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I．外国人相談に従事する相談員のメンタルヘルス（セルフ）ケア支援体制構築事業とは 

１．概要 

本事業では、外国人相談に従事する相談員がストレスを克服し、心身共に健康な状態で相談者

に対応できるようにするため、メンタルヘルス（セルフ）ケア支援体制の構築を目指す。 

相談員が日々接している外国人は、日本という異国で生活上の問題やストレスを抱えている。社

会の複雑化、外国人の多様な文化的背景、そして彼／彼女らの定住化傾向によって、持ち込まれる

相談内容は複雑化、多様化、深刻化している。相談員自身が過度のストレスを抱えるようになり、業

務を継続できなくなるなど、外国人支援に支障を来す問題が発生し得る状況にある。本プロジェクト

では、相談員への実態調査、意見交換会、セミナーの開催を通じ、メンタルヘルス（セルフ）ケア支

援体制を整え、相談員が持続可能に活躍できる状態を実現する。 

 

２．目的 

 本事業は以下 4点を目的とする。 

①各団体で相談に従事している相談員の置かれている状況の実態調査を行うこと。 

②その結果を支援団体で共有すること。 

③相談員の心理的な負担を軽減し、相談員が心身共に健全な状態で相談者に対応することができ

るようになるために、どのような方策が有効かを理解すること。 

④この社会的課題について広く世間一般に知ってもらうこと。 

 

３．内容 

①当団体内における調査の実施（2012年 1月） 

現在活動している 2 名の相談員に対して、日頃の相談から由来するストレスや悩みについ

て聞き取り調査を行った。なお、本調査には臨床心理学の専門家（大西晶子氏）に協力して

もらった。ストレスとバーンアウトの関係、カウンセリングの可能性と限界を知ることが重

要であると判明した。次に行う、「実態調査」で用いる質問票の叩き台も作った。 

 

②実態調査の準備（質問票の内容精査、実態調査従事者への研修の実施）（2012年 2月～5月） 

質問票の叩き台を元に、臨床心理学、国際社会学、統計分析の各分野の専門家により、質問票

の内容を固めた。また、これらの専門家を講師として、実態調査（特にヒアリング）を担当するスタッフ

がカウンセリング及び調査方法について理解を深めるための研修を行った。 

 

③実態調査の実施・分析（2012年 5月～9月） 

都内で相談活動を行っているとされる 121団体に対して調査票を送付した。そのうちの 9団体を抽

出し、個別インタビューを実施した。相談員の置かれている状況を客観的に把握することを目指した

（ストレスの原因、ストレス度合い等）。適宜、多文化（異文化）間カウンセリングに理解のある臨床心

理士、この分野に造詣の深い社会学者の協力を仰ぎ、調査の正確性を担保した。 
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④調査結果の公表（2012年 10月） 

調査結果はAPFSホームページ上に掲載する。また冊子としても配布する。冊子は、調査結果、分

析をしての考察が盛り込まれ、300 部発行される。調査依頼団体 121 団体の他、当団体関係先、外

国人相談において実績のある自治体・市民団体、研究者に配布する。 

 

⑤相談員が集まっての調査報告・意見交換会の開催（2012年 10月） 

相談員に呼びかけ、調査報告・意見交換会を開催する（30 名規模）。意見交換会において、同じ

仕事に従事している者同士が悩みを語り合うことで、ストレス軽減に一定の効果があると考える。また、

相談員の状況のさらなる把握にも役立つ。意見交換会は、小グループに分かれてのワークショップ

形式を予定している。講師は、大西晶子氏に依頼する。大西氏は、日々留学生からの相談に対応す

る一方、臨床心理学を専門とする研究者であり適任である。会場は、板橋区グリーンホール（東京都

板橋区）である。告知は、①APFS ウェブサイト、②他団体ウェブサイト、③同業界のメールマガジン、

④各種メーリングリスト、⑤関連団体への直接連絡により行う。事業の最後に参加者にアンケートを

実施し、5段階で満足度を調査する。4.0以上の獲得を目指す。 

 

⑥公開セミナーの開催と情報誌の配布（2012年 11月・12月） 

年 2 回、相談員のメンタル・ヘルス向上のための公開セミナー（50 名規模）を開催する。講演及び

ワークショップを予定している。講師は、異文化間カウンセリングにおける第一人者である井上孝代

氏、多文化主義について造詣が深く、現場での実践経験も豊富な塩原良和氏に依頼をする予定で

ある。ワークショップには、ロールプレイを組み込み、実際の相談場面を想起しながら、ストレス克服

について考えられるものとする。そして、各セミナーの模様を情報誌にして関連団体に配布する。事

業の最後に参加者にアンケートを実施し、5段階で満足度を調査する。4.0以上の獲得を目指す。 

 

⑦モデルプランの構築（2012年 12月） 

実態調査、意見交換会、セミナーを通じて、どのようなメンタルケアプランが有効であるかを専門家

と協議の上、次年度のプラン実施に向けて具体的に構築する。 

 

４．主な実施メンバー（五十音順） 

井上 孝代 明治学院大学心理学部教授 

大西 晶子 東京大学国際センター准教授 

加藤 丈太郎 APFS代表理事 

塩原 良和 慶應義塾大学法学部教授 

竹ノ下 弘久 上智大学総合人間科学部准教授 

吉田 真由美 APFS副代表理事 

渡戸 一郎 明星大学人文学部教授、移民政策学会会長 
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II．外国人相談に従事する相談員を対象とした調査の結果 

 

１．アンケート調査結果 

（１）アンケート調査のねらい 

東京都内の各地において外国人相談（日本語学習のサポートなどを行いながら学習者の相談に

のり、問題解決を支援する活動も含む）に従事している相談員の置かれている状況（基本情報・相談

活動実施上の問題点・負担感）について実態を把握することをねらいとした。また、アンケート調査を

分析する過程において、クロス集計等を行う。項目間の相関関係を見出すことを目指した。 

実態把握に基づき、外国人相談従事者のストレス軽減に役立つ施策（意見交換会、公開セミナー

等）を実施していく。 

 

（２）回収状況 

26団体 31件（送付 121団体）  ※回収率  21.5%（団体数） 

 

（３）調査結果 

 以下、項目毎に質問文と回答結果を示す。また適宜、分析を記す。 

 

---------------------------------------------------------------------------------- 

質問１．所属されている団体の種類について 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①NPO法人 （  ）  ②任意団体（  ）  ③自治体（  ）  ④国際交流協会・財団（  ） 

⑤その他 （  ）【具体的には：                                          】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

任意団体 

39% 

NPO 

19% 国際交流協

会 

16% 

その他 

16% 

自治体 

10% 

回答者の所属団体 任意団体・NPO で 6 割を

占めており、質問 11 とも

合わせると、無償のボラ

ンティアとしての活動を

行っている人が回答者の

半数程度を占めている。 
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質問２．所属されている団体の年間予算規模について 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①100万以下（  ）  ②101万～300万（  ）  ③301～500万（  ） ④501万～1000万（  ） 

⑤1001万～3000万（  ）  ⑥3001万以上（  ）  ⑦分からない（  ） 

 

 

 

 

質問３．所属されている団体における相談分野について 

※相談が多い順番 1～3位までを数字で記入してください。 

①在留資格 （  ） ②結婚（  ） ③離婚（  ） ④ドメスティックバイオレンス（  ） 

⑤労働（解雇、労災、賃金、労働条件）（  ） ⑥職探し（  ）  ⑦日本語学習（  ） 

⑧子どもの教育（  ） ⑨事件・事故（  ） ⑩その他（  ）【具体的には：              】 

 

100万以下 

45% 

101-300万 

3% 

301-500万 

10% 

1001-

3000万 

3% 

3001以上 

19% 

わからない 

13% 

不明・

未回答 

7% 

団体年間予算 

団体の予算規模には幅が

あり、NPO や任意団体で

も 3 千万を超えている活

動がある一方で、任意団

体・その他の活動の中に

は 100 万円以下も多い。 

なお、501 万～1000 万の

年間予算規模の団体は該

当がなかった。 

回答者の所属する団体の主た

る相談内容は、日本語学習・子

どもの教育である。さらに在留

資格や職探し、離婚・結婚等に

関連する相談が続く。 

その他には、人身売買や、相続

等に関する相談が含まれる。 
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外国人相談以外が主たる

活動である団体が回答中

15 団体（48.4％）を占め

ており、中でも日本語教

育、教科学習のサポートを

主とする団体が多い。 

 

質問４．所属されている団体では、外国人相談以外の活動も行われていますか。 

※行われている場合、その活動内容に当てはまるものにすべて○をしてください。また、メインの 

活動が外国人相談ではない場合、下記のうちメインの活動となるものに◎を付けてください。 

 

①日本語学習のサポート（  ）  ②（子どもの）教科学習のサポート（  ） 

③国際交流活動（  ）  ④政策提言・アドボカシー活動（  ） 

⑤調査・研究活動（  ）  ⑥通訳・翻訳活動（  ）  ⑦その他（  ）【具体的には：        】 

 

 

質問５．所属されている団体における相談者（相談を持ちかけてくる人）の出身国籍について  

※相談者が多い出身国籍 1～3位までを数字で記入してください。 

①中国   （  ） ②韓国・朝鮮（  ） ③フィリピン（  ） ④ブラジル （  ） 
  

⑤ペルー  （  ）  ⑥ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ（  ） ⑦ベトナム （  ） ⑧タイ    （  ） 
  

⑨アメリカ （  ） ⑩その他  （  ） 【具体的には：                          】 

 
※その他には、上記以外 10 カ国含まれる 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談者の外国人等の国籍は、中国が最も多い

が、その他の国も多く含まれている。今回の

調査では、日本語教室も回答者に含まれるた

め、日本語学習者が多い中国が突出して多く

なったことが想定される。特定の国出身者を

対象に活動を行う、目的を絞った活動がある

一方で、外国人相談一般や、日本語学習等支

援においては、利用者の出身国は多岐にわた

ると考えられる。 
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質問６．所属されている団体における相談者の在留資格について 

※相談者が多い順番 1～3位までを数字で記入してください。 

①留学 （  ）  ②日本人の配偶者（  ）  ③永住者の配偶者（  ）  ④永住者（  ） 

⑤人文知識・国際業務 or技術（  ） ⑥技能（  ）  ⑦非正規滞在者（  ）  

⑧その他（  ）【具体的には：                                          】 

 

※その他には、難民認定者、特定活動、興業、 

在留孤児の家族、定住帰国者等 

 

 

質問７．所属されている団体における相談場所について 

※当てはまるものにすべて○をしてください。 

①団体事務所：12 人（38.7 ％）  ②公共施設：18 人（58.1%） 

③コーヒショップ等：2 人（6.5%）  ④相談員の自宅：2 人（6.5%） 

⑤相談者の自宅：2 人（6.5%） 

⑥その他：2 人（6.5%） 【具体的には：会議室を借りる、日本語学校】 

 

 

 

 

 

質問８．所属されている団体における相談方法について 

※当てはまるものにすべて○をしてください。 

①対面：29人（93.5％）   ②電話：20人（64.5％）   ③メール：10人（32.3％） 

 

 

 

 

質問９．所属されている団体における相談員（相談を受ける人）数について 

※以下のカッコ内に具体的な数字をご記入ください。：（7.2人（SD（標準偏差）=5.744 ）） 

 

 

相談者の外国人等の在留上のステイタ

スは多岐にわたる。 

日本人・永住者の配偶者のカテゴリー

に当てはまる人が最も多く、留学生が

続く。就労者や学生が所属先（会社・

学校等）からの支援を得ることができ

るのに対して、配偶者等の資格の人は

自治体や市民団体のサービスなど利用

できるサービスが限られると思われ

る。 

公共施設が過半数を占める。中には、相談員の自宅で相談対応しているケースもある。団体の

基盤が脆弱であることが窺われる。 

ほぼ全ての回答者が対面で相談を受けている。 

相談員が複数存在する団体が多い。 
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質問１０．所属されている団体における相談者の年齢構成について 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①子ども（乳幼児～小学生）が中心：1人（3.2％） 

②子ども（中学生～高校生）が中心：2人（6.5％） 

③大人が中心：28人（90.3％） 

 

 

 

質問１１．所属されている団体では、相談員に給与（謝金）・交通費等は支給されています

か。 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①給与・交通費とも支給されている：6人（19.4％） 

②給与とまではいかないが謝金を受け取っている。 

交通費も支給されている。：7人（22.6％） 

③交通費のみ支給されている：6人（19.4 ％） 

④一切を無償で行っている：10人（32.3％） 

 

 

 

 

 

子ども中心 

3% 
中高生中心 

7% 

大人中心 

90% 

活動の対象（主な相談者） 大人を対象とした活動

が 9 割を占める。 

在留資格が配偶者の利

用が多いという 6．の結

果からも、相談という活

動の特質上、こうした層

が主な利用者となると

考えられる。 

 

任意団体は半数以上が無償であ

る。 

交通費等の実費支給の人を合わ

せると、半数の 16 人がボランテ

ィアベースで活動に関わる人が

回答者となっている。 
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質問１２．所属されている団体では、相談は無料ですか。有料ですか。 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。有料である場合は、1件当たりの具体的な 

金額をご記入ください。 

①無料：30人  ②有料：１人【有料の場合：5,000 円】 

 

 

質問１３．あなた（相談員）の出身国を教えてください。 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①日本：29人（93.5％）  ②日本以外：2人（6.5%）【具体的には：韓国・中国】 

 

 

質問１４．あなたが外国人相談（事務作業等含む）に要する週当たりの時間と、そのうち相

談対応に要する時間を具体的な数字でお答えください。 

外国人相談業務全般: 472.71分(SD＝754.96)   内、相談対応時間：290．16分（SD=359.23） 

 

 

 

 

 

 

質問１５．あなたの相談員としての雇用形態を教えてください。 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①正職員：4人（12.9％）  ②パート職員：3 人（9.7％）  ③ボランティア：21人（67.7%） 

④その他/不明：3人 

 

 

 

回答者を雇用形態

と給与等の支給状

況（質問 11）で整理

すると、左記のよう

になる。一切無償と

不明（ボランティ

ア）、交通費のみ支

給の人まで含むと

実質無償のボラン

ティアが 21 名中 18

名を占める。 

活動への従事時間は、週当たり 472．71 分であり、そのうち相談業務に充てられているのが

290．16 分である。ただし、活動への従事形態が、ボランティアから正規の職員までばらつき

があるため、従事時間には幅がある。 
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質問１６．あなたの外国人相談への従事年数を教えてください。：126.73月（SD=93.622）

 

 

 

 

質問１７．あなたは相談者に携帯電話番号を教えることはありますか。 

※当てはまるものに 1つだけ○をしてください。 

①大体、教えている：7人（22.6％） 

②やむを得ない場合（相談者と緊急に連絡が必要 etc）のみ教えている：7人（22.6％） 

③携帯電話番号は教えていない：16人（51.5％） 

未回答：1人（3.2％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相談業務への従事年数は平均 10 年を超えてお

り、経験の長い層が回答を行っている。 

 

雇用の形態と従事月数の関係を見ると、パー

トやボランティアのほうが、正職員よりも従

事年数が長くなっていることが特徴である。 
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質問１８．外国人相談に従事する中で、以下のことはどの程度当てはまりますか。 

   それぞれの質問について、4～1のいずれか１つに○をしてください。 

【4 大変良くあてはまる  3 まああてはまる   2 あまりあてはまらない  1 全くあてはまらない】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「相談者との関係」「従事する活動への負担感」において、平均が全て 2.0 を超えており、相

談員がストレスを感じていることが読み取れる。さらに、相談者が苦しみを抱えるのを目にし

ながら、問題解決が図れず無力感を感じているとの回答は外国人相談の精神的な負担の高さを

示しているといえる。加えて人手の足りなさや時間的制約など、外国人相談の活動が置かれた

現状についても一定数の回答者が、問題と感じていた。 

職場での対人関係は、平均値 2.0 を超えるものが多くみられる。特に、意見の食い違いや価値

観の共有（6・28・33・36）において困難を感じるとの回答が一定程度見られる。 
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質問１９．あなたは活動の上で困ったことがある場合、どうしますか。 

4～1のいずれか１つに○をしてください。 

【４ よくある  ３ ときどきある  ２ あまりない  １ 全くない】 

No 質問項目 
1 2 3 4 平均

値 

標準

偏差 

1 家族と話をする 14 5 6 2 1.85 1.03 

2 知識が豊富な同僚（他のスタッフ／ボランティア）に話を聞いてもらう 0 3 12 13 3.36 0.68 

3 活動の先輩や活動の中心となっている人に話を聞いてもらう 1 1 10 15 3.44 0.75 

4 活動とは関係のない友人に話を聞いてもらう 13 9 4 1 1.74 0.86 

5 専門家の助言を得る 6 5 10 6 2.59 1.08 

6 一人でうさばらしをする 14 12 1 2 1.69 0.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

これまでの回答結果の分析からは、回答者の相談活動が物理的、精神的に困難な環境で行わ

れることが多いことがわかったが、にも関わらず、回答者の「個人的達成感」は非常に高い

ものである。しかしながら、「体も気持ちも疲れ果てたと思うことがある。」の平均値が 2.367

であるように「情緒的消耗」が見られることもまた事実である。 

活動の上で生じた問題や悩みを、活動外の人（活動外の友人や家族）に相談する回答者は多くない。

「2 知識が豊富な同僚（他のスタッフ／ボランティア）に話を聞いてもらう」「3 活動の先輩や活動の

中心となっている人に話を聞いてもらう」が中心である。また「専門家の助言を得る」と回答した人

もみられた。 
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自由記述 

●ストレスを感じること 

・行政のたてわりシステム 

・『自分の国では、ＯＯだ』など、なかなか日本の習慣や制度などを、理解してもらえない時自分の

説明が悪いと悩むことがある。 

・資金不足 

・相談や支援の範囲や時間的限界があること。それで当然であり正しいとわかっていても何年たって

も相手を見捨てるようなうしろめたい気持ちになります。ときどき対応方法、アドバイスを誤った

と気づいたときとても後悔することがあります 

・個人主義的傾向が強く語学修得者の相談員は、組織経験が少ないので、横の人間関係が難しい。 

・外国人に日本の法律限界をおしえなければならないときもあり、行政当局の代わりに説得している

ようになるとき。 

・資金不足。行政のサポートになっていることが多いが資金を得ることが難しい 

・たまに、日本語が不自由な相談者が来所された際に通訳を介して相談している時に相談者と通訳が

長い話をしている場等ストレスを感じる場合がある 

・ボランティアの方の対応・対処、相談者のアンガーマネジメント 

・価値観、宗教感の差異などにより、伝えたいことが、理解してもらないこと 

 

●希望する研修・ストレス軽減のための取り組み等 

・対応する方の言語や習慣など少しでも知りたいです。 

・事前に相談内容のあらましや、したい学習について情報があると良いと思う。 

・傾聴 

・安定した資金サポートがえられる情報 

・後輩の指導方法（自分の経験をどのように伝えるか） 

・同じような立場の人間の意見交換会でしょうね。かつて交流会をやったことはあります。但し、相

談員と言っても、行政内の相談員、ＮＰＯに雇われた相談員、ＮＰＯの構成員の相談員、任意団体

の相談員といろいろあるので、難しくある。 

・結局、資金不足に由来することが多いので、研修ですんなり解決というものでもないと思う 

・実際あった相談への対応例と成功例なんかの話が聞けるといいと思います。 

・ストレス軽減するためのワークショップ。臨床心理士などによる、相談者との関係構築やカウンセ

リングワークショップ（ソーシャルワーカーでない職員も相談にのっているため） 

・国や文化、宗教による発想・思考・メンタリティの違いのレクチャー 

 
●活動の好きなところ 

・今までの社会（会社勤務）を含めた生活経験が大変有効である。 

・困っている方の相談にのり、後に立てる点 

・様々な国の方と交流でき、その国の事を知ることができたり、自分の知らなかった日本の事なども

学ぶ事ができるので嬉しい。 

・自分で学んできた知識、積んできたキャリアが生かせる。日本人である事が生かせる。自分の団体
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しか、難民支援（日本に辿りついた難民）を包括的に支援している団体がない。 

・情熱を持った人たちと出会えること 

・出会えることがすばらしい 

・時々違った場所で相談者に励まされたり、たすけられたりするから 

・複雑なケースに出会えること 

・子どもたちの変化や成長を間近で感じることができる点 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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（４）考察 

①概念説明：バーンアウトとは 

バーンアウトとは、「長期の対人援助の過程で、解決困難な課題に常に晒された結果、極度の心身

の疲労と情緒の枯渇をきたした症候群」（Maslach & Jackson,1981）.であり、以下の３つから構

成されると考えられている。 

 

 

つまり、バーンアウトとは、長期間対人援助に関わるストレスにさらされた結果、慢性的な情緒

的消耗感の状態が生じ、援助対象に対して関心が持てなくなったり、活動から達成感を得ること

ができない状態を示す。バーンアウトの状態にあるかどうかは、Maslach が開発した Maslach 

Burnout Inventory（MBI）を用いて測定されることが多い。国内でも、看護師や教員などの対

人的業務を含む仕事に従事する人を対象に、バーンアウトの状態を把握する研究が行われている。

日本における研究では、久保・田尾（1994）1が日本人向けに改訂した日本語版 MBI が用いられ

ることが多い。本研究においても、外国人相談従事者用に、表現を一部修正した日本語版の MBI

を用いる。 

 

②回答者の特徴  

本研究の回答者の特徴をまとめると、以下のようになる。まず、半数は日本語学習の支援を中心

とした活動に従事していた。さらにボランティアとして活動に従事する人が 7割近く（21人）、

58％が NPO・任意団体に所属する。給与を得ている人は２割弱にすぎず、無償のボランティアと

して活動に参加している人が多い。また、平均の活動従事年数が 10.56 年（126.73月）であり、

正規職員として働く人よりも、ボランティアベースで活動する人の経験年数が長いことが特徴で

ある。 

 

③回答の傾向 

バーンアウトを構成する 3 要因それぞれについて、項目ごとの値を項目数で除した数字を、「情緒

的消耗」「脱人格化」「充実感」得点とし、以下の分析で用いる。さらに従事する活動に対する評

価に関連した尺度を、「職場の対人関係」、「相談者との関係」、「活動への負担感」に関するものに

分け、それぞれ項目数で除したものを、得点として利用する。 

 

                                                   
1 久保真人・田尾雅夫（1994）「看護婦におけるバーンアウト―ストレスとバーンアウトの関係―」『実験社会心

理学研究』第 34 巻第 1 号、pp.33-43 

•心理的疲労であり、バーンアウトの
中心的症状 

情緒的消耗感 

•関心や配慮の低下、援助相手や業務
に対するネガティブな態度 

脱人格化 

•仕事を成し遂げたとの達成感や、充
実感が得られないこと 

個人的達成感
の低下 
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表の統計的分析結果の見方 

星３つ *** p<0.001 

二つの項目の間には強い関係性がある 

星２つ **p<0.01  

二つの項目の間には関係性がある（星三つのときよりは弱いが、星一つのときよりは強い関係性） 

星一つ *p<0.5 

二つの項目の間にはやや関係性がある 

星なし  統計的に二つの項目野間に関係があるとは言えない 

バーンアウトと従事する活動に対する評価の関連 

 

 

職場の対人関係、相談者との関係性、活動への負担感のそれぞれの得点と、バーンアウトの状態

を示す情緒的消耗、脱人格化の間に関係性が見られる。 

 

職場の対人関係と、相談者との関係、活動への負担感の間にも、強い関係性が見られる。回答 19

で見られたように、外国人相談を通じて体験される困難は、職場の同僚や上司に話を聞いてもら

うことを通じて解消される部分が大きいため、職場の対人関係に困難を抱えた場合、相談者に接

することを通じて体験される無力感や、時間的経済的負担の大きな活動への従事において、より

強い困難を体験することになると考えられる。 

 

以下、特にバーンアウトとの関連の深い、活動面での特徴を明らかにするために、質問 18の項目

別に検討する。 

 

職場での対人関係とバーンアウトの関係 

 

情緒的消耗や脱人格化と関係性が深い、職場の対人関係面での特徴は、上司（先輩）との意見の
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相違や上司の理解が得られないこと、同僚との協力が難しいことである。外国人相談を通じて体

験される困難の多くは、制度的な制約等により解決困難な問題に直面する相談者に対して、問題

解決につながる効果的な関わりが出来ないことから来る無力感などを含んでおり、上述したよう

に、職場の上司や同僚に話を聴いてもらう、ということがこうした無力感の解消には大きな役割

を果たすと考えられる。 

従って、職場での意見の相違や理解されない関係は、バーンアウトの危険因子の一つである可能

性がある。 

 

相談者との関係とバーンアウトの関係 

 

救済が難しい相談相手への対応が、情緒的な消耗や脱人化と強く結び付いていた。さらに、充実

感との間にマイナスの関係性が見られた。また、要求の強い相談者の対応も、疲労感と結び付く

ものとなっていた。 

 

従事している活動への負担感とバーンアウトの関連 

 

プライベートの時間との切り替えができないこと、活動に関連したことを勉強することができな

いことなどが情緒的な消耗と強く結び付いていた。また、活動内容と関係のない業務に時間を要

することや、予想していない仕事をしなければならないこと、専門性が評価されないことなども

負担となっている。 

 

回答者の多くが、無償活動参加する内発的動機付けの高いボランティアたちであることからも、

自分自身の関心の高い活動に従事できるかどうかは、消耗感に影響を及ぼしていると考えられる。 

一方で、文化差の存在などは、特にバーンアウトの兆候とは関連しておらず、外国人相談を自発

的に選択して関わる人たちには、こうした側面においては能力の高い適性のある人々であること

が窺える。 
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また、回答者の活動従事年数が長いことからも、対応経験を積んでスキルが向上する分野におい

ては、苦痛が軽減されている可能性もある。 

 

その他諸要因とバーンアウト、活動への評価の関連 

●携帯電話番号の開示 

携帯番号を相談者に教えるかどうか（質問 17）は、どのような形で相談者と関わりを持っている

かを知る上で参考になると思われる。結果、教える人が最も情緒的消耗が大きい結果となった。 

 

●活動の内容 

 

 

 

回答数が限られるため、統計的には有意差を確認することはできないが相談以外（日本語学習等

の活動）タイプの団体と、相談メインの活動団体とでは、職場における対人関係、相談者との関

係、活動への負担感のいずれも相談中心の活動のほうが強い。さらに、情緒的消耗の度合いも、

相談中心の活動のほうが高い傾向がみられる。一方で、充実感は、相談以外を中心とした活動の

ほうが高い。 
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●活動に従事する条件とバーンアウト／活動に関連するストレスとの関連 

 

 

交通費のみ支給されている場合と、全くの無償の場合のほうが、有給の場合よりもバーンアウト

傾向が小さく、充実度が高い。また活動の場におけるストレスも小さい。特に同僚や上司との対

人関係や、相談者との関係においては、統計的に有意な差がみられ、無償のボランティアの場合

のほうが小さい。 

 

 

 

こうした差異は、有償の場合と無償の場合とでは、求められる役割が活動の中で大きく異なるこ

とを反映している可能性がある。また、活動に従事する時間が、交通費のみ／無償の場合は短い

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

給与交通費 

謝金交通費 

交通費 

一切無償 
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ことも、活動に関連したストレスの体験の差を産んでいると考えられる。 

活動に従事する時間が長い程、相談者との関係や活動への負担感など、活動に関連したストレス

が高くなっている。一方、相談業務への従事年数は、平均で 10 年前後と全体的に高いこともあり、

結果には影響を与えていなかった。 

 

（５）まとめ（サステイナブルな外国人相談活動の実現に向けての示唆） 

まず本調査の結果を分析する上で注意が必要なのは、回答者が 31 名と限られており、日本語学

習支援が活動の中心となる団体が多く含まれるなど、回答者がいわゆる「外国人相談」の代表的

なサンプルとは言い難い点にある。 

一方、「外国人相談」という実践の場が、本調査の回答者が示すような、多様な場において、多

様な人によって担われていることは、外国人相談の現場ではいわば常識でもある。 

 従って、回答数の少なさと、代表性という限界を認識したうえであっても、本調査の結果から

は、外国人相談の課題を知る上での多くのヒントが得られると考えられる。 

 

 本調査の結果を正しく読み解く上で、まず注目が必要な点として、回答者の外国人相談への従

事年数の長さが挙げられる。バーンアウトが問題となるのは、対人援助への従事によって、心身

ともに消耗し、結果として、人に関わる援助業務の質が低下したり、継続が困難になるためであ

る。 

 本調査の回答者、中でも無償で活動に関わる人たちは、活動への従事経験が非常に長い、いわ

ば外国人相談の達人、ともいえる人々である。 

 「個人的充実感」得点が非常に高く、活動に対する効力感と達成感を感じていることからも、

こうした人々が、外国人相談の場で、相談者の困難に寄り添い、時には問題解決が図れないこと

に無力感を感じたり、日本社会の制度的壁に憤りを感じながらも、だからこそ、活動に従事し、

外国人を支援すること、日本社会のひずみに対して改善のために尽くすことに、喜びと意義を感

じている人々であるといえる。 

一方、外国人相談の場では、長く継続して活動にコミットすることができるスタッフの確保は、

常に課題でもある。一握りの、タフネスと能力を備えた達人のみが、現場を長く支えるという構

造が生まれている可能性もあり、息の長い活動参加を多くの人にとって可能な状況を生み出すこ

とが、外国人相談の場が抱えた大きな課題と言える。 

 

今後個人の能力・内発的動機付けに強く依存した外国人相談の活動を、より活動参加・継続が

可能なサステイナブルなものとしていくために何が必要であろうか。自由記述の中にもみられる

ように、活動の経済基盤の不安定さ等は、外国人相談の場の大きな問題である。個々が充実感を

持ち、安定して活動に参加できるためには、こうした組織、システムの問題は最大の課題である。

しかしながら、ここではその重要性を十分に認識したうえで、そうしたシステム変容、組織変容

が容易には生じない現実の中で、無力感を感じずに、活動へのモチベーションを失わずにいるた

めに、何が必要であるかと考えたい。 

 

調査結果からは示されるのは、ボランティアとして週に短時間活動に無償で従事する人と、活
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動全体をマネジメントする有償スタッフ、あるいは活動への従事時間の長いボランティアスタッ

フの体験の違いである。従ってそれぞれが活動の中で果たす役割を整理したうえで、それに見合

ったサポート策を考えることが必要である。 

自分自身の経験や能力を生かし、自分自身の生活のうちの限られた時間をボランティア活動に

費やす人にとっては、活動を継続させる最大の要因は、内発的動機であり、無償であることはむ

しろ、内発的動機付けを強化するものにもなりえる。従って、本人がやりたい、とイメージする

ような内容に近い活動ができることが、この層にとって活動を継続するもっとも有効な手法とな

りえる。さらに、活動を継続し、相談者への対応を進める上では、業務を行う上で必要な知識等

を学ぶ機会が提供されることも、無力感等を感じることなく、活動を継続していくために有効で

あろう。さらに、知識を学んだり、活動にあたって生じる迷いや疑問、不満等を先輩・上司と十

分に共有して解消する機会があることも重要であろう。 

 一方、こうした、短時間活動に従事するボランティアが力を発揮できるようにマネジメントを

行う役割は、長時間活動に従事する有償・無償のスタッフが担うことになる。まさにこの層が、

活動からより強いストレスを受けていることが調査結果の特徴の一つであった。 

経験の浅いスタッフに経験を伝え、話を聞く役割は、この層が果たす重要な役割であるととも

に、多重な役割を担うことは、時間的余裕をなくし、あるいは立場の違うスタッフとの間の意見

の相違に直面するストレスフルな状況も生み出しうる。 

加えて、従事時間が長く、外国人相談業務の中心を担う人ほど、対応困難ケースへの遭遇機会

は多いと考えられる。自分自身の精神健康状態にも気を配っていくことが最も重要なのが、長く

活動を続け重複した役割を活動の中で一手に担っている人々であるといえる。 

 活動継続が、主に個々人の「やる気」に支えられている事実を認識することは、特に経験の長

いスタッフにとっては重要であり、この内発的なやる気は、周囲からの強制では生じえないこと

を認識し、同等程度のコミットメントを、すべての人には即座には求められないことを前提とし

たボランティアの活用が必要であろう。特に、外国人相談の場においては、相談者との間の文化

差はある程度自明のものとされているのに対して、同じ日本人相談員の間の価値観の差について

は、準備性が低いことに加えて、寛容性も発揮されにくいと考えられる。 

 自分自身の価値観や、活動へのやる気が何によって支えられているのかについて気づきを持つ

ことは、他者のそれについても思いをはせる能力を高めると考えられ、経験の長いスタッフが、

こうした活動従事を可能とする内発的動機付けの仕組みや、個々人の価値観の差、相談員と相談

者のみならず、相談員の中にも存在する文化差について改めて認識する場を提供することは重要

であると考えられる。 

 

また、外国人を日本社会にいかに受け入れていくのか、ということをめぐっては、様々な個人

の「価値観」が関与しており、個々の活動は、ある特定の価値観を前提に成立していることにも

注意が必要である。ボランティアとして活動に参加する場合は、自分自身の価値観とフィットす

る活動を選べる可能性が高いが、行政等の中での活動は、行政としての立ち位置に縛られること

に加え、組織内にも様々な価値観の人が存在し、意見・価値観の相違は、より強いストレス源と

なりえる可能性がある。 
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さらに、外国人相談の実践に携わる人との意見の交換や気持ちの共有を行う場を設けることは、

ストレスを軽減したり、対処のためのスキルを学ぶ上で重要であると考えられるが、その際、ボ

ランティア、活動をコーディネートする立場の人、行政の立場や NPO の立場、活動が前提とす

る価値観、など、外国人相談が立場や役割、価値観の異なる多くの人から構成されている事実に

留意が必要である。 

 

実務的に役立つ情報を共有することを目的とした場合は、様々な立ち位置から支援を行う団体

が集うことの意味が大きく、また経験の豊富さの異なる人々が集うことも問題は少ない。 

一方、バーンアウトを防ぎ、より健康に活動に参加できるようにすることを目的とした場合は、

上述したような差異は、共感を産みにくくし、情緒的なサポート効果を得にくくする危険性があ

る。セルフサポートを目的とした相談員への研修を企画する上では、こうした点をふまえ、体験

や感情を共有することが可能な集団の中での活動を組み立てていくことがまずは重要と言えよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


