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ワラビスタンと共存するまちづくりのあり方に関する研究 
 

16-3A203 大久保 亮 

指導教員：西村 亮彦 

 

	 近年，不安定な中東情勢や民族対立の激化を受け，弾圧や差別から逃れるクルド人が増加しており，日本

でも埼玉県南部の川口市や蕨市には約 2,000 人のクルド人が生活している．こうした状況の中，今後，言葉

の壁や文化の違いから在日クルド人と地域社会との共存が課題となるものと思われる．そこで，本稿では，

支援団体関係者や在日クルド人へのヒアリング，地域住民へのアンケートを通じて，在日クルド人の生活実

態，及びクルド人・地域住民双方の意識を把握した上で，両者が共存できるまちづくりのあり方をハード・

ソフト両面から考察した．調査・分析の結果，両者が知り合うきっかけ作りの場として，各種イベントのほ

か，民間が運営するクルド人・地域住民ともに利用することのできるコミュニティ施設を提案した．	

 

キーワード：在日クルド人，多文化共生，コミュニティ，まちづくり	

	

 
１．はじめに 
（1）背景と位置づけ 

クルド人とは，トルコやイラク，イラン等の中東地

域をはじめ世界各国に分布する，独自の国家を持って

いない世界最大の民族集団である．	

近年，不安定な中東情勢や民族対立の激化を受け，

弾圧や差別から逃れるクルド人が増加しており，日本

でも 1990 年代から国を追われたクルド人の移住が始ま

り，埼玉県南部の川口市や蕨市には現在約 2,000 人のク

ルド人が生活している．こうした状況の中，今後，言

葉の壁や文化の違いから在日クルド人と地域社会との

共存が課題となるものと思われる．	

こうした在日クルド人問題は，今まであまり注目さ

れてこなかったことから，関連する既往研究も少ない．

そこで本研究では，地域住民・クルド人双方の意識を

明らかにした上，両者が共存できるまちづくりとはど

のようなものか，ソフト・ハードの両面から考察する．	

（2）研究の目的	

本研究では，①在日クルド人の歴史を整理した上で，

②クルド人の居場所や行動形態・生活実態，及び③ク

ルド人・地域住民相互の意識を明らかにし，④今後の

まちづくりに向けた展望を示すこととする．	

（3）研究の対象地域 

埼玉県南地区である蕨市・川口市の中でも，特にク

ルド人が多く見られる東川口・前川・芝の３地区，及

び蕨駅・川口駅周辺を本研究の対象地とする．	

（4）研究方法 

１章：はじめに｜背景と目的・対象地域を整理する．	

２章：在日クルド人の歴史｜文献調査やヒアリング調

査を通じて明らかになった在日クルド人の歴史

から，クルド人の生活の支えとなるまちづくり

の基本的な考え方を考察する．	

３章：クルド人の行動調査｜対象地域におけるクルド

人の居場所や行動形態を目視で観察調査する．	

４章：クルド人と地域住民の意識調査｜ヒアリングを

通じて相互に感じていることや，共存に向けた

思いを明らかにする．調査方法として，地域住

民に対するアンケート，クルド日本語教室や街

頭でのクルド人に対するヒアリングを行う．	

５章：共存型まちづくりに向けた考察｜調査で得られ

たデータを整理し，双方の意識を理解した上で，

どちらにも寄り添ったまちづくりの具体的な施

策をソフト・ハードの両面から検討する．	

	

２．在日クルド人の歴史 
支援活動に長年携わり，在日クルド人のことに詳し

い「クルドを知る会」代表の松澤秀延氏，及び「クル

ド日本語教室」代表の小室敬子氏に，在日クルド人の

これまでや支援活動の内容についてのヒアリングを行

い，得られた情報を整理した．	

（1）これまでの経緯 

ビザの規制が緩かった 1990 年代，友人を頼って難民

として来日するクルド人が徐々に増えていった．彼ら

の多くが蕨市と川口市に暮らしており，これを受けて

蕨駅一帯が「ワラビスタン」と呼ばれるようになった．

埼玉県南地区に集中している理由として，この地域に

中小企業のまち工場が多く，外国人の働き口が多かっ

たこと，以前から外国人労働者が多く，外国人への偏

見が少なかったこと，言語の通じるイラン人が住んで

いることから，クルド人にとって住みやすい環境だっ

たことが挙げられる．しかし現在，言葉の壁や文化の

違いから地域社会との共存が徐々に課題となっている．		
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（2）各団体の活動内容 

①クルドを知る会	

＜クルドを知る会について＞	

・会の目的：クルド人について知ってもらうことに重きを置

き，文化交流を行っている．在日クルド人について知らない人

が多いことが，諸問題の根源となっているため，共存に向けた

一歩として交流を図っている．	

・運営体制：松澤氏をはじめ10人程度のボランティアで活動し

ている．ボランティアで活動するため，確実に人員を確保でき

ないことや，資金不足によって思い通り活動を展開できていな

いことが課題となっている．	

・主な活動：教育委員会や学校に対する修学援助の依頼や，い

じめ問題についての相談，無保険者による医療費分割払いのお

願いなど，様々な支援活動を行っている．現状として，日本社

会はクルド人にとって優しいとは言えず，支援活動の現場では

多面的なサポートが求められている．	

・成果：人権面では，10名ほど収容所から出所させ，メディア

にも取り上げられた．交流面では，公園や駅前道路の清掃活動

を通じて，地域の方と参加したクルド人の間で交流が生まれて

いる．また，ネウロズというクルド人主催の祭りについて，会

場確保の支援等を通じて，継続的な開催を実現している．クル

ド人主催の活動を日本の団体が協力・支援するという形は，共

生のまちづくりを進める上で重要な観点であると言える．	

・活動上の課題：学校からの各種相談を受けて対応するが，10

人程度しかメンバーがいないため手が回りきらない．最近，初

の在日クルド人大学生が誕生したが，本人の費用が足りないた

め，松澤氏が個人的に援助している．現状では活動資金が足り

ないことから，国や地方自治体の援助も必要だと考えられる．	

・今後の展望：まず，クルド人のことを知ってもらい，意識を

変えていくためにも，地域住民が取り組みに参加しやすい工夫

が必要である．お互いの意見を言える場づくりも検討してい

る．行政とも議論自体はしているが，行動に移せていないので

実現に向けた方策を模索している．第一の目標は，地域住民と

クルド人が自由に交流できる場づくりであることから，お祭り

などのイベントは日本でも古くから皆に愛されており，市民が

参加しやすく，効果的であると考えられる．	

②クルド日本語教室代表	

＜クルド日本語教室について＞	

・会の目的：クルド人（主に母と子）に日本文化と日本語を教

えている．子供は学校のお陰で日本語が上手いのに対し，母親

は教育に意欲的であれば日本語についても学習意欲がある．	

・運営体制：小室氏が単独で公民館の予約から，集金，テキス

ト作成まで行い，その他はボランティアでまかなっているが，

毎回確実に人員を確保できる訳ではない上，資金不足で思い通

りの活動ができていない．一時間分の勉強を教えるのに三時間

のテキスト作成などの準備が必要なため割に合わないという．	

・主な活動：毎週土曜日には公民館で，木曜日の夜にはブック

カフェ・ココシバで日本語学習とお悩み相談を行っている．コ

コシバで開かれている寺子屋では店員もボランティアとして日

本語学習に参加しているため，最低限の人員は確保できてい

る．ボランティアの人たちはカフェで飲み物などを購入した上

で日本語を教えるため，うまく資金や人材が循環している．	

・成果：小学生の学力upや日本語能力試験の合格（N4に1

名），定時制高校を卒業した男子のために専門学校を探して入

学させる，漢字検定の申し込みや会場送迎等の支援による受験

推進など，教育面において着実に成果をあげている．		

・活動上の課題：小室氏が一人で全てを抱えている分，子供一

人一人に対する労力が分散してしまう点は課題となっている．

また，ボランティアが定着せず毎回同じ人でないこと，近所の

人の参加が少ないことも課題となっている．今後，どれだけ近

所の方々からの協力を得られるかが，継続的かつ安定した運営

を実現し，日本語教室を活性化させる上での当面の課題になる

ものと考えられる．	

・今後の展望：小室氏は，事務所を借りて毎日子供たちの宿題

をサポートする施設を作りたいと考えているが，現時点では資

金不足のため実現は難しいという．事務所を借りて毎日勉強の

サポートができれば，学力向上に繋がるだけでなく，勉強を見

てもらうついでに日常生活に関しての悩みや相談事も，すぐに

対応できるようになるため，課題が減少するものと思われる．	

 
３.クルド人の行動調査 
（1）駅周辺状況の現地調査 

2019 年 8 月から 12 月の間，蕨駅周辺を不定期で巡回

し，クルド人が集う姿が確認できた場所を図-1 に整理

した．平日の仕事が終わるであろう 18 時頃になると，

いつも同じコンビニ付近の空いたスペースに飲み物を

片手に男性数人が集まり会話する姿が確認された（写

真-1）．小室氏によると，会話の内容は仕事の話が多く，

情報交換の場になっているとのことだった．	

	

図‐1	 たむろするクルド人が見受けられた場所	

	

写真-1	 コンビニ脇に集う在日クルド人男性のグループ 

他に気づいた点として，対象地域内のコンビニに多

言語の一般的な注意看板に加え，「ゴミを捨てない．

騒がない．ここに集まらない．女性に声をかけない」

などとトルコ語のみで書かれた注意書きが見られた．	
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写真-2	 トルコ語のみで書かれた注意書き	

 
４．クルド人と地域住民の意識調査 
クルド人から直接話を伺うため，在日クルド人男性

の社交の場でもある「ハッピーケバブ」と，クルド日

本語教室でヒアリング調査を行った．日本人の地域住

民に対しては，アンケート調査を実施した．	

	 	

写真‐3	 コミュニティの場となっているﾊｯﾋ゚ ｹーﾊ゙ ﾌ゙ （左）	

写真‐4	 クルド日本語教室の様子（右）	

（1）クルド人の生活実態・意識調査 

ヒアリング調査のため，クルド日本語教室に8回，ブ

ックカフェ・ココシバの寺子屋に3回，ハッピーケバブ

に2回訪れた．日本語教室と寺子屋では日本語を学びに

来た子供たちに，ハッピーケバブでは客の成人男性に，

予め用意したヒアリングシートに則りながら質問した．

以下，知り得た情報をテーマ毎に整理した．	

・教育・言語	

仕事の関係上，日本語を話せる人は男性に多く，女

性のほとんどが日本語を話せず理解すらできない場合

が多い．それに加え，学習に対する理解のある母親が

少ないため，子供の学習環境が十分ではないという課

題が明らかになった．日本語教室に来ている家庭は教

育に対してかなり積極的であり，一般的なクルド人の

家庭からすると稀なケースである．日本語教室などの

活動を通じて，意識を変えていく必要があると言える．	

・難民申請	

難民申請が認められていない現在，日本では労働者

としてではなく技術者として位置づけられている．2010

〜2011年頃から移民・難民としてではなく技術実習生と

しての受け入れが可能となった．在留カードを持って

いれば仕事ができるようにはなるものの，持っていて

も強制送還されたり，収監されてしまうことがあるの

が現状となっている．これまで，クルドを知る会の活

動により 10 名程が出所している．この様な活動をメデ

ィアに取り上げてもらい，入国管理局にプレッシャー

を与えることも，状況の改善に有効と考えられる．	

・宗教	

	 クルド人は主にイスラム教を信仰している人が多く，

1 日に 5 回ものアザーンという合図のもとに礼拝を行っ

ている．	1日5回欠かさずに礼拝を行う人は専用のアプ

リを入れ仕事を中断してでもお祈りをしている．		

・人間関係	

基本的に地域住民はクルド人にあまり興味・関心が

なかったりマイナスの印象を抱えているのに対し，ク

ルド人は日本人と友達になりたい，積極的に交流を図

りたいと考えている人も少なくないことが分かった．

こうした意識の違いは，相互に知り合う機会が圧倒的

に足りていないことに由来するものと考えられる．	

・食生活，食文化	

クルド人は外食よりも家庭内で食事をとることが多

い．子供は学校で給食を食べ，男性の多くは仕事の都

合上，外でご飯を食べる機会が多いため日本食に慣れ

ているが，女性は基本家にいるため日本食に慣れてお

らず，クルド料理やトルコ料理を好んで食べる傾向に

ある．そして未だにクルドやトルコの料理を食べられ

る店があまり存在しないのも外食をしない一つの理由

である．クルド人青年の中には，縁故を頼りに来日し，

親戚家族等に部屋を間借りしている者も多く，食事代

を払って食事を提供してもらっている者も少なくない．	

・伝統行事	

	 クルドの代表的な伝統行事は，民族舞踊で新年を祝

う「ネウロズ」である．クルドを知る会の協力の下，

クルド人が毎年3月に開催しており，クルド人と地域住

民が交流する貴重な機会だと考えられる．	

・余暇の在り方	

	 基本的に日曜日は父親の仕事が休みのため家族で出

かける日となっている．それ以外では，男性は基本的

に友人と飲んだり，家で携帯電話でゲームをしたりす

ることが多い．一方，女性は基本家にいることが多い

ため裁縫をしたりするほか，週に1日はパンを作る日が

ある．多くの女性は料理を作ったり裁縫をしたりと作

ることが好きなため，飲食店等の活躍の場を設け，技

術を生かした交流を図ることも一つの方策である．		

・仕事・経済状況・家計	

基本的に男性のみが仕事をし，女性は家事や子育て

に専念するというのが一般的である．男性の仕事のほ

とんどが解体業など土木の下請けである．正社員では

ないため安定性はなく，個人的な能力の差によって仕

事数が上下してしまうのが現状である．こうしたこと

から，経済状況は決して豊かではなく，駅から少し離

れた家賃の安い地域のアパートに住んでいる．		



2019 年度まちづくり学系卒業研究計画書 

	 4	

（2）地域住民の意識調査 

 地域住民のクルド人に対する意識を把握するため，

公民館の利用者など地域住民にアンケート調査を実施

し，34件の回答を得た．以下，調査の結果を要約する．	

アンケート調査を行った地域住民の 94%がクルド人の

存在を少なからず認知しており，88%がクルド人を街中

で見かけたことがあった．クルド人を見かける場所と

して最も多かったのは路上や道端であり，次いでコン

ビニや公園などの溜まりやすい場所が多かった．	

近所に住むクルド人に対し親しみを感じると答えた

人は 0 人であった．94%の地域住民がクルド人と全くか

かわりを持っておらず，関わりを持っていると回答し

た２人も親しい付き合いではなかった．クルド人と関

わりがない理由として一番多かったのは，付き合うき

っかけがないことで，他にも言語の壁が大きいと答え

た人や必要と感じないという冷たい意見も多かった．

在日クルド人との付き合いについて，職場にクルド人

の同僚がいる分には抵抗を感じない人が多いのに対し，

家族がクルド人と結婚しても構わないと考える人は2人

と少なく，友人を作りたいと考えている人は1人もいな

かった．このことから，ある程度の距離を保ちながら

接したいと考えている人が大半であることが分かった．		

クルド人が増えることで地域にどのような影響があ

ると思うかという質問に対しては，まちなかにゴミや

落書きが増える，治安・風紀が乱れるなどマイナスな

意見が多かった．文化や風習に触れる機会が増える，

多様性が生まれる，人手不足の解消に繋がるなどプラ

スの意見もあったが，マイナスの意見が先行した．	

	

図-2 クルド人について知りたいこと	

クルド人について知りたいことは何かとの質問に対

しては，食文化との回答が多かった（図-2）．クルド人

女性からは「トルコ・クルド料理のお店をやりたい」

との声もあり，実際にクルド人が近所にトルコ・クル

ド料理の食べれる店を求めていることから，そのよう

なお店の需要は高いと言える．クルド人女性が働いて

お金を稼ぐことが出来，かつ地域住民との交流の場と

なることが期待できる．ただし店の運営には各種手続

きの面で，日本人の支援が必要不可欠となる．	

クルド人の文化や風習については，約 65%の人が興味

なしと回答しており，地域住民の無関心が改めて露わ

になった．お祭り等，クルド文化の楽しさを知れる機

会を増やしていくことが重要であると言える．	

 

図-3	 クルド人との相互理解を深めるための仕組み	

	 相互理解を深めるためにあったら良い取り組みを尋

ねたところ，図-3 の結果を得た．クルド人にヒアリン

グした際にもスポーツを通した交流があると良いとい

う意見があがったことから，双方が求める活動として

実際に効果的であると考えられる．また，票が多かっ

たお祭りやフェス等の楽しいイベントで交流を図れる

と関係を築きやすいのではないかと思われる．	

 
５．共存型まちづくりに向けた考察 
既に指摘した通り，クルド人と地域住民の間に交流

がないことが一番の課題となっていることから，スポ

ーツ大会やお祭り，フェス・イベントといった参加が

容易な交流の機会を設けることが何より重要である．	

また，クルド人が多く居住する芝・前川・東川口を

中心とした２，３か所で，空き家などを活用した，日

本人もクルド人も訪れることのできるコミュニティ施

設を提案したい．施設内には遊戯室や図書室，相談室

などを設け，日曜日以外の週６日は午後から夜まで運

営していて，主に遊戯を通じての交流の場づくりや勉

強のサポート，生活する上で生じる悩みの相談，重要

な書類関係の世話などを行うものである．特定民族に

対する支援を行政が担うことは，公平性の観点から難

しいことから，運営は全て民間で行い，収益性のある

持続的な事業スキームを構築する．例えば，女性が働

きながら地域社会との関わりを持てる，クルド料理の

レストランやカフェを併設する方法も考えられる．	
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