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第 1 部 新宿とミッテ 
 

データに見る新宿とミッテ 

 
新宿区には、総人口 30 万 7000 人に対して外国人が約 3 万人おり、その割合は約 10％と

なっています。これに対してミッテ区は総人口 32 万 800 人に対して外国人が約 8 万 8000
人おり、割合は 27％にものぼります。割合から見れば、ミッテ区には新宿区の約 3 倍もの

外国人が住んでいる、ということになります。 
 

■新宿区（2007 年）： 
総人口 307,415 名のうち 

外国人登録者数約 30,340 名 
 
 
 

■ミッテ区（2004 年）： 
総人口 320,800 名のうち 

外国人登録者数約 88,860 名 
 
 
 
次に、2 つの区の外国籍住民の出身国内訳を比較します。 
新宿区では 1 位が韓国・朝鮮で 2 位が中国と、日本と隣り合うこれらの国々だけで全体

の約 70％を占めています。一方ドイツでは、出身国全体の約 30％を占めるトルコが目立ち

ます。しかしそれ以外は東ヨーロッパの国々や他のＥＵ加盟国など、多くの国から人々が

集まってきていることが分かります。 
■新宿区における外国人の国籍別内訳（2004年） 
■ドイツにおける外国人の国籍別内訳（2005年）

 

 
 
 
 



新宿、ミッテの歴史背景 

 
・新宿 
データにもあるように、新宿区の人口は約 30 万人で、そのおよそ 10％が外国人です。な

ぜ新宿区にはこれほど多くの外国人が住むようになったのでしょうか？ その昔、第二次

世界大戦前の大久保地区は高級住宅街だったそうです。しかし、東京大空襲でそのほとん

どが倒壊してしまいます。第二次世界大戦が終わり、その土地に日雇い労働者や在日朝鮮

人などが空き地や線路のガード下等を占拠して住みつくようになり、現在の大久保地域の

元になるバラック街が形成されました。また 1950 年代には朝鮮戦争などの影響で朝鮮半島

から逃れてきた朝鮮系の人々が新宿に来るようになりました。その結果、現在のような韓

国の方が集住する地域が成立したようです。 
 その他にも、新宿区は日本語学校が多いこと(39 校以上)でも有名で、その影響から外国

人が多いということもあるのではないかと考えられます。また、神楽坂近辺にはフランス

人学校がある影響からフランス人の方が多く住んでいます。 
 
・ミッテ 
ミッテ区にいる外国人は大きく四種類にわけられます。 

第 1 に、第二次世界大戦後の労働力不足を解消するために様々な国から集められ、ドイツ

に定住したゲスト労働者 
第 2 に、政治的な問題な問題を抱え、難民としてやってきた人々 
第 3 に、ドイツ人を先祖に持つ外国人（※シャラーシュ参照） 
第４に、EU 加盟国からやってきた外国人 
 
ミッテ区に住む外国人の中でも大多数を占めるのが、第 1 に挙げたドイツに定住したゲ

スト労働者です。ドイツ政府は戦後の西ドイツ復興を支える労働力を補うために、1955 年

からイタリアをはじめとし、スペイン、ポルトガル、ユーゴスラビアなどから労働者の受

け入れを始めました。しかし、それでも需要が補えなかったためトルコと二国間協定が締

結され、それをきっかけに大量のトルコ人労働者が受け入れられることになりました。こ

うして、外国人人口は急増しました。当初、外国人労働者は一定の仕事が終了したら帰国

するという契約でしたが、帰国促進政策をしても外国人労働者が帰国をしなかったり、帰

国をした外国人労働者が「ドイツは良かった」と祖国で見栄を張って話をしたりしたため、

それを信じた外国人がドイツへ押し寄せてきたこともあるようです。 
 
 
 



新宿とミッテが抱える問題点 

 
・新宿 
 新宿区には、差別・偏見に悩む外国人が多くいるように思います。このような差別・偏

見はどこから生まれるのでしょうか。それは、日本人と外国人との間の意識の違いからで

す。例えば、区民の中には外国人のごみの出し方や騒音に不満を持っている人がいます。

しかしそれらを問題視する外国人は多くありません。そのような意識の違いを、コミュニ

ケーションを計ることによって解消できれば良いのですが、それができていないのが現状

です。 
 
・ミッテ 
ベルリン市内では様々な情報がほぼドイツ語で書かれていました。つまり外国人がドイ

ツで暮らすにはドイツ語を習得する必要があるのです。ドイツ語ができなければ住むとこ

ろも探せないし、仕事もない。ドイツ語が分からないために、パスポートや滞在権の更新

ができない外国人もいます。このような問題はドイツ人からの働きかけがあれば解消でき

るのではないでしょうか。一部ではドイツ語に不自由な外国人が、同じ地域に集住すると

いう現象も起きていているのです。ドイツにおける言葉の問題は深刻であるように思いま

した。 
 
新宿は差別や偏見、ミッテは言葉。この両都市にはある共通したことがあります。それ

は国民と外国人との間のコミュニケーションが足りないということです。そのために問題

が問題として認識されず、お互いがその解決策を生み出すまでに至っていません。そして

それが、外国人が社会にとけ込まず集住するというようなさらなる問題を引き起こしてし

まうのです。多くの外国人が住んでいる両都市ですが、まだまだ解決しなければならない

ことは多いのが現状です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

日本とドイツの国籍・帰化申請 

 
・日本 
国籍取得には大きく分けて 2 つのタイプがあります。血統主義と出生主義です。 
血統主義は、生まれた国に関係なく血統により両親の国籍を取得するというものです。 
出生主義は、両親の国籍には関係なく、生まれた国の国籍を取得するというものです。 

 
日本は原則として血統主義を採用しています。出生の時点で父か母が日本国籍を持って

いる場合、その子供は自動的に日本国籍を取得することができます。しかし例外として、

国籍者の発生を防ぐために出生主義を採用することもあります。それは日本で出生した時

点で両親が無国籍である場合または両親が共に不明の場合です。 
 
また日本国籍を取得するには、以下の条件を満たさなければなりません。 

1）引き続き 5 年以上日本に住所を有すること（中断期間は認めない） 
2）20 歳以上の日本で言うところの成年であること 
3）素行が善良であること（犯罪・処罰歴を問われる） 
4）日本で自活できる資産又は技能を有すること 
5）無国籍又は日本国籍取得によりそれまでの国籍を失うこと 
6）日本国政府を暴力で破壊することを企て 

又は主張する団体を結成し又はこれに加入したことがないこと 
そして小学校低学年レベル以上の日本語能力と、日本の生活習慣になじんでいることが

必要とされます。 
 
帰化許可申請の際の提出書類は、個人によって異なります。基本的には次に挙げるような

書類を提出することになります。 
 
①帰化許可申請書 ②親族の概要を記載した書面 ③帰化の動機を記した書面 ④履歴書 
⑤卒業証明書／在学証明書／技能ないし資格の証明書 ⑥国籍及び身分関係を証する書面 
⑦外国人登録済み証明書 ⑧宣誓書 ⑨生計の概要を記した書面 ⑩在勤及び給与証明書 
⑪事業の概要を記した証明書 ⑫確定申告書控え／決算報告書／許認可証明書等 
⑬源泉徴収表／納税証明書 ⑭居宅・勤務先付近の図 ⑮スナップ写真 ⑯診断書 
 
これら全てを揃えるだけで数か月、申請から法務大臣の決裁が出るまで半年以上かかる

と言われています。 



・ドイツ 
ドイツの国籍法は 2000 年に改正されたばかりです。それまでのドイツ国籍法は日本と同

様、血統主義を原則としていました。しかしドイツ人の人口減少や多民族混合化の流れに

対応して、新しい国籍法には出生主義が加えられています。ドイツに 8 年以上合法的に滞

在する外国人を父または母としてドイツで生まれた子供は、自動的にドイツ国籍を得るこ

とができます。そして 18 歳までは二重国籍が認められ、23 歳までにいずれかの国籍を取得

するか選択しなければなりません。 
 
ドイツ国籍を取得するには以下の条件が必要となります。 

1）外国国籍を放棄すること  
2）滞在許可、あるいは滞在権を所有していること  
3）前科がなく、憲法に反する目的を追求しないこと 
4）自分と扶養義務を負う家族のための生計が可能であること  
5）十分なドイツ語知識があること（日本より高いレベルが求められる） 
6）ドイツに 8 年以上滞在していること    

 
また 2006 年には、州政府と連邦政府がドイツへの帰化を希望する外国人に対して、語学

や基礎知識に関する講座への参加を義務づけるとともに、これらの能力に関する試験を実

施することを決めるという大きな変化がありました。 
 
以上のように日本もドイツも、外国人が帰化するためには多くの条件をクリアしなけれ

ばなりません。また二重国籍が認められていないので、母国の国籍を失わないために帰化

を申請しない外国人が増えています。しかしどちらの国においても「外国人」であるため

に就職や教育の現場で不利になったり、差別を受けたりという問題が発生しているのが現

状です。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



新宿とミッテの区政 

 
・新宿 
新宿区文化国際課の方は「外国人が多く住み暮らすことを区の特性として積極的に国籍

や民族の異なる人々がお互いの文化を認め、理解し合い、共に生きていく多文化共生のま

ちづくりを推進しています。」と仰っていました。しかし今は、現状を調べている段階です。

このままでは、増え続ける外国人への対応が手遅れになりかねません。現状を把握し、未

来を予想した政策を立てた方が良いのではないでしょうか。 
 
・ミッテ 
ミッテの外国人政策はここ 20 年間手付かずのままでした。しかし 2 年前に「移民法」が

制定されました。少子高齢化による人口減少を危惧した政府が、既存の「外国人法」を改

定したのです。この法律は、国が移民問題に向き合ったことの現れと言えるでしょう。し

かしこの「移民法」では、ドイツ社会にとって何か利益をもたらすような専門家や技術者、

帰国することが前提である留学生のみを積極的に受け入れるとされています。つまり、無

制限に外国人を受け入れるわけではないのです。 
一方、すでに移住している外国人に対する対応は、ほとんどが民間任せとなっています。

近では、ようやく区の職員がボランティアとして民間団体をサポートし、外国人に対す

る情報提供の場を作っているような動きも見られます。区の対応としては少し手遅れとい

う印象も持ちましたが、区と民間の集まりの場を持つことで遅れを取り戻そうと努力して

いる事を感じました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



施設にみる新宿の取り組み 

 
新宿区では外国人住民の増加に伴って平成 3（1991）年 4 月に新宿区役所 1 階に「外国

人相談窓口」を設置しました。平成 17（2005）年 9 月には「しんじゅく多文化共生プラザ」

が開設され、2 ヵ所で外国人への助言や協力の活動を進めています。 
 
しんじゅく多文化共生プラザは、その利用目的によって 2 つにスペースが分けられてい

ます。1 つ目は「多目的スペース」です。ここでは日本語教室をはじめ、多文化共生に関す

る学習会やセミナーが開かれます。2 つ目は「交流スペース」です。ここには更に 3 つのコ

ーナーがあり、それぞれ、様々な情報や資料を閲覧できる「資料・情報コーナー」、日本語

学習用の教材やテキストが揃った「日本語学習コーナー」、韓国語、中国語、タイ語、英語、

ミャンマー語で外国人の相談に応じる「外国人相談コーナー」となっています。 
この外国人相談コーナーには国や区の行政、暮らし、家庭、仕事、健康、ごみやリサイ

クルといった生活環境など、実に多種多様な事柄についての相談が寄せられ、その件数は

外国人登録人口の増加とともに増え続けています。これらの相談には、全て通訳が出来る

日本語能力をお持ちのネイティブの方々が「相談員」として応じています。専門的に外国

人の相談に応じる機関は他にもありますが、先に挙げたような日常生活に関する事柄につ

いてきめ細やかに相談に応じてくれる「外国人相談センター」の担う役割の大きさは計り

知れません。また、インターネットによって情報が瞬時に手に入る時代ではありますが、

全ての外国人にそのような環境が整っているとは限りません。対面して相談することが出

来るという点は、コミュニケーションの場としても貴重な場だと思います。 
 
では、しんじゅく多文化共生プラザの存在を、ここに訪れる方たち、特に外国人の方た

ちはどのようにして知るのでしょうか。1 つには、プラザや関係施設が発行する広報紙が挙

げられます。この広報紙は日本語、英語、韓国語といった各国語に翻訳されています。2 つ

めにはインターネット、3 つ目には利用者からの口コミが挙げられます。プラザではプラザ

の存在をどのようにして知り、来館したかについてのアンケートは行っていないそうです

が、友人や知人からの口コミの影響力が大きいのではないかと思います。 
 
このようなしんじゅく多文化共生プラザでの様々な活動は、職員の方はもちろん、日本

語教室ボランティア、通訳・翻訳ボランティアなどの多くのボランティアの方たち、そし

て地域の皆さんの理解によって支えられています。予算や人手といった課題はありますが、

こうした人と人との結びつきがなければ、より良い外国人の支援は到底望めません。広報

紙やインターネット、口コミによってまずは「しんじゅく多文化共生プラザ」の活動を 1
人でも多くの区民の皆さんに知ってもらうことがとても大切だと感じました。 



第 2 部 見学場所紹介 
 

シャラーシュ 

 
この派遣で 初に訪れた施設は、ロシア移民に対してケアをしているロシアユースセン

ター・シャラーシュです。ここではコロストさんの話を伺いました。 
 シャラーシュの利用者はロシアから来た移民です。ロシア移民は過去にドイツと何らか

の繋がりを持っていた人々です。例えば先祖にドイツ人を持つ人々です。彼らは第二次世

界大戦前、経済苦などの様々な理由からソ連に移住し、そこでボルガ王国を形成して当時

のドイツの習慣や文化を守り暮らしていました。 
 彼らがドイツ人になるためにはドイツ語を流暢に話すことができ、ドイツの文化や習慣

を理解し、先祖がドイツ人であったということを証明しなくてはいけません。しかし、第

二次世界大戦後に「ドイツ人」として帰国しようと試みた人々が実際に帰国するのは難し

くなってしまいました。その理由として先祖がドイツ人であったことをうまく証明できな

いことが挙げられます。また、彼らが守り続けてきたドイツの習慣や文化、政治的理解が

もはや現代には通用しないものとなってしまったこと、ドイツ人からの差別も挙げられま

す。ロシア移民の若者が税金も払わず学校にも行かずにアルコールを飲み暴れ移民に対す

る印象を悪くしてしまっているのも問題の 1 つです。 
 元はドイツ人であった彼らが「ドイツ人」として入国したいと考えるのは自然なことで

しょう。しかし、そのような入国方法ではドイツへの文化的、政治的理解やドイツ語の知

識の不足を補うサポートが受けられません。一方、「移民」として入国すると外国人差別に

遭う機会が増える可能性があり、選挙権といった国民としての当然の権利が享受できませ

ん。また、学歴などのロシアで獲得した社会的地位や資格はドイツでは認められません。

そのため、たとえドイツ人として入国したとしても、働き口がなく困っている人も多くい

ます。このように、入国方法によって様々な違いがあるのです。 
そこでシャラーシュでは、ドイツ人として馴染めるよう、ドイツ語の教育やビザの取得の

手伝い、就職の指導などをしています。シャラーシュの職員は、旧ソ連の厳しい入国条件

を乗り越えた自らも移民としてのバックグラウンドを持つ人々です。彼らは移民のバック

ラウンドを持つからこそ分かる心のケアもしています。そして彼らは、ロシア移民が共生

の実現のために諦めずに自立することを願っています。 
コロストさんは 後に共生の二面性について話してくださいました。1 つ目はドイツ人が

移民に対して敵対心を抱かないこと。2 つ目は移民が積極的にドイツに適応するよう努力す

ることです。ドイツ人、移民の双方が互いに認め合い、長期的に我慢強く付き合っていく

ことが大切とのことでした。 



クロイツベルク 

 
クロイツベルクはベルリンの中心に位置し、外国人が非常に多く暮らしている区です。 

かつてのクロイツベルクには繊維や電気関係の工場が多く存在し、トルコやギリシャなど

からドイツ政府が招いた女性の労働者を受け入れたという歴史があります。また、この区

にはベルリンの壁があり、東西の国境沿いにはドイツ人は寄り付かなくなったために外国

人が住むようになりました。 
 ここではトルコ人のゴッチェンさんが移民に関する博物館の説明とクロイツベルク区の

ガイドをしてくれました。博物館には色分けされた世界地図がありました。移民と一口に

言っても、ゲスト労働者、難民、旧ドイツ領から移住した人など、国や地域によってドイ

ツに移住する理由が異なります。それを分かりやすいように色分けしたものでした。 
 続いて、実際にクロイツベルク区を歩きながら歴史や特徴なども説明してもらいました。

170 もの国の文化が共存しており、店の看板などにはトルコ語やアラビア語のものが多くあ

りました。これだけ多くの文化が集合していても、この区は約 30 年周期で住人が移り変わ

っていくため、文化的対立も起こりにくいという話でした。 
 モスクの中に入れて頂くという貴重な体験もしました。クロイツベルクにはモスクが 70
か所あるそうですが、どれも通りから外れた奥まったところに建てられており、歩いてい

てもモスクがあることに気付きません。それはトルコ人の人口が増えてもイスラム教はド

イツの中ではマイノリティーであり、加えて経済的に地価の高い道路に面した場所にはモ

スクを建てることができないからだそうです。しかし 9・11 のテロの後、イスラム教徒へ

の悪いイメージが先行することを心配した NPO 団体が逆にモスクを大きく建て替えたり、

イスラム教徒以外の人にもモスクを開放するようになったりと、環境が大きく変わったそ

うです。 
 実際に街を歩いてみると本当に移民系の人が多く、ベルリンの他の区とは雰囲気が全く

違いました。トルコ人が通う幼稚園、トルコ系のモスクにアラビア系のモスクと、クロイ

ツベルクでは異なる文化が「共存」はしていても「共生」はできていないと思いました。

このバラバラの状態が理想的であるかは分かりませんが、目立った対立や闘争は話を伺う

限りはありませんでした。しかし、ドイツ社会ではクロイツベルクは「治安の悪い外国人

街」とみなされており、ガイドブックにもそのような記述が見られます。そういった偏見

の眼差しで見られていることも事実なのです。 
後に、トルコ料理屋に行きました。そこで働いているトルコ人たちは、それぞれ問題

を抱えているのかもしれないけれど、明るく仕事をしていて、わたしたちにも気さくに接

してくれました。このようなレストランがあることは、移民の文化がドイツの食生活を豊

かでバラエティに富んだものにしている現れの 1 つだと思いました。また外国料理のレス

トランを移民自身が経営することで、失業者対策にも繋がるのではないでしょうか。 



区長表敬 

 
8 月 24 日には、ミッテ区区長を表敬訪問しました。私たちが通されたバルコンザールと

呼ばれる部屋には歴代の大統領の肖像画が並べられ、区の関係者の方々、ホストファミリ

ーと共に区長のお話を聞きました。ここでは、区長が話してくださったことの中でも、特

に①区の役割②移民政策における問題点について報告します。 
 
①区の役割 
ミッテ区では、「移民に可能性を与えること」を 大の区の役割と位置づけています。そ

のためには、まず言語の取得が重要です。ドイツで暮らしていくにはやはりドイツ語が必

須であり、教育を受ける機会や職業を得る機会、生活に関する様々な情報を得るためにも、

何よりも先に取り掛かるべきことであるというのは当然にうなずけます。次に、ドイツの

構成理解が必要となってきます。具体的にはドイツの国政や地域行政についての理解です。

例えば区役所に外国人を支援する部署があること等、組織の仕組みを知ることはとても重

要です。 
 
②移民政策における問題点 
まず 1 つ目に、生活様式の違いが挙げられます。政治や経済の仕組み、国レベル・個人

レベルでの貧富の差といった大きな事柄から風習・文化・宗教に由来する習慣など、大小

問わず様々な違いには、どう対処していけばいいのでしょうか。移民が自国の生活様式を

ドイツのそれに切り替えるのか、ドイツでも維持し続けるのか・・・ドイツ人、移民の相

互理解が も必要とされる点でしょう。 
次に、トルコ人街のような特定の国の人々が集まる地域が生じてしまうことが挙げられま

す。そのような地域が生じる理由には、外国人の入居を断る大家さんや住民がいて自由に

住居を選択できない、経済的に住居が限定されてしまうといった背景があります。実際に

クロイツベルク区を歩いた時には、当時は危険であったであろうベルリンの壁のすぐ近く

にトルコ人の住居が集中していました。そのため一概にそのような地域を批判することは

出来ませんが、実は様々な問題点が潜んでいます。そのような地域では特定の母語でコミ

ュニケーションが取れ、お店や病院といった日常的に必要な場所も揃い、ドイツ語を学ぶ

必要がなくなってきてしまうのです。それに伴ってドイツについての情報が入らなくなり、

せっかくのサポートを受ける機会を移民自ら減少させることになってしまいます。 
 
現状を踏まえた上で、これらの問題点を解決するにはどうしたら良いのでしょうか。 

区長だけではなく、私たちが訪問した数々の移民を支援する施設の人々は、「移民として成

功した人が、新たな移民を助けることが問題解決への 1 番の近道だ」と仰っていました。



それは、共通の母語を介して彼らを支援する施設や事業の存在をより正確に伝えられ、彼

らが 1 日も早くドイツで安定した生活を送れるようなきっかけをより確かなものに出来る

からです。また、移民として成功した人は新たにやってきた移民の抱える不安や悩みをよ

り身近に理解できる存在であることも重要な点です。 
後に、区長のお話を聞いている中でとても印象的だったことがあります。 

それは、ミッテ区は外国人を「区の今後の発展に大切な人々」と捉えていることです。外

国人が増え、多文化化が進む現状をチャンスと考えている点は新宿区と同じであり、表敬

訪問ではとても意義深いお話を聞くことが出来ました。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



移民共生の代表者とのミーティング 

 
ミッテ区は総人口約 32 万 800 人の中に外国人が約 8 万 8000 人おり、割合は 27％にもの

ぼります。話をしてくださったのは、外国人支援ボランティアの代表・チャックさんです。

このボランティア団体は 25 人のメンバーで構成されています。この 25 人はいずれも外国

人のための支援団体の代表やそれに準ずる人々です。彼らの具体的な活動内容は、①区長

や区の関係者との話し合い ②生活をスムーズにするためのサポート ③様々な決定事項

を知らせるために 3 ヵ月に 1 回程度発行する情報紙の作成です。実際に見せたいただいた

広報紙には音楽会などのイベントの案内や法制度についての情報が載っていました。また、

情報紙はボランティアの存在を知らせる役割も果たしています。 
 
彼らの目標は、外国人のドイツ社会への統合です。外国人はドイツに同化しなくてはな

らないといけないというプレッシャーに駆られている可能性があります。しかし自分で何

とかできない人は一歩引いてしまい、同じ国の人同士で固まって住んでしまいます。チャ

ックさんたちは、その集住してしまった外国人をサポートすることにより、同じ国の人同

士で集まらなくてもよい環境、外国人とドイツ人が対等な立場で暮らせる社会を作ろうと

目指しています。しかしここには問題点が 2 つあります。1 つ目はサポートをするメンバー

が少ないために外国人全てに十分なサポートが行き渡らないこと。二つ目は区役所に足を

運んできた人しかサポートできないということです。これでは、プレッシャーに駆られ一

歩引いてしまっている外国人への対応が困難であり、目標として掲げていた社会統合の実

現が遅れてしまいます。 
目標に向かって活動しつつ、さらにこのような問題の解決も求められるという、人をサ

ポートすることの難しさを学びました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



コンパスミッテ 

 
 コンパスミッテでは、担当者の方にこの施設の概要やミッテ区の移民や若者の現状につ

いて教えていただきました。 
コンパスミッテは、何らかの問題を抱えた青少年に様々なアドバイスを与える役割を持

つセンターで、10 年前に設立されました。ここでは「青少年促進団体」と、ソーシャルワ

ーカーや社会教育者によって構成される「未来の構築」という団体がミッテ区の青少年課

から資金の援助を受けて活動しています。 
利用者の男女内訳は、2006 年の 1 年間で男性 238 名、女性 142 名でした。女性の方が少

ない理由としては、女性運動が活発化したために女性の社会参加への機会が増えたこと、

男性の方がより高い社会的地位を求めることなどが挙げられます。また一方で、利用者全

体の半数以上を占めるイスラム教徒の中では女性の社会進出が伝統的に少ないため、就職

や進路などの問題に直面しにくいということも背景ともあるそうです。 
対象は外国人に限らず学生や若者など全ての青少年ですが、難民や外国生まれで親と共

に移住してきた青少年など、ここを訪れる人の約 60％が移民のバックグラウンドを持って

います。このような施設は他に四か所ありますが、コンパスミッテのあるゲズントーポネ

ント区では、特に移住が集中しているイスラム系の人々の利用が多くなっています。 
アドバイスを求めて来る人々は、具体的には学校の成績や進路、就職関係はもちろん、

家庭のトラブル、麻薬のような犯罪などのように、自分ひとりでは解決できない問題を抱

えています。そのような青少年に対しては、進学や就職のために履歴書の書き方を教えた

り面接練習をしたりします。ドイツ語を使えない青少年に対しては言語指導のプログラム

があり、家庭内にトラブルを抱える人や犯罪歴を持つ青少年に対してもトラブルの対応法

を教えるなどのケアを行っています。さらに、社会の常識をまだ身につけていない若者や、

特にドイツの諸制度に関する知識のない青少年にはそれをカバーするための文化的・経済

的・法律的支援を行います。コンパスミッテは、青少年がこのような支援を受ける中で自

分自身をよりよく知るようになることを望んでいます。ただしコンパスミッテは、手取り

足取りの支援を行う訳ではありません。その役割はあくまで青少年の自立のための手助け

を行い、本人と一緒に考え、ヒントを与えることにとどまるのです。 
後に担当者の方が、多文化共生について「一方通行ではなくて、ドイツ人と外国人の

双方が努力することが大切だ」と教えてくださいました。これは例えば、一般的にドイツ

を含めたヨーロッパ圏の人々が個人を重視するのに対し、イスラム系の人々は集団を重視

する、などの価値観の違いを越えることも指しています。問題を抱える青少年に も近い

立場にいる方からの言葉は、とても印象深く響きました。 
 
 



移民の環境改善プロジェクト 

  
移民の環境改善プロジェクトについてのお話は、プロジェクトのオフィスでバイカラさ

んという、自らも移民としてのバックグラウンドを持ち活動しておられる方からお話を伺

いました。 
移民の環境改善プロジェクトとは、長くドイツに住んでいてもドイツ語が話せない人、

ドイツの社会・生活がわからない移民の人をターゲットとしているものです。彼らの活動

はまず自分たちの存在を広報することから始まります。広報活動としては、何ヵ国語かで

作ったフライヤー等を配ることや、自分たちから移民の多く集まる場所に行き、こちらか

ら移民に対して積極的にコンタクトをとります。これは口コミ効果を狙ったものです。 
訪問した他の施設ではフライヤーの他の言語への翻訳が行われていなかったことを考え

ると、この施設ではまず広報をしっかりしようという意識が伺えます。 
プロジェクトでは、移民の問題に対して、スタッフ自身が相談者の問題を解決するので

はなく、専門家がどこにいるか、どこに行けば相談が出来るかなど今後の方向を示してあ

げる「架け橋」としての役割を果たします。例えば、年金の用紙の書き方がわからない、

離婚したいがどうすればいいのか、子どもが学校を卒業したが今後どうすればよいのか、

といったような問題があるそうです。昨年は 175 家族がプロジェクトを利用し、今年は 8
月後半の訪問の時点で昨年以上の相談があったそうです。これは広報活動が実った結果で

あるとスタッフの方は仰っていました。 
プロジェクトのメンバーは移民の気持ちがよくわかる、自らが移民のバックグラウンド

を持つ人々で構成するのが望ましく、他の必要条件としては 
・世界に対する視野が広い人 
・様々な家庭を訪ね、相談者の母国語で相談に乗れる人 
というものが挙げられます。 
現在ミッテ区内には 30 人のスタッフがおり、将来的には倍ほどの人数に増やしたいとい

うことでした。今、このプロジェクトのスタッフはすべてがボランティアというわけでは

なく、元失業者の人が 1 年契約で働いています。契約終了後のスタッフの進路や、今後の

プロジェクトの方向性や 終的な規模などは、まだプロジェクト自体が 2005 年に出来たば

かりで決定事項が少なく、流動的なものであるとのお話でした。 
そもそも、このプロジェクトが出来た理由としては区の仕事が縦割りであるのに対し、

移民の抱えている問題は多様で、区の仕事には当てはめづらいという背景があります。プ

ロジェクトスタッフは区の職員というわけではなく、『区の職員と移民の架け橋』という役

割を果たしています。このプロジェクトの発展を受けて、区の他のサービスの利用率も上

昇したそうです。 
 



見学を通じて見えてきたこと 

 
いくつもの施設を見学させていただきミッテ区の外国人に対する取り組みを、まだ社会

全体のごく一部ではありますが知ることができました。実際に話を聞き、自分たちも「外

国人」の立場から見学をする中で感じた事がいくつもありました。 
 
まずサポート施設が整っていても、その情報が移民の方たちにまで十分に行き届いてい

ないという問題がありました。広報誌による宣伝活動はもちろん行っているのですが、そ

れはドイツ語で書かれたものが多いのです。トルコ語や英語で書かれたチラシはこれから

作っていこうというお話でしたが、まだまだ時間がかかるように感じました。またドイツ

語での広報活動に関連したことで、街を歩いていて気付いたのが、駅や公共施設に外国人

のためのドイツ語以外の表記がほとんど見られないということです。先ほど国籍のところ

で取り上げたように、ドイツへ帰化するためにはドイツ語の知識が必要とされます。帰化

を申請していない移民でも、見学した施設でも区の対応から考えると、ドイツに移住する

からにはドイツ語を覚えて欲しい、という気持ちが強いように感じられました。このドイ

ツの移民に対する姿勢は、対等な関係の「共生」を望むというよりは、ドイツへの「統合」

を望むものであるような印象を受けました。 
確かに外国人の方たちも自ら望んでドイツに移住しているので、ドイツ語を勉強する必

要があります。多言語を認めるばかりでは、ドイツ人と外国人の間の言葉の壁も人間同士

の距離もさらに広がっていく一方です。しかし本当に助けを必要としているのはドイツ語

が理解できず社会に溶け込めない方たちです。ドイツ語講座や読み方の表記など、ドイツ

語の知識の不足を補っていくサポートをこれからさらに行っていく必要があると感じまし

た。 
 
次に感じたことは、縦割りの社会構造によって数々の移民に対する取り組みに弊害が生

じているということです。民間レベルの施設とミッテ区が運営する施設では、連携して移

民に対するサポートを行っているところもあるそうです。しかし施設が増えても彼らが行

える施策にも限界があります。例えば外国人の教育問題を解決しようと様々なサポートを

行っても、国レベルの教育に関する法律を変えないことには根本的な解決策を打ち出すこ

とはできないのです。 
今回見学させて頂いた施設には、生活が安定している人やドイツ国籍を取得した元外国

人の方たちが、自身の経験を生かしてサポートを行っている団体もありました。ドイツ語

や就職訓練などの講座を開設し、教育を受けた外国人を団体のスタッフとして雇うことで

失業者を減らそうという取り組みもありました。ミッテ区では移民が移民を助けるという、

同じ境遇の者同士の強いネットワークが存在していました。 



しかしこのような外国人と相対している、外国人問題の 前線にいる民間の団体ほど与

えられている権限が小さいのが現状です。民間の支援施設にも権限を与えることで、さら

にきめの細かいサポートができるのではないでしょうか。この縦割り行政が引き起こす対

応の遅れは、日本社会にも共通して言えることだと思います。行政には共にドイツ社会に

暮らす外国人や、外国人問題に関わる市民や団体の声を聞く姿勢が、今後はさらに必要と

されると思いました。 
 
どの施設においても、カウンセリングは答えを提示するのではなく、あくまでも方向性

を示してあげるに留めているというお話でした。これはドイツを始めとする西洋諸国が個

人主義の考え方であることの表れでもあり、外国人の自主性を尊重している点は興味深い

と思いました。しかしタテ割の社会構造による対応の遅れや、過去の戦争にもあるような

ドイツ人に残るドイツ人至上主義の考え方、そして東西ドイツ統一による不景気などから、

ドイツ社会にはまだ移民を受け入れる体制が完全に整っていないように思えます。カウン

セリングで方向性を示されても、受け入れ口がなければ移民の方たちも動くことができま

せん。社会や経済の動きと連動したサポートと、受け入れ側の体制を整えること、その両

方からの協力が求められると思います。 
 
 
ここで挙げた問題点は、施設を見学して私たちが感じたことです。実際に利用している

移民の方の意見を直接伺う機会はなかったので、他にもドイツ社会やこういったサポート

施設が抱える問題点は多く存在しているのだと思います。ドイツ人と外国人が対等に暮ら

せるより良い社会を作り上げていくには、まず現状と問題点を把握することが大切だと思

います。そしてここで挙げた問題は、今後さらに外国人の人口が増える日本社会でも起こ

り得るものなのではないでしょうか。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



第 3 部 派遣を終えて 
 
 

私たちは今回のベルリン市ミッテ区との青少年派遣で大変多くのことを学ばせていただ

きました。現地スタッフの方の計らいにより、異文化というものを体感するゲームや移民

施設の訪問、そして外国人問題のスペシャリストとの対談。多文化共生を考える上でどれ

も貴重な体験でした。 
ドイツでは 60 年代から労働者として移民が来ました。そのため「労働者は契約が終われ

ばすぐに帰ってしまう。」との考えから過去 40 年間移民政策などはあまりありませんでし

た。つまり私たちが紹介した施設等はここ数年で設立されたということです。現在外国人

は人口の 27％いますが、できて間もないということで、まだ外国人政策には手探りの部分

も多く、まだまだ問題を抱えています。例えば、外国人への理解が十分でなかったり、外

国人に対しての施設の宣伝がうまくいってなかったり、また、施設における権限や金銭的

な問題で十分な活動が行えないなど解決すべき点は数多くあり、まだまだ外国人政策に関

しては発展途上であるという点においては日本とあまり変わりがないかもしれません。 
 
しかしながらドイツでは日本より優れている点がありました。 

それは市民の意識です。ドイツはナチスのユダヤ迫害に代表されるように他民族を迫害や

攻撃といった負の歴史が存在します。しかしドイツ人はそれを隠そうとはせず事実として

認め、その歴史を持つ自分たちだからこそできる何かがあるに違いないと前向きに考えて

いました。それは博物館をはじめとし、道路の上にさえ、自分たちがしてしまったこと、

それを忘れないように、そして過ちを繰り返さないようにと記されてありました。 
ドイツ人は外国人に対する偏見も少なく、様々な教育の成果もあり、ドイツ人は外国人

の存在を当たり前のものとして捉えていました。教育においては例えば外国語の授業。選

べる言語の数は日本のそれよりもはるかに多く、しかも幼いうちからスタートしています。

さらに子供が外国人と共に自然に暮らしていくための取り組みが言語以外の面からもあり、

そのような教育制度も他の文化の理解というものを助けているのではないかと感じました。 
 
 ドイツで暮らそうと考えている移民の方はドイツ人になりたいと考えている人がいます。

しかしながら言葉がわからないなどの障害により、どうしたらいいのか分からないという

人も少なくありません。そのような方たちにとって、施設の人をはじめとした、外国人の

存在を当たり前のものとして捉えているドイツ人の存在が大きな助けとなっていました。

当たり前のことと捉え、ごく自然に外国人の方と接しているドイツ人の姿も街で見かける

ことがありました。会話するなんて誰にでもできるようなことですが、そういった簡単な

ことこそが重要なのではないのかと、派遣から帰ってきた今感じます。 



日本でもドイツでも外国人は、言語や教育、国への理解などの問題を抱えています。それ

の解決のための施設は重要なことです。しかしその前にできることが 2 つあります。 
 
まずは知るということ。例えばどれだけの外国人が新宿区にいるのか、彼らはどうして

新宿区に来たのか、どこで、どんな生活をしているのか、彼ら自身・彼らと接する新宿区

民はどんな問題を抱えているのか・・・どんなことでもいいです。ただ何も知らないまま

ではいつまでたってもお互い理解できないし、多文化共生もままなりません。 
その問題を解決できるかは別の次元の話ですが、知らないことには何も始まらないと思

います。私たちもこの事業に参加させていただくまでは何も知りませんでした。しかし知

ることによって私たちの意識を大きく変えることができました。  
 
そしてもう 1 つ、コミュニケーションをとるということです。外国人の方は不安を抱え

ています。移住先に頼る人がいないかもしれません。そんなときにちょっとだけ勇気をだ

して簡単な挨拶だけでもいいからコミュニケーションをとる。そんなささいなことで安心

感を与えられるのではないでしょうか。私たち市民がこちら側から進んでコミュニケーシ

ョンをとろうとする。これこそが多文化共生に必要なこと、むしろ 1 番の近道ではないで

しょうか。 

 
 
 

 


