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H26.4
日系定住外国人施策に関する行動計画

実施状況

（H２３．３．３１ 日系定住外国人施策推進会議）

（１）日本語で生活できるために必要な施策
① 日本語教育の総合的な推進体制の整備等
ａ

日本語教育関係機関等を参集した日本語教育

・

関係機関・団体や関係府省からなる日

推進会議や関係府省の実務者からなる日本語教

本語教育推進会議の第 1 回を平成２４年１

育関係府省連絡会議を開催し、日本語教育全般

月２３日、第２回を平成２４年３月１２日、第

に係る取組の現状を把握するとともに、課題を整

３回を平成２４年９月２１日、第４回を平成

理するための情報交換を行う。（文部科学省）

25 年９月 25 日に開催し、日本語教育全般
に係る取組の現状を把握するための情報
交換を行っている。【文部科学省】

ｂ

我が国に居住する外国人にとって、日本語能

・

外国人の円滑な社会生活の促進を図る

力等が十分でないこと等から、外国人が安心・安

ため、平成１９年度から「『生活者としての

全に生活できないという問題を解決し、外国人が

外国人』のための日本語教育事業」を実

円滑に日本社会の一員として生活を送ることがで

施している。自治体やＮＰＯ等に対して、

きるよう、引き続き、日本語教室の設置運営、日

「標準的なカリキュラム案」等を活用した、

本語能力等を有する外国人等を対象とした日本

日本語教室の実施、人材の養成及び教

語指導者養成、ボランティアを対象とした実践的

材の作成を支援するとともに、地域の文

研修等を行う「「生活者としての外国人」のための

化活動・市民活動等に外国人の参加を促

日本語教育事業」を実施する。（文部科学省）

しつつ日本語教育を実施する取組など、
日本語教育に関する地域における連携
体制を構築・強化する取組等を支援して
いる。（平成２６年度採択件数：６７件）
また、各地における日本語教育の中核
的な人材となる地域日本語教育コーディ
ネーターの研修や、日本語教育の総合的
な推進体制について実践的な調査研究
を実施している。【文部科学省】

ｃ

政府内外の日本語教育関係機関等が持つ日本

・

平成 23 年度には文化審議会国語分科

語教育に関する各種コンテンツについて情報を集

会において取りまとめた「生活者としての

約し、横断的に利用できるシステムを検討するとと

外国人」に対する日本語教育の標準的な

もに、平成 22 年に文化審議会国語分科会におい

カリキュラム案のデータベース化を行い、

て取りまとめた「生活者としての外国人」に対する

現在、インターネットを通じて提供してい

日本語教育の標準的なカリキュラム案のデータベ

る。
また、日本語教育に関する各種コンテン

ース化を行い、インターネットを通じて提供する。
（文部科学省）

ツをインターネットを通じて検索・利用でき
るシステムを、日本語教育コンテンツ共有
システム「ＮＥＷＳ」として平成２５年度から
公開している。【文部科学省】

ｄ 「生活者としての外国人」に対する日本語教育の

・

文化審議会国語分科会日本語教育小

標準的カリキュラム案及び教材例について、日本

委員会において、「生活者としての外国人」

語教育機関・団体に周知を行う。また、国語分科会

に対する日本語教育の標準的な内容・方

日本語教育小委員会において、標準的カリキュラ

法を取りまとめたカリキュラム案等の 5 点

ム案の内容を踏まえた日本語能力及び指導能力

セットを完成させた。また、その内容を分か

の評価基準等について検討を行う。（文部科学省）

りやすく解説したハンドブックを作成し、日
本語教育機関・団体に周知・広報を行い、
活用の促進を図っている。【文部科学省】

ｅ 「日本語教員等の養成・研修に関する調査研究

・

「日本語教員等の養成・研修に関する

協力者会議」を開催し、カリキュラム等の分析を行

調査研究協力者会議」を開催し、日本語教

い、日本語教員等の養成・研修の在り方について

員等の養成・研修の在り方について検討

検討を行う。（文部科学省）

し、平成 23 年度末に取りまとめ、ホームペ
ージで周知している。【文部科学省】

② 各種手続の機会を捉えた日本語習得の促進
ａ

日本語学習の必要性、日本語学習や日常生活

・

日本語学習の必要性、日本語学習や入

に関する情報、入門的な日本語の知識等について

門的な日本語の知識等についてまとめた

まとめた「日本語学習・生活ハンドブック」のポルト

「日本語学習・生活ハンドブック」のポルト

ガル語版、スペイン語版等を作成し、全都道府県

ガル語版、スペイン語版等を作成し、希望

（教育委員会を含む。）等に配布しているほか、文

に応じ、配布を行っているほか、文化庁ホ

化庁ホームページに掲載しているところであり、今

ームページで公開している。【文部科学省】

後も引き続き情報提供に努める。（文部科学省）
ｂ

平成 21 年度に開催した「外国人の受入れと社

・

日本で生活を開始する上で最低限必要

会統合のための国際ワークショップ」において、入

な情報をとりまとめた「日本で生活を始め

国前の外国人に対する情報提供のコンテンツ（日

ることを予定している皆様へ」（生活ガイド）

本語学習、医療・保険、教育など）について多言語

及び「日本での生活手引き」（リーフレット）

で作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館

を外務省ホームページに引き続き掲載す

のホームページに掲載するとともに、訪日予定の

るとともに、在外公館の領事窓口に配備し

外国人に対して、査証発給時等に在外公館におい

ており、今後も引き続き情報提供に努め

て引き続き配布する。（外務省）
ｃ

①や②ｂの施策の進捗状況を踏まえつつ、各種

る。【外務省】
・

定住外国人施策ポータルサイトにおい

手続の機会を捉え、日本語習得状況について確認

て、生活者向け情報に「日本語学習の必

し、必要に応じ日本語教育を受けることを促すな

要性」を掲載したほか、各自治体におけ

ど、日本語習得の促進を図るための方策について

る取り組み事例をまとめて紹介することを

引き続き検討する。（内閣府、各省庁）

通して日本語習得の促進を図る取組を各
省庁と連携して進めている。【内閣府、各
省庁】

（２）子どもを大切に育てていくために必要な施策
① 子どもの教育に対する支援
ａ

適応指導・日本語指導等に関する体系的・総合

・ ＪＳＬカリキュラムの活用法の普及のた

的なガイドラインについて周知を図るとともに、学

め、平成１９年度～平成２０年度において、

校において利用可能な日本語能力の測定方法及

「ＪＳＬカリキュラム実践支援事業」を行い、

び日本語指導担当教員等のための研修マニュア

実践事例の集積を行うとともに、平成２１

ルの開発を行う。（文部科学省）

年３月に「ＪＳＬカリキュラム実践支援事業
事例集」をとりまとめた。
・

「外国人児童生徒の総合的な学習支援
事業」において、ＪＳＬカリキュラムの活用
方法等も含む、日本語指導担当教員等の
ための研修マニュアルや学校において利
用可能な日本語能力の測定方法の開発
（平成２２年度～平成２４年度）を行い、こ
れらを平成２５年度中に配布した。また、日
本語指導等に関する体系的・総合的なガ
イドラインとして「外国人児童生徒受入れ
の手引き」の作成・配布、地域の実践事例
の集約と提供として情報検索サイト「かす
たねっと」の公開の取組（平成２２年度）を
行った。

【文部科学省】
ｂ 就学前の外国人の子どもへのプレクラスの実施

・

平成２５年度は、帰国・外国人児童生徒

に必要な支援員や、日本語能力が不十分な親へ

等の受入れから卒業後の進路まで一貫

の支援、日本の教育制度等の情報提供を行う要

した支援体制の構築を図るため、各自治

員（就学促進員）を配置することができるよう、国

体が行う地域人材との連携による、公立

が費用の１／３を補助する「学校・家庭・地域の連

学校への受入促進・日本語指導の充実・

携協力推進事業」を引き続き実施する。（文部科

支援体制の整備に係る取組等を支援す

学省）

る「公立学校における帰国・外国人児童
生徒に対するきめ細かな支援事業」（予
算：91 百万円）を措置。平成２６年度予算
では、99 百万円を措置している。
・

外国人児童生徒等に対する日本語指導
等に対応した教員定数の加配措置を行
い、平成 26 年度予算においては、児童生
徒支援加配 8,212 人の内数を盛り込んで
いる。

【文部科学省】
ｃ

学習指導要領等における外国人児童生徒に対

・

学習指導要領における外国人児童生徒

する指導上の配慮事項について教育委員会や学

に対する指導上の配慮事項については、

校への周知・徹底を引き続き図る。（文部科学省）

都道府県教育委員会の指導主事等が参
加する文部科学省主催会議において周知
済み。【文部科学省】

ｄ

ｆ

日本語指導について、各地で既に使用されてい

・

「外国人児童生徒の総合的な学習支援

る指導法や教材のうち優れたものに関する情報

事業」において、地域の実践事例の集約と

や外国人児童生徒への対応のノウハウや経験の

提供として情報検索サイト「かすたねっと」

事例等の情報提供を引き続き行う。（文部科学

の公開の取組（平成２２年度）を行った【文

省）

部科学省】

学齢を超過した者の受入れや、教科学習に必要

・

学齢超過者の受入れ状況について調査

な日本語能力が足りない者の下学年への受入れ

し、自治体における受入れに対する取組

など、外国人児童生徒が公立学校に入学・編入学

を把握。

しやすい環境の整備を促進する。（文部科学省）

・

下学年への受入れについては、平成２１
年３月２７日付け「定住外国人の子どもに
対する緊急支援について（通知）」により、
各都道府県等に周知済み。

【文部科学省】
ｇ

外国人児童生徒に対して日本語指導を行う教

・

外国人児童生徒等に対する日本語指導

員についての定数措置を引き続き実施するととも

等に対応した教員定数の加配措置を行

に、その配置の改善について検討を行う。（文部科

い、平成 26 年度予算においては、児童生

学省）

徒支援加配 8,212 人の内数を盛り込んで
いる。≪再掲≫【文部科学省】

ｈ 外国人児童生徒受入校の教員、教育委員会の

・ 日本語指導者等に対する研修について

外国人児童生徒教育担当の指導主事等を対象と

は、独立行政法人教員研修センターにお

して、外国人児童生徒に対する日本語指導等の

いて、外国人児童生徒教育に携わる教員

専門的な研修を引き続き実施する。（文部科学

や校長、副校長、教頭の管理職及び指導

省）

主事を対象として、日本語指導法等を主な
内容とした実践的な研修を実施。（平成２５
年度については、６月１１日～６月１４日に
実施。）【文部科学省】

ｉ 中央教育審議会における、教員の資質向上方策

・

中央教育審議会において「教職生活の

の見直しについての審議の中で、日本語指導に携

全体を通じた教員の資質能力の総合的な

わる教員の養成についての検討を行う。（文部科

向上方策について（答申）」を平成２４年８

学省）

月にとりまとめ。
いじめ・暴力行為・不登校等生徒指導上
の諸課題への対応、特別支援教育の充
実、外国人児童生徒への対応、ＩＣＴの活
用の要請をはじめ、複雑かつ多様な課題
に対応することができる教員の養成を提
言。
【文部科学省】

ｊ

小中学校における就業体験等を引き続き推進す

・

教職員等を対象としたキャリア教育実践

るとともに、学校の教育活動全体を通したキャリア

のための指導用資料（キャリア教育の手引

教育の推進を図るため、さまざまな課題の対応策

き）を各学校段階別に作成･配布するととも

について調査研究し、成果の普及を図る。（文部科

に、研修用動画を文科省 HP 上で配信し

学省）

た。（小学校：平成 22 年 1 月、中学校：平成
22 年 3 月、高等学校：平成 23 年 11 月、動
画：平成 24 年 1 月）
・

全国各地で高校の教員にキャリア教育
の意義や重要性について理解を深めても
らうための「キャリア教育推進アシストキャ
ラバン」を平成 24 年度から開始しており、
平成 26 年度も実施予定。

・

社会全体でキャリア教育を推進する機
運を高め、キャリア教育の意義の普及・啓
発と推進に資することを目的として、文部
科学省、厚生労働省、経済産業省の合同
で、「キャリア教育推進連携シンポジウム」
を昨年度に引き続き平成 26 年 2 月に開催
した。（平成 26 年度は平成 27 年 1 月に開

催予定）
【文部科学省】
ｋ

高等学校への進学を希望する生徒の受入れに

・

平成 24 年度の帰国・外国人児童生徒教

ついての環境整備を支援するため、受入れ体制

育担当指導主事連絡協議会において、高

が整備されている高等学校の事例の把握やその

等学校への受入れ及び高等学校の取組

情報提供に努める。（文部科学省）

の事例発表とともに、テーマ別グループ協
議を実施。引き続き高等学校及び都道府
県の取組を把握し、情報提供に努める。
【文部科学省】

ｌ

外国人の子ども等が中学校卒業程度認定試験

・

中学卒業程度認定試験については、平

を受験しやすくなるように、平成 23 年度から、同試

成２２年７月から専門家による会議を開催

験における全ての漢字に振り仮名を振った問題冊

し、振り仮名付きの問題冊子の使用や科

子を作成する、日本語能力試験Ｎ２以上の合格者

目の免除についての措置を決定。それを

について国語の科目免除を認める等の措置を講じ

受け、平成２３年８月に省令改正し、同年１

る。（文部科学省）

１月の試験から対応。【文部科学省】

ｍ 日系定住外国人の子どもたちが教育を受ける機 ・

平成 23 年２月に、法務省地方入国管理

会を確保するため、在留期間更新等の際に、文部

局および同支局において、就学に関するリ

科学省において作成している就学に関するリーフ

ーフレット（就学ガイド）の配布を行うこと

レットを配布すること等によりその就学を促進す

を、法務省へ依頼。【文部科学省】

る。（法務省、文部科学省）

・

日系定住外国人の子どもたちが教育を
受ける機会を確保するため、在留期間更
新許可等の処分時に満６歳から満１５歳の
学齢にあるものに対し、文部科学省が作
成している就学に関するリーフレットを平成
２３年３月から配布している。【法務省】

② ブラジル人学校等の各種学校・準学校法人化の促進等の支援、ブラジル本国政府などへの要請等

ａ

平成 21 年度に作成した「準学校法人設立・各種 ・

平成２１年度の外国人教育に関する委

学校認可の手続きのマニュアル」（日本語版とポ

託調査研究で作成した準学校法人設立・

ルトガル語版）の周知を引き続き図る。（文部科学

各種学校認可の手続きのマニュアル（日

省）

本語版とポルトガル語版）を引き続き周知
しており、平成 23 年度の調査においても、
ブラジル人学校等に各種学校化への意向
について確認を行った。また、外国人学校
の各種学校設置・準学校法人設立の認可
等に関する調査委員会を平成２３年９月に
設置し、各種学校の設置認可・準学校法

人の設立認可等に関する実態と課題等に
係る調査を実施し、平成２４年３月２９日に
「外国人学校の各種学校設置・準学校法
人設立認可の促進について（依頼）」を発
出した。さらに、「日本再興戦略 -JAPAN
is BACK-」（平成２５年６月１４日閣議決
定）において、立地競争力の更なる強化の
ため優先的に取り組むべき規制・制度改
革項目等の例として、「いわゆるインターナ
ショナルスクールについて、外国人が就労
するに当たって重要視する要素の一つで
ある子どもの教育環境の充実の観点か
ら、校地・校舎の所有要件の緩和など、国
内での設置を困難にしているルールの見
直しを強力に推進する。」旨が明記された
ことを受け、平成２５年１１月８日に「「日本
再興戦略」を踏まえた外国人学校に係る
各種学校設置・準学校法人設立の促進に
ついて(依頼)」を発出した。【文部科学省】
ｂ

今後開催される予定の日伯領事当局間協議

・

平成 23 年 10 月 17 日に第５回日ブラジ

や、ブラジル教育省との会議等の機会を捉え、日

ル領事当局間協議をブラジリアにおいて開

本に在住するブラジル人の子どもへの支援（教科

催し、ブラジル政府による在日ブラジル人

書の無料送付等）をブラジル政府に要請する。

学校に対する教科書の無償配布など、ブ

（外務省、文部科学省）

ラジル政府が積極的に在外自国民を支援
するよう改めて要請した。【外務省・文部科
学省】
・

平成２４年１０月１７日に第６回日伯教
育協議を日本において開催し、ブラジル
教育省との間で、日本に定住する日系ブ
ラジル人の子どもの教育の現状と課題等
について、ブラジル国内の教育事情と合
わせて、情報交換及び意見交換を行っ
た。【文部科学省】

ｃ 日本にあるブラジル人学校等の教員にブラジル
の正規の教員資格を与えるため、ブラジル政府が
同国の大学と日本の大学の連携の下で実施する
「在日ブラジル人教育者向け遠隔教育コース」に対

・

本事業は平成２５年度をもって終了。
【外務省】

し、国際協力関係機関の施設を引き続き無償提供
し支援する。（外務省）
ｄ 日本語教育の機会の充実を図るため、定住外国

・

国際移住機関（ＩＯＭ）に３７億円を拠出

人の子どもの就学支援事業（「虹の架け橋教室」事

し、「定住外国人の子どもの就学支援事

業）について、平成 23 年度も引き続き実施する。ま

業」を平成２１年度より実施している。平

た、事業の評価や検証を行うとともに、子どもの就

成２５年度においては、２１教室において

学状況や新たなニーズの把握に努め、より効果

事業を実施し、平成２４年度までに約

的・効率的な事業として、平成 24 年度以降の継続

2,600 人が公立学校等へ就学した。【文部

について検討する。

科学省】

（３）安定して働くために必要な施策
① 仕事に必要な日本語の習得などを図る職業教育、職業訓練等
ａ 外国人求職者のニーズに対応し、日系定住外国

・

平成２１年度より、多数の日系人が求職

人が集住する地域において、安定就労への意欲及

活動を行っている地域において、安定就労

びその必要性の高い日系定住外国人求職者を対

への意欲及び必要性の高い日系人求職

象に、日本語コミュニケーション能力の向上、我が

者を対象に、日本語コミュニケーション能

国の労働法令、雇用慣行、労働・社会保障制度等

力の向上、労働法令、雇用慣行等に関す

に関する知識の習得を図る日系人就労準備研修

る知識の習得を目的とした就労準備研修

を、平成 21 年度からの３年間の緊急経済対策の

を、財団法人日本国際協力センターへの

一環として、平成 23 年度においても実施する。（厚

業務委託により実施している。（実績：平成

生労働省）

２１年度受講者数 6,298 人（全国６３地域
346 コース）、平成２２年度受講者数 6,288
人（全国９７地域 459 コース）、平成２３年度
受講者数 4,231 人（全国７５地域 290 コー
ス）、平成２４年度受講者数 3,576 人（全国
７２地域 227 コース）、平成２５年度計画数
2,800 人（全国７１地域 190 コース）、平成２
６年度も平成２５年度と同規模で実施予
定。
・

また、平成２６年度は、定住外国人の日
本語能力等に配慮した職業訓練につい
て、茨城県、神奈川県、岐阜県、静岡県、
愛知県、滋賀県、大阪府の７県で実施予
定としている。（平成２５年度実施地域：茨
城県、神奈川県、岐阜県、静岡県、愛知
県、三重県、滋賀県、大阪府の８県)

【厚生労働省】

ｂ 日系定住外国人が集住する地域において、訓練

・

平成２４年９月に「関係機関の連携によ

等の受講に当たって一定の日本語能力を有する日

る定住外国人に対する就労支援及び職業

系定住外国人求職者を対象に、その日本語能力等

訓練の強化について」を発出し、日本語能

に配慮した職業訓練を、地域のニーズ等を踏まえつ

力が不足している等定住外国人の特性に

つ引き続き実施する。（厚生労働省）

配慮した職業訓練の機会の提供や、職業
相談から訓練、職業紹介、定着支援まで
の一貫した就労支援の取組を推進するこ
とについて、関係機関に取組の依頼を行っ
た。
・

平成 25 年度より、外国人の特性に配慮
した職業訓練機会の提供や、職業相談か
ら訓練、職業紹介、定着支援までの一貫
した就労支援の取組を進め安定就労につ
なげるために、労働局・ハローワークに就
職支援コーディネーターを設置。関係機関
との連携強化のため連絡会議を開催。
（平成２６年度実施地域：群馬、埼玉、千
葉、神奈川、長野、岐阜、静岡、愛知、三
重、滋賀の 10 県）

・

平成２０年度より、都道府県に定住外国
人職業訓練コーディネーターを設置し、委
託訓練先の開拓、ハローワークとの連携
調整、受講生への訓練情報の提供等の
業務を実施している。（平成２５年度実施
地域：茨城県、静岡県、滋賀県の３県)

② 多言語での就職相談
ａ 日系定住外国人が集住する地域を管轄するハロ ・

雇用情勢の悪化を受けて、集住地域の

ーワークにおける通訳・相談員の配置、市町村とも

ハローワークを中心として、以下の対策を

連携したワンストップサービスコーナーの運営及び

講じている。

日系定住外国人専門の相談・援助センターの運営

◇

スペイン語・ポルトガル語の通訳を

による、多言語での就職相談を、平成 21 年度から

配置したハローワークを７３か所（平

の３年間の緊急経済対策の一環として、平成 23 年

成２０年４月）から１１６か所（平成２６

度においても実施する。（厚生労働省）

年４月）に増。
◇

地元市町村と連携した母国語によ
るワンストップ相談窓口を５か所開設
（平成２６年４月）。

◇

ハローワークにおける定住外国人
専門の相談・援助センターを、２か所

（浜松、豊橋）で開設。（平成２６年４
月）
【厚生労働省】
③ 事業主に対する指導・相談補助、産業界との意見交換等
ａ 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出等に

・

平成１９年１０月１日に改正雇用対策法

基づいて、ハローワークの職員等が事業所を訪問

が施行され、「外国人労働者の雇用管理

する等により、「外国人労働者の雇用管理の改善

の改善等に関して事業主が適切に対処す

等に関して事業主が適切に対処するための指針」

るための指針」の周知、関係行政機関の

に基づく雇用管理改善指導を行うとともに、より専

連携等を通じた、事業主に対する外国人

門的な相談援助が必要と認められる事業所へは、

労働者の雇用管理の改善等に関する指導

外国人雇用管理アドバイザーによる相談援助を引

を強化した。また、各労働局において外国

き続き行う。（厚生労働省）

人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用
管理アドバイザーの個別指導による事業
主に対する相談援助を実施している。
・

日系人が集住する地域において、事業
所に対する訪問指導を行う人員を配置し
て、外国人労働者に対する雇用管理改善
の指導を実施している。

【厚生労働省】
ｂ 引き続き日系定住外国人に係る諸問題につい

・ 日系定住外国人に係る諸問題につい

て、産業界との意見交換を実施する。（経済産業

て、産業界に対する普及・啓発を実施して

省）

おり、引き続き産業界との意見交換を実施
する予定。【経済産業省】

ｃ 日系定住外国人を含む外国人労働者に関する

・ 平成２５年６月に日系定住外国人を含む

諸問題について、関係省庁の協力を得ながら、産

外国人労働者に関する諸問題について、

業界に対し適切な指導を実施する。（経済産業省）

関係省庁の協力を得て、関係団体に対す
る普及・啓発を実施した。【経済産業省】

ｄ 日系定住外国人を雇用するものの責任として、

・

関係省庁の協力の下で、外国人を雇用

企業や経済団体が日系定住外国人支援に一定の

する企業関係者等の意識啓発に資するセ

役割を果たすことについて、関係省庁における実

ミナーを開催。【内閣府】

務者等の会合を通じ、どのような方策が可能かに
ついて引き続き検討する。（内閣府、文部科学省、
厚生労働省、経済産業省）
④ 就労の適正化ための取組

ａ 雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出等に

・

平成１９年１０月１日に改正雇用対策法

基づいて、ハローワークの職員等が事業所を訪問

が施行され、「外国人労働者の雇用管理

する等により、「外国人労働者の雇用管理の改善

の改善等に関して事業主が適切に対処す

等に関して事業主が適切に対処するための指針」

るための指針」の周知、関係行政機関の

に基づく雇用管理改善指導を行うとともに、より専

連携等を通じた、事業主に対する外国人

門的な相談援助が必要と認められる事業所へは、

労働者の雇用管理の改善等に関する指導

外国人雇用管理アドバイザーによる相談援助を引

を強化した。また、各労働局において外国

き続き行う。（再掲）（厚生労働省）

人雇用管理セミナーの開催や外国人雇用
管理アドバイザーの個別指導による事業
主に対する相談援助を実施している。≪再
掲≫
・

日系人が集住する地域において、事業
所に対する訪問指導を行う人員を配置し
て、外国人労働者に対する雇用管理改善
の指導を実施している。≪再掲≫

【厚生労働省】

（４）社会の中で困ったときのために必要な施策
① 情報の多言語化、日本に関する情報や日本語の基礎についての情報提供
ａ 内閣府の「定住外国人施策ポータルサイト」にお

・

定住外国人施策ポータルサイトにおい

いて、実際に相談活動や支援活動を行っているＮ

て、国の統一的な制度等に関する情報提

ＰＯ等のニーズを踏まえ、国の統一的な制度等に

供を随時実施。【内閣府】

ついて、引き続き、多言語での情報提供を行うとと
もに、日系定住外国人の支援を行うＮＰＯ等の活
動に資する情報についても充実を図る。（内閣府）
ｂ 日本の教育制度や就学の手続き等をまとめた就

・

公立義務教育諸学校への就学機会を

学ガイドブックのポルトガル語版、スペイン語版等

逸することのないよう、日本の教育制度や

を作成し、全都道府県・市町村教育委員会、在外

就学の手続き等をまとめた就学ガイドブッ

公館等に配布しているほか、文部科学省ホームペ

クをポルトガル語、中国語等７言語で作成

ージにも掲載しているところであり、今後も引き続き

（平成１７年度）。また、就学ガイドブックの

情報提供に努める。（文部科学省）

概要版となる就学ガイドも同じく７言語で作
成（平成１９年度）。いずれも、各教育委員
会、在外公館等に配布したほか、文部科
学省ホームページにも掲載。なお、平成２
３年度より、就学ガイドを法務省地方入国
管理局の窓口においても配布。【文部科学
省】

ｃ 国民年金制度の勧奨リーフレットのポルトガル語

・

厚生労働省も協力して、（財）自治体国

版、スペイン語版等を作成し、日本年金機構のホ

際化協会のホームページに、労働・社会保

ームページに掲載するほか、全国の年金事務所に

険制度の概要等の情報を、１２か国語で掲

おいて配布し、加入勧奨を図っているところであ

載している。

り、今後も引き続き情報提供に努める。（厚生労働

・

国民健康保険制度のパンフレット、納付
相談の呼出文書の翻訳等を行った。（平成

省）

１９年度）

"
・

国民年金制度の勧奨リーフレット（８カ国
語版）を日本年金機構のホームページに
掲載している。また、全国の年金事務所に
おいても、加入勧奨を図っているところで
ある。

・

日本で就労を希望する外国人を対象と
したパンフレット（５か国語版）を作成し、労
働関係法令や労働・社会保険制度の概要
等の情報提供に努めた。

・

平成２０年秋以降、緊急雇用対策とし
て、各種セーフティーネットや労働法規等
の基礎知識について解説したパンフレット
（ポルトガル語・スペイン語）を作成し、ホー
ムページでの周知、ハローワーク等におけ
る配布のほか、入国管理局、地方自治体
に対する周知依頼を実施した。

・

厚生労働省のホームページにおいて、
ポルトガル語・スペイン語による相談が可
能なハローワーク窓口の一覧をまとめたペ
ージを開設している。

・

雇用情勢の悪化を受けて、集住地域の
ハローワークを中心として、以下の対策を
講じている。
◇

スペイン語・ポルトガル語の通訳を配

置したハローワークを７３か所（平成２０
年４月）から１１６か所（平成２６年４月）
に増。
◇

地元市町村と連携した母国語による
ワンストップ相談窓口を５か所開設（平
成２６年４月）。

◇

ハローワークにおける定住外国人専
門の相談・援助センターを、２か所（浜

松、豊橋）で開設。（平成２６年４月）
・

平成２１年度より委託実施している日系
人就労準備研修について、平成２６年度も
ポルトガル語・スペイン語による研修案内
のパンフレット・ポスターの作成、ホームペ
ージへの掲載を行う予定。

【厚生労働省】
ｄ 妊婦健康診査の受診勧奨リーフレットのポルトガ

・

妊婦健康診査の受診勧奨リーフレットに

ル語版、スペイン語版等を作成し、厚生労働省の

ついて、平成２０年度から外国語版（１３カ

ホームページに掲載しているところであり、今後も

国語）を作成し、厚生労働省のホームペー

引き続き情報提供に努める。（厚生労働省）

ジに掲載している。【厚生労働省】

ｅ 各都道府県警察において、外国語による運転免

・

平成 21 年から平成 22 年にかけ、英語・

許学科試験及び講習予備検査の実施に関する取

中国語・ポルトガル語による運転免許学科

組を推進する。（警察庁）

試験の問題例を各都道府県警察に配布し
た結果、平成 26 年 3 月 1 日現在、全都道
府県において英語による学科試験が実施
されており、また、23 道府県において中国
語、16 府県においてポルトガル語による学
科試験が実施されている。【警察庁】

ｆ 平成 21 年度に開催した「外国人の受入れと社会

・

日本で生活を開始する上で最低限必要

統合のための国際ワークショップ」において、入国

な情報をとりまとめた「日本で生活を始め

前の外国人に対する情報提供のコンテンツ（日本

ることを予定している皆様へ」（生活ガイド）

語学習、医療・保険、教育など）について多言語で

及び「日本での生活手引き」（リーフレット）

作成した成果物を引き続き外務省及び在外公館の

を外務省ホームページに引き続き掲載す

ホームページに掲載するとともに、訪日予定の外

るとともに、在外公館の領事窓口に配備し

国人に対して、査証発給時等に在外公館において

活用しており、今後も引き続き情報提供に

引き続き配布する。（再掲）（外務省）

努める。《再掲》【外務省】

ｇ 日本語学習の必要性、日本語学習や日常生活

・

日本語学習の必要性、日本語学習や入

に関する情報、入門的な日本語の知識等について

門的な日本語の知識等についてまとめた

まとめた「日本語学習・生活ハンドブック」のポルト

「日本語学習・生活ハンドブック」のポルト

ガル語版、スペイン語版等を作成し、全都道府県

ガル語版、スペイン語版等を作成し、希望

（教育委員会を含む。）等に配布しているほか、文

に応じ、配布を行っているほか、文化庁ホ

化庁ホームページに掲載しているところであり、今

ームページで公開している。《再掲》【文部

後も引き続き情報提供に努める。（再掲）（文部科

科学省】

学省）

ｈ 国税庁において、外国人のための所得税申告の

・

国税庁において、外国人のための所得

手引き等の英語版を引き続き作成するほか、日系

税申告等の手引き等の英語版を作成し、

定住外国人からのニーズが多い一部の国税局に

納税者に提供。

おいては、ポルトガル語版・スペイン語版も引き続

・

一部の国税局において、外国人のため

き作成し、外国人納税者へ申告書を発送する際に

の確定申告の手引き等のポルトガル語

同封又は税務署窓口において交付するほか、当該

版・スペイン語版を作成し、納税者に提

国税局のホームページにも掲載する。（国税庁）

供。
【国税庁】

② 公的賃貸住宅の活用
ａ 公営住宅等に関し、在留資格を持つ外国人につ

・

51,208 戸 （平成 23 年度末）

いて、日本人と同様の入居を認めるよう、引き続き
取組を推進する。（国土交通省）

公営住宅における外国人の入居戸数

・

公営住宅等における離職退去者の居住
安定確保に向けた対策の進捗状況
入居決定戸数 3,922 戸

ｂ 離職退去者の居住安定確保に向け、若年単身

うち外国人入居は 1,198 戸

者等本来の入居対象者以外の者に利用させる場
合の手続きの簡素化を通じ、地方自治体が供給す
る公営住宅等の空き家の活用を引き続き図る。

（累計値：平成 25 年 7 月 31 日現在）
【国土交通省】

（国土交通省）
③ 民間賃貸住宅への入居支援
ａ 外国人を対象とした民間賃貸住宅への入居円滑

・

国土交通省のホームページでの公表等

化に関するガイドラインや部屋探しに関するガイド

を通じ、普及促進を実施しているところ。

ブックについて、国土交通省ホームページでの公

【国土交通省】

表等を通じ、一層の普及促進を図る。（国土交通
省）
ｂ 地方自治体や関係事業者、居住支援団体等が

・

現在、41 協議会が設立済（H26.3.31 時

組織する居住支援協議会の活動に対する支援や

点）（北海道、岩手県、福島県、宮城県、群

家賃債務保証の実施により、外国人世帯の民間賃

馬県、埼玉県、千葉県、東京都江東区、東

貸住宅への入居を円滑化し、居住の安定を確保す

京都豊島区、板橋区、神奈川県、新潟県、

る。（国土交通省）

富山県、岐阜県、岐阜市、愛知県、三重
県、滋賀県、京都市、兵庫県、神戸市、和
歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島
県、徳島県、香川県、高知県、福岡県、北
九州市、福岡市、大牟田市、佐賀県、長崎
県、熊本県、熊本市、大分県、宮崎県、鹿
児島県、沖縄県）

・

外国人を含む住宅確保要配慮者の民間
賃貸住宅への円滑な入居を支援する居住
支援協議会の活動費用に対して、国は財
政上の支援を行っているところ。（平成 26
年度予算）

・

外国人世帯の入居を受け入れる賃貸住
宅における滞納家賃の債務保証を国が造
成した基金により支援している。平成 25 年
度引受件数：7 件（過去累計件数：36 件）
（平成 26 年 3 月末）

【国土交通省】
④ 防災対策
ａ 消防庁ホームページの外国人向け災害対応に

・ 日本中どこでも発生しうる、風水害、地震

関する普及啓発サイトのコンテンツの充実（多言語

に関して外国人向けに分かりやすく説明し

化、関連団体ホームページとのリンクの強化等）等

た消防庁ホームページ上のコンテンツ（英

各種広報媒体による周知の在り方を検討する。

語）について、平成 23 年度に多言語化（ポ

（総務省）

ルトガル語、中国語、韓国語）を図った。
【総務省】
・

定住外国人施策ポータルサイトにおい
て、現在東日本大震災に関する情報（リン
ク集）及び外国語による電話相談一覧を、
日・英・葡・西語版として掲載。【内閣府】

・

８月に外国人集住都市会議との共催
で、「多文化共生社会における防災のあり
方～情報弱者にならないために～」をテー
マとした公開セミナーを実施。【内閣府】

ｂ 地方自治体に対し、日系定住外国人向けの防災

・

平成１８年度に「多文化共生の推進に関

対策の推進に関する必要な助言を検討する。（総

する研究会」を開催し、さらにその下に、

務省）

「防災ネットワークのあり方」について分科
会を開催して検討を行い、平成１９年３月
に先進的な取組事例などを取りまとめた報
告書を作成、公表した。平成 21 年度は地
方自治体の担当課長はじめ有識者による
「多文化共生の推進に関する意見交換会」
を開催し、先駆的な事例の整理を行った。
また、平成 24 年 2 月より外国人住民を含
めた災害時の多言語情報提供等の対応に

ついて検討する「多文化共生の推進に関
する研究会」を開催し、同年 12 月に報告書
をとりまとめ地方公共団体等へ周知を行っ
た。
・

平成２２年度に外国人に対する避難支
援に関する事例等を掲載した「災害時要援
護者の避難対策事例集」（平成 22 年３月
策定）を配布して地方自治体に対して情報
提供した。

・

例年、出水期前に発出している防災課
長通知「風水害対策の強化について」の中
で、地方自治体に対して、風水害の危険性
など防災知識の普及啓発の実施に当たっ
ては、外国人にも配慮した内容になるよう
に要請した。

【総務省】
⑤ 防犯対策
ａ 各都道府県警察において、日系定住外国人に対

・

各都道府県警察において、外国人が犯

して、犯罪被害者となることを防止すること等を目

罪被害者となることや外国人集住コミュニ

的とした防犯教室、非行防止教室を開催し、その

ティが犯罪組織等に悪用されることを防止

際に防犯相談ハンドブック等を配布するなど、関係

するため、防犯等に関する多言語版資料

機関等と連携しつつ、防犯対策等の充実を引き続

の配布や関係機関と連携しつつ、防犯教

き図る。（警察庁）

室及び非行防止教室を開催するなど、防
犯対策の充実を図っている。加えて日系定

ｂ 日系定住外国人を中心に結成され、通学路にお

住外国人を中心に結成された自主防犯団

ける子どもの保護・誘導等の活動を行っている自

体に対する防犯パトロール用品の無償貸

主防犯団体に対し、活動のための物品の無償貸

与等活動支援を実施している。また、在日

付を行うとともに、各都道府県警察において、同団

日系ブラジル人を交通安全教育指導員に

体等に対する地域安全情報の提供、合同パトロー

委嘱し、ポルトガル語での交通安全教育を

ルの実施等の支援を引き続き行う。（警察庁）

行うなど、外国人に対して、交通ルールに
関する知識の普及を目的とした交通安全

⑥ 交通安全教育
ａ 各都道府県警察において、引き続き、日系定住

教室を推進したほか、中国語・ポルトガル
語による日本の交通ルール周知に向けた
交通安全教育用映像資料を作成して警察

外国人に対して、交通ルールに関する知識の普及

庁ホームページに掲出するとともに、各種

を目的とした交通安全教室を開催するとともに、各

言語に対応した外国人向けの教材の充実

種言語に対応した外国人向けの教材の充実を図

を図るなど、効果的な交通安全教育等を

る。（警察庁）

実施している。【警察庁】

⑦ 外国語で相談できる体制の整備、人材やＮＰＯの育成の推進
ａ 移住者・日系人支援の一環として実施している日

・

平成５年度から JICA において「日系人
本邦就労者生活相談業務」を実施してい

系定住外国人を対象とした電話等による生活相談

る。平成 24 年度は４月から３月までの電

業務を継続する。（外務省）

話、メール、手紙等による相談件数は計
2,499 件、主な相談内容は①生活相談・情
報（46.30％）②保険・年金・税金（13.73％）
③労働問題（11.88％）である。また、同期
間の相談者数実績は 1,638 人（男性 778
人、女性 860 人）、相談者を国別でみると
①ブラジル（46.70％）②ペルー（24.54％）
③日本（20.76％）となっている。【外務省】

ｂ 日系定住外国人とのコミュニケーションを円滑化

・

定住外国人施策ポータルサイトにおい

し、生活を支援するためには、行政機関だけでは

て、NPO 等の活動を紹介した「日系定住外

なく日系定住外国人を支援するＮＰＯ等の「新しい

国人支援団体における取組について」を掲

公共」の担い手とも協働して取り組むことが重要で

載。【内閣府】

あり、ＮＰＯ等に対する情報提供等を通じ、ＮＰＯ等
や社会的活動を担う人材の育成を積極的に図る。
（内閣府、各省庁）
ｃ 「定住外国人施策ポータルサイト」の活用等によ

・

地方自治体や NPO が日系定住外国人

り、集住地域を有する地方自治体のまちづくりの成

施策を行うに当たって参考とできるよう、多

果やＮＰＯ、企業等の活動実績の紹介等を通じ、地

文化共生推進協議会や外国人集住都市

方自治体、ＮＰＯ、企業等による取組を奨励し、日

会議の協力を得て、地方自治体における

系定住外国人の日本社会への受入れを積極的に

日本語教育、子どもの教育、就労、情報提

行う環境を整備する。（内閣府、各省庁）

供等先進事例をまとめ、定住外国人施策
ポータルサイトに掲載【内閣府】
・

定住外国人施策ポータルサイトにおい
て、NPO 等の活動を紹介した「日系定住外
国人支援団体における取組について」を掲
載《再掲》。【内閣府】

ｄ 法務省の「外国人在留総合インフォメーションセ

・

各地方入国管理局・同支局において、

ンター」及び「外国人総合支援ワンストップセンタ

「外国人在留総合インフォメーションセンタ

ー」の運営、厚生労働省のハローワークにおける

ー」の設置ないしは相談員を配置し、継続

通訳・相談員の配置、市町村とも連携したワンスト

して運営している。

ップサービスコーナーの運営及び日系定住外国人
専門の相談・援助センターの運営等により、外国語

・

「外国人総合支援ワンストップセンター」
については、平成２１年４月１日、静岡県浜

で相談できる体制を引き続き整備する。（一部再

松市に開設、同年８月３日、埼玉県さいた

掲）（法務省、厚生労働省、各省庁）

ま市に開設、同年１１月１６日、東京都新
宿区に開設し、継続して運営している。
【法務省】

ｅ 日系定住外国人に対する医療を支援するため、

・

高度な通訳能力と医療の知識を有し、

新成長戦略に基づき実施した医療言語人材の育

医療の国際化の取り組みにおいて不可欠

成のノウハウの活用について、検討する。（経済産

な国際医療通訳の育成を目的とした事業

業省）

を東京外国語大学に委託し、中国語、ロシ
ア語、英語の３カ国語での講座設置、医療
機関での通訳実習を行った。（平成 23 年 1
月末に事業終了）引き続き民間の自主事
業として同取り組みを継続していく予定。
【経済産業省】

⑧ 社会保険、国民健康保険の加入促進等
ａ 外国人を雇用する事業所に対する社会保険への

・

平成 26 年度においても、引き続き、健康

加入促進のための指導を引き続き行うとともに、外

保険及び厚生年金への加入促進のため

国人の在留資格の変更、在留期間更新等の際に

の事業所指導を行うこととしており、日本

社会保険制度未加入が判明した外国人について、

年金機構の「厚生年金保険等の適用促進

社会保険制度への加入が円滑に進むよう、社会保

に係る平成２５年度行動計画」において、

険制度の加入を促すリーフレットを法務省の地方

適用事業所に対する事業所調査の実施に

入国管理官署で引き続き配布し、社会保険の適用

あたっては、外国人就労者等に対し重点

を促進する。（厚生労働省）

的に推進しているところである。
・

外国人の在留資格の変更、在留期間更
新等の際に社会保険制度未加入が判明し
た外国人について、社会保険制度への加
入が円滑に進むよう、社会保険制度加入
を促すリーフレットを、法務省の地方入国
管理官署で引き続き配布するよう協力を依
頼している。（平成 21 年 11 月 24 日 事務
連絡）。

【厚生労働省】
・

平成 26 年度における事業主指導につい
ては、年金事務所ごとの適用促進への取
組目標を設定するとともに、これを実現す
るための具体的な計画等を策定し、呼出

や訪問等による重点的な加入指導、立入
検査及び認定（職権）適用の取組を徹底し
ているところである。
【厚生労働省】
・

平成 26 年度における事業主指導につい
ては、年金事務所ごとの適用促進への取
組目標を設定するとともに、これを実現す
るための具体的な計画等を策定し、呼出
や訪問等による重点的な加入指導、立入
検査及び認定（職権）適用の取組を徹底し
ているところである。

【厚生労働省】
・

平成 26 年度においても、公共職業安定
所の求人受理において、社会保険未加入
の疑いがあることを把握した場合、引き続
き年金事務所に指導を要請することにより
連携を図り、年金事務所において加入促
進を実施しているところである。

・

また、適用調査対象事業所の適用促進
及び適用事業所における加入漏れの早期
解消に向けた指導の強化を図るとともに、
都道府県労働局において、労働者派遣事
業の許可・届出及び許可の有効期間更新
並びに指導監督時に、社会保険未加入の
疑いがあることを把握した場合は、日本年
金機構と連携して、派遣労働者の適正な
加入に向けた指導を実施しているところで
ある。

【厚生労働省】

（５）その他
① 地方自治体における自主的な多文化共生の取組の促進
ａ 地方自治体における多文化共生の取組を促進

・

平成２５年５～７月に、地域国際化連絡

するため、平成 18 年３月に策定した「地域における

会議を北海道・東北、関東・甲信越、東海・

多文化共生推進プラン」について、各種会議等を

北陸、近畿、中国・四国、九州の６つに分

通じて周知する等必要な施策の普及を引き続き図

けて開催し、施策の普及を図った。【総務

る。（総務省）

省】

ｂ 地方自治体における多文化共生の取組を促進

・

平成１７年度に、「多文化共生の推進に

するため、地方自治体の先進的な取組事例等参

関する研究会」において国と地方自治体・

考となる情報を提供する。（総務省）

ＮＰＯ等との連携・協力について検討したと
ころであるが、平成１８年度においても引き
続き同研究会を開催して、「防災ネットワー
クのあり方」といった個別の分野における
連携・協力について検討し、平成１９年３月
に報告書を作成、公表した。平成 21 年度
は地方自治体の担当課長はじめ有識者に
よる「多文化共生の推進に関する意見交
換会」を開催し、先駆的な事例の整理を行
った。平成 22 年度には、地方公共団体に
おける先進事例の背景事情、経緯、工夫、
今後の課題等について各団体担当者と有
識者との意見交換会を開催。【総務省】

② 日系定住外国人の社会への受入れの必要性・意義についての周知等
ａ 「定住外国人施策ポータルサイト」の活用等によ

・

定住外国人施策ポータルサイトにおい

り、集住地域を有する地方自治体のまちづくりの成

て、NPO 等の活動を紹介した「日系定住外

果やＮＰＯ、企業等の活動実績の紹介等を通じ、地

国人支援団体における取組について」を掲

方自治体、ＮＰＯ、企業等による取組を奨励し、日

載。《再掲》【内閣府】

系定住外国人の日本社会への受入れを積極的に

・

「日系定住外国人に関する特別世論調

行う環境を整備するとともに、日系定住外国人の

査」を実施した。その結果、日系定住外国

日本社会への受入れの必要性・意義について国

人を地域社会の一員として受け入れてい

民一人ひとりがその理解をより一層深めるための

きたいと考えているか、という質問につい

取組を進める。（一部再掲）（内閣府、各省庁）

て、「受け入れたい」が３０．０％、「どちらか
と言えば受け入れたい」が５０．９％という
回答を得た。【内閣府】

③ 在日ブラジル大使館、ペルー大使館等との連携の強化
ａ ブラジル人、ペルー人を中心とする日系定住外

・

ブラジル大使館、ペルー大使館をそれ

国人の支援を進めるに当たり、在日ブラジル大使

ぞれ訪問し、「行動計画」について説明を

館、ペルー大使館等との連携は重要であり、これら

行ったほか、ポータルサイト掲載情報の周

大使館等との情報交換等により、連携の強化に努

知等についての協力を要請。【内閣府】

める。（内閣府、各省庁）

