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令和元年度第３回滋賀県協働プラットフォーム 議事要旨 

 

１ 日時 

令和元年９月６日（金） 10時 00分から 11時 45分まで 

 

２ 場所 

滋賀県大津合同庁舎６－Ａ会議室 

 

３ テーマ名 

国境のない多文化共生社会を目指して 

 ～レインボーミサンガプロジェクト～ 

４ 参加者 

(1) NPO・関係団体等関係者 

株式会社インフィニティ 

ＮＰＯ法人キャプネス 

びわ湖放送株式会社 

株式会社まちおこし 

公益財団法人滋賀県国際協会 

(2) テーマの提案者 

滋賀県 警察本部 生活安全部 少年課 

(3) 県関係 

滋賀県 総合企画部 国際課 

(4) 事務局 

滋賀県 総合企画部 県民活動生活課 県民活動・協働推進室 

 

５ 協議内容 

(1)テーマ提案者から提出理由・趣旨を説明 

○滋賀県内の外国人居住者は年々増加しており、入管法が改正された影響で今後も増

加していくものと考えている。滋賀県の児童虐待件数は、昨年度で 1,500 件程度、そ

の約１割が外国籍の児童。人口１万人当たりの件数でみると、日本人に比べて、発生

件数は約４倍となっている。外国籍児童への虐待というのも、今後外国人居住者の人

口が増えれば、さらに増加していくのではないかと危惧している。また、少年の健全

育成にも影響があるのではないかと考えている。そのため、対策を立てなくてはいけ

ないと考えている。 
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 聞き取り等で調べてみると、そういうことが起こる背景として、外国籍の方は、自

分たちと同じ語学圏とか、同じ出身国とかの閉鎖的なコミュニティーの中で生活して

いることが多く、このことが原因となっていると考えている。そのため、日本語もあ

まり上達しないし、日本の法律・文化・ルールもいろいろあまりわからない、さらに

困ったときに、どうしたらいいのかという情報が届かず、困りごとが多くなっている

のではないかと考えている。 

 子どもが成長して、進学するときに、滋賀県では、外国人学校または普通学校に進

学するという岐路がある。まず、外国人学校に進学した場合、外国人ばかりの環境で

育つので、あまり変化がなく、学校の方でバス送迎されているので、親子とも日本の

社会と接する機会が少ない状態が続いていく。日本のことをあまり理解できないまま、

育っていくと、日本の社会になじめないまま閉塞感を抱えていく親子も多いと考えて

いる。次に、普通学校に進学した場合、言語が当然違うため、子どもが学校になじめ

ないということで、いじめにあったりすることもあると聞いている。ただ、子どもが

日本語を覚えていくと、だんだん友達もできていくが、逆に、親の方は日本語が話せ

ないので、親とのコミュニケーションが変化してしまい、親との関係性が変化してい

く。親は日本語があまり十分ではないので、学校とのコミュニケーションというのが

不足していき、親だけが取り残されているような疎外感を感じることも多いと聞いて

いる。子どもが普通学校に進学して、日本語を覚えることで、新たな問題が出てくる。 

 外国人学校に通っている児童は、日本の社会と接する機会があまり無く、虐待に関

しても、潜在化している可能性もあるのではないかと考えている。先ほどの件数のほ

とんどが普通学校に通っている子どもの件数であり、外国人学校に通う子どもの虐待

報告はほとんどなく、本当に無いのか、潜在化しているのか、まだはっきりとわから

ない。どちらの学校へ進学しても、家庭環境によい変化は起こりづらく、そうなると

虐待とか非行とかに繋がっていくのではないかと考え、何とか対策を行う必要がある

と考えている。 

 今まで、少年課において、外国人学校で非行防止教室をやっていたが、こちら側か

ら何かを教えるというような一方的な講義であった。それだけでは、あまり良くなら

ないと考え、双方向の交流というのが大事だと考えている。日本人側も知る、歩み寄

るということも必要であるというふうに考えており、そのため、少年課だけでは、取

り組んでいくのは難しく、学校や企業等の協力が必要不可欠と考えている。また、学

校・企業・警察のそれぞれの対応だけでも困難であり、連携してしっかりと取り組む

必要があると考えている。 

 今後の対策として３つの柱を考えている。情報発信が大事であると考えており、日

本社会に関する情報を伝えていかなければいけないと考えている。また、交通安全教

室を実施しているが、虐待等の教室はあまり実施していないので、そのような教室も

実施していく必要があると考えている。さらに、特に重要な対策と考えている交流事
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業である。双方向の交流を図るためには、やはり講義、情報発信のような一方的にこ

ちらの情報を与えるというのではなく、いろんな機会を通じて、外国籍の人と日本人

とが交流をしていくことが大事であると考えている。特に永住される方も増えてきた

ので、将来的なことを考えると、子ども世代からしっかりと交流ができればいいと考

えている。 

 私たちが目指しているのは、日本人も外国人も住みやすい社会、共生社会というの

を目指している。共生社会を実現するための基礎は、先に述べてきた、情報発信、教

室、交流であると考えている。これらがしっかりとできると、少年の健全育成ができ

る。 

 家庭の安定というのは、共生社会の基礎の部分にも入ってくると考えるし、家庭の

安定がないと健全育成が成り立たないと考える。この基礎の部分をしっかりと行って

いくことで、外国籍の家庭の安定、健全育成を目指し、さらにその先の共生社会まで

つなげることができると考えている。 

 

(2)対話・協議の内容 

〇説明のあった対策の三つの柱について、民間に何を協働で実施できると良いと期待

されているのか。例えば、スポーツであれば、そういった団体等か。 

〇子どもたちを集めたりする必要があるので、市町の教育委員会にも入ってもらわな

いと実現が難しいと思う。 

〇外国籍の児童虐待が多いというのは、知らなかったので驚いた。地域的な傾向もあ

るのか。 

〇地域的というより、居住者数に応じた件数となっている。 

〇確かに、県内では、長浜市、湖南市、東近江市、甲賀市、愛荘町が特に居住者数が

多い。平成 26 年から平成 30 年に向けて、全体に虐待件数が伸びている。何かこう大

きな要因があるのか。 

〇これは、面前ＤＶか、夫婦間トラブルとか、心理的な虐待も計上されるようになり、

件数が伸びてきた。国籍でいうと、南米出身の居住者が多いため、件数もそれに応じ

たものとなっている。 

〇先週、親から相談を受けて、非行に走っていた子どもを事務所で預かって、いろん

な人と触れ合い等をしながら、職場体験をしてもらった。この子どもは、一週間で目

標ができて、いろんな大切なことを学ぶことができたと作文を書いてくれた。 

〇相談窓口があり、その件数では、虐待ケースは多くはないが、必ず結構深刻な問題

を抱えている。ポルトガル語、スペイン語の相談窓口が主なため、南米出身の方から

の相談が多い。要因として、先ほど話があったように家庭の安定がないことだと思う。

来日した後、夫婦の立場、立ち位置が、日本語や賃金で変わってくる。男性優位社会

であった母国の方は、女性が力をつけてくると、夫婦のバランスが崩れ、婚姻関係が
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崩れたりして、再婚後の家庭で暮らす子どもも多く、虐待につながるケースもある。

ただ、日本人配偶者と結婚しているフィリピン国籍の方からも虐待の相談をよく聞い

ており、全体的な数は少なくても危惧している。 

〇県内の問題を少しでも解決していくようなムーブメントとなるように発信をしてコ

ンテンツを作っていこうということで、海外の人から見た滋賀県のよさを発信するコ

ンテンツについて、経費を払って作ってもらおうと、接点を作ろうしたがなかなかう

まくいかなかった。やり方に問題があったかもしれないが、団体ともつながれず、う

まく交流ができなかった。もうちょっと、フランクにお互いがいけたらいいと思う。

そんなことがあると、少し構えてしまうこともある。繋がって一緒にメディアを作っ

て発信したりする機会を作りたいと思う。 

〇虐待というのは、なかなか本当に難しい問題だと思う。現在、日本として、外国人

労働者を受け入れる方向であり、世界的にも第４位の受け入れ数だったと思う。日本

は多国籍の人をあまり受け入れないというように見えるが、実はたくさん受け入れて

いる。言葉がどうしてもこう大きな壁になると思う。少し前は、お互いに言語を学ぶ

必要があったが、ケータイの翻訳ツールや翻訳機等がだんだん普及してくると、コミ

ュニケーションが取れるのでないかという風潮が何となくなくあると思う。外国人に

対しての情報提供は、必要であるとは思うが、大多数を占める日本人に対して、現状

をもっと発信していく必要があると思う。そういうところからやっていく必要がある。

いきなり外国籍児童への虐待というのは、なかなか難しいと思う。 

〇児童相談所の一時保護所へのボランティア派遣をしており、外国籍の子どもがいる

ことはある。一時すごく多かったが、最近はそんなに多くはないように思う。ただ保

護所にいないだけで、虐待がないということではない。３年前だと思うが、子どもた

ちが入所するときに、ルールを守って生活するという承諾書を書いてもらうが、外国

籍の子どもだと意味がわからないため、確かポルトガル語と英語と中国に翻訳してく

れる人を紹介して欲しいと、一時保護所から言われていた。県の関係団体が無料でや

ってくれるというのがわかって伝えた。そういう情報とかもお互いに共有できてない。

何年か前に、出前講座で外国人学校の先生向けの講座を行った。国によって文化の違

いみたいなのがすごくあって、日本ではこうだけどもと言っても、何かもうひとつ理

解ができないという感じを受けた。外国人学校に通っている子どもたちに、虐待と言

っても、すぐに理解されない部分があると思う。あと、集めて講義をするにしても、

かなりの労力が必要であると思う。情報発信することはできると思う。外国人だけで

ではなく、日本人にもそういうふうな情報発信をして、共有できればいいと思う。少

しずつでも進めることができればいいと思う。すごい大きなところを最終的に目指せ

ばいいと思うが、目標・成果が把握できないし、限られた期間ではなかなか難しいと

思う。また、虐待の数を把握した上で取り組んでいくといいと思うし、虐待件数に計

上されていない子どもがたくさんいると思う。経済的に不安定な家庭では、虐待とわ
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かっていても、それよりまず今日食べるものがないとか、電気・ガスが止まったとか

ということの方が大事に考えられているように思う。 

〇最近、社会福祉法人を立ち上げて、児童養護施設を作りたいという方から相談を受

け、その方は、虐待件数は実際にはもっと多いと話されていた。実際に言いたくても

言えないという家もたくさんあり、子どもたちも怖くて話ができないとも話しておら

れた。死亡事件となって、テレビに取り上げられてわかったという事例もある。その

前になんとかしたいと相談を受けた。社会福祉法人を立ち上げていくには、金額的な

ハードルが高くて、もっと本当にハードルが低かったら、そういう子供たちに助けて

あげるようなことができるという話もあった。 

 虐待の原因として、貧困というのも大きいが、親の精神的な不安な部分も大きいと

聞いている。取引先の社長へ相談があった件では、母親が多重人格のようで、子ども

を虐待していることに気づいていないということを聞いた。最近、うつとか躁鬱のよ

うに、精神的に不安定となる方が増えている中、虐待が増えていくのではないかとい

う話も聞いたので、いろいろ取り組んでいくのは大切であると思う。 

〇９歳の時に来日して、滋賀県で商売をしている。日本の社会への入り方も知らず、

どんな団体があるのかもわからず、文化も知らなかったので、いろんな大先輩に教え

てもらったし、感謝している。その中で、日系の方に働いてもらっているが、鬱にな

ったり、引きこもりになったりしてきている方もいるので、３年前から交流をするイ

ベント活動をし始めた。イベントを始めると、反応がすごく大きく、交流することは

大事だと思った。2017 年から始めて、480 人ぐらいの参加者があり、去年は 988 人の

参加者となった。何か情報発信していきたいときには、一番大事になるのは、楽しむ

こと、興味を持ってもらわないとわかってもらえないと思う。湖南市の夏祭に、江州

音頭を練習した子どもたちが参加した。日本の文化を楽しんで学ぶことができ、その

中で大切なことを情報発信することで心に響くと思う。 

〇イベント開催には、経費が必要だが、それはどうしているのか。 

〇会社の方で負担している。当初は、社内だけで始めようとしたが、社内だけではう

まくいかないと思うので、県内の学校やブラジル人の経営者を集めて取り組んでおり、

まず大人から情報交換をしていかないと、子どもたちに伝わらないと思う。大人が日

本の社会を学ぶためのチャンスとなる。日系協会を立ち上げ、みんなのつながりを太

くして、そこからいろんな情報発信ができたらいいと思っている。県内にいろんな国

際協会があり、すごく素晴らしい活動されていると思う。滋賀県在住の日系の方、そ

のリーダーの人たちに取組の内容を理解してもらい、徐々にいろんな人たちにも、県

や市の行政の取組も伝えていきたいと思っている。当社へは、いつも誰かがきている。

常にいろんな相談に来られる。その相談に応じて対応をしている。働きながら、大変

さを感じながらでは、なかなか心に浸透することができないので、イベントを始めた。 

 あと、滋賀県を好きになって欲しいと思い、動画を作った。プロの方とやっていき
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たいと思う。動画再生回数は 25,000 回。どうやって情報発信をしていくのかというの

を常に考えている。動画から外国の人たちに滋賀県を好きになってほしい。 

〇外国人が主役になっている。 

〇日系協会というのは、それぞれの出身国別にあるのか。 

〇国ごとに組織化まではされていない。 

〇日系協会には、医師も入ってもらっている。というのは、医療の相談をすることが

できなかったから。このつながりができたので、それをみんなにも活用してほしいと

思っている。 

〇まず、一通り、現状認識、現場の意見を聞いた。今までの意見を踏まえ、どういう

ことを一緒に協働することを期待するのか。 

〇目標が大きいと、やるとことが明確にならないということがある。今までの交流事

業と言うと、お祭りみたいなもので、外国の料理店がいっぱい並んだところに皆さん

来てくださいよと広告を出して集まってもらうっていうのが多かったが、それは実際

交流していないと思う。買うのは買うが、日本人と外国人の人が交流するかというと、

多分してない。私たちが考えている交流事業としては、そういう曖昧な不特定多数に

向けた交流ではなくて、ちょっとずつでもいいので確実に交流をしてほしい。ある程

度範囲等を限定して、交流してもらう。例えば、外国人学校等があるので、その学校

と日本の学校と、サッカー等を通じて、ちょっとずつ交流してもらいたい。サッカー

は南米では人気があるし、滋賀県でも結構盛んなので、同じ共通のものがあれば、仲

良くなれるかと思うし、少しずつでも確実に交流ができていくものに取り組んでいき

たい。県内に散らばっている子どもたちを集めてとなると、なかなか難しい面もある

ので、ちょっとずつでも広げていきたい。身近なところから交流を進めていきたい。

また、それを情報発信して、徐々に広げていくという形で、確実に交流できるところ

をメインにしていきたいと考えている。 

〇例えば、サッカーだと、ＮＰＯもある。学校教育では、虐待という点は弱く、こう

いった話をきいてほしいと思う。 

〇今具体的な提案があり、できるところからやっていかないといけないと思う。具体

的な施策として、少年課と、民間、あるいは他の県庁内、例えば教育委員会、児童福

祉分野等の関係機関との連携を進めていかないと思うが、今日は出席されていない。

ここにいるメンバーの中で、どういうところから協働というところに手をつけていく

といいのかを皆さんのアイデア、意見をいただきたい。 

〇虐待の原因について、親の精神状態や貧困等がある。企業の中には、外国人だから

安い給料でいいんだという意識をもっているところがあったりする。国は改正入管法

の中で、外国人も日本人と同等の給料もちゃんと出すように言っているし、それは技

能実習の方も同じだと思う。企業も、外国人もしっかり人として認めていくような啓

発とかが大事だと思う。併せて、企業側に意識を少しずつ変えてもらい、企業内で日
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本語教育をやってもらえるように働きかけていく必要がある。そうした部分で、協力

していくことはできる。外国籍児童の親が経済的にも少しでも安定してきたら、精神

的にも安定していくと、虐待に向かわないような側面的な支援になっていくと思う。 

〇やはり、孤立化している外国籍児童の親が多い。子育てする母親は若い方が多いの

で、子育ての情報が入手できていない。近くの子育て交流会等に普通に行けるように

なって、日本社会と繋がりを持ってもらえるような形になったらと思う。スポーツ交

流というのはいいと思う。滋賀県国際協会では、進路ガイダンスを 10 年以上やってい

て、先輩の話を必ずしてもらっている。進学をしたり、何か目的を持って職業につい

ている人は、部活やスポーツ少年団に入っていた人が多い。そういう中から日本社会

とつながりを持ち、子どもも親の方もそこから情報を入手したりしている。外国人学

校の児童は、日本社会とのつながりが持てないということであったが、スポーツを一

緒にすることきっかけとして、社会とのつながりが生まれていけたらいいと思う。協

働という意味では、派遣会社に勤務している人が多いので、そこからの呼びかけが大

事となる。Facebook 等の SNS を使う人が多いので、情報提供等への協力ができると思

う。 

〇国際協会というのは、県内各市町にあるのか。 

〇19市町のうち、15市町にある。 

〇国際協会で、今まで虐待というのはとりあげてきたのか。 

〇NPO とともに、10 年ぐらい前に相談会を開催し、その他交流事業もしたことがある。 

〇外国人が情報の受け手になるだけでなく、主役になり、県内でメジャーになるとい

うことが大事だ思う。日本人と外国人というのではなく、一緒に滋賀県好きになると

か、滋賀県の住民としてのメジャー感としていくために、一緒に番組作りたい。びわ

湖放送で番組作りながら、ＷＥＢでの放送も作っている。日本をＰＲするよりは、滋

賀県のＰＲをしている。そうすると、外国人に対して同じ県民だと思ってもらえると

思う。外国人を主役にしてみたいし、同じ県民のメジャー感を出していきたいし、ぜ

ひやりたい。それができるし、もやもやしている。そこは、どういうふうに動かして

いくかは、経済の問題となるので、スポンサーをつける等のやり方はいろいろある。

経済の中にも巻き込んでいけばいいと思う。外国人も同じ滋賀県民であるため、一緒

に課題解決に取り組む主役になってもらいたい。 

〇虐待を防ぐということで、広い部分の広報活動、いろんな情報発信、子どもたち同

士の交流、いろんなところからやっていくことが必要だと思う。 

〇情報発信のやり方として、滋賀県を好きになってもらう等の一環として、情報発信

していく方がいいのか、何かほかのことでやっていくのがいいのかよくわからない。

今まで訪問した中で、外国籍の子どもの親や外国人学校の先生へ行くこと、困ってい

ることの話が出るが、内々の話で終わってしまう。情報発信していくには、外国人向

けだけなく、滋賀に住んでいる人が一緒に何かできるようなやり方をした方がいいと
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思うので、滋賀に住んでいる人が、外国人の状況等を知ってもらうことが重要だと思

う。知り合いになって、相談できたりするようになるといいと思う。 

〇働いている様々な国籍の外国人がかなり増えてきている。研修生という形で来日さ

れる方が多い。先ほどあったように、安い賃金でいいという経営者の意識が一番多い。

これから同一賃金同一労働というのがあるので、そのようになっていかないといけな

いと思う。そういうふうにしていかないと、外国人労働者の労働環境がよくなってい

かないと思う。実際に、来日して、コミュニケーションがうまくいかなくて、誰にも

相談できずに犯罪を犯したりとか、研修生で来日して、途中で脱走したりする事例が

ある。５年間で 40 万人の外国人を受け入れるといわれているので、どんどん問題が増

えてくると思うし、企業やこのような集まりの中で、早め早めにいろんなことを対策

していかないといけないと思う。 

〇去年まで、ブラジルのショップが県内に４店舗あることは知っていたが、いろんな

人とつながりをつくっていくと、７店舗あることがわかった。知らなかった。知らな

いことが多いので、いろいろと調査すれば調査するほど、いろんなことが分かってく

る。 

〇７つの店舗は、どこの市町にあるのか。 

〇長浜市、東近江市、愛荘町、甲賀市、湖南市、草津市で、長浜市には２店舗ある。 

〇今年の２月から、活動団体からカウンセリングできる女性を事務所に来てもらって

おり、カウンセリングをすると決まったときには、20 名ぐらい予約が入った。カウン

セリングに来るのは、子どもたちも多い。その団体は、７人ぐらいカウンセリングで

きる人がいて、全国で活動している。日系協会の中で会議をしたときに、カウンセリ

ングできる人がいたらいいなということだったので、活動拠点である群馬まで行って

話をして、来てもらった。３か月かけて、お願いをした結果、来ていただき、カウン

セリングを受ける人は多い。 

〇カウンセラーは日本人なのか。 

〇日系の人である。相談しやすい。 

〇外国人を主役にという話しがあったが、それが大事かと思う。最近実施している事

業では、対象となる人たちをなるべく主役にしたいと思っている。外国人が主役にな

る施策というのが、一番外国人にとっても広がっていくと思うし、日本人が、こうし

てあげたり、こうしたいということでなくて、外国人の意見を取り入れるのが大事で

あると思う。同じ滋賀県民としてということもある。なかなかそこまでの意識は、日

本人側になかったのではないかと思う。日本に住んでいる外国人という捉え方をして

いると思う。ポスター等で訴えていくと、日本人側にも問題定義ができると思う。 

〇教育委員会の中で、学校教育と学校教育以外の社会教育という分野があり、今期、

長い歴史のある社会教育委員会の中でおそらく初めて、社会教育の立場から、こうし

た虐待等のいろんな課題を抱えている子どもたちに対して、どのようにアプローチを
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かけたらいいかをテーマに掲げた。今まで、虐待というと、児童福祉の領域であると

当事者およびその周辺の人も思っている。虐待に至る前に、いろんな防げるチャンス

やできることがあると思う。そういう面では、社会教育はすごく大事で、学校外で起

きていることの方が多いし、学校を出た後の方がいろんな問題がある。まさに、社会

教育の範疇である。社会教育の立場で何かやっていくべきでないかと、いろんな関係

者・団体と話しあっている。今日聞いていて、これを外国人子弟の虐待問題だけに矮

小化するのではなく、もちろんそこが目標となるが、ありとあらゆる機会に、いろん

な人たちの協力を得ながら、外国人子弟も日本人子弟と同じように、虐待という問題

はそれぞれにあって、そこにはいろんな問題が複合的にあるため、日本人も外国人も、

児童福祉担当部局もそれ以外の人もそれぞれに注意をし、この視点を持っていくこと

が大事だと思う。残念ながら、本当に痛ましい事件も発生し、大きな課題となってい

るのは嘆かわしいことだと思う。今まで、クローズアップされてこなかったことも、

これからは注目していなくてはいけない。国際協会の役割というのは、本当にまた非

常に大きくて、大変なところもあると思うが、国際協会だけの役割ではないと思うし、

いろんな機関が共有して、いろんな立場から取り組んでいくことが大事であると思う。

教育委員会、福祉部局、あるいは商工労働関係部局、また企業の経営者の方からも取

り組んでいくことが大事だと思う。こうした方面にアプローチしていただきたいと思

いますし、また、サッカーなどのスポーツ関係者やイベント関係者にも、情報共有を

お願いしたいと思う。そういう中で、目標にたどり着ける可能性が広がっていくと思

う。 

〇日本人子弟への虐待時の対応と、外国人子弟への虐待時の対応は、同じか。 

〇同じ。前に、幼稚園に行ったときに、保護者と日本語で話しがうまくできず、文化、

食べ物の違いがあり、他の子どもに比べて、２倍、３倍気を使っている状態であった。

それゆえに、見えづらくなっていると思う。外国籍の子どもと親だけでなく、すべて

の方にいろんなことを知ってもらうことが大事だと思う。 

                             （了） 


