
Ⅰ. はじめに

　日本における2007年末現在の外国人登録者数は
2,152,973人で、前年比3.3％増、日本の総人口の1.69

％を占め、過去最高となった 2。中でも、中長期に生
活を送る者が増加している。日本では、少子高齢化に
伴う労働力不足から外国人労働者の受け入れが検討・
推進されており、今後、中長期に生活を送る外国人が
増えるものと予想される。これまでも言葉や習慣の違
いから様々なトラブルが発生したり、不法滞在や外国
人犯罪などの問題や外国人に対する人権問題など多く
の課題が存在しており、外国人と如何に共生していく

のかがますます重要な課題となっている。
　「多文化共生」は、総務省が2006年3月、地方自治
体に対して、地域における外国人住民の施策支援を目
的とした「多文化共生推進プログラム」3の具体的な提
言を発信したことから、これまで以上にクローズアッ
プされるようになった。これは、在住外国人が1997

年から2007年の10年間に670,260人、45.2％も増加
した 4ことが背景にあるが、在住外国人の在留資格の
構成は地域によって異なっている。
　都市部では、集住都市における単純労働者の占める
割合が高い。一方、農村が多い東北地方においては、
1970年代以降に深刻化した過疎化・少子高齢化・嫁
不足による後継者不足解決のため、1980年代後半以降、
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山形県最上地区で行政が主導して外国人配偶者（女性）
の受け入れを推進し、全国的にも注目を集めたという
興味深い事例が存在する。この例のように、東北地方
における在住外国人は「外国人配偶者」の占める割合
が高く、彼／彼女らと如何に共生していくのかという
点に大きな特徴がある。
　日本の国際結婚数は、2007年末で40,272件、全婚
姻数（719,822件）の5.5％を占め 5、前年よりは減っ
たものの、外国人登録者数が総人口に占める割合と比
較しても高いといえる。日本人同士の婚姻数が減少傾
向にある中で、農村だけではなく都市部においても嫁・
婿不足が進むと同時に、グローバル化に伴う人の移動
によって、今後、国際結婚は増加していくものと考え
られる。
　上述した最上地区の自治体の一つである戸沢村は
「相互理解・多文化共生の心豊かな村づくりを目指す」
ことを目標に国際交流協会が設立されるなど、多文化
共生に向けた取り組みがいち早く行われ、他の地方か
ら注目されてきた。外国人配偶者に関しては、戸沢村
でも行政主導による国際結婚が進められたことはよく
知られているほか、「外国人配偶者受け入れ・定住の
成功例」とも言われている。また、韓国・忠
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鶴面との農村青年の交流、女性同士の交流、
児童の相互訪問、1997年に建てられた「高麗館」のほか、
韓国から嫁いだ女性たちが村内の日本人女性にキムチ
や冷麺の作り方を教え、これらが村の特産品となるな
ど、韓国との関係が深い。
　そこで、戸沢村の「多文化共生」＝外国人配偶者、
特に韓国人の配偶者についての受け入れ経緯、取り組
み、現状、問題点などを調査分析することは、今後も
増加すると考えられる外国人定住者との共生を模索す
る上で、とりわけ農村の多い「東北型多文化共生」を
模索する上で、非常に大きな示唆を与えるものと思わ
れる。

Ⅱ. 戸沢村の概況 6

　山形県最上郡戸沢村は、山形県の北部・最上地方に
位置し、新庄市と隣接している。面積の83％を山林

原野が占め、村の中央を日本三大急流の一つで「舟下
り」で有名な最上川が東西に流れている。1950年に3

村（古口村、戸沢村、角川村）が合併して戸沢村とな
り、2005年で50周年を迎えた。1965年（昭和40年）
までは1万人を超えていた人口（10,045人）は年々減
少し、2009年1月末現在の人口は5,820人（男2,783人、
女3,037人、表1）、世帯数は1,664 と過疎化が進行し
ている。その一方で、世帯数に大幅な減少は見られず
逆に増加している年もあることから、少人数世帯の増
加、核家族化が進んでいることが見て取れる。
　村の主な産業は、稲作を中心とした農業、「最上川
舟下り」と村内に3ヵ所ある温泉をメインとした観光
業である。特産品には、詳細については後述するが、
韓国から嫁いできた女性たちと村の女性たちとの交流
によって生まれた「戸沢流キムチ」と「戸沢流冷麺」
がある。
　近年、里の自然や知恵を再発見し、またそれを子供
たちに伝えることを目的とする、そしてそれらを活か
した活動である「里の自然学校」の取り組みが「地域
おこし」の一つとして大きな注目を集めている 7。また、
「国民健康保険発祥の地」としても知られており、国
保の精神ともいえる「共助」の考え方は、現在、村の
教育方針「共に学び、共に育つ＝共育」と、村の基本
理念「共生＝人が人を互いに育て合い、人と自然が互
いに育て合う、思いやりや慈しみに富む優しい村をつ
くろう」に生かされている。

Ⅲ. 戸沢村の国際結婚推進策

1. 背景

　日本では1950年代から70年代前半にかけて高度経
済成長期を迎えたが、それと同時に特に農村において
は、若者の都会への流出による過疎化、高齢化、農業
後継者不足といった問題のほか、嫁不足も指摘される
ようになっていた。財団法人日本青年館結婚相談所所
長の坂本洋子氏によれば、日本における「農村の嫁不
足」という表現で地域の「結婚難」が始まったのが
1950年代であり、1959年に高校の教師であった梅谷

表1＜戸沢村の1965年以後5年ごとの人口と世帯数＞

年 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009

人　口 10,045 8,876 8,131 7,815 7,495 7,358 6,990 6,688 6,202 5,820

世帯数 1,821 1,750 1,708 1,671 1,676 1,699 1,678 1,694 1,667 1,664 
（1965～1980年までは同年4月1日現在、以後は同4月末現在）  
出典：広報「とざわ」各号
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博貞が著書で初めて農村の青年男女の結婚問題に触れ
ているという 8。梅谷は、農村の嫁不足の理由として、
長時間の重労働、低収入、男尊女卑の風潮、プライバ
シーの欠如、古い慣習、娯楽のなさなどを挙げている。
その一方で、女性に限らず、若い男性や親たちも農家
や農村を「嫌っている」と述べている 9。
　農林水産省は、1998年、「農村女性」に関する全国的
な調査を行い、報告書を発表した。その中で、農村に
おける嫁不足の一因として「農村が若い女性に敬遠さ
れる」ことと「（農村）青年自身の消極的性等の個人的
な要因」を挙げている10。「農村が若い女性に敬遠され
る」理由としては、1．因習、慣習が煩わしい、2．近所
の目が煩わしい、3．文化・娯楽・教養のための施設
が乏しい、4．農業に魅力がない、5．農業以外の就
業機会がない、6．女性個人の自由になるお金がない、
といったことが挙げられている。「青年自身の消極的
性等」については、ヒアリング調査の結果で「交流会
でのセンス（会話、容姿、服装等）に欠け、女性に嫌
われるケースがある」（「長野県小諸市における農村男
性の配偶者調査について 平成10年9月16日」）、「や
さしすぎる。何かプラスアルファが欲しい、例えば自
分の意見をきちっと持っているとか、農家に嫁ぐのは
いやといわれてもきちっと反論して説得できるくらい
であってほしい」（「農村女性等に対するヒアリング結
果」鹿児島県山川町 平成10年9月10日）、「男性本人
が内気、よく働くし親孝行だが、本人が結婚への意欲
がないのではないかと思える」（「山形県舟形町での現
地調査 平成10年9月29日」）のような声が聞かれて
いる。
　梅谷の指摘は、1998年の調査結果、また2009年の

現在でも当てはまる部分が多い。他には、女性の高学
歴化と社会進出が進んだことも、理由の一つとして挙
げられるようになっている。
　筆者は2009年1月末、宮城県内の3つの大学に通う
女性研究員と学生を対象に、農業や農村、農業に従事
する男性に対する印象と若い女性が農業を嫌う理由に
ついてアンケート調査を行った 11。グラフ1～4はそ
の結果をまとめたものである。
　「農業に対するイメージ」（グラフ1）は梅谷の指摘
と全く同じであるが、「農村に対するイメージ」（グラ
フ2）と「農業に従事する青年に対するイメージ」（グ
ラフ3）は肯定的な意見が多数を占めており、農水省
の調査とは異なる結果となっている。特に「農村に対
するイメージ」では、「人間関係が密でよい」との回
答が、農村が敬遠される理由としてしばしば指摘され
る「人間関係が煩わしい」よりも多くなっている点が
注目される。また、「農家に嫁ぐ女性が少ない理由は
何か」（グラフ4）との質問には「農業・農村に魅力
がない」が5割近くを占めており、農村に対して肯定
的なイメージを持っている人が多いことを考えると、
農村よりはどちらかといえば農業に対して否定的なイ
メージをもっていると捉えることができる。都市部出
身者と農村部出身者とでは、農業・農村観に違いがあ
ると考えられ、この結果が全ての女性の意識を表して
いるとはいえないが、一つの参考にはなるだろう。
　
　高度経済成長期以後、過疎化、後継者不足、嫁不足
が更に進み、70～80年代には深刻な問題として受け
止められるようになった。嫁不足は、戸沢村を含む最
上地区（新庄市、金山町、最上町、舟形町、真室川

グラフ1＜農業に対するイメージ（複数回答）＞
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グラフ2＜農村に対するイメージ（複数回答）＞
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町、大蔵村、鮭川村、戸沢村）でも例外ではなく、過
疎化とともに、農業を継ぐ者（男性）がいても「嫁」
がいないという状況が表出した。「嫁」がいないことは、
少子化や後継者不足に直結するため、本来ならばプラ
イベートな領域であるはずの結婚問題が自治体の課題
として取り上げられるようになっていった。
　最上地区における30～49歳の未婚の男女比は、
1985年、1990年、1995年、2000年、2005年の国勢
調査をそれぞれみてみると、表2のようになっている。
　特徴的な点は、男性が1995年以降の調査で減少し
たり微増であるのに対し、女性は90年以降から大幅
な増加がみられる点である。全国的に女性の初婚平均
年齢が年々上がり、未婚の女性も増加しているが、最
上地区の結果にもそれが表れているといえる。
　「嫁不足」解消のため、最上地区に限らず、農村地
帯を抱える自治体では結婚支援事業を行うところも現
れた 13。結婚相談所の設置、結婚相談員の委嘱、いわ
ゆる「お見合いパーティー」、奨励金や報奨金の支給
などである。これらの取り組みは一定の成果をあげた
ところもあれば、当事者たちが世間体を気にし、露骨
な「嫁さがし」を敬遠するなどの理由から、結婚相談
所への相談が一件もなかったところもあるという。
　戸沢村でも嫁不足は深刻な問題となっていた。戸沢
村で「嫁不足」が村の広報誌で初めて指摘されたのは
1981年であり、それは、人口減少の原因として「本
村の基幹産業である農業が零細規模で生産性が低く、
農業後継者の農業離れ（農家への嫁・婿不足等を含む）
が続いている」というものである。その後も1983年
には山形新聞、山形放送主催による「ヤングフォーラ
ム44」の討論会で農家の嫁不足が問題として取り上
げられたり、1984年には議会の一般質問において若
者の結婚問題が提起されたりした。さらに、1985年、
県知事と若者との懇談の場でも「嫁・婿不足」が話題
に上っていた。また、子供たちにも同様の認識があっ
たようで、1991年10月と1992年9月の広報『とざわ』
には小学生が書いた「嫁不足」の作文が掲載されている。
　このような状況の中、1985年に同じく過疎化や嫁
不足が深刻な問題となっていた近隣の朝日町が、全国
初の行政主導による国際結婚を進めた 14。これをきっ
かけに、最上地区でも1986年に大蔵村、1987年に真
室川町、1988年に鮭川村が、行政主導で国際結婚を

進めるに至った 15。戸沢村が同様に国際結婚を村の政
策として進めたのは1989年のことである。

2. 国際結婚推進までの経緯

　近隣の町村が国際結婚を進めるに従い、戸沢村では
住民から国際結婚への要望が寄せられるようになって
いたが、行政が他町村同様に推進することはなかった。
同じ問題を抱える近隣地域よりも国際結婚の推進が遅
かったのは、当時の斉藤直吉村長が「結婚はプライベ
ートな問題」として行政主導を行う考えがなかったた
めである。
　しかし、「結婚」に対して全く何の対策をとってい
なかったわけではなかった。JAが主催し、村が後援
する形で、都会から女性陣を募集して村の後継者らと
「最上川舟下りツアー」のイベントを計画したり、農
業委員会には農業後継者とそれに付随する嫁対策を担
当する部署もあった。しかし、イベントは成果なく終
わったほか、当時、農業委員会に籍を置き、後に国際
結婚を推進する担当者となった寺内恵一氏によれば、
農業委員会は本務に時間を割かれて嫁対策には「ノー
タッチだった」という。
　1987年と1988年には、同年度の産業振興課の重要
事業を「農村後継者対策事業」とした。その事業の一
つとして、1987年には結婚相談所を開設、花嫁（婿）
台帳の作成、結婚相談員の設置、結婚斡旋及び仲介等
の事業を実施することにした。相談所は週に3日程度
開設し、相談員が相談に乗るという形をとった。結婚
がまとまった場合、相談員には謝礼金を、本人には記
念品が贈られることになっていたが、結果として誰一
人相談には訪れずに失敗に終わるなど、対策は効果が
上がらなかった。
　1988年6月、村長選挙が行われ「農村後継者育成
対策の充実、国際結婚の実施」を公約に掲げた前議長
の田中昭

てらす

氏が現職を破って当選した。田中氏の当選に
より、戸沢村でも国際結婚が進められることになった。

3. 「国際結婚政策」の実施

　田中村長は、89年1月、寺内氏を呼び、同年春から
進める国際結婚の担当者になるよう「事実上の早期の

表２＜最上地区における30～49歳の未婚の男女比＞ 12

1985 1990 1995 2000 2005

男 100（2,067人） 100（2,303人） 100（2,695人） 100（2,688人） 100（2,699人）
女 60.4（1,247人） 29.3（675人） 28.3（762人） 34.3（923人） 40.8（1,102人）

出典：矢口氏提供資料および各年度国勢調査 男性の数を100とした場合の割合
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異動の内示」を出した。田中村長の「改革」は、これ
までの農業委員会ではなく、企画調整課に地域振興係
を設け、特産品開発、国際交流、友好町村との物産交
流の他、国際結婚対策の係を置き、全体の予算として
約400万円を充てるというものだった。
　内示を受けた寺内氏は、同年3月、事前調査のため
にフィリピンと韓国を訪問した。2008年末現在では
中国人配偶者が18人と最も多くなっているが、当時
は、中国から配偶者を迎えることは考えていなかった。
理由は、単純にルートがなかったためである。フィリ
ピンでは、すでに国際結婚を進めていた近隣町村でも
仲介役を務めていた在マニラの日本人と会い、協力を
要請した。この訪問時、何の話もないまま町議会に呼
ばれて連れて行かれると、すでに姉妹都市提携の準備
がなされていたという「おまけ」も付いていた。
　一方、韓国については、田中村長が鶴岡市に住む知
人の在日韓国人男性に協力を依頼、寺内氏は彼ととも
に訪韓した。そして、在日韓国人男性が、知人である
不動産屋に行って仲介を頼んだが断られてしまう。し
かし、韓国滞在中に「世話をしてもいい」という女性
を探し出すことに成功し、帰国した。
　4月に入って、寺内氏は他の担当者とともに村内の
「30歳以上で未婚の男性」にダイレクトメールを送っ
て国際結婚への意向調査を行った。そのうち、4人か
ら返事があり、個別に会って更に意向を聞いた。その
席上、寺内氏は外国から配偶者を迎えることには様々
な困難があることについても話したという。
　実は、戸沢村では、嫁不足だけでなく「跡取り娘の
婿不足」も問題として認識されていた。しかし「婿探し」
は結局行われなかった。それは、世間が狭くてまだま
だ封建的な考えが残る村では、女性が「男性（婿）が
欲しい」とは言えるような風潮ではなく、行政も動く
ことができなかったためである。「婿不足」について
は全国的にもほとんど調査研究がなされておらず、実
態は不明となっている。
　6月になって、返事を寄こした4名のうちの1名と
協力者の在日韓国人男性の3人で再び訪韓、在日男性
による通訳を介してのお見合いが行われた。相互に好
感触を抱いたこともあり、村のビデオを自宅で見てく
れるように言って渡して再会を約束した。しかし、結局、
この時の女性とのお見合いは失敗に終わった。女性が
ビデオを見ていたところ、家族に理由を聞かれ、お見
合いの話をしたら猛反対されたというのがその理由だ
った。その後、別の女性を紹介され、こちらは話がま
とまり来日を約束して帰国した。1か月後、女性が来
村して婚姻届を提出、1組のカップルが誕生した。そ
の後、11月までの間に2名を迎え、合計3組の婚姻が
成立した。

　一方、フィリピンへは他の担当者と希望者男性2名
が訪比、前出のマニラ在住の日本人の協力により、韓
国とは異なる集団お見合いが行われた。結局、2組の
話がまとまり、12月に来日して、2組のカップルが誕
生した。なお、結婚にかかる費用は、旅費でフィリピ
ン18～20万円、韓国12万円程度、その他諸経費は日
本国内と同程度である 16。
　時を同じくして、結婚斡旋業者が国際結婚の仲介を
始め、また既に結婚した人からや親戚・知人の紹介な
どによって、韓国7名、フィリピン2名との婚姻が成
立し、単年度で14組もの国際結婚カップルが誕生した。
当時、戸沢村にも数件の斡旋業者が事業を展開してい
たが、2008年現在は1社も存在していない。戸沢村
が行政主導で国際結婚を進めたのは89年のみで、女
性が来日して手続きを済ませるまでを含めても89～
90年の2年間だけである。これは、国際結婚への道を
開いたことと、外国人配偶者への対策が次の大きな仕
事として持ち上がったためである。
　2008年末現在、戸沢村には、韓国10名、フィリピ
ン10名、中国18名の計38名の外国人配偶者がいる。

Ⅳ. 外国人配偶者定住対策

1. 最上地区全体の取り組み 17

　最上地区では、1989年4月時点で外国人配偶者は
18人だったが、わずか1年後には55人に増加した（内
訳は、フィリピン31名、韓国24名）。89年までに最
上地区の半数が行政主導の国際結婚を進めたことから、
同年、最上広域市町村圏事務組合事業の一環として、
外国人配偶者へのケアや共生への取り組みなど、地域
一丸となって国際交流事業を展開するために国際交流
センターが設立された。センターの仕事は、まず各市
町村の後継者対策担当者とのネットワークを構築して
情報交換を行うことから始まった。その後、統計資料
の作成、日本語講師養成講座の開講、国際交流シンポ
ジウムの開催、市町村だけでなく県の国際課や国際交
流協会、地方事務所、保健所などとの協力・共同関係
の構築、自治体首長に現状認識を深めてもらうための
上申活動、関係職員を対象にした研修会など、様々な
事業を展開していった。
　配偶者たちが実際に生活し始めると、生活上の様々
な問題が表面化するようになっていく。そのような中、
配偶者たちが抱える問題と関わる有識者たちから提言
が出されるようになった。例えば、新庄コンピュータ
ー専門学校で留学生に日本語指導を行っていた柴田義
助氏からは「外国から結婚のため最上地方に定住する
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ようになったが、言葉が分からず文字が読み書きでき
ない。そこには基本的人権である識字教育を施す必要
がある。ましてや行政が積極的に関わって推進したの
なら尚更のことである。急増する外国籍夫人のための
日本語教室の開校が必要である。そのために広域行政
で日本語教師養成講座を図るべきである」という提
言 18が寄せられた。この提言を基にして、国際交流セ
ンターでの日本語講師養成講座が開講した。
　また、外国人配偶者が訪れる医療関係者からの様々
な提言もあった。例えば、当時、山形大学医学部精神
神経科の医師であり、大蔵村日本語教室においてボラ
ンティアで日本語を指導していた桑山紀彦医師は、家
出、失踪、離婚、家庭内暴力、家庭内争議など様々な
問題が起きている現状から「何の対策もなしのままで
は、いつか大きな事故、事件が起こることは必至であ
ろう」として、上記のような込み入った問題をカウン
セリングによって解決・軽減をめざす「国際結婚相談
室（仮称）」設置を提言した。寺内氏は「桑山医師に
よる提言のキーワードは『こころ』と『異文化との交
流』だった」と述懐している。
　寄せられた様々な提言を基に、新庄保健所が母国語
で「外国人無料保健相談」を、医師を配置して実施し
たり、医療通訳者の育成と登録、三者電話システム（医
師、患者、通訳の同時通話）などが作られるなどした。
　他には、日本語と3カ国語対比の生活便利帳の作成、
個人による宗教的サポート 19、最上産業まつりにおい
て各国の文化紹介のコーナーを設けるなど、配偶者た
ちの地域参加の機会を設けるとともに地域住民への異
文化紹介を提供したりした。
　最上地区による様々な対策は高い評価を受け、
1994年度には「地域づくり表彰」で「国土庁長官賞」
を受賞している。　

2. 戸沢村の取り組み　

（1）語学分野

　戸沢村では、90年4月に日本語教室が開講した。開
講のきっかけは、日本青年館主催の第3回結婚問題ス
ペシャリスト講座が開かれた際、その分科会で「日本
に嫁いだ外国人配偶者に生きる権利としての情報を提
供すべきである」という笹川孝一法政大学教授の助言
だったという。寺内氏はこの助言をヒントにして、英
字新聞と韓国の新聞の購入、長期継続の日本語教室の
開講を考え付いた。
　教室開講にあたっては、前出の柴田氏の助言を受け、
次の4つの理念を掲げた。

1. 外国人定住支援のための行政サービスは市町村
固有事務である

2. 実施にあたっては、同化を目的としてはならない
3. 彼女たちが持つ文化や言語、考え方、日本人に
ない独特の感覚などを尊重する　　　

4. 国際化は同化ないし均質化を意味するものでは
なく、相互に尊重し理解することが本質である

　これら理念に基づき、教室の運営について、以下の
5つの基本方針を定めた。

1. 明るく正しい雰囲気の中で市民教育としての日
本語教育を行う

2. 受講生の母国語や文化を奪わない
3. 本国からの情報を遮断せず、積極的に提供する
4. 母国語を介して日本語教育を行う
5. 日本語教室受講を容易にするために、家族及び
就業先の理解と支援を得るよう配慮する

　教室は、フィリピン教室、韓国教室の2つが開講さ
れ、週に1回2時間行われた。講師は、フィリピン教
室では村内で英語塾を開講していた女性が、韓国教室
では前出の柴田氏が担当した。また、運転免許を持た
ない配偶者たちが通学しやすいようにと、企業の雇用
主に送迎の協力を依頼するなどの体制を整えた。この
教室は、日本語の学習のみならず、配偶者にとって息
抜きと情報交換の場にもなったほか、様々な問題に対
してアドバイスが与えられるなど、問題解決の場にも
なっていった。異国での生活に早く適応するためには、
まず言葉の習得が第一となるが、配偶者本人に学ぶ意
欲があっても家族の反対で教室に通えないケースも存
在した。例えば、姑が「嫁が外に出ることによって余
計なことを覚えてしまう。情報は少ない方がいい」と
して、日本語教室に参加させようとしなかったなどの
ケースである。この時には、行政側も配偶者を何とか
参加させようと、同国出身者に誘いを依頼したりした
という。
　村では、配偶者に日本語を教えるだけでなく、日
本人が配偶者の言葉（韓国語）を学ぶ機会も設けた。
1995年6月、韓国語教室が開講、週1回ずつ合計10

回行われた。この教室には、配偶者の夫や姑の他、国
際交流を推進しているメンバーなど30人が参加した。
この韓国語教室開講は、詳細は後述するが、当時、堤
川市松鶴面との相互交流が行われており、相互理解増
進の一環として開かれたものであった。相互理解増進
には一定の役割を果たしたが、一方で、配偶者の家族
からは、10回だけでは文字をやっと覚えたところで
終わってしまい、韓国の家族と意思疎通を行うために
も講座の継続を願う声が聞かれた。住民と行政の求め
るレベルにズレが生じたこの事例に対して「多文化主
義という1つの理想を実現させるために直面する具体
的な問題を示唆している」20との指摘がなされている。
　日本語教室は、後に中国教室が開講されて3つの教
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室があったが、2008年末現在では韓国とフィリピン教
室は希望者がなく、中国教室のみの開講となっている。
　戸沢村の日本語教室への取り組みは、最上地区全体
へと広がった。93年、寺内氏は役場から最上広域市
町村圏事務組合へ出向となったが、そこで最初に手掛
けたのが日本語教室開講の啓蒙であった。当時、最上
地区の日本語教室は、戸沢村以外では大蔵村にある2

カ所のみで、小学校の校長と医師による個人的なボラ
ンティアによるものだった。それが戸沢村の取り組み
という実例と啓蒙活動により、自治体首長の理解を得
て教室の数が着実に増えていった。　
　戸沢村を含め、最上地区では現在も自治体、民間、
ボランティア含めて14の日本語教室が開講され、全
市町村に教室がある。日本語講師は、国際交流センタ
ーが開催する年間16回の「日本語講師養成講座」に
参加して、資質の向上と地域の日本語教室ネットワー
クの形成を行うなど積極的に活動しており、最上地区
は日本語教室の分野において他地域よりも恵まれた環
境にあるといえる 21。
　
（2）医療分野

　生活が始まると、言葉の壁に加え、生活習慣の違い
などからくるストレスや病気といった健康問題、診察
の際の通訳、妊娠・出産の過程での妊産婦や育児指導
など、医療に関わる問題が浮上してくるようになった。
加えて、本人だけでなく、指導診察を行う側の保健婦、
医師からも通訳の問題を中心に要望が出された。これ
らの問題に対処するため、公費負担での医療通訳の配
置、英語版の問診票の作成などを行った。また、当時
は「中央」に母子手帳の母国語版がなく、「現場の要請」
を受けて発行した。その他、保健婦と共同で、通訳を
つけて特別に夫婦で母親教室を実施するなどした。
　医療通訳については、最上地区外からの通訳を配置
している。これはプライバシーの保護の観点と、内容
によっては同胞や国の「恥」と考えて誤った通訳をし
た事例があったための措置である。現在でも年間3～
4件の利用がある。また、居住年数が長く日本語に不
自由しなくなった配偶者が「後から来た女性たちのた
めに」また「地域のために役立ちたい」として、自ら
医療通訳者に登録する人も出てくるようになった。一
方で、緊急時に通訳が確保できず、配偶者が陣痛で苦
しんでいる際に、保健婦と筆談でやり取りせざるを得
なかったというケースも存在する。
　医療通訳の確保は全国的な課題とされており、今後、
最も対策を講じていかなければならない分野である 22。

（3）法律分野

　外国人配偶者の多くは日本の法律を知らずに来日す
るため、実際に生活が始まって初めて知るケースも少
なくない。身分や国籍、離婚、財産相続、養育などの
事項には、日本だけでなく出身国の法律とも合わせて
解決しなければならない事例がある。そこで、「戸沢
村国際家族の法律研修会」を開催した。これには夫や
舅・姑の参加も得た。他には「生活ガイド」を作るな
どして情報を提供した。
　また、前出の柴田氏による「心の安定には地位の安
定が必要で、『永住者』の資格取得を勧めたい」との
助言と指導を受け、永住資格取得を進めている。その
他、ビザ・パスポートの更新や在留資格の変更手続き
などの際、入国管理局への同行を行っている。配偶者
が村に来て間もなくの頃は、役場の担当者が同行して
いるにもかかわらず、入国管理局が「偽装結婚」を疑
って手続きにも時間が相当かかったが、何度か訪れる
うちに信頼関係がうまれ、手続きもスムーズに進むよ
うになったという。
　
（4）教育分野

　配偶者たちの定住化対策がある程度整備されてくる
と、次は子供たちに対する対応が求められるようにな
った。村が国際結婚を進めてから4年後の93年には、
子供の数は17名、その2年後の95年には21名＋出産
予定が3名となっており 23、保育園や幼稚園、学校に
通う子供たちの数が急激に増えることが予想された。
　母親である配偶者たちの最も大きな心配は「子供が
いじめに遭わないか」というものであった。また、最
上地区で行われた「最上地域の国際化シンポジウム」
の外国人女性による意見発表でも、「子供がいじめら
れるのが心配」といった声が聞かれていた 24。
　戸沢村では、保育所や小学校の見学会を開催したり、
園長・学校長との懇談や保母による意見交換会を開催
したりした。そこでは、母国と、また舅・姑との子育
てに対する考えの相違や、純粋に日本人として育てた
い舅・姑と、自国の言葉・文化も学ばせたい配偶者と
の葛藤といった悩みとともに、保育士の側からも「連
絡事項が理解されていないようだ」などといった双方
の悩みが明らかとなった。
　受け入れる側の保育園や学校では、特別扱いはしな
いものの、逆に「異文化」を積極的に引き出す取り組
みをしているところもある。例えば、保育園で母親に
来てもらい、英語で歌を歌ってもらったり、小学校の
家庭科実習での「水餃子作り」、給食のメニューに各
国の料理を加えたり、「小学校教室開放講座」で韓国、
中国、フィリピンそれぞれの料理や伝統的な遊び、踊
りなどを子供たちに紹介するなどした。他には、授業
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で留学生の協力を得て、村の韓国語版ホームページを
作成 25したりした。また、役場では外務省から各国の
教科書を取り寄せ、日本語教室の先生に紹介してもら
うように頼んだり、「社会の副読本に『戸沢村には外
国から人がきている』ということが入れば、先生たち
が子供たちに教えることができる」との考えから、中
学や高校の教科書に戸沢村と群馬県高崎市の事例が掲
載されるなどした。
　このような取り組みが行われながらも、例えば「普
段は一緒に遊んでいる子供を誕生会に招待したら誰も
来てくれなかった」といったケース、「学校で『外国
人だろう』という差別を経験しており、子供が成人し
て就職する際にも同様の差別があるのではないか」と
いった母親からの心配は引き続き存在する。親も子も
高校生までは「バイリンガルに」「将来は日本と母国
との懸け橋に」という希望を持つものの、すべての地
域や学校、人が異文化を受け入れているわけではなく、
現実はなかなか難しいというのが実状のようである。
　また、昨今では、日本語を母国語としない子供たち
も学校に通うケースが存在するようになり、彼ら／彼
女らが日常・学校生活を送れるようにするための対策
が課題となっている。
　
（5）社会参加・地域参加

　生活が落ち着いていくにしたがって、配偶者たちと
地域との関わりも増えてくるようになる。逆にいえば、
地域との関わりが深まっていくことが、早期に生活へ
慣れ、地域に溶け込む近道になるともいえる。
　まず、行政が行った配偶者の「社会参加」は働く場
の提供だった。配偶者たちが村に来た当初、村にあっ
た計算機を作る工場の社長からの快諾を得て、村の空
き施設を使い、3人が軽作業を行うことになった。こ
の作業は「割に合わない仕事」ということで続かなか
ったが、配偶者たちはこれをきっかけに自ら外へと飛
び出して行くようになった。
　また、韓国人配偶者に、キムチ作りの指導と「韓国
料理を食べる会」開催の際の料理作りを依頼して実行
した。これがきっかけとなって、村では韓国料理の話
とキムチが広まることになった。このキムチ作り指導
のお礼の意味を込め、商工会が主催して商工会婦人部
と配偶者によるおせち料理講習会が開かれた。その
他、「四カ国親善グラウンドゴルフ大会」、「生け花教
室」といった文化活動や村の広報誌に各国の民話、料
理、歌などを紹介する機会を設けるなど、配偶者たち
の社会参加・地域参加を後押しした。
　ここで指摘しなければならないのは、行政が配偶
者たちに「提供」するだけではなく、配偶者たちが自
らの意思と行動で地域に溶け込んでいったという点で

ある。前述した医療通訳といった地域と外国人との仲
介役を務めるケースや、イベントで料理を提供したり、
「妻の会」を結成してダンスやコーラスを発表、韓国
の民話を出版 26するなど、広く地域に自国の文化を伝
えるといったケースもある。また、英語を指導したり、
村の施設にテナントとして韓国料理を提供する「日韓
ひろば」という店をオープンし、料理という文化の発
信だけではなく、地域内外から来る人々の憩いの場を
提供してもいる人々もいる。このような外国人配偶者
本人たちによる「自発的な社会参加」は、自身の存在
意識を高めるとともに「（それまで誰が誰かはっきり
分からなかった）村の人がよく分かるようになった」
という言葉に代表されるように、地域を理解し溶け込
むという、もう一つの効果をもたらしたといえるだろう。

Ⅴ. 戸沢村と韓国の交流

1. キムチの特産品化

　前項で、韓国人配偶者にキムチ作りの指導と「韓国
料理を食べる会」の主催を依頼し、これによって韓国
料理とキムチが広まったことを記した。寺内氏によれ
ば、その後、田中村長から呼び出され「やり方が生ぬ
るくないか？キムチを村の特産品として売り出す考え
を持ち合わせていないのか？」と言われ、この村長の
一声から「戸沢流キムチ」が生まれることになった。
　90年12月、韓国人配偶者から商工会婦人部のメン
バーがキムチの漬け方を習い、村内での限定販売が始
まった。91年に行われた「産業まつり」でも、出品
されたキムチが「農業振興会会長賞」を受賞した。こ
の頃からキムチ作りが本格化していき、翌92年には
商工会婦人部メンバーを中心に9名が、4泊5日の日
程で、交流を続けてきた松鶴面を訪問、キムチの漬け
込みや唐辛子の栽培・加工を視察した。この年「アジ
ュンマ（おばさん）の会」が設立され、女性たちによ
る交流が深まっていく。その後も、視察の他、松鶴面
から韓国の女性たちが来村して交流を図るなどした。
このような交流の積み重ねの結果、94年には商工会
の「村おこし事業」で、女性たちが作ったキムチが「戸
沢流キムチ」と命名され、様々な商品の開発、パンフ
レットの作成など市場への販売体制が整った。95年
には当年度地域活性化事業の重要事業として、キムチ
を特産品と位置付けて通年販売へ向けた研究を行うこ
とが決定した。そして、同年9月に開催された「東北
村おこし展」では「東北通産局長賞」を受賞するなど、
様々なイベントを通して「戸沢流キムチ」は村外でも
徐々に認知されていった。2000年には、キムチ製造
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施設「キムジャンランド」も建設された。同様にして、
キムチ以外にも「戸沢流冷麺」や「えごまの醤油漬け」
などの特産品が誕生した。
　「戸沢流キムチ」製造の特徴は、キムチ作りは韓国
人配偶者が指導したものではあったが、特産品として
製造・販売を行っているのは村内の日本人女性たちで
あるという点である。女性たちは、キムチという「異
文化」を受け入れ、それを村の産業へと結びつけてい
った。また、このことはキムチが「コミュニティ形成
の装置」となったという分析もなされている。つまり、
韓国人配偶者にとっては、キムチ作りへの役割期待に
応えることによって村への所属意識を高め、コミュニ
ティ形成に寄与する結果につながっている。一方で日
本人女性にとっては、キムチ作りに関わることで人と
の出会い、夢を持つようになり、夫への「おんぶに
だっこ」から飛び出て自己の存在証明となっている 27、
というものである。分析中にも指摘されているが、お
そらく当事者たちにはそのような意識はなかっただろ
う。しかし、インタビューの中で矢口氏も「（配偶者
たちに自身の）必要性を感じさせることが重要」と述
べたように、「戸沢流キムチ」の例は、外国人の定住・
共生を考える上での一つの示唆を与えているというこ
とができよう。

2. 高麗館

　村内には、韓国文化を紹介するテーマパーク、日韓
友好の村「高麗館」がある。高麗館には「道の駅とざわ」、
物産館、食文化館、民族文化館、韓国式庭園、最上川
資料館などがある。2008年4月からは、指定管理者
が最上峡芭蕉ライン観光株式会社に代わり、同社が運
営主体となっている。
　高麗館は、1989年に始まった村の開発基本計画「モ
モカミアルカディア構想」28の初の事業として、96年
に建設が計画され、総事業費は11億5千万円にも及
ぶ大規模事業であった。97年9月のオープンイベント
では、駐日韓国大使、仙台総領事はじめ、中央民団団
長、堤川市長など多くの来賓が参列、松鶴面の女性た
ちで構成された民族舞踊団による踊り、モモカミ農楽
祭、コリア音楽祭、チェギチャギ世界選手権、第2回
全国コリアタウンサミット 29などが行われた。その後
も、農学祭や秋祭りなど、多くのイベントが行われ、
また観光スポット、国際交流の拠点としても機能して
いる。
　韓国との交流が深いとはいえ、村の観光スポットと
して他国文化を紹介する施設が建設されることは珍し
い。同じく戸沢村に嫁いできている中国やフィリピン
の女性たちからは「自分たちの国のものはどうしてで

きないのか」との「意見」が出されたという。

3. 松鶴面との草の根交流

　戸沢村は「戸沢流キムチ」や高麗館など、韓国との
つながりが深く、一般的にこれらは韓国人女性が嫁い
できたことによるものとの認識がなされている。しか
し、村と韓国との「草の根国際交流」は、女性たちが
嫁いで来る前、国際結婚が進められる前からすでに行
われていた。
　村の青年たちで構成する「農業青年会議所」のメン
バーは、「国際青年年」であった1985年、「国際交流
をやろう」と企画をたて、翌86年2月、栃木県にあり、
アジア・アフリカの農村指導者を養成する「アジア農
村指導者養成学院」から4人の「留学生」を迎え入れた。
この企画は、留学生たちだけでなく村民からも評価さ
れ、翌年からは行政の事業として行われることになり、
その後20年以上にわたって交流が続けられている。
　90年春、アジア学院から「松鶴面の牧師が『日本
で農業研修をしたい』と言っており、村で受け入れて
くれないか」との依頼が寄せられた。松鶴面は、韓国
のほぼ中央、忠清北道に位置し、戸沢村と似た農山村
であることから白羽の矢がたった。実は、松鶴面の牧
師というのは「アジア学院」の前身である農村伝道神
学校の東南アジアコースに留学していた経験のある厳
泰成（オム・ティソン）牧師であった。村には昭和
30年代、東南アジアコースで学んだクリスチャンが
多くいたという。
　同じ90年には「戸沢村国際交流塾」（後に「戸沢村
国際交流協会」と改称）が設立され、松鶴面からの受
け入れは国際交流塾が行うことになった。その後、松
鶴面の一行13名が来村し、野菜やキノコの栽培視察
などの農業研修の他、小学校への訪問を行い、宿泊は
ホームステイであった。最終日のお別れ会の席上、随
行員の一人で教会の長老が「かつて日本の植民地を経
験したことから来る前は乗り気ではなかったものの、
戸沢村の温かい触れ合いで日本の良さを知った」との
感想を述べた。これに対し、田中村長が「歓迎会では
触れなかったが、日本の国民として詫びたい」、「日韓
両国のわだかまりを埋めるものになるのであれば、交
流を積極的に支援したい」と応えた。これを契機に交
流が「堰を切ったように」進展していった。後に、農
業青年の相互訪問と農業研修だけでなく、松鶴面から
の留学生の受け入れ、女性同士の交流も行われるよう
になった。松鶴面では「戸沢の会」が設立され、日本
語講座も定期的に行われたほか、「戸沢式ハム工場」
も造られた。また、戸沢村では、前述した「アジュン
マの会」の結成や大工が韓国のオンドルを学ぶために
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研修に出向いたりするなど、交流が深化していった。
更に、韓国から子供たちが訪問するようになり、戸沢
村からは、95年、村の40周年記念事業として「村民
韓国訪問の旅」が企画・実施された他、98年4月には
第4回日韓児童交流で、初めて村の子供たちが訪韓し
た。その後も子供たちの相互交流が続けられている。
これら交流の際には、村の韓国人女性たちが通訳で手
助けした。戸沢村国際交流協会は、これまでの活動が
評価され、2004年、地域における国際相互理解の増
進に貢献し、地域に根ざした国際交流のモデルとして
広く参考になる先導的な国際交流活動を行っている団
体もしくは個人に贈られる「国際交流基金地域交流振
興賞」（国際交流基金）を受賞した。
　以上のように、戸沢村では国際結婚が進められる以
前から、そして進められた後も草の根の国際交流が行
われてきていた。このことは、外国人を地域として受
け入れることに多少の素地を作りだしていたととるこ
とができるのではないだろうか。

Ⅵ. 「外国人配偶者定住の成功例」
の理由

　これまで見てきたように、戸沢村では行政主導で国
際結婚を推進し、配偶者たちの定住を支えるための取
り組みを積極的に進め「定住の成功例」と言われてい
る。なぜそのようなことができたのか。
　第一には、寺内氏も指摘したように、首長のリーダ
ーシップという点を挙げることができる。行政主導の
国際結婚については批判の声があったし、現在でも存
在する。結婚がプライベートな領域であるというのが
第一の理由であるが、行政とは関係がないにもかかわ
らず、一部結婚斡旋業者によって法外な仲介料が支払
われるケースがあり、「アジア人女性の人身売買」な
どとの批判を受けた。そのようなケースが「国際結婚
の推進」に対してマイナスイメージを持たせてしまっ
ているためである。実際に、マスコミ報道では批判的
な記事が掲載されたりもした。国際結婚を推進した当
時から数年の間は、取材や調査・研究のために、大勢
のマスコミや研究者が戸沢村にも押し寄せた。寺内・
矢口両氏に対し「国際結婚と定住対策を進める上で最
も苦労した点」を尋ねた際、「配偶者たちの生活上の
トラブル処理」という回答を予想していたが、返って
きたのは、両者に個別に聞いたにもかかわらず、共に
「マスコミと研究者が大勢来たこととその対処」とい
う回答であった。
　しかし、村民から「戸沢村でも国際結婚を進めてほ
しい」との要望が寄せられており、マスコミや研究者
といった第三者の批判を気にしているような状況では

ないのが村の実状であった。実際に、村が国際結婚を
進める以前、すでに進めていた他村の訪比に同行させ
てもらって結婚した人もいた。田中村長はこれらの状
況を鑑み、国際結婚を進めることを決定し、国際結婚
担当の新しい部署を設置して自らも関わり、積極的に
進めていった。彼は村長選挙の際、国際結婚の推進を
公約として掲げていたのであるから、彼が当選したと
いうことは、村民が公約を支持したということを意味
してもいる。また、キムチの特産化を提案するなど、「異
文化」も積極的に取り入れるようにした。
　第二に、行政による充実したサポートである。行政
が国際結婚を仲介した以上、否応なしに対策を取らざ
るを得なかったという面があったかもしれないが、だ
からといってすべての自治体が対策を講じるわけでは
ない。近隣の朝日町や同じ最上地区ではすでに国際結
婚を推進し始めており、多少の事例はあったものの、
ほとんど同時期のために確固たるノウハウがあったわ
けではなかった。しかし、戸沢村では「外国籍の人も
村民の一人」、「村人が自立するためのサポートは、大
切な行政サービスの一つ」との考えのもとに、彼女た
ちからの意見を聞いたり、有識者の助言などをヒント
に様々な対策を講じていった。これらのサポートは、
行政が仲介した女性たちに限らず、業者の仲介よって
嫁いだ女性たちも「同じ村民」として全く平等になさ
れた。
　一見すると、戸沢村のサポートはスムーズに進めら
れたかのように見えるが、実際は、初めから村全体で
コンセンサスがとれていたわけではなかった。「（外国
人配偶者は）少数だからケアすべきだ」という意見が
ある一方、「それほど手厚くする必要があるのか」と
いう意見もあり、担当者は対策をとる一方で、コンセ
ンサスをとるのに苦労したという。国際結婚を推進し
てから5年後の1994年に山形大学の研究者が行った
調査 30では、戸沢村の「外国人妻にたいするサービス」
を「よくやっている」とした人は44.2％（普通36.5％、
足りない14.1%）と半数近くが評価している。その一
方で、自由回答の中には「世話をしても結構ですが程々
に」、「あまりに大げさだと思います。住民と同じレベ
ルでいいのでは」といったように、行政のサポートを
「やり過ぎ」だと考えている村民もいた。しかし、「外
国籍住民も、地方自治法10条に言うところの『住民』
であり、日本人住民と同様に市町村の行政サービスを
受ける権利を有する」31ため、その前提となる言語・
文化の違いを克服するための行政のケアは必要である
との指摘 32はもっともである。
　戸沢村と他の自治体との最も大きな違いは、他の地
域では農業委員会が対応していたが、戸沢村では国際
結婚推進が決まった時点ですぐに専任の部署と担当者
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を配置したことである。これにより、他地域では通常
業務も重なって「かゆいところまで手がまわらなかっ
た」33が、戸沢村では迅速できめ細かい対処が可能と
なった。そして、行政による外国人の定住対策といえ
ば、日本語教室や法律、医療分野といったハード面が
重視されがちであるが、「大上段に構えるのではなく
ソフト」（矢口氏談）に、行政としてできるシステム
を考えてきた。それは、広報に掲載されている村の人
口数に、外国人登録している外国籍の村民は含まれて
いなかったものを、含めて記載するようにするなどと
いった例に表れている。
　また、戸沢村を含む最上地区全体のサポート体制も
しっかりなされていたということも指摘できる。最上
地区は「行政同士のつながりが深い」地域であり、医
師や日本語講師からの助言を全体で共有することがで
きた。
　第三に、異文化を受け入れる素地があったことと、
国際結婚と国際化・異文化交流が別個のものではな
く、互いに関連し合って進められてきた点が挙げられ
る。前述したように、戸沢村では国際結婚を進める以前、
そして以後もアジア学院の留学生や松鶴面との交流事
業など、様々な国際交流が続けられてきた。戸沢村が
国際交流を本格的に進めたきっかけは、「農業青年会
議所」のメンバーの一言から始まったものであったが、
当時の交流事業は20年以上経過した現在でも、農業
技術交流、婦人交流、児童交流などに発展し続いてい
る。戸沢村が国際交流を積極的に進めることができた
背景には、藩政時代、最上川を利用して舟での「貿易」
が行われており、人の流入が多かったことから、外か
らの新しい人を受け入れることに慣れていた、と分析
している研究者もいる。また、昭和30年代には外国
人宣教師が村に多くいた他、アジア学院の留学生の受
け入れなどを通して、村民は以前から小規模ながらも
異文化交流を経験していた。
　国際交流が進められていたことは、配偶者にとって
も効果をもたらした。というのは、国際交流がほとん
ど行われていない地域に比べて国際交流の素地ができ
ていたため、村民が外国人を多少でも受け入れ易く、
また地域参加、社会参加する場の基盤が作られてもい
た。もちろん、地域社会、村民のすべてが全くの差別
や偏見を持たずに配偶者たちを全面的に受け入れたわ
けではない。しかし、嫁いできた女性たちと村の女性
たちとの関わりが早い段階から行われていたり、様々
な行事が行われたりしたことは、素地があったことを
証明していると同時に、村民・地域が配偶者たちを受
け入れようとしたともいえる。
　一方で、配偶者たちが地域社会にもたらした効果も
大きい。前述したキムチ作りが村の女性たちの意識変

化をもたらした点や、様々な交流行事で異文化を紹介
したことが村民の異文化理解への手助けとなった。ま
た、配偶者たちが自らの意見を口に出して述べること
によって「農村社会が抱えてきた家族制度や古いし
きたりへの疑問」34が提起され、今後の農村のあり方、
家族や地域社会の在り方について考えるきっかけを作
った。
　第四に、配偶者たちの強い意志と努力、そして家族
の協力と相互理解いう点である。特に前者はもっとも
重要な要素であるといえる。言葉、習慣、文化の異な
る国での生活には多くの困難がつきまとう。それが、
テレビやニュースで知られる都会の日本ではなく、矢
口氏が述べているように「嫁と姑、三世代同居、家族
で支え合う家計、少ない就労先」といった特有の問題
を抱えた農村であれば尚更である。実際、配偶者たち
に聞いたところ、日本については知っていたり来たこ
とはあっても、戸沢村には、嫁ぐことが決まってから、
もしくは嫁いできた時に初めて知り、初めて来たとい
う人がほとんどだった。そのような中で配偶者たちは、
「家」に慣れ「嫁」としての役割を果たし、自発的に
地域社会に参加するなど地域に溶け込む努力をして自
ら道を切り開いてきた。その努力が偏見や差別意識を
変えたり、村民の異文化理解の深化にもつながってい
ったといえる。努力が偏見を変えた例として、ある韓
国人女性は以下のようなエピソードを紹介してくれた。
彼女は、運転免許試験を受ける際に、ひらがながふっ
てある試験ではなく、日本人と同じ試験を受けて合格
し、それによって職場の人たちが彼女を見る目が変わ
ったという。
　配偶者たちへのインタビューの中で「これから国際
結婚をする人に伝えたいことがあったら教えてほし
い」と尋ねたところ「結婚は遊びじゃない、心を強く
持って最後まで自分の意志を持つこと」、「結婚は自分
の責任で決めるものだから、自分で慣れて自分の道を
歩んでほしい」との答えが返ってきた。強い意志が自
分を支え、地域社会で自らの役割と居場所を見つけ存
在感を持つことになったのだと思わされる回答であっ
た。
　家族の協力という点では、例えば、韓国の家族から
電話がきた時に少しでも話せるようにと韓国語講座に
参加した姑や、配偶者が仕事を始めることに賛成し、
手伝いなどのサポートをしてくれる夫の存在などがあ
る。本人と家族、双方が互いを認め、理解しあおうと
する意志と努力が結果的に「定住の成功」を導くこと
になった。
　

農村部における外国人配偶者と地域社会 037



Ⅶ. 今後の課題

　戸沢村が国際結婚を進めてから2009年で20年とな
り、外国人配偶者のいる風景は日常のものとなった。
当初は、手続きなどの問題にはじまり、夫婦ゲンカに
至るまで担当者は「夜討ち朝駆け」の出勤で問題の処
理にあたった。徐々にサポート体制が整えられ、配偶
者たちも生活に慣れ、後から嫁いできた人には「先
輩」がアドバイスをしたり、共に協力し合うことが増
え、相談、問題処理の依頼は減った。
　しかし、問題は減ったのではなく、矢口氏が述べて
いるように「隠れてしまってみえてこないだけで、有
り余るほどの解決できない問題を抱えている」のが実
状である。同時に、矢口氏は行政や地域も問題が表に
出てこないことによって「溶け込んでいる」と誤解し
てしまい、きめ細やかな配慮が薄れ始めていると指摘
している。そこで、問題提起の場を常に持ち、これを
保証しうる公的な場がなければならず、これまで蓄積
されたノウハウが更に検証され、生かされ、継続しう
る社会的なシステムづくりが課題とされている。
　具体的かつ将来的な問題としては、配偶者たちの「老
後」の問題がある。年をとって一緒に生活する家族が
おらず一人になった時、在住期間が長ければ長いほど
母国に知人も少なくなり、帰国することが難しくな
る。一人で生活することができる状況であっても、ま
た一人で生活ができなくなり世話が必要な場合には尚
更、専門的であり、母国語で治療を受けたり世話を受
けたりできるような安心できる場所が必要となってく
る。英国では、英国在住の日本人の間で、老後の安住
の場所を求める動きが広がり、2007年秋に「高齢者
のためのジャパン・ケア（JCE）」を設立、老人施設
の建設に向けて動き始めている。この施設は、専門知
識のあるスタッフ、日本語で相談できる環境など、日
本人高齢者が安心できる施設の創設を目標として、英
国政府の高齢者対策との連携を模索し、チャリティー
基金としての認可を得るための資金援助も始めてい
る 35。戸沢村でも、数十年後には外国人配偶者も高齢
者となり、同様の問題に直面することは避けられない。
今後、どのような対策をとっていくべきなのかを考え
ていかなければならない。
　問題は個人的なことであったり、具体的な対策を講
じられるものばかりではない。例えば、未だ完全には
なくならない差別や偏見がある。言った本人にはその
気がなくとも、配偶者の出身国に対する無知からくる
発言によって配偶者たちを苦しめることもあった。家
族間でも、家族が配偶者の出身国の料理を一切食べよ
うとしないため、台所に全く入らない・入れないとい

う人もいるという。
　情報を瞬時に受け取ることができる社会となり、異
文化交流も進んで、無知から来る差別・偏見は減った
とも考えられるが、現在でも日本人はアジア諸国に対
する蔑視があるということはしばしば指摘されている。
差別・偏見を完全になくすことは難しい。ただ、二世
も含めた子供世代は、小さい頃から友人、知人であっ
たり、村や地域内など自分の身近な場所に外国籍の人
がいるという環境があり、学校、地域の取り組みによ
る異文化体験の機会をも多く経験している。これらの
積み重ねが異文化理解を深化させ、結果として差別や
偏見を減らすことにつながっていくのではないだろう
か。
　また、戸沢村は、新庄市、真室川町と2010年3月
の新合併特例法期限内の合併を目指しており、現在、
3市町村による合併協議会で協議が続けられている。
最上地区全体でも外国人配偶者への取り組みは積極的
かつ先進的に行われてはきたが、目配りのきく小さな
村から大きな市になった時、これまでの充実したサポ
ートがそのまま継続されるのか、課題の一つとなるだ
ろう。

Ⅷ. おわりに

　これまで、戸沢村における国際結婚の推進と外国人
配偶者対策についてみてきた。前述したように、行政
が国際結婚を主導することについては、プライベート
に介入すべきではないという、結婚推進の前段階のも
のから、「人身売買」、短期間での集団お見合い、言葉
が分からない者同士の結婚、農家・農村に嫁ぎたくな
い日本人女性の代わり、労働力や介護のため、など結
婚の方法とその背景事情に至るまで様々な批判がある。
この批判は戸沢村に限らず、特に農村において海外か
ら女性を花嫁として迎え入れた場合には、必ずといっ
ていいほどされてきた批判でもある。
　実際、後継ぎとなる子供を産むため、農業の担い手
の一人として、男性の性的欲求を満たすため、といっ
たケースもあるとされている。逆に、男性にお金だけ
払わせて結局来日すらしなかった、女性の方が初めか
ら業者と手を組み、日本への滞在を目的に日本人男性
と結婚して後に離婚し、そのまま日本に滞在して働き、
本国へ送金するというケースも報告されている。
　しかし、行政がプライベートに関わることへの批判
について言えば、行政にとって「人口政策」は自治体
の存続にも関わる事項であるため、一つの任務であり、
無関係ではないといえる。また、「『配偶者』としてで
はなく『（農業に対する）労働力』として女性たちを
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連れてきたのではないか」という批判は、現状を調査
せず、イメージだけで捉えた批判といえる。戸沢村の
場合、配偶者たちの嫁ぎ先が農家であっても、そのほ
とんどは兼業農家であり、農繁期のみ手伝い、普段は
家事や仕事をしている人がほとんどである。「人身売
買」という批判については、寺内氏は「業者でお金が
動く場合と行政や家族のフォローがある場合とでは話
が違う」と反論する。双方の結婚動機が「結婚相手が
ほしい」というもので、短期間のお見合いで言葉も分
からない状態で来たとしても、戸沢村の例のように行
政の充実したサポート、本人と家族の努力、協力、相
互理解がある場合にはそれらの批判を跳ね返すだけの
結果を導くことになる。事実、戸沢村では、行政が主
導して結婚したカップルは少ないとはいえ、離婚に至
った夫婦は1組もないという。寺内氏に「うまくいっ
た一番の理由は何だと思うか」と尋ねたところ「人柄」
との答えが返ってきた。配偶者たちには「結婚を決め
た最大の理由」を聞いてみたところ「お父さんの人柄
に惹かれたから」との答えがあり、「私とお父さんの
恋愛は、戸沢村にきてから始まったの」、「娘には、私
たち夫婦が愛し合っていることを伝えたい」と話して
いる配偶者もいる。
　また、地域住民の意識変化にも批判への反論がみて
とれる部分がある。前述した山形大学の研究者が行っ
た調査では、戸沢村村民の「国際結婚の印象」とし
て、初期には「仕方がない」が44.7％と最も多かった
が、95年には「いいことだ」と思っている人が50.3

％にもなっている。また、その印象の理由としては、「本
人がよければよい」41.0％が最多だが、「村が活気づく」
36.1％、「若者が村に定着する」32.5％、「幸せな家族
を知っている」24.1％などと、国際結婚・外国人配偶
者を歓迎し、肯定的に評価している 36。
　日本では、これまでの過疎化、少子高齢化に加えて
未婚率の上昇、女性の高学歴化・社会進出、人の移動
などによって、今後も国際結婚が増加するものと予想
される。財団法人こども未来財団の委託を受け「『結
婚支援』研究会」が2003～2004年に自治体の首長に
対して行った実態調査では、未婚率上昇が自治体にと
って「大いに問題」と「少し問題」であるとしたのが
66％、「あまり問題でない」と「まったく問題でない」
は32％という結果が出ている。これは人口が少ない
都市になればなるほどその差が大きくなる 37。
　東北地方では、特に農村を中心に過疎化に歯止めが
かからない状態が続いている。農村部での嫁不足が今
もなお現実に存在する状況において、再び行政が主導
したり、仲介業者の斡旋による国際結婚が増える可能
性は高く、外国人配偶者との「共生」は自治体におい
て大きな課題となっていくであろう。戸沢村の事例は

それらの課題に対処するために何が必要かというモデ
ルを提示してくれているといえよう。
　
　最後に、忙しい時期にもかかわらず、インタビュー
に応じてくださった他、貴重な資料を提供してくださ
った寺内、矢口両氏と、同じく話を聞かせてくださっ
た韓国から嫁いでこられた女性たちに、この場を借り
て感謝申し上げたい。
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