起きたか

• 2008年9月：リーマンショック

• 2008年末~2009年始：製造業の不振による大量の派遣切り

• 東京の日比谷公園では「年越し派遣村」が開設された

• そのころ、東海地方では・・・
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2009年1月：15歳男性（中学3年生相当）

• 派遣切りの進行：住居を失ったブラジル人のなかには、路上生活、
車中生活をする人も（子どもを連れている場合も）

• 住居のある親戚や友人のもとに集まる→過密状態、食べ物も足り
ない、寝具も足りない、居場所もない

• この子は、住居を失い一緒に暮らし始めた叔父に寝具を提供し、
暖房のない部屋で、床で寝ていた
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まいちゃん、誰か、毛布くれるひと知らん？古いやつでいいんで。
寒くて寝られんもんで。



2009年1月：16歳男性（中学3年生）

• 日頃から余裕があるわけではないので、仕事がなくなるとすぐに食
べ物が買えなくなる

• 親は日本語ができないので、工場以外で働くのは難しい。子どもは
日本語ができるので、店員などサービス業でも働ける。（若者の
ネットワークで、建設現場の仕事に就く場合も）
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オレ、もう学校行かずに働くわ。赤ちゃん（妹）のミルクが買えん
もんで。自分は食べんでもいいけど、赤ちゃんはかわいそう。



2009年1~2月：小学校教師

• ある小学校で多発（言い方は教師によりそれぞれだが、未納者に
厳しく対応するという学校の方針があったとしか思えない）

• 外国籍の子どもは、就学義務の対象外という解釈→学校がほしく
ない子どもは追い出してよいという現場の運用

• 市教育委員会：「もう年度末なので、今年度の就学援助の予算
は終わりました～（他人事？）」（※もともと就学援助に抑制的
な自治体）
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お父さんが給食のお金を払ってないから、払ってくれないと、〇〇
さん、学校やめないといけないよ。



2009年3月：15歳女性（中学3年生）

• 日本政府は、仕事を失い困窮するブラジル人に対し「帰国支援
金」（航空券代）の支給を開始した（彼女も親に抵抗しながら、
最終的に「帰国」した）

• 日本生まれ、日本育ちの彼女にとって、ブラジルは「帰る」場所で
はなかった。家族も、リーマンショックまでは日本で暮らし続けること
を望み、家を買っていた。
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ブラジルなんて行かない！がんばって勉強して、せっかく受かった
んだから、高校に行く！私は日本に残る！！



2009年3月：6歳女性（就学前～小1）

• 母子家庭。たまたま、豊かな人たちが暮らす地域の学区で生活。
（小学校では、この子の姉以外はみんな日本人）。

• 母親は必死で働いて子どもを育ててきたが、失業。「お金がなくて
（入学時の）体操服とかピアニカが買えないなんて、学校の先生
とか周りの日本人には恥ずかしくてどうしても言えなかった」と、号泣。

• 生活保護申請に同行。以後、この子は私を見かけるたびに、「一
緒に市役所行ったね」とにこにこして言った。
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いっしょに しやくしょ いったね！！



2009年3月：15歳女性（中学3年生）

• 中学生時に来日、いじめにあいながら、高校生活（新しい人間
関係）だけに希望を抱き、必死で勉強して公立の中堅進学校に
合格し、高校入学を心待ちにしていた。

• 高校無償化まえの話。

• 親に無理だと言われなくても、子どもの側からこう言い出す。

21

私、高校行くのやめる。授業料も制服も、お父さん払えない。



３．いま何が起きているのか、なぜ事態が繰り返されるのか

• 2020年現在…

• 「反貧困ネットワーク」の「新型コロナウイルス：緊急ささえあい基
金」／「移住者と連帯するネットワーク」（移住連）の活動

• おもに南米系（ブラジル・ペルー）の人びとからの申請受付対応

• 親の就労をめぐっては、起きていることはおおよそ同じ

• なぜ、同じことが繰り返されるのか？
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「顔の見えない定住化」
（梶田孝道、丹野清人、樋口直人(2005）名古屋大学出版会）

• 「顔の見えない定住化が問題だから、みなさん地域で外国人と仲
良くしましょう」

⇒×誤用

• 日系人は「定住者」の在留資格が得られる＝単純労働でも働け
る(1990年~)

• 「景気の調整弁」（景気がよいときは働いてもらい、悪いときはや
めてもらう）
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• 派遣会社による「パッケージツアー」としての来日と生活

• 日本に知り合いがいなくても、お金がなくても、日本語ができなくて
も、日本に働きに来ることができる（渡航費は給料からひかれる）

• 住居も派遣会社が用意してくれる

• 日常生活のお世話は、派遣会社がしてくれる（役所の手続き、
通訳など）
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• 工場では日本語は不要だし、派遣会社の通訳が面倒をみてくれ
るので、日本語を身につける機会はない

• 長時間労働、工場の行き来も派遣会社のバスなので、近所づき
あいは生まれにくい

• 仕事がなくなったら、住居を失う（近所の人からみたら、いつのまに
かブラジル人が入ってきたと思ったら、また出ていき、べつのブラジル
人がまた入ってくることの繰り返し⇒「顔の見えない定住化」）
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• 住居の面から言うならば、日本での暮らしの長期化にともない、公
営住宅に入居したり、自分でアパートを契約したり、家を買う人も
増えてきた

• ただし、仕事はあいかわらず、低賃金、不安定な人が多い

（安定的な仕事は、より低賃金の技能実習生に切り替えられて

いる面も）

• 低賃金なのだが、夫婦で夜勤・残業などたくさん働くと、月40万円
ぐらいになるので、家も買うし、子どもを大学に行かせたりもする
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• 毎月の収入は、工場がフル稼働していれば（景気さえよければ）、
貧困問題として語るほどには低くない（ひとり親世帯などは別）

• ただし、時給労働なので、病気やケガによる休業などの個人にふり
かかるリスクにも弱いほか、景気変動で残業がなくなるとそれだけで
生活できない水準に落ちる（毎日「定時」で働いても12万円な
ど）

• 景気が悪くなると簡単に失業する←いま、まさに起きていること

• さらに、日本語ができないので、必要な支援につながりづらい（失
業すると、派遣会社の通訳に頼れない）
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それでも、少しは希望をもてるかも？と思うこと

• 日本社会において、実践や研究の積み重ねにより、貧困を語るた
めのことばが増えてきたこと。

• とくに「こどもの貧困」については、共感の輪も少しずつ広がってきて
いること。

• 今日のこの場のご縁に感謝して。ありがとうございました！

maiyamanoue(アットマーク)gmail.com
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