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特集論文（『社会分析』38 号, 2011, 43～60 頁） 

外国人ケア労働者をケアするのは誰か 

―経済連携協定により受け入れた 

フィリピン人介護士候補者をめぐって１)―

高畑 幸 

1．問題の所在 

2008 年から始まった経済連携協定（Economic Partnership Agreement = EPA）に

よる外国人ケア労働者（看護師・介護福祉士候補者。以下、「EPA 研修生」と呼

ぶ）の受け入れは、日本の介護現場に「刺激」と同時に「混乱」を与え、また当

該外国人にも大きな負担を強いている。

それは、EPA 研修生が極めて偶発的に選別され、地方都市や過疎地を含む日本

全国へ分散し雇用されたがために、彼らの職場や地域社会での適応は困難を伴う

ものとなっているからだと筆者は考えている。換言すれば、雇用する側・される

側の双方にとって「当たりはずれ」が大きい。2010 年 8 月現在、2008 年から 2010

年にインドネシアとフィリピンから受け入れた EPA 研修生合計 1114 人のうち、

すでに 39 人（3.5％）が日本での就労をあきらめ、帰国した。この事実が示すも

のは何だろうか。何が改善されるべきなのか。そして、外国人ケア労働者は、い

かに日本でケアされるべきなのか。このような問題意識から、本稿は、政府主導

で初めてケアの現場へ外国人を受け入れた形となる経済連携協定の課題を明らか

にすることを目的としている。

EPA による外国人ケア労働者の受け入れシステムや来日の動機・日本への期待

については、九州大学グループによる一連の研究（小川ほか, 2010; 平野ほか, 

2010）がある。また、EPA 研修生の日本語教育に関しては池田ほか（2010）の研

究がある。

フィリピン人に先立ち 2008 年に来日したインドネシア人 EPA 研修生の就労環
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境と学習支援体制に関しては奥島（2010）の論考がある。インドネシア人１期生

208 人が配属された 47 病院 53 施設のマッチング用受け入れ機関資料をもとにし

た介護福祉士候補者受け入れ機関の学習支援体制をみると、受け入れ施設の 4 割

が国家試験対策の責任者や学習方法を「無回答」または「自習」としており、日

本語学習指導のための専属指導員、通訳、独自の日本語授業の用意があると回答

したところは全機関の 2 割にすぎなかった（奥島, 2010: 79）。フィリピン人の EPA

研修生は 2009 年 5 月に来日、同年 11 月に施設派遣と、まだ日が浅いこともあり、

彼らの職場での適応と介護福祉士試験に向けての教育に関する研究の蓄積はこれ

からだと言えよう。 

以下では、①従来の（民間企業間の）外国人労働者の送出・受け入れのシステ

ムと本協定のそれとを比較し両者間の差異、すなわち斡旋業者の「就労先への助

言・仲裁機能」、すなわち「文化的媒介者」としての機能が経済連携協定では欠落

していることを指摘した上で、②この協定により来日し介護の現場で働く外国人

が直面する具体的な問題を示し、③最後に、良い実践事例を紹介しつつ特に地方

都市と過疎地での研修生定着のために必要とされる課題について言及する。これ

らの作業を通じて、外国人ケア労働者の現状を明らかにするとともに、彼らに対

するケアの必要性を指摘したい。 

なお、本稿では、2009 年に来日した経済連携協定によるフィリピン人介護福祉

士候補者のうち、中国・四国・九州地方の施設へ派遣された 49 人を主たる研究対

象としている。その理由は、①労働力送出においてはフィリピンと日本との間に

は民間企業同士の興行労働者（エンターテイナー）の送出・受け入れのシステム

があり、経済連携協定の送出・受け入れシステムと比較しやすいこと、②上記の

49 人が 2009 年 5 月から 11 月に（財）ひろしま国際センターで日本語研修中から

筆者らと交流があり、その後も連絡をとっており経時的観察が可能であったこと、

の 2 点にある。以下では主に 49 人の日本語研修中に行った数量調査および、施設

派遣後に行った 8 か所の施設訪問調査での聞き取りをもとに議論したい。 

 

2．経済連携協定によるケア労働者の受け入れとその問題点 

 

2.1 送出と受け入れの構造的特徴 
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 EPA の送出・受け入れの制度として特徴的なのは、①就労先により異なる待遇

と研修プロセスを経るにも関わらず同一の成果（国家試験への合格）が求められ

ること、②EPA への応募者と雇用主は短期間でマッチングが行われ、一度労働契

約を結ぶと 3 年間の EPA 契約期間中は雇用先の変更ができないこと、③国際厚生

事業団が唯一の斡旋機関であること、の 3 点にまとめられるだろう。 

第一に、異なる待遇と研修プロセスで同一の成果が求められる点。EPA 研修生、

特に介護福祉士候補者（就労コース）の問題は、在留資格が「特定活動」だが実

際は労働に多くの時間を割かれており、さらに国家試験に向けての学習が求めら

れる。つまり、労働者であり学習者なのである。 

 介護福祉士候補者にとって、フィリピンで 4年制大学卒と介護専門教育 6か月、

または看護大学卒が応募要件である。そして来日後、半年間の日本語研修を経て

3 年間、ケア現場での就労を続けながら日本の国家試験に挑戦する。来日当初か

ら半年間の日本語研修は関東・中部・関西の地域ブロックごとに日本語学校等で

集団研修を受けるが、雇用される施設に配属された後は、日本語および介護福祉

士試験の学習はもとより賃金や休暇の取らせ方等、研修生の扱いは施設ごとに全

く異なる。その事例については後述したい。 

 第二に、応募者と雇用主のマッチングが短期間で行われ、かつ一度労働契約を

結ぶと雇用先が変えられない点。フィリピンからの EPA 一期生の場合、その募集

公告があったのは 2009 年 1 月 13 日から 23 日だった。1 月 30 日に募集が締め切

られ、2 月 18 日から 20 日に雇用する施設の担当者がマニラへ行って応募者との

合同面接会が行われ、応募者と雇用主は互いに第 3 希望までのリストを提出する。

そして、国際厚生事業団を介してのマッチングが 3 月中に合計 3 回まで行われ、

マッチング成立の場合、4 月第 2 週に各施設と個人が労働契約を結び、その後、

査証の発給を経て 5 月 8 日に一期生が来日している 2)。 

つまり、募集期間は 2 週間余と大変短い。そして応募者と労働者は 2 月 18 日か

ら 20 日に初めて顔を合わせて当該施設への応募と雇用を決めている。さらには、

労働契約を結んでいるため、EPA で来日した後、半年間の日本語研修と 3 年間の

施設での労働期間内は、雇用先を変えることができない。もしも施設に派遣され

た後に労働者が適応できないとわかっても、他施設へ移ることは基本的に不可能

で、どうしてもいやならば EPA の契約を打ち切って帰国するしかない。労働者と
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雇用主との「相性」を短時間で見極めるのは難しい。 

第三に、国際厚生事業団が唯一の斡旋機関である点。これまで、フィリピン人

が日本で就労する際によく使われていた経路（在留資格）は、「興行」あるいは「研

修・技能実習」である。これら 2 つの送出・受け入れ形態と EPA とが大きく異な

る点は、EPA には政府機関 3) が関与し民間企業が排除されていることだ。 

これによるメリットとしては、労働者の手取り収入が増えることである。つま

り、労働者と雇用者（介護施設）との間に民間企業が介在していないため、中間

業者が「管理費」等の名目で経費を取ることがない。これは双方にとっての経済

的メリットである。 

一方、労働者と雇用者は就労中のトラブルを自分たちで処理するリスクを負う。

それは、来日後、特に施設へ配置された後に、研修生に対するケアをするのが施

設の担当者のみになってしまうためだ。興行や研修・技能実習の場合ならば、日

本側の受け入れ仲介業者が介在していた。彼らは直接的な雇用主とフィリピン人

労働者の間に立ち、在留手続きや外国人登録の手続きに付き添い、日本での生活

に際してのガイダンスを行い、トラブルがあった場合には通訳となった。EPA に

は、このような介在者がいない。 

これによる問題点については後述するが、このような構造的問題が、特に地方

都市や過疎地において研修生の定着を難しくする遠因となったのではないかと筆

者は考えている。 

 

2.2 帰国する人びと 

 2009 年にはフィリピンからの 1 期生、看護師候補者 93 人、介護福祉士候補者

が 190 人来日した。そのうち、看護師候補者 11 人（11.8％）、介護福祉士候補者

（就労コース 4））9 人（7.9％）、そして介護福祉士候補者（就学コース 5））2 人（7.4％）

がすでに帰国した。これは単なる一時帰国ではなく、経済連携協定での就労をあ

きらめ／あきらめざるを得なくなり、労働契約を打ち切って帰国したものだ。 

こうした帰国者の背景には、国家資格合格のハードルが高すぎて将来展望を見

いだせずに就労をあきらめた人が少なくないと見られている。斡旋機関の国際厚

生事業団によると、特に看護師国家試験の合格発表後の 2010 年 4 月以降に帰国者

が続出したという。インドネシア人 2 期生とフィリピン人 1 期生が挑戦したこの



－ 47 － 

 

看護師試験で、EPA 研修生の合格率は 1.2％にすぎなかったからだ 6)。このような

「難関」に挑むよりも、言語的障壁がない英語圏での就労を選ぶフィリピン人看

護師が出るのは自然な流れだろう。 

九州大学のインドネシア人大学院生・クレアシタ（2010）によるインドネシア

人 EPA 研修生の聞き取り調査によると、来日動機は「家族の経済的支援」と「自

身のキャリア形成」に大きく二分され、日本での定住性が高いのは前者が動機と

して強い場合だという。逆にキャリア志向が強く、日本の医療や看護の技術を学

びたいとの意識が強い研修生は継続が難しい。希望と現実のギャップから EPA の

研修・就労を打ち切り途中帰国した事例もあるという（クレアシタ, 2010: 196-197）。 

EPA 研修生のなかでも、看護師候補者は国家試験に合格しなければ日本で看護

師として働くことができず、それまでは看護助手の仕事しかできないため、この

間に技術の低下が懸念される。こうした不安と、フィリピン人看護師の需要は各

国であるというプル要因が、フィリピン人看護師候補者 1 期生のうち 1 割以上が

すでに日本を離れたという事実に結びついているのかもしれない。一方、介護福

祉士試験の受験には 3 年の実務経験を要するため、受験資格が発生するのが就労

から 3 年後であり、また施設内ならば無資格で介護ヘルパーとして働ける。介護

福祉士候補者の場合は、技術低下以外の側面が途中帰国の動機へとつながるだろ

う。 

 

3．少数者の教育における文化的媒介者 

 上述のように、EPA によるケア労働者の送出・受入れは、興行労働者や研修・

技能実習生とは違い、民間の仲介業者が介在せず、送出も受け入れも政府機関が

それを独占していることに特徴がある。そして、労働者の適応上の課題解決や労

務管理の相談機能を持つ仲介業者がいない。外国人ケア労働者と介護施設との間

に立つ役割、つまり両者の文化を互いに翻訳して説明することができる人材の重

要性について、以下では「カルチュラル・ブローカー」「文化的媒介者」をキーワ

ードに、教育と地域社会での研究蓄積を振り返ってみたい。 

 

3.1 教育と医療への応用 

「カルチュラル・ブローカー（cultural broker、以下、「文化的媒介者」と訳す）
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とは、古くは Geertz（1960）がアフリカにおいて西洋世界と土着文化との接点を

作る存在として名づけたものだが、それを学校教育へ応用したのが Gentemann and 

Whitehead（1983）である。貧困で低学力地域の高校を卒業した「ハイリスクな」

学生を大学で受け入れ、彼らが学校文化へなじむよう手助けをする文化的媒介者

となる「ティーチャー・カウンセラー」の実践を報告している。ティーチャー・

カウンセラーには当該学生と類似する人種的・階層的背景を持つ若者が選ばれて

大学の任期付き職員として雇用され、①文化的媒介者として、出身地域・階層の

文化（しばしば学校文化と相反する退廃性を含む）と学校文化（時間厳守・規則

厳守の行動、知識の重視等）との橋渡しをし、②学生にとっては（マイノリティ

の）役割モデルとなることが期待される（Gentemann and Whitehead, 1983: 121-127）。

そして、この実践はさまざまな文化的状況で、さらには大学だけでなく初等教育

から社会教育にも適用可能だという（Gentemann and Whitehead, 1983: 127）。 

 

3.2 日本の教育と地域活動での応用 

日本においてはブラジル人など南米出身の子どもたちの学校教育での適応過程

において、竹内・池上（1999）が「文化的媒介者」という言葉を用いて、公立小

学校へ派遣されるポルトガル語通訳者や公民館活動におけるポルトガル語学習者

とブラジル人の日本語学習者との交流を説明している。また、文化的媒介者らは

学校で外国人保護者会を組織したり、話し合いの場での通訳を引き受けている。 

そして、竹内・池上は、学校教育および社会教育で外国人を適応に導く「媒介

者」の機能を 3 点にまとめている。すなわち、①「両方の文化を理解する」媒介

者がいること、②媒介者を機能させる行政の役割（介入）があり、臨時講師等の

ポストを継続的なものとすること、③日本社会と媒介者のチャネル（水路）を確

保することの必要性だ（竹内・池上, 1999: 53）。換言すれば、文化的媒介者は既

存の日本の社会制度へ外国人を迎え入れる時に必要な人材であり、こうした役割

を担う人々の身分保障をするのが行政の役割だということだろう。 

また、筆者は、2002 年から 2005 年に名古屋市中区の繁華街である栄東地区に

おいて、フィリピン・コミュニティと地元の日本人組織との関係づくり、そして

地域活動における外国人住民の参加を観察した。そこでの知見を、ブラウン（1999）

の接触仮説を援用しつつ、ニューカマー外国人と日本人地域住民との間で多文化
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共生を実現するための社会的条件について以下の 4 点にまとめた。すなわち、①

制度的なサポート（行政の介入）、②接触の十分な頻度と密度、②協同活動、④で

きるだけ対等な地位、である。これに加えて、日本人住民側による外国人住民の

「文化的背景の理解」の重要性を指摘している（高畑, 2010: 168－170）。 

移民の文化的背景について地域住民が理解するためには、誰かがそれを説明し

なければならない。つまり、この「理解」が実現されるためには、竹内・池上が

いう「文化的媒介者」の存在が欠かせない。栄東地区の事例で言えば、筆者がそ

の役割を果たしたこともある。また、フィリピン人住民組織でボランティアとし

て活躍する日本人の大学院生（当時）のひとりはフィリピンへの留学経験があり

フィリピノ語に堪能であり、彼女も文化的媒介者と言えよう。言うまでもなく、

在日歴の長いフィリピン人や在日フィリピン人の第二世代も文化的媒介者である。 

 

3.3 文化的媒介者としての日本語講師と在日フィリピン人カウンセラー 

 それでは、本題に戻って、EPA 研修生と受け入れ施設をつなぐ文化的媒介者は

誰だったのか。換言すれば、日本人の患者・利用者をケアする立場にある彼らを

ケアするのは誰だったのか。 

 その答えは、「来日後半年間の日本語研修中は、日本語教師と在日フィリピン人

カウンセラーがその役割をつとめ、施設派遣後は、受け入れ施設にはそのような

役割の人がいる場合もあればいない場合もある」だ。EPA1 期生の日本語研修終

了が間近となった 2009 年 10 月、筆者らは広島で日本語研修を受けた EPA 研修生

49 名を対象として数量調査を行った。それによると、「日本で困った時に頼れる

人がいますか」という質問（複数回答）には、36 名（73.5％）が「いる」と答え

ているが、12 人（24.5％）は「いない」。つまり、この 12 人にとっては受け入れ

施設で新たに構築する人間関係が全てというわけだ。日本で頼れる人が「いる」

と答えた 36 人にその人物との関係を尋ねると、最も多かったのは「研修所の日本

語教師」（31 人、86.1％）であり、次いでフィリピン人の友人（16 人、44.4％）、

日本人の友人・同じ EPA 研修生（8 人、26.7％）、親族（5 人、13.9％）、家族（3

人、8.3％）。また、自由回答でも「新しく出会う同僚や利用者（患者）とのコミ

ュニケーションがとれるか」が心配だという意見が多く、周囲の人から「感情的

（emotion）な、精神的な（moral）支援が欲しいとの回答が多かった。 
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 研修生にとって一番身近な「頼れる日本人」となった日本語講師は、日常的に

外国人と接しており、また自分自身が海外で暮らした経験を持つ人も多く、EPA

研修生の気持ちがよくわかる。半年間という長きにわたり研修生に日本語をゼロ

から教えてきた講師たちは、研修生たちには日本での第一の着地点を支えた人び

とであり、文化的媒介者の役割を果たしたと言える。 

 もう一人が、在日歴 20 年余となるフィリピン人女性である。彼女は在日歴が長

いことと研修所へのアクセスが良い場所に住んでいたことから、同センター研修

部の依頼を受け、EPA 研修生の来日間もない時期に、彼らへ日本人とのコミュニ

ケーションをはかるコツに関する講義をし、その後は週 1 回、研修所を訪ねて研

修生の悩み相談に乗るカウンセラー役を引き受けていた。日本人男性との結婚に

より来日し、日本人の家庭に入って子育てをした同国人女性は EPA 研修生にとっ

て「お母さん」「お姉さん」のような存在となり、2010 年 11 月 10 日に日本語研

修を終了するまで彼らの支えとなった。そして、彼女は同胞の文化的媒介者とし

て機能した。 

 

3.4 フィリピン人 EPA 研修生を支援する団体の不在 

 在日フィリピン人が 21 万人もいるのに、なぜ EPA 研修生のフィリピン人に対

する支援団体ができなかったのか。筆者も含めて不思議に思っている。というの

は、フィリピン人 1 期生に先駆けて 2008 年に来日したインドネシア人 EPA 研修

生には、彼らが日本語研修を終える頃に「ガルーダ・サポーターズ 7)」が設立さ

れ、日本各地に分散するインドネシア人 EPA 研修生の日常を支援する人材の結節

点となり、生活支援や試験対策の情報を発信している。こうした団体がフィリピ

ン人研修生にはない。 

もちろん、ガルーダ・サポーターズがインドネシア人研修生向けに提供する情

報や試験対策講座等をフィリピン人が利用することは可能である。また、日本に

は英語を話せる人も一定数いるだろう。しかし、彼らの母国語であるフィリピノ

語で研修生のカウンセリングをしたり雇用者との間にトラブルがあれば両者の話

を聞いて通訳するといった第三者団体を作れなかったことの影響は大きかった。 

つまり、広島で 49 人が集団で日本語研修を受けているうちは、まだましだった

のだ。日本語講師と日常的に接し、研修生同士で励ましあい、当面の問題は「日
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本語習得だけ」だったのだから。一方、施設側にとっても、彼らの職場での適応

や労務管理の難しさ、「言葉が通じない人」と一緒に働くことの困難は、実際に彼

らが現場へ入るまでには実感されていなかったと言って良いだろう。 

斡旋機関である国際厚生事業団は『フィリピン人看護師・介護福祉士人材マネ

ジメント手引き』を作成し、また受け入れ施設向けの事前説明会ではフィリピン

人との付き合い方に関する講演を行い、また電話相談も提供している。フィリピ

ン人を受け入れるのが全く初めてという施設にとっては、これらが頼りとなった。 

そして、2009 年 11 月 10 日、EPA 研修生が雇用者である施設へ派遣されていっ

た。49 人の派遣先は、中国・四国・九州にある病院、老人保健施設、特別養護老

人ホーム、身体障害者療養施設、介護老人保健施設、合計 24 か所である。施設に

より受け入れ人数が異なり、3 人を受け入れたのが 6 か所、2 人の受け入れが 13

か所、1 人の受け入れが 5 か所であった。その多くが都市部から離れた、地方都

市あるいは過疎地にある。筆者はこれまでに 24 施設のうち 8 施設を訪問し、施設

の EPA 担当者、そして研修生に聞き取りを行った。また、すでに契約を打ち切り

帰国した研修生 3 人にもフィリピンで会うことができた。これらをもとに、以下

では、特に地方都市や過疎地における EPA 研修生の定着に関する課題を示し、今

後、人口減少が顕著な場所におけるケア労働者の受け入れと定着を促進するため

の課題を示したい。そして、これからの日本社会が避けて通ることのできない外

国人ケア労働者受け入れに際し「ケア労働者のケア」を担う人びとの重要性を強

調したい。 

 

4．外国人ケア労働者のケアを担うのは誰か 

 

4.1 契約打ち切りで帰国した人びと 

冒頭で示したとおり、2009 年に来日したフィリピン人介護福祉士候補者 1 期生

は 190 名で、そのうち 9 人が帰国している。筆者は 2010 年 8 月、そのうち 2 人に

フィリピン国内で面接できた。「外国人ケア労働者のケアを担う人」について考え

る前に、外国人ケア労働者はどのようにケアされたかったのかを明らかにしたい。

まずは、5 月に帰国したＰさんの事例 8) を紹介しよう。 

 Ｐさん（30 歳）の主たる帰国理由は皮膚病だった。Ｐさんはフィリピンで大学
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を卒業後、民間企業で事務職員として勤務した後、海外に働きに行くために半年

間の介護職研修を受けた。そして、2009 年 1 月の EPA フィリピン人介護福祉士 1

期生に応募したところ運よく選ばれ、同年 5 月に来日、日本語研修を経て 11 月に

施設で働き始めた。彼女は来日するまで外国で働いた経験がなく、また日本につ

いてほとんど何も知らなかった。日本語や日本文化に対する興味もなく、Ｐさん

の来日動機は「自分にとってのチャレンジ」と出稼ぎによる経済的利益を得るこ

とだった。 

 介護施設へと配属されたＰさんにとって辛かったのは、①体力的な問題、②気

晴らしが少ない、③雇用側との意思疎通がはかれずに不信感が募った、の 3 点だ

ったという。 

第一の体力的な問題だが、EPA 研修生は、3 年の就労の後に介護福祉士の国家

試験を受験しなければならない。仕事で疲れて寮に戻り、その後は決められた時

間の勉強をしなければならない。昼間は体力を要する介護で疲れ、勤務終了後は

試験合格を目指して勉強をするのは体力的にきつかったという。施設によっては

昼間の就業時間から数時間を割いて学習時間にあてさせているのだが、Ｐさんが

いた施設では通常の勤務時間後に自習をすることになっていた。Ｅラーニング 9) 

もない。自力で日本語習得と試験対策をするという、彼女にとっては目の前にと

てつもなく高い壁がはだかっていた。 

第二の気晴らしだが、日々の生活では寮にインターネット回線を引いてもらえ

なかったのが彼女にとって一番の打撃だったという。日本語研修先では各自の部

屋において無料でインターネットが使え、ウェブカムやスカイプ等で頻繁かつ安

価に家族と連絡がとれていた。それが、施設に配置後は経営者側が「インターネ

ットがあると勉強しなくなる」との判断で回線を引かず、Ｐさんらは自腹でイン

ターネット回線を契約して使っていた。また、「フィリピン人は仕事と勉強に専念

すべき」との方針で、過疎地にある施設から都市部のショッピングセンター等へ

出かけることも制限された。また、半年勤務すれば 10 日の有給休暇が与えられる

が、それも 10 日間連続で使うことは許されない。その理由は「有給は病気等の時

に使わなければならない。もし 10 日連続で使って帰国してしまうと、一時帰国か

ら戻った後にもし病気になったら有給を使えないではないか」というものだった。

「有給を連続して使うならば 5 日まで」と言われたが、それならば移動だけでつ
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ぶれてしまう。彼女の出身地はマニラから遠い田舎なのだ。そして、彼女が心身

を休めにフィリピンへ帰省したいという願いはかなえられなかった。 

第三の雇用側との不信感だが、これは連続した有給休暇をとらせない、フィリ

ピン人ばかりに働かせて日本人はおしゃべりばかりしているといった、日々の小

さな不信感の積み重ねだったという。Ｐさんの職場では、英語を話せる職員は 1

人いたが雇用者側の求めを代弁するだけで研修生の気持ちを理解してくれること

はなく、日本人職員と EPA 研修生との交流がほとんどない。日本人職員との間に

友人関係は形成されず、外国人から見れば「自分たちに仕事を押し付けられてい

る」という思いばかりが募った。さらには、最後にＰさんが帰国を決めた時には

施設の担当者が空港まで見送りに来て、出国ゲートをくぐるところを「証拠写真」

におさめた。この一件からも、Ｐさんは、雇用者側が外国人に対して不信感を抱

いていると感じており、「帰国した時は、本当に嫌な気分（may sama ng loob：フ

ィリピノ語で『心の内面に悪いものが溜まっている状態』）だった」と彼女は振り

返った。現在、彼女は姉宅へ身を寄せ、甥・姪の世話をしながら心身の健康回復

に努めている。次にまた別の外国へ行こうかと考えてはいるものの、まだ具体的

なアクションを起こしているわけではない。 

 

4.2 外国人ケア労働者のケアの課題 

 Ｐさんの事例が示すように、契約途中で帰国するほどのストレスを彼女に与え

たのは、やはり仕事の疲れと気晴らしの少なさであろう。施設内で孤立する、イ

ンターネットがない、都市部へ外出させないといった、いわば施設内に外国人を

「囲い込む」管理形態は、やはり無理がある。外国人労働者は日本人とは違うと

いうことを前提に、彼らを「外国人扱い」することも必要なのである。次に、こ

れまで訪問した 8 施設での聞き取りをもとに、やや一般化した形で彼らをめぐる

課題を提示したい。 

 第一に、過疎地での生活について、雇用主と研修生との間に認識の差があるこ

とだ。EPA 研修生の大半が日本で生活した経験がないままに来日する。日本の地

名は「東京」くらいしか知らない人も多い。研修生の選抜段階では雇用する施設

の担当者がフィリピンへ出向いて 3 日間にわたり合同面接会を行い、双方が第 3

希望まで出してマッチングをするのだが、研修生の第一志望が地方都市や過疎地
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であることは少ない。 

他方、雇用主やその担当者にとっては、その施設がある場所が見慣れた風景だ。

過疎地へ派遣された研修生からよく「一番近い商店まで自転車で 40 分もかかる」

「周りは山ばかり」といった嘆きが聞かれる。雇用主や日本人職員の大半が自家

用車で通勤や買い物をしているだろう。しかし研修生には自転車やバスしかない。

マニラなど都市部で育った研修生にとっては、この過疎地での生活は衝撃であり、

この環境にうまく慣れるか否かは周囲の人たちとの関わりやサポートによるとこ

ろが大きいだろう。 

 第二に、雇用主と労働者との間のトラブル解決は当事者に任されていることだ。

換言すれば、斡旋業者である国際厚生事業団の相談機能には限界がある。たしか

に、国際厚生事業団は雇用主と研修生向けに日本語と英語で対応する相談電話を

開設している。しかし、その担当者は東京の事務所におり、全国各地にある施設

で当事者同士の誤解やトラブルがあったとしても駆けつけてくれるわけではない。

さらには、受け入れ施設同士の横の連携が乏しく、受け入れ施設が、同じ県でほ

かにどの施設が EPA 研修生を受け入れているのかを知らないことさえある。 

 すると、どうなるか。地方都市や過疎地の受け入れ施設であれば、国際厚生事

業団の相談窓口には電話で相談するしかなく、また近隣に同様の受け入れ施設が

あっても横の連携がないため施設同士が互いに相談しにくい。研修生とのトラブ

ルや悩み事を「法人の恥」のようにとらえ、問題を隠蔽したいと考えるところも

あるだろう。すると、研修生との間に問題を抱えた施設は孤立し、そこにいる研

修生も周囲の日本人職員から孤立し、両者の辛さが募るのみなのである。 

 第三に、施設での適応と定着のための文化的媒介者が不在だということだ。先

行研究の竹内・池上（1999）は小中学校での、また高畑（2010）は外国人が多い

地域社会での文化的媒介者の役割に言及している。小中学校の場合、適応する主

体は外国人の児童生徒で、いまだ人格形成の途上にあり言語習得も大人よりは容

易だと考えられる。また、教育現場での活動は教育に限定され、働く必要もなけ

れば 3 年後に国家試験に合格を目指すわけでもない。地域社会の場合でも、よほ

ど深刻な事態にならない限りは日本人と外国人が「つかず離れず」の状態で暮ら

すことも可能であり、文化的媒介者が間に入って相互理解を深めることは必要条

件というよりは「望ましさ」である。 
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 それに対して、EPA 研修生は 20 代以上の大人が新たな言語を習得し、労働し

ながら学習するハードな毎日を過ごし、3 年後には習得した言語で国家試験に挑

戦するという、かなり無理のあるスキームだ。おそらく、もともと漢字圏出身の

研修生ならばまだ日本語の読み書きの習得が早いだろうが、アルファベットで育

ったフィリピン人には日本語はかなり難しい。学習時間は限られ、また、就労現

場では毎日、日本人職員との接触がある。いわば日本語と日本人社会への適応に

切迫性が高いのだ。 

 このような場にこそ文化的媒介者が必要なのではなかろうか。施設をいくつか

訪問してみると、媒介者的存在を意図的に配置しているところはむしろ少なく、

研修生に対して日本への言語的・文化的「同化」を求めるのみ、という態度のと

ころも多い。とはいえ、意図的にそのような態度をとっているという悪意性は感

じられず、それ以外の選択肢を知らないという印象だ。 

 ところで、文化的媒介者に求められる資質はどのようなものだろう。海外居住

経験があり、英語の話せる日本人。あるいはフィリピノ語のできる日本人、日本

語に堪能なフィリピン人もそうだろう。筆者もその一人なのだが、そのような人

材は一種の都市的現象であり、過疎地に行けば行くほど希少な人びとであろう。

確かに日本社会全体を見れば外国人人口は増え、外国語を話せる人材も増えた。

しかし、EPA 研修生が派遣された地方都市や過疎地では、今まで文化的媒介者を

必要とするような生活体験の必要がなかった。そこへ高齢化と介護の人手不足が

急激に押し迫った結果、EPA 研修生が初めての「手を触れられる外国人」として

生活圏にやってきたとは言えまいか。 

 

4.3 いくつかのグッド・プラクティス 

 以上、EPA 研修生の受け入れに関する問題ばかりを挙げたが、受け入れ各施設

では独自の工夫と試行錯誤で研修生との 1 年間を過ごしてきた。そこには文化的

媒介者がある場合も、ない場合もある。施設訪問調査で見聞きしたいくつかの良

い実践事例を紹介して本稿を終えたい。 

 施設Ａは過疎地の町にある。そこでは主たる産業は農業であり、いわば施設が

地域で一番の大企業である。経営者は町の名士であり、施設で EPA 研修生を雇用

していることは広く知られている。もちろん高齢化が進んでおり、地域住民は家
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族がこの施設に入所していたり、あるいはいずれ自分や家族がこの施設の世話に

なるだろうという気持ちを持っている。このような状況では、施設は地域の財産

として位置づけられ、そこで働く EPA 研修生はさまざまな人の注目対象である。

それまで外国人とほとんど接触のなかった町の人にとって研修生は身近に接する

初めての外国人だ。研修生に食べさせてくれと、家でとれた野菜を持ってくる利

用者さんが続出し、研修生は自炊の材料には困らないという。 

施設Ｂは地方都市にあるが立地は山間部である。日本人職員のほとんどが自家

用車通勤だが研修生は寮から施設までの道のりを自転車で 20 分かけて通ってく

る。買い物ができる場所へ出るには誰かに車に乗せてもらわなければならない。

施設Ｂでは、研修生の受け入れにあたり、EPA 担当の日本人ヘルパーチームを作

った。研修生の受入れ当初は彼女らが研修生の適応を助ける係となり、一緒に買

い物に行ったり食事に行く機会を積極的に作った。またクリスマス前にはパーテ

ィを行い、研修生がさびしくならないよう配慮したという。こちらの施設では、

受け入れ当初から一時帰国をするスケジュールを決めていた。経営者側からの配

慮である。そして、施設派遣後 6 カ月がたった時、ひとりの研修生が有給を利用

して 8 日間、フィリピンへ帰ってリフレッシュして仕事に戻ることができた。 

施設Ｃは地方都市にあるが、最寄りの駅に出るにはバスで 30 分かかる場所にあ

る。この施設は比較的大規模であり、研修生が来る前から在日フィリピン人のヘ

ルパーがパートで働いていた。施設が公に頼んだわけではないが、研修生が着任

した後、在日フィリピン人の職員が研修生に対してカトリック教会の場所を教え

たりフィリピン食材を通信販売で入手する方法を教えた。在日フィリピン人職員

が文化的媒介者となる事例である。しかし、職場の中では、EPA 研修生と在日フ

ィリピン人のパート職員とはシフトや配置部署が違うため、特に後者が前者に仕

事を教える立場にあるというわけではない。 

施設Ｄでは、日本人職員の中でカトリックの信徒がいた。そのため、EPA 研修

生が着任後、自分が通うカトリック教会へと研修生を導き、研修生が交通機関に

慣れるまでは施設の近くで待ち合わせて一緒に教会に行っていた。 

以上はこれまでの聞き取りから得られたものだ。研修生の賃金は就労先により

2～3 万円の差があり、また法人が用意する寮の家賃も違い、したがって研修生の

手取り賃金は変わる。このような経済的側面が研修生の職場での満足度や定着に



－ 57 － 

 

影響を与えるのは確かである。しかし賃金は操作可能性の低い分野だ。つまり、

施設がある地域の賃金水準にあわせて日本人職員の賃金が決まり、それにあわせ

て研修生の賃金が自然と決まる。受け入れ施設により賃金の差が出ることは避け

られない。 

一方、研修生と日本人との交流のしかけ作り、研修生に対する居場所作り、気

晴らしのさせ方、一時帰国をさせるタイミングや期間といった分野は、外国人労

働者の労務管理経験がある人（このような人も広い意味では文化的媒介者である）

やフィリピンでの生活体験がある人に助言を求めることにより解決しそうなこと

も多い。要は、これまで受け入れ施設に横の連携がなかったため受け入れノウハ

ウが共有されることも少なく、各施設がそれぞれで手探りを約 1 年間、続けてき

たということなのだ。 

 

5．結語 

 日本社会全体を見渡せば、少子高齢化が進行している。しかし、その進行は大

都市圏よりも地方都市や農村部でさらに速く、こうした場所にこそ介護施設が多

く介護人材が必要とされている。一方、地域社会の国際化・多文化化とそれに伴

う自治体の施策、そして市民活動は大都市と地方都市・農村部との間に大きな格

差がある。つまり、大都市においては居住する外国人が多く、外国人と働くこと

に慣れている人も多ければ、いわゆる文化的媒介者となりうる人材も多い。一方、

地方都市や過疎地にはそうした人材が極めて少ない。その状態を放置したままで

経済連携協定による研修生を受け入れて全国へ分散させ、彼らのケアは受け入れ

施設にゆだねられている。 

 これまで、学校教育や地域社会の中で育成された文化的媒介者は各地にいたは

ずだ。そして、1990 年代の南米日系人の増加等でいわば「外国人慣れ」した自治

体や地域では、彼らに対する教育的・行政的介入の「型」として、竹内・池上が

言うような「当事者・行政・文化的媒介者」のユニットでの取り組みが続いてき

たはずである。いわば日本国内でこれまでに醸成された外国人（労働者・生活者・

学習者）受け入れのノウハウが生かされず、また生かす必要があるとも認識され

ないままに、ある日突然施設に外国人職員がやってきて労働をするという状況が

EPA だったのではないか。そこでは雇用主側も労働者側も制度的に「形を整える」
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ことで精一杯であり、外国人労働者が日本で気持ちよく働きながら学び、生活す

ることへの支援という、彼らに対しての気遣いとケアが置き去りにされていたよ

うに感じられてならない。 

 今後は、49 人の研修生の追跡調査を継続し、彼らの職場と地域における定着と

日本語習得・国家試験対策の学習過程について記録を蓄積し、数量データとして

提示できるようにしたい。また、研修生の契約打ち切りによる帰国は、極めて切

迫した課題である。就労先でのストレスや就労環境から心身に支障をきたしてい

る研修生を救済するシステム、例えば在日フィリピン人カウンセラーや通訳者、

換言すれば文化的媒介者を必要とする施設へ派遣するネットワーク作りに向けて

動き出す必要があるのではないかと考えている。将来的には、このカウンセリン

グ機能を持つ市民グループやＮＰＯに国が補助金を出し、外国人ケア労働者が日

本で定着することを促進するとともに各地の市民活動を活性化していく方向が良

いのではなかろうか。 

調査対象がこのような状況にあることを目撃した研究者は、どうすべきだろう。

筆者らは 2010 年 8 月の施設訪問調査の後、受け入れ施設間の連携がないことで情

報交換が遮断され、受け入れ施設が孤立し研修生も孤立している事例があるよう

に感じた。そして、その事態を少しでも打開すべく、同年 11 月 27 日に広島市内

で「介護福祉の国際化を考えるシンポジウム」を開催するに至り、訪問した施設

の研修担当者をパネリストに招いて現場での取り組みや今後の課題について報告

してもらった。西日本ではこのようなシンポジウムは初めてだったため関心は高

く、全国から研究者や施設関係者が集まり、また受け入れ施設間のネットワーク

づくりが進む契機となったと考えている。受け入れ施設では研修生の定着に向け

て日々、試行錯誤と創意工夫がなされており、それがあったからこそ彼らが受け

入れ後の１年間を乗り切ったのだと思う。シンポジウムはこうした経験知を共有

化してもらう機会ともなったと思う。 

やや我田引水ではあるが、社会調査を通じて、事実発見から関係者間をつなぎ、

そしてケアする人びとのケアへと接続する役割を研究者が担うこともできると筆

者は考えている。今後も「参加型調査」的に、この課題に取り組んでいきたい。 
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注 

1) 本稿は、平成 22-23 年度広島国際学院大学現代社会学部特別研究費助成研究「日比

経済連携協定によるフィリピン人介護福祉士候補者の職場と地域への適応」（代

表：広島国際学院大学・高畑幸）の成果の一部である。なお、本稿のデータとなる

2010 年 8 月に実施した中国地方の EPA 研修生受け入れ施設調査は、「介護福祉の国

際化研究会・ひろしま」（広島国際大学・矢原隆行、同・渡辺晴子、同・八木裕子、

広島国際学院大学・高畑幸）が合同で行ったものである。調査にご協力いただいた

皆さんに感謝したい。 

2) フィリピン海外雇用庁ウェブサイト（www.poea.gov.ph）、2010 年 5 月 20 日アクセ

ス。 

3) 国際厚生事業団は厚生労働省管轄の社団法人であるため、ここでは「公的機関」

と考えている。 

4) 来日後、半年間の日本語研修を経て介護施設等で 3 年間働き、介護福祉士試験を

受験する。施設派遣後は日本人職員と同等の賃金が得られるというメリットがある

が試験不合格の場合は帰国に追い込まれるというリスクがある。 

5) 来日後、指定の専門学校で日本語研修と 2 年間の介護福祉士課程（座学と実習）

を経て卒業と同時に介護福祉士資格を取得する。通学中は週 28 時間のアルバイト

しかできず収入が少ないが、卒業すれば資格取得ができ滞在延長ができる確実性が

メリットである。 

6) 「日本で看護師、断念続々、比などへ帰国 33 人」『読売新聞』2010 年 7 月 9 日。 

7) ガルーダ・サポーターズウェブサイト（http://garuda-net.jp/index.html）、2010 年 10

月 13 日アクセス。 

8) 個人が特定されることを避けるため、状況の細部についての記述を変えている。

2010 年 8 月、フィリピン・マニラ首都圏にて聞き取り。 

9) ウェブカムとインターネットを使って学習者と教育者が双方向的にやりとりをす

る遠隔地学習システム。国際厚生事業団や民間の教育機関が提供している有料サー

ビスである。 
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