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はじめに

愛知県国際交流協会が「日系人相談コーナー」として外国人の相談対応を始めたのは、1991（平

成3）年のことでした。2007（平成19）年には、より複雑な相談や支援に対応できるよう、愛知県からの

委託で多文化ソーシャルワーカーが配置されるとともに、「多文化共生センター」として整備されました。

2012（平成24）年には多文化ソーシャルワーカー事業は愛知県から移管され、以降、当協会事業とし

て運営してまいりました。

相談・支援をする中で、様々な外国人や機関と関わってきました。その関わりを通して、諸機関の方

にも外国人の対応をする上で、知識やポイントを知っていただくとよいと考え、外国人から寄せられる

相談の多い結婚・離婚、子どもの教育、社会福祉についてまとめ、「『多文化』ってこういうこと」を発行

しました。

発行以降、行政機関、教育機関、福祉機関、医療機関など、様々な関係機関に活用していただい

ています。反響は予想以上に大きく、外国人が増え、様々な機関において多文化的視点から対応を

迫られていたという状況があるということだと考えられます。

2019（平成31）年に、出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律が施

行され、さらに外国人住民が増えることが見込まれています。そのため、政府は、外国人材の受け入

れ・共生のための取り組みを、包括的に推進していく観点から、「外国人材の受入れ・共生のための

総合的対応策」を取りまとめました。日本人と外国人が安心して安全に暮らせるような社会を構築する

こと、外国人を孤立させることなく、社会の構成員として受け入れ、外国人が日本人と同様に公共サー

ビスを利用できる環境を整備することを明記しています。

これに伴い、地方公共団体をはじめ教育機関などの諸機関においても、多言語対応、支援の充実

が求められています。外国人に対して適切な対応ができるよう、人材の育成もより一層重要なことと

なっています。当協会でも2019（平成31）年4月より、新しく「あいち多文化共生センター」を発足し、

「多文化共生センター」で培ったノウハウを生かしつつ、対応言語の拡充、専門相談の実施など、相

談体制の充実をしています。

そこで、「『多文化』ってこういうこと」を見直し、「相談員のためのハンドブック」として、内容をさらに充

実させていくことにしました。本年は、「結婚・離婚編」ですが、当協会に寄せられる相談は、関係機関

からの相談も多く、国籍の違う外国人同士のDV・離婚・経済的困窮、配偶者でないパートナーとの婚

外子の出生や手続きなど、問題が複雑にからみ、一つの手続きが滞っても生活状況が悪化してしまう

ため、諸機関との連携が必須であるケースも少なくありません。本書をきっかけに、当協会を含め多く

の機関同士で連携することができ、問題を抱えている外国人がより安心した生活を送ることができるよ

うになることを願っています。

本書は、外国人の対応をする上で知っておくとよい情報を掲載していますが、外国人は日本人と違

う特別な存在ではありません。日本人と同じ「人」であり、「私」は一人しかいないように、一人ひとりが

固有な存在であるということを忘れずに接していただければ幸いです。

令和2年3月

公益財団法人 愛知県国際交流協会
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本書の使い方

愛知県は、東京都についで2番目に外国人住民が多い県です。本書は、愛知県に も多く住む10の出

身国、①ブラジル ②中国 ③フィリピン ④韓国・朝鮮 ⑤ベトナム ⑥ネパール ⑦ペルー ⑧インドネ

シア ⑨タイ ⑩アメリカ （法務省「在留外国人統計」2018年12月末現在）について、当協会の相談窓口

「あいち多文化共生センター」に寄せられた「結婚・離婚」に関連する事例を挙げながら、知っておくとより

スムーズな相談対応ができるのではないかというポイントをまとめました。

ただし、相談は相談者が抱えている状況や想いが一人ひとり違うので、解決へ向かう道筋も人それぞれ

です。本書に掲載していることがすべてではありませんし、絶対的な答えでもありません。

日本人にとって「あたりまえ」のことやすぐに理解できることが、実は外国人にとってはあたりまえでなかっ

たり、わかりにくかったりするなど、気づくきっかけとして、相談員の方々に活用していただければ幸いです。

第２章 結婚するとき・離婚するとき

国際結婚に関するデータ、日本における結婚・離婚の基本的な手続きの流れと、10か国の制度を

まとめました。

基本的な知識としてあらかじめ知っておくとよい内容ですが、実際にはケースによってさらに細か

い要素が加わってくる場合がありますし、法律はよく変わりますので、実際の相談の時には専門機関

に必ず確認してください。

第３章 相談対応で知っておきたいポイント

「結婚・離婚」は、外国人の場合、手続き上母国の法律が絡んできます。また、持ち込まれる相談

は、直接的な結婚・離婚の手続きに関することだけではなく、住居、子ども、生活費など、結婚・離婚

に付随して生じた問題も含まれることの方が多いです。特に、結婚・離婚することによって大きな影響

を及ぼすのは、在留資格です。

考えられる問題をわかりやすくするため簡潔にし、「不法滞在と結婚」「婚外子の認知と国籍」など、

7つの事例にしましたので、対応の参考にしてください。

実際には事例に挙げた問題だけでなく、いろいろな問題が複雑に絡み合っていることが多いので、

個々の状況をみながら応用してください。また、対応の際は、「当然わかるだろう」「当然こうだろう」と

決めつけたりしないで、相談者から気持ちや抱えている問題をじっくり話を聞き対応するようにしてく

ださい。

対応のポイント：特に押さえておくとよいポイントを挙げています。

他の国では…：事例の国以外で特に知っておくとよいことを挙げています。

コラム：さらに理解を深めるためのエピソードとして盛り込んでいます。日本との違い

を楽しんでください。

第１章 外国人相談に関する基礎知識

外国人とはだれを指すのか、在留資格とは何か、在留資格と他の様々な制度との関係、外国人の

対応をするときにどんなことに気を付ければよいかなど、基礎的な情報をまとめました。外国人の対

応をするときに不可欠なことばかりですので、是非活用してください。
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第５章 結婚・離婚と外国人に関する資料

外国人のデータ、多言語による相談窓口をはじめとする多言語相談窓口及び専門機関、指差し

対訳一覧を掲載しています。地域における外国人の状況は常に変化しています。今、自分の関わっ

ている地域にどのような外国人がどのくらい住んでいるのか、大まかな傾向をつかんだり、相談先の

参考にしたりして活用してください。

◆ 在留資格を持っていない状態については、法務省などの表記に合わ

せて、「不法滞在」（→P.34）としています（一部オーバーステイと表記し

ています。）。

◆ 外国人住民には、外国籍の人々だけでなく、日本国籍を持ちながらも、

外国につながりを持つ人なども含まれ、呼称についても様々あります

（→P.6）が、本冊子では「外国人」で統一しています。

◆ 本冊子で使用している外国人数は、原稿作成の関係上、特に記載の

ない限り法務省「在留外国人統計」の2018年12月末現在のデータを使

用しています。

第４章 各国の情報

10か国、それぞれの国の情報を紹介しています。結婚観や家族観、宗教的な考え方など、相談の

助けとして、参考にしてください。
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第1章

外国人相談に関する基礎知識



外国人の日本滞在に
関する基礎知識

外国人とは

「出入国管理及び難民認定法（略称：入管法）」では、外国人を「日本の国籍を有しない者」であると規定して

います。

法律には、外国人にも適用されるもの、外国人には適用されないものがあります。「入管法」をはじめ労働関

係や福祉関係など、外国人にも適用される場合が多いですが、公職選挙法などは外国人に適用されません。

生活保護法は、基本的には日本国籍の人を対象にはしていますが、一部の外国人にも準用しています。

しかし、相談窓口の支援で外国人とかかわる場合は、日本の国籍を有しない人だけが対象という訳ではなく、

日本国籍の人も含まれます。支援対象の人たちを「外国につながりをもつ（がある）人」、 「外国にルーツをもつ

（がある）人」などと表現することもあります。

例えば、日本国籍の子どもでも、親が外国籍の家庭では、日本語ではない言語でコミュニケーションをとって

いたり、長年外国に居住していたりして、一般的な日本人が送る日常生活とは異なる環境にあることも少なくな

く、様々な配慮が必要になります。また、外国籍から帰化して日本国籍になった人もいます。

知っておきたい様々な背景

◆ 日系人 ［主な在留資格は定住者、日本人の配偶者等］（→P.32）

日本から外国に移住した日本人の子孫を言います。1880年代から職を求めて多くの日本人が海外移住し、

ブラジルやアメリカ、フィリピンなど、多くの国に日系人がいます。1990（平成2）年に入管法が改正され、南米を

中心に多くの日系人が来日するようになりました。愛知県には日系人が多く住んでいます。

◆ 中国残留邦人等

1945（昭和20）年当時は、中国や樺太には多くの日本人が居住していましたが、戦争の混乱により日本に引

き揚げることができず中国や樺太に残らざるを得なかった人たちのことを「中国残留邦人等」と言います。中国

残留邦人のうち、日本に帰国した人のことを「中国帰国者」と言います。中国残留邦人等に対する援護を厚生

労働省が行っています。

◆ 在日朝鮮・韓国人

1910（明治43）年の日韓併合により朝鮮半島から多くの韓国・朝鮮人が来日しました。第二次世界大戦の終

結とともに帰国する人も多くいましたが、日本に残る人もいました。日本に残り定住した人たちは在日朝鮮・韓

国人と呼ばれています。

◆ 難民

「難民の地位に関する条約（略称：難民条約）」第1条、「難民の地位に関する議定書」第1条の規定により定

義されています。人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること、または政治的意見を理由に、迫

害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために、国籍国の外にいる人であって、その国

籍国の保護を受けることができないかまたはそれを望まない人を言います。日本は1981（昭和56）年に難民条

約に加入し、1982（昭和57）年に発効しました。

この条約が日本で発効する以前にもベトナム戦争等により外国に逃れたベトナム、ラオス、カンボジア三国の

難民を受け入れており、インドシナ難民といわれています。また、2010（平成22）年からは、 難民キャンプ等で

一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動させる「第三

国定住」により、ミャンマー難民の受け入れも行っています。
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日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める「在留資格」のいずれかを付与される必要が

あります。この在留資格は、多岐にわたる外国人の活動等をあらかじめ類型化し、どのような活動等であれば

入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。

在留資格は、次のように大別できます。

① その外国人が日本で行う活動に着目して分類された在留資格（活動資格）

② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格（身分地位資格）

前者は、その外国人が「何をするか」がポイントであり、後者はその外国人が「どのような身分であるか」がポイ

ントであるといえます。

また、上記①について、就労活動（収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動）ができるものと、

原則として就労活動が認められないものに分類できます。なお、上記②は就労を目的とする在留資格ではあり

ませんが、その活動内容には制限がないことから、就労活動に従事することも可能です。

また、在留資格によって、日本で受けられる制度やサービスが変わるので、注意が必要です。（→P.12）

在留資格がなく日本に滞在している外国人は、不法滞在（オーバーステイなど）となり、原則として、日本での

サービスは受けられません。

なお、「在留資格」と「ビザ」は違います。ビザ（査証）とは、在外公館で発行されるもので、その外国人が持っ

ている旅券（パスポート）が有効であるという「確認」と、ビザに記載された条件により入国することに支障がない

という「推薦」の意味を持っています。在留資格は法務省の管轄、ビザ（査証）は外務省の管轄です。

在留資格とは

知っておきたい在留資格

◆ 定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し、一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。日系3世、日本

人の配偶者等の扶養を受けて生活する未成年未婚の実子、日本人の実子を養育する外国人の親、定住者の

配偶者、日本人等の扶養を受けて生活する6歳未満の養子などに認められます。

◆ 日本人の配偶者等

日本人の配偶者、特別養子または日本人の子（日系2世）として出生した人に認められる在留資格です。

◆ 永住者

在留活動や在留期間の制限がない在留資格で、法務大臣から永住を許可された人に認められる在留資格

です。要件は、永住許可に関するガイドライン（2019（令和元）年5月改定）で示されています。法律上は、「素

行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者の永住が日本国の利益

に合すると認められること」とされています。上記ガイドラインによれば、原則として、引き続き10年以上日本に

住んでいることが必要ですが、日本人の配偶者等で実態を伴う婚姻生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年

以上日本に住んでいる人や、定住者で5年以上継続して日本に住んでいる人なども、許可される場合がありま

す。

◆永住者の配偶者等

永住者等の配偶者、永住者等の子として日本で出生しその後も引き続き日本に在留している人に認められ

る在留資格です。特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き日本に居住している特別永住者の子もこれに

あたります。

◆家族滞在

教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・

国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、留学の在留資格をもって在留する人の

扶養を受ける配偶者や子として行う日常的な活動をする人に認められる在留資格です。

◆ 特定活動

法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動を行う人に与える在留資格です。EPA（経済連携協

定）で看護師や介護福祉士の免許を取得する目的で来日した人はこれにあたります。また、留学の在留資格

で大学や専修学校を卒業後、就職活動を行うことを希望する場合もこれにあたります。
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日本に中長期間在留する外国人（在留期間が3か月以下、短期滞在、外交または公用の在留資格が決定

された人、在留資格のない人などを除く）は、在留カードが地方出入国在留管理局から交付されます。在留

カードは、日本に滞在できる在留資格、在留期間を有していることを法務大臣が証明する証明書となります。

特別永住者※は、特別永住者証明書が交付されます。在留カードは常時携帯する義務がありますが、特別

永住者証明書は常時携帯する必要はありません。

公的機関などでは手続きの際に在留カードを確認することがありますが、個人情報が記載されていますの

で、取り扱いに注意しましょう。

住所地以外の内容の変更（氏名など）があった場合は、14日以内に地方出入国在留管理局へ、住所の変

更があった場合には、14日以内に市区町村役場に届出をする必要があります。届出が適切に行われないと

罰則や在留資格取り消しの対象になる可能性があるので、届出はきちんとするように伝えましょう。

在留カードとは

【在留カードの見方】

在留カード 表

在留カード 裏

帰化とは

当該国の国籍を有しない人（外国人）からのその国の国籍の取得を希望する申請に対して、その国が許可し

国籍を与える制度のことをいいます。

日本の場合、外国人が日本国籍に帰化することについては国籍法で定められており、法務大臣の許可が必

要です。帰化の申請をするときまでに引き続き5年以上日本に住んでいること、20歳以上で本国法によって行

為能力を有すること、素行が善良であること、自己または生計を一にする配偶者その他の親族の資産または技

能によって生計を営むことができること、などの条件を満たすことが必要です。手続き窓口は、法務局です。帰

化が許可されると、官報に告示され法務局から帰化者の身分証明書が交付されます。帰化後、氏名と本籍を

設定し、告示の日から1か月以内に市区町村役場に届出をする必要があります。日本国籍を取得することによ

り、戸籍がつくられ、参政権が得られます。

日本は基本的に重国籍を認めていませんので、帰化が認められるためには、それまでの国籍を喪失すること

が必要ですが、本人の意思によってその国籍を離脱できない国もありますので、そのような場合や、日本人との

親族関係や境遇に特別な事情があると認められるときには、帰化が許可されることがあります。

就労ができない在留資
格の場合は、就労不可
と明記されています。

16歳未満の人は、写真
がありません。

在留期間の更新や在留
資格の変更の許可申請
を行った場合、申請中

であることが記載されま
す。

在留期間と満了日。在
留期間は、在留資格に
応じて審査の上、決めら

れます。（→P.9）

永住者も含め、在留
カードには、有効期限が
あります。

在留期間と在留カード
の有効期間を混同しな
いようにしましょう。

住所変更をした場合、
新しい住所が裏面に記
載されます。

資格外活動の許可を受
けたときにその内容が記
載されます。

出典：法務省出入国在留管理庁ホームページ

※ 特別永住者の在留資格は在日朝鮮・韓国人等（→P.6）に与えら
れるもので、就労をはじめ在留活動に制限はありません。
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就労制限： ○ 制限なし、△ 一定範囲可、× 不可
※ 「資格外活動許可」を取得することによって、1週間に28時間以内であれば、風俗営業に関する仕事以外のパート・アルバイトを
することができます。

在留資格は29種類あり、決定された在留資格で認められている活動以外の活動を行うことはできません。ま
た、在留期間を超えて在留する場合は期間更新の許可が必要です。 （2020（令和2）年1月現在）

在留資格一覧

在留資格 在留期間 代表的な職業等
就労
制限

外交 外交活動を行う期間 外交官 △

公用 5年・3年・1年・3月・30日・15日 国際機関職員 △

教授 5年・3年・1年・3月 大学教授 △

芸術 5年・3年・1年・3月 音楽家、芸術家 △

宗教 5年・3年・1年・3月 宗教家 △

報道 5年・3年・1年・3月 外国の報道特派員 △

高度専門職 5年または無期限
法務大臣が指定する機関の研究者、技
術者、経営者

△

経営・管理 5年・3年・1年・4月・3月 企業の経営者、管理者 △

法律・会計業務 5年・3年・1年・3月 弁護士 △

医療 5年・3年・1年・3月 医師、看護師 △

研究 5年・3年・1年・3月 政府機関や私企業の研究者 △

教育 5年・3年・1年・3月 中学校・高等学校等の語学講師 △

技術・人文知識
・国際業務

5年・3年・1年・3月 システムエンジニア、通訳、デザイナー △

企業内転勤 5年・3年・1年・3月 外国の事業所からの転勤者 △

介護 5年・3年・1年・3月 介護福祉士 △

興行 3年・1年・6月・3月・15日 舞踊家、プロスポーツ選手 △

技能 5年・3年・1年・3月 外国料理コック △

特定技能 3年・1年・6月・4月
介護、建設、造船、宿泊、農業、漁業、
飲食料品製造、外食業、自動車整備等

△

技能実習
1年・6月または1年を超えない範囲で法務大
臣が個々に指定する期間

技能実習生 △

文化活動 3年・1年・6月・3月 日本文化の研究者 ×

短期滞在 90日・30日・15日以内の日を単位とする期間 観光旅行者 ×

留学
4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年3
月・1年・6月・3月

大学生、高校生、小中学生、日本語学校
生

×※

研修 1年・6月・3月 研修生 ×

家族滞在
5年・4年3月・4年・3年3月・3年・2年3月・2年・1年
3月・1年・6月・3月

在留外国人が扶養する配偶者・子 ×※

特定活動
5年・3年・1年・6月・3月または法務大臣が
個々に指定する期間（5年を超えない範囲）

ワーキングホリデー、経済連携協定に基
づく外国人看護師・介護福祉士候補者

△

永住者 無期限 永住許可を受けた者 ○

日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6月 日本人の配偶者・子・特別養子 ○

永住者の配偶者等 5年・3年・1年・6月 永住者の配偶者・子 ○

定住者
5年・3年・1年・6月または法務大臣が個々に
指定する期間

日系3世、定住者の配偶者、日本人の6
歳未満の養子

○
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日本に在留する外国人が、当初の在留目的とは異なる新たな目的のために在留することや、当初に与えら

れた在留期間を超えて引き続き在留することを希望する場合等には、入管法に基づいてそれぞれ申請を行い、

法務大臣から許可を受ける必要があります。

日本に在留している外国人の行う在留に関する申請には、主に次の6種類が挙げられます。

① 在留資格の変更

現在の在留目的を変更して在留を希望する場合の手続きです。

② 在留期間の更新

現在の在留目的を変更することなく、在留期間を超えて引き続き同じ活動をするために在留を希望する場合

の手続きです。

③ 再入国許可

日本に在留する外国人が一時的に日本を出国し再び日本に入国する場合の手続きです。出国前に「再入

国許可」を受けておけば、改めて「査証」を取得する必要がなく、再入国後も引き続き同じ在留資格・在留期間

で在留できます。

○ みなし再入国許可について

有効なパスポートおよび在留カードを持つ外国人が出国後1年以内に再入国する場合は、原則として再

入国許可を受ける必要がなくなりました。みなし再入国許可の有効期間は海外で延長できないほか、現在

の在留期間を超えて再入国ができませんので注意が必要です。

④ 在留資格の取得（→P.49）

日本国籍の離脱や日本で外国人が出生した等、入国の手続きをすることなく在留することとなる外国人が、

その事由が生じた日から60日を超えて日本に在留しようとする場合に行う手続きです。日本で出生した場合、

与えられる在留資格および在留期間は、通常、親の在留資格および在留期間に応じて決定されます。

⑤ 資格外活動許可

代表的なものとして、留学生などの就労を認められていない在留資格の人が、アルバイトなどで収入を得る

活動を希望する場合に行う手続きです。許可なく自分の在留資格の活動範囲外の仕事をすると入管法違反と

なります。

⑥ 永住許可（→P.7）

日本に永住を希望する人が行う手続きです。永住許可を受けると在留資格は永住者となり、無期限で日本

に滞在することができます。在留期間更新の手続きや在留資格変更の手続きは必要ありませんが、在留カード

の有効期間更新の手続が必要となります。

名称 所在地 電話番号 対応言語 受付日時

名古屋出入国在留管理局

※駐車場が大変混雑しているため、
車の利用は避け、電車またはバ
スをご利用ください。

名古屋市港区正保町
5-18

052-559-2150 日本語

月～金
（祝祭日を除く）

9:00～16:00

名古屋出入国在留管理局
豊橋港出張所

豊橋市神野ふ頭町
3-11
豊橋港湾合同庁舎

0532-32-6567 日本語
月～金

（祝祭日を除く）
9:00～16:00

外国人在留総合
インフォメーション
センター

名古屋出入国在留管
理局内
（窓口案内のみ。電話で
の問合せは右の全国共
通番号へ）

0570-013904
（全国共通）

03-5796-7112
(全国共通：PHS、
IP電話、海外から）

ポルトガル語、スペ
イン語、英語、中国
語、フィリピノ語/タ

ガログ語、ベトナム
語、韓国・朝鮮語

月～金
（祝祭日を除く）

8:30～17:15

出入国在留管理局
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通常、在日公館である大使館や総領事館（領事館）では、次のような業務を行っています。詳しくは、それぞ

れの大使館や総領事館（領事館）にお尋ねください。

◆ 自国民の保護

自国民の身体や財産等の保護に関することを行います。命に関わるような緊急性を要することは大使館や総

領事館（領事館）に連絡してください。在日公館によっては、緊急時の電話を備え付けているところもあります。

◆ パスポートの発行、再発行、修正、追加

日本人のパスポートは、旅券センターや市町村の窓口で申請しますが、外国人のパスポートは、母国の大使

館や総領事館（領事館）で申請します。パスポートを更新する際や紛失した際は、大使館や総領事館（領事

館）を案内しましょう。

◆ 委任状、認証状の発給

本国で手続きするための委任状を発給したり、本国で必要な書類を認証する業務を行っています。

◆ 出生、婚姻、死亡に関する手続きやそれらの証明書の発給

日本人が市区町村役場で戸籍関係の届出をするように、外国人が本国への届出を行う際は、大使館や総

領事館（領事館）で行います。

◆ 兵役に関すること

国によっては兵役が課されています。兵役に関する手続きも大使館や総領事館（領事館）で行います。

◆ 選挙に関すること

本国で選挙が行われる際の在外選挙の窓口になっています。

◆ 各種ビザの発給

自国民以外の人が外国へ旅行する際のビザは、その外国の大使館や総領事館（領事館）で申請します。

公館名 所在地 電話番号

ア
ジ
ア

インドネシア共和国大使館 東京都品川区東五反田5-2-9 03-3441-4201

在名古屋大韓民国総領事館 名古屋市中村区名駅南1-19-12 052-586-9221

タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

在名古屋中華人民共和国総領事館 名古屋市東区東桜2-8-37 052-932-1098

ネパール連邦民主共和国大使館 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウスB 03-3713-6241

在大阪フィリピン共和国総領事館 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階 06-6910-7881

ベトナム社会主義共和国大使館 東京都渋谷区元代々木町50-11 03-3466-3311

北
米在名古屋アメリカ合衆国領事館

名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル6階

052-581-4501

南
米

在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館 名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル2階 052-222-1077

在名古屋ペルー共和国総領事館 名古屋市中区栄2-2-23 アーク白川公園ビル3階 052-209-7851

大使館・総領事館（領事館）

【外国人住民数上位10か国の在日公館】 ※愛知県を管轄区域とする在日公館
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在留資格と各種制度

前提として、外国人は日本に住む以上、適正な在留資格を取得し、「税金を払う」「公的医療保険や年金に加

入する」などの義務も果たす必要があります。それらの義務を果たせば福祉サービスを受けることができますが、

外国人の場合、その上で、国籍要件等により、在留資格によって利用できる制度と利用できない制度があります。

在留資格上、制限がない場合でも、年齢や所得、雇用形態など、ほかの条件を満たす必要があるため、実際は

サービス等が利用できないこともあります。

以下の表では、在留資格別に各サービス等の利用の可否をまとめたものですが、個別のケースについては、

管轄窓口にご確認ください。

在留資格

サービス等

特
別
永
住
者

身分や地位に基づく
在留資格

特
定
活
動

原則として就労活動が
認められない在留資格

就労可能な
在留資格 在

留
資
格
な
し

永
住
者

日
本
人
の

配
偶
者
等

永
住
者
の

配
偶
者
等

定
住
者

家
族
滞
在

留
学

研
修

文
化
活
動

短
期
滞
在

特
定
技
能

技
能
実
習

そ
の
他

在留カードの有無
×
(*1)

○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

×

マイナンバー制度 ○ ○ ○ ○ ○
△

(*2・3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△

(*2・3)

△
(*4)

就労の可否 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*5)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

○
(*6)

○
(*6)

△
(*5)

×

納税の義務
○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

△
(*8)

○
(*8)

社会保険（健康保険
と厚生年金）

○ ○ ○ ○ ○
△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

○ ○
△
(*2)

×

国民健康保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△ ○ ○
△
(*2)

△
(*4)

介護保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

△
(*4)

後期高齢者医療保険 ○ ○ ○ ○ ○
△

(*2・12)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
〇
(*15)

△
(*2)

△
(*4)

国民年金 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

△
(*4)

雇用保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*9)

△
(*9)

△
(*10)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

○ ○
△
(*11)

×

労災保険 ○ ○ ○ ○ ○
○
(*13)

○
(*13)

○
(*13)

○
(*13)

○
(*13)

○
(*13)

○ ○ ○
○
(*13)

生活保護
○
(*14)

○
(*14)

○
(*14)

○
(*14)

○
(*14)

× × × × × × × × × ×

母子健康手帳の交付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者手帳の交付 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

×

入院助産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子どもの予防接種 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

△
(*4)

乳幼児医療費の助成 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ ○
△
(*2)

△
(*4)

就学の可否（公立小
中学校）

○ ○ ○ ○ ○
△
(*16)

○ ○ ―
(*17

―
(*17)

△
(*16)

―
(*17)

―
(*17)

△
(*16)

△
(*16)

在留資格別サービス等利用（可否）一覧

*1 特別永住者には「在留カード」ではなく「特別永住者証明書」が発行される。

*2 活動内容により、一部対象とならない場合がある。

*3 在留期間が3か月以下の場合は対象とならないが、在留資格に応じた資料により3か月を超えて滞在すると認められる者は対象となる。

*4 一時庇護許可者や仮滞在許可者を含む。出生による経過滞在者および国籍喪失による経過滞在者は出生または国籍喪失から60日間は対象となる。

*5 在留資格で認められた活動しかできないが、資格外活動許可を取得すると、許可された就労活動が可能。

*6 在留資格で認められた活動しかできない。

*7 原則として、仕事ができないが、資格外活動許可を取得すると、許可された就労が可能。

*8 在留資格と関係なく、居住者には納税義務がある。また、非居住者でも国内源泉所得を得た場合には納税義務がある。ただし、「外交」、「公用」の在留
資格の外国人には一部の税金が課されない。また、所得に対する二重課税回避のための条約を2国間で締結されている場合がある。

*9 一定の要件を満たし、就労活動が認められる場合に限る。

*10 一定の要件を満たす大学院の研究科に夜間通学する大学院生であり、かつ、一定の要件を満たし就労活動が認められる場合は雇用保険に加入。
（昼間学生については雇用保険に加入しない。）

*11 外国公務員および外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者は雇用保険に加入しない。

*12 医療を受ける活動または当該活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を目的とした外国人は加入不可。また、観光、保養その他これらに類似
する活動を行う外国人も加入不可。

*13 在留資格と関係なく、労働者として勤めていた外国人には労災保険が適用される。

*14 国民を対象としているが、特別永住者や身分・地位に基づく在留資格の外国人には準用される。

*15 「技能実習」の在留資格の性質上、実際に利用しない。

*16 在留カード等の提示がない場合でも、一定の信頼が得られると判断できる書類により居住地の確認を行うなど、教育委員会において柔軟な対応を行う
よう文部科学省から通知が出されており、居住する市町村の教育委員会へ相談する。

*17 活動の趣旨にそぐわないため、該当事例がないと考える。

○：対象となる、×：対象とならない、△：条件により異なる
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多文化ソーシャルワーカー
について

多文化ソーシャルワーカーとは

多文化ソーシャルワーカーとは、「外国人が自国の文化と異なる環境で生活することにより生じる心理的・社

会的問題に対して、ソーシャルワークの専門性を生かし、相談から解決まで継続して支援する人材」のことです。

ソーシャルワークの技術を用いて、相談者の気持ちを受け止めながら、相談者が抱えている問題が何か、ど

のような状況にいるのかを把握し、相談者の問題解決の意欲や意志を尊重し、自立した生活に向けて適切な

関係機関やサービスにつながっていけるようにサポートします。

あくまでも相談者自身が問題解決をしていく主体ですし、相談者と多文化ソーシャルワーカーだけで問題解

決できるわけでもなく、地域にある機関やサービスにつながって、様々な人たちと相互関係を築くことが必要で

す。そのために、他機関の関係者と連携しながら安心して暮らせる環境づくりを目指しています。

愛知県国際交流協会の多文化ソーシャルワーカー

愛知県国際交流協会内にある「あいち多文化共生センター」では、多文化ソーシャルワーカーが外国人から

の相談対応をしています。また、外国人からの相談を受けている機関や相談窓口の人たちからの問い合わせ

にも応じています。

あいち多文化共生センターは、外国人に関するよろず相談の場です。センターには、在留資格の手続き、労

働トラブル、健康保険制度、生活困窮、母子家庭の生活問題、教育・進学、結婚・離婚の手続き、DV、交通事

故など、多種多様な相談が入ってきます。

多くは制度の概要や手続きを説明したり、専門の相談機関を紹介したりするだけで終わるものですが、中に

はいくつもの問題が重なって、単なる情報提供や助言をしただけでは解決するのが難しいと思われる相談もあ

ります。引き続きサポートが必要と思われ、相談者からの希望がある場合には、多文化ソーシャルワーカーが継

続的に支援をします。自立した生活に向けて、相談者が必要な関係機関やサービスに繋がることができるよう、

関係調整や同行支援をしたり、時には相談者の代弁などをしたりします。また、必要に応じ、関係機関等に相

談者の本国の状況も理解してもらうように働きかけるほか、相談者が日本の機関や制度を正しく理解した上で

サービスを利用したり、安心した生活ができたりするように支援します。（→P.98)

あいち多文化ソーシャルワーカーの会

愛知県では、2006（平成18）年度から2011（平成23）年度まで多文化ソーシャルワーカー養成講

座を実施し、計108名が受講しました。受講者は、市町村や国際交流協会の外国人相談員、市区

町村役場の職員、学校の教師や語学相談員、女性相談員、母子支援員、医療ソーシャルワー

カー、外国人支援団体や学習支援団体のスタッフなど、幅広い分野におよびます。

この講座の修了者が自主的に集まり、多文化ソーシャルワーカーの活動を行うための技術およ

び知識の向上や講座修了者のネットワーク形成のために、任意団体として結成したのが、「あいち

多文化ソーシャルワーカーの会」です。勉強会、情報交換会、外国人の生活向上を目的とした諸

活動を行っています。
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外国人対応に関する
基礎知識

対応にあたって把握しておいた方がいいこと

外国人からの相談の対応は、基本的に日本人からの相談と同様、相談者の気持ちを受け止め、人として尊

重しながら個々のニーズに沿って対応することに変わりはありません。

ただし、特に留意すべき点もあるので、気を付けながら相談対応をしてください。

福祉専門職向けのアセスメントシート

公益社団法人日本社会福祉士会が相談援助業務のためのツールとして、生活支援アセスメント

シートを作成しています。面接相談で基本的な情報を整理し、本人が捉える課題、支援者が捉え

る課題や支援方針の判断の根拠を明確にできるよう考えられています。

領域別シートがあり、「滞日外国人支援」の領域も作成されています。

http://www.jacsw.or.jp/15_TopLinks/seikatsu_konkyu/index.html

外国人から相談があったら、全ての項目を聞き取らなくてはいけないということではありません。個々の状況

で当てはまること、当てはまらないことがあります。必要に応じて活用してください。

◆ 国籍

相談者が持っている背景を把握するのに、国籍は大事な要素です。フィリピン人同士の夫婦では離婚できな

いなど、母国の法律や制度が日本での生活に大きく影響することもあります。外国にルーツがある日本国籍の

人もいますし、母語、ルーツなど、その人を知る入り口にもなります。

また、夫婦や親子間でも国籍が同じとは限りませんので、必要に応じて家族の国籍を確認してください。

◆ 在留資格、在留期間（→P.7、9）

外国人が日本に住むには、在留資格が必要です。在留資格によって就労の可否や範囲が違ったり、受けら

れるサービスが違ったりします。 家族でも在留資格や在留期間が同じとは限りませんので、必要に応じてそれ

ぞれ確認してください。

◆ 来日時期、生活歴

「日本に住む外国人」と一口に言っても、日本に住んでいる期間や生活歴は様々です。母国で育って大人

になってから来日した人もいれば、日本で生まれて母国のことを知らない人もいます。どんな背景があるのか確

認してください。

◆ 日本語能力はどのくらいか、何語を話すか

相談者や家族の日本語能力を会話を通じて見通しましょう。日本に長期間滞在している等の理由で、日本

語が堪能な外国人もいれば、長年日本に住んでいても全く日本語が話せない外国人もいます。相談者や家族

の日本語能力によっては、母語が何語であるかを確認して、相談者が必要とする言語の通訳をつけることも検

討しましょう。国によっては、母語は一つとは限りません。例えば、フィリピン人だから母語がタガログ語であると

は限りません。

また、外国人に対して英語を交えて対応する人も見かけますが、全ての外国人が英語を理解できるわけでは

ありませんので、注意してください。

◆ 宗教の配慮が必要かどうか

イスラム教の女性からの相談の場合、男性の相談員と話すことに抵抗があることもあります。入所や通

所施設では、食べ物やお祈りの時間等、配慮することがあるかどうか本人に確認するとよいです。

◆ 日本への適応状況の見極め

相談者の望むことと現実の状況に乖離があることも少なくありません。日本語能力や経済力、支援体制など

を総合的に見て、相談者が日本にどの程度適応しているか、社会的にどの程度自立した生活をしているかを

見極め、支援の方向性を考えるようにしてください。

● 14 ●



外国人対応で気を付けること

◆ それぞれの国が持つ制度、文化、慣習、価値観が多様であることを理解し、尊重する

国によって辿ってきた歴史、政治や経済、文化、宗教、制度は違います。日本人の価値観と同様には考え

ることはできません。

例えば、日本では夫婦の話し合いで離婚することができますが（協議離婚）、アメリカやインドネシア等、裁

判離婚しか認めていない国もありますし、フィリピンでは離婚が法的に認められておらずできません。離婚を

することに対する困難さが国によって違います。

また、日本人と外国人の違いでよく言われるのが、時間に対する考え方です。約束した時間にどの程度の

幅があるのか、文化・価値観によって変わります。予定の時間に遅れたからと言って、「時間を守らない、い

い加減な人である」という判断が適切であるとは限りません。その上で日本での約束した時間を守ることの意

味を伝えるとよいです。

◆ ステレオタイプで捉えない

国の文化や価値観はありますが、「○○人は、後先考えずに行動する」「○○人は自己主張が強い」と

いった固定観念は禁物です。日本人でも多種多様な人がいるのと同じです。また、外国人だからその母国

語を話せるかというと、日本で生まれ育ったため母国語を話せない人もいます。一人ひとり、生活歴も性格も

全く違うということを認識し、対応してください。

◆ 自立した生活を送れるようにするための支援であるか

言葉が通じないと相談者の想いが直接伝わらずに、的確にニーズを捉えられない場合があります。また、

言葉が通じる相談員は信頼関係を築きやすい半面、依存されやすくもあります。

相談者のために支援をしていると思っていても、ニーズの核心を捉えられず支援していたり、かえって自立

心を削いでしまっていたりします。相談者が言葉で語った自分の想いや問題に対応するだけでなく、言葉で

表現できていないことを支援者が言葉にし、ニーズは何かを見極めながら、支援することが大切です。

話すときに気を付けること

◆ 相談者の話をしっかり聴き、意思確認をする

日本人に対しても言えることですが、相談者の話をまずしっかり聴くことから相談は始まります。相談

者が言葉として話している裏にたくさんの問題が潜んでいることがあります。

また、支援者が相談者にとってよいと思った制度でも、相談者が本当にその制度を理解して利用を

希望しているのか意思確認をしっかりしなくてはいけません。相談者が希望していないのにサービスだ

けが独り歩きしていることも少なくありません。

◆ 制度・サービスを丁寧に説明し理解してもらう

全てのことにおいて、当然わかっていると思っているようなことがわかっていないことがあります。理解の程

度をみながら、必要に応じてゼロからの説明になる場合があることを認識してください。

そして、制度は日本独自のものも多くあります。制度の名称と内容を丁寧に伝えるとよいです。母国に同じ

ような制度がないとイメージがわきませんし、母国に同じような制度がある場合には、 母国の制度のイメージ

で捉えてしまい、誤解を生じることもあります。

また、利用している制度をぼんやりとしか覚えていない人も多く、障害者手帳や医療受給者証を「○○色

の手帳」「○○色の紙」、手当を「国からの支援」と呼ぶ人もいます。相談者がどの制度を指しているのかきち

んと確認し、必要な場合は制度の名称を覚えてもらうようにするとよいです。

相談者の理解度をしっかり見極めて対応してください。

◆ できること、できないことを明確にする

外国人を支援する際には、何ができて何ができないのか、サービスの利用上のルールで、しなくてはいけ

ないこと、してはいけないこと等を明確に伝えましょう。例えば、「〇〇した方がよいかもしれませんね」と言わ

れた外国人は、それをしないといけないのか、しなくてもよいのかわかりません。また、その理由を正確に説

明することも大切です。
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◆ 本当に理解できているか会話を通して見通す

制度を理解する以前に、会話で使われる言葉が難しくて理解できない人もいます。通訳をつけていても、

母語でも理解できていないことがあります。様々な説明に対し、「はい、わかりました」と言っていても、何とな

く返事しただけで、実は理解できていないという人も少なくありません。本当に理解できているのか、説明した

ことを質問して理解度を確認してみるなど、工夫しながら会話を進めてください。

◆ やさしい日本語、明確な表現でコミュニケーションをとる

「やさしい日本語」は、災害がきっかけで、外国人にもわかりやすく伝わりやすい言葉として使われるように

なったことばです。簡単な表現を使ったり、一文を短くしたりして工夫しています。

日本語は主語がなくても会話が通じますが、主語を省略してしまうと、正しく解釈されないことがあります。

いつ、どこで、誰が、どうして、どのように、何をするのか明確に伝えましょう。丁寧語を使うことによって、外国

人に会話を難しく感じさせてしまうこともあります。

また、時間や距離の感覚は、国や人によっても異なります。「しばらく」「少し」「すぐ」などのあいまいな表現

は避け、具体的な数字で伝えるようにするとよいです。

相手の日本語レベルに合わせて、ゆっくりとわかりやすく、明確な日本語を使うようにこころがけてください。

◆ 図や文字などを示し、視覚でも表現する

言葉だけで説明を受けても、理解できないことがあります。簡単な文字や図を書きながら、イメージがしや

すくなるような説明の仕方を心がけましょう。理解を深めてもらうために、できれば日本語だけでなく、母語に

翻訳された文書も用意するとよいです。

通訳を利用するときに気を付けること

◆ 通訳を利用すると面接の時間が通常の倍以上かかる

通訳を利用すると、利用しない時の倍以上の面接時間が必要です。しかし、面接時間が長いと相談者に

精神的な負担がかかりますし、通訳者も集中力が落ち、負担もかかります。休憩時間を入れるなど、面接時

間はバランスを考えながら設定してください。

◆ 通訳者と事前に打合せする

相談者とよい関係を築くには、通訳者とも信頼関係があることが大切です。通訳も万能ではありません。有

能な通訳者でも用語の予習は必要ですし、家族背景などを知らないと通訳する際に困ってしまいます。中に

は支援者が話した内容に付け加えて、通訳者自身の意見も一緒に伝えてしまう人もいます。

通訳者の意見を加えないようにする、相談者が理解していない様子であったら知らせてもらうようにする、

相談者との信頼関係を築くために共感の言葉（「つらかったんですね」「不安だったんですね」など）も訳して

もらうなど、通訳者の役割を事前に支援者側が決めておきましょう。そして、役割とともに相談状況、知ってお

いて欲しい制度・サービスなどを通訳者と事前に打ち合わせをするとよいです。

◆ 通訳のしやすさを考える

制度が日本独自のものであるが故に、適切な語彙がない場合もあります。通訳しやすい言葉を選びながら

話しましょう。通訳に困った場合、通訳者から支援者に知らせてもらい、話のニュアンスが変わらないように心

がけてください。

また、一度にたくさんの情報を話すと、正確に通訳しにくくなってしまいます。こまめに話を区切って通訳し

てもらうようにしましょう。また、困っている状況をとめどなく話す相談者もいて、面接内容にまとまりがなくなっ

てしまうことがあります。状況をみながら区切って通訳してもらうことをこころがけてください。

◆ 家族や知人などによる通訳への配慮

通訳を親族や知人などの身近な人にしてもらう場合もありますが、誤訳や独自の解釈もあり、相談者本人

や支援者が考えていることがそのまま伝えられているとは限りません。言葉ができる人が通訳の役割を担え

るとは限らないからです。また、子どもが通訳をすることもありますが、子どもへの精神的な負担があるので、

できれば避けるのが望ましいです。困ったときは、訓練を受けている通訳者を紹介する団体を活用してくださ

い。

◆ 通訳者ではなく相談者を見る

どうしても話している人（通訳者）に目を向けてしまいがちですが、あくまでも、通訳は言語的なサポートの

役割です。相談者本人の表情や態度に目を向けてください。
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第2章

結婚するとき・離婚するとき



データでみる外国人の
結婚・離婚

出典：厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた都道府県別婚姻件数」2017年

日本人と外国人が国際結婚をした件数は、 2006（平成18）年の44,701件（婚姻件数全体の6.1%）がピークで

す。 2017（平成29）年は、21,457件（婚姻件数全体の3.3%）でした。夫が日本人で妻が外国人の組み合わせ

は、2006年まで増加していましたが、その後減少傾向にあり、妻が日本人で夫が外国人である組み合わせとの

差は近年縮まっています。

愛知県で2017（平成29）年に日本人と外国人が国際結婚をした件数は2,172件で、東京に次ぎ第2位です。

夫が日本人・妻が外国人の件数は1,689件、妻が日本人・夫が外国人の件数は483件でした。

◆ 全国の国籍別婚姻件数（2017年）

◆ 愛知県の国籍別婚姻件数（2017年）

全国の日本人と外国人の国際結婚の件数

出典：厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた年次別婚姻件数」 2017年
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2017（平成29）年に日本で外国人同士が結婚した件数は、4,453件でした。下の表は、どの国籍の夫とどの

国籍の妻が結婚したかを示しています。同国同士の結婚が多いことがわかります。 も多い組み合わせは、中

国人同士の結婚で、次いでブラジル人同士の結婚となっています。

※単位：件数。総数は、縦に妻、横に夫の数となる。

総数
韓国・
朝鮮

中国 フィリピン タイ アメリカ ブラジル ペルー その他

夫 574 25 33 59 - 8 257 19 173

妻 574 20 38 123 3 5 229 24 132

2017（平成29）年に愛知県で外国人同士の結婚した件数は、574件でした。 も多い国籍はブラジルで、愛

知県の外国人住民数を反映していると言えます。

夫－
総数

韓国
・朝鮮

中 国
フィリ
ピン

タ イ アメリカ 英 国 ブラジル ペル－ その他

妻－総数 4,453 421 847 158 22 601 45 719 104 1,536

韓国・朝鮮 406 335 26 1 1 11 4 - - 28

中 国 916 38 761 2 1 25 8 10 1 70

フィリピン 461 8 5 146 2 109 3 48 10 130

タ イ 62 2 9 1 13 9 - 7 1 20

アメリカ 392 5 3 1 - 351 3 2 2 25

英 国 18 1 - - - 3 13 - - 1

ブラジル 628 1 - 1 - 9 - 567 15 35

ペル－ 120 - 1 - - 10 - 39 50 20

その他 1450 31 42 6 5 74 14 46 25 1,207

全国で外国人同士が結婚した件数

愛知県で外国人同士が結婚した件数

出典：厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人 婚姻件数：夫の国籍・都道府県別、妻の国籍・都道府県別」2017年

出典：厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人 婚姻件数：夫の国籍・妻の国籍別」 2017年

※単位：件数。組み合わせの統計はなし。
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日本人と外国人の離婚をした件数は、2009（平成21）年の19,404件（離婚件数全体の7.7％）がピークです。

2017（平成29）年は、11,659件（離婚件数全体の5.4％）でした。

◆ 全国の国籍別離婚件数（2017年）

◆ 愛知県の国籍別離婚件数（2017年）

総数
韓国
・朝鮮

中国
フィリ
ピン

タイ アメリカ 英国 ブラジル ペルー その他

夫 1,177 151 573 2 24 15 2 71 34 305

妻 1,177 135 593 75 35 3 2 47 29 258

全国の日本人と外国人の国際離婚の件数

全国で外国人同士が離婚した件数

出典：厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた都道府県別離婚件数」2017年

出典：厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた年次別離婚件数及び百分率」 2017年

出典：厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人の人口動態」 2017年
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※単位：件数。組み合わせの統計はな
し。
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配偶者の国籍

必要書類

日本籍 外国籍

婚

姻

届

婚姻届 二人で1通 二人で1通

戸籍謄本 ○ ―

本人確認書類
免許証、

パスポート
等

在留カード、
パスポート、

免許証等

国籍を証する
書類

―
パスポート

等

婚姻要件具備証
明書もしくはそれ
に代わる書類

―
国によって

異なる

親の同意書
（未成年）

○ ○

その他
必要書類

―
国によって
必要な場合

がある

離

婚

届

離婚届 二人で1通 二人で1通

戸籍謄本 ○ ―

本人確認
書類

免許証、
パスポート

等

在留カード、
パスポート、

免許証等

その他
必要書類

※ ※

日本と10か国の婚姻届・離婚届
必要書類

婚姻要件具備証明書もしくはそれに代わる

書類

インドネシア⇒ 婚姻要件具備証明書

韓国⇒ 婚姻関係証明書、基本証明書

タイ⇒ 婚姻要件具備証明書もしくは申述書、

独身証明書、居住証明書

中国⇒ 婚姻要件具備証明書

ネパール⇒ 独身証明書

フィリピン⇒ 婚姻要件具備証明書（LCCM）

ベトナム⇒ 婚姻要件具備証明書もしくは婚

姻状況証明書

アメリカ⇒ 婚姻要件具備証明書

ブラジル⇒ 出生証明書、申述書、宣誓書、離

婚が記載されている婚姻証明書

ペルー⇒ 出生証明書、宣誓書、独身証明

書（婚姻未登録証明書）

婚姻届出時に、その他、必要となる書類

タイ⇒ 住民登録証

ネパール⇒ 家族関係証明書、出生証明書

※離婚届出時に、その他、必要となる書類

◆調停離婚の場合
調停調書の謄本

◆審判離婚の場合
審判書の謄本・確定証明書

◆裁判離婚の場合
判決書の謄本・確定証明書

ここでは、日本の市区町村役場に提出する必要書類を紹介します。なお、事案により必要書類が異なります
ので、事前に戸籍関係窓口で確認してください。また、外国語の文書については翻訳文の添付が必要です。

◆戸籍制度について

日本では当たり前になっている戸籍制度ですが、ほとんどの国には戸籍がありません。世界でも戸籍制度が
あるのは、日本と中国、台湾だけです。日本では戸籍を確認することで、独身か既婚者か分かりますが、外国の
場合、法律上の婚姻要件を確認するための婚姻要件具備証明書やそれに代わる独身証明書や出生証明書な
どが必要になります。国ごとに書類が異なりますので、それぞれの国の大使館や領事館で確認してください。
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国籍が異なるカップルの結婚を国際結婚といいます。

結婚制度は社会、宗教や文化、歴史的条件などに基づいて、長い年月をかけて確立した法制度であるため、

国によって異なる点も少なくありません。結婚を成立させるためには、実質的成立要件を満たした上、形式的な

要件・手続き（方式）を行う必要があります。

国際結婚の場合、上記の実質的要件、形式的要件に関して、どの国の法律を適用するか（準拠法）につい

て、「法の適用に関する通則法」（通則法）で規定しています。

国際結婚の手続きには、日本で結婚する方法と海外で結婚する方法があります。日本での国際結婚の手続

きは、以下の2つの方法があります。

① 初に日本の役場に婚姻届を出し、後で外国人当事者の本国の在日公館（大使館または領事館）で届

出をする方法です。外国人当事者の本国法によって実質的要件を満たしているかを確認するために婚姻要

件具備証明書の提出が必要となります。婚姻要件具備証明書を発行しない国もありますので、その場合は

代わりになる書類を提出することになります。また、提出する際には日本語の訳文をつける必要があります。

（→P.21)

② 初に外国人当事者の本国の在日公館に届出をし、その後日本の役場に届出をする方法です。この結

婚方式を外交婚と言います。国によっては、外交婚を認めない国や先に日本の役場で婚姻手続きをすること

を求める国などもありますので、手続きをする前に必ず相手国の在日公館に確認をする必要があります。

ただし、一方の当事者が日本人の場合は、挙行地である日本法の定める方式が要求されますので、在日

公館だけに手続きをして、日本の役場に戸籍法の定めによる婚姻届が提出されない場合、日本では有効な

婚姻とは認められないことになります。

日本での
国際結婚の手続き

婚姻の実質的成立要件

通則法で、実質的要件は、各婚姻当事者の本国法によるものとしています。

各国の婚姻法上結婚が認められるためには実質的要件が定められています。

○婚姻適齢

○重婚禁止

○再婚禁止期間

○近親婚の禁止

○父母の同意

など、国によって要件が異なるので、婚姻手続きをする前に確認が必要です。

婚姻の形式的成立要件（方式）

日本での国際結婚の場合、婚姻挙行地法である日本法によるほか、当事者の外

国人の一方の本国法による方式でも有効です。

ただし、一方の当事者が日本人であり、かつ婚姻挙行地が日本である場合は、挙

行地である日本法によらなければならない。
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① 日本の役場に婚姻届を出した後で

外国人当事者の本国の在日公館に

届出をする方法（創設的届出）

② 外国人当事者の本国または在日

公館に届出をした後で日本の役場に

届出をする方法（報告的届出）

日本での婚姻成立

（同時に本国での婚姻も成立する

国もある）

日本の役場と該当在日公館に必要書類を確認し、準備する。必要

に応じて、書類の翻訳及び外務省の認証を受ける。

また、外交婚を認めない国や日本での婚姻届を先にすることを求

める国もあるので、必ず大使館や領事館など在日公館に確認する。

住居または本籍地の役場に

書類を提出する

受理

（必要に応じて役場から法務局へ

受理伺いが行われる）

住民票記載

（日本人は戸籍記載）

婚姻届受理証明書をもらう
（必要に応じて、書類を翻訳したり
外務省の認証を受ける）

在日公館に届出

外国人当事者の

本国での婚姻成立

本国または本国の在日公館で

結婚する

外国人当事者の

本国での婚姻成立

本国または本国の在日公館の

結婚証明書をもらう

（書類の翻訳をする）

日本の役場に届出

住民票記載

（日本人は戸籍記載）

日本での婚姻成立
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世界の国々には、離婚を認めない国や日本では問題なく行われている協議離婚を認めない国など、多様な

法制度が存在しています。また、国際離婚に関してどの国の法律を適用するか（準拠法）について、日本では

次のように決められています。

日本での離婚方法は、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚（判決または和解）があります。ただし、

日本で離婚が成立しても、外国本国で離婚手続きをしないと、相手国での離婚は成立しない場合があるので、

両国できちんと離婚手続きや報告を行うことが重要です。

日本に常居所を有する日本人と外国人夫婦の場合は、日本法を準拠法として離婚します。また、違う国同士

の外国人夫婦でも日本に居住している場合は日本法が準拠法となり、日本の役場で協議離婚の届出をするこ

とができます。本国法が協議離婚を認めず、裁判離婚しか認めない国は、日本で協議離婚をしても、本国法上

は離婚の効力が発生しない場合があるので、その場合、日本で審判離婚または裁判離婚（判決）の方式をとる

ことになります。日本で裁判離婚をする場合には、調停前置主義によって、原則として、調停から始めなければ

なりません。

同じ国籍の外国人夫婦の場合は、準拠法は当事者の本国になりますが、その場合でも居住地が日本であ

れば、裁判の管轄権は日本の裁判所にありますので、日本の裁判所で本国法に基づき離婚することができま

す。その場合は、本国の法律に詳しい専門家に相談した方がよいでしょう。

日本法が準拠法になる。

日本法に則って手続きをする。

本国法が準拠法になる。

ただし、夫婦の住所地である日本の

裁判所に管轄権があるため、日本の家

庭裁判所で調停・審判・裁判離婚をす

ることが可能。

必要に応じて、本国法に詳しい専門

家に相談する。

日本での
国際離婚の手続き

日本の離婚準拠法

夫婦に共通する要素を通じて準拠法を指定します。

○ 夫婦が同一国籍の場合は、その国の法が準拠法になる。

○ 国籍が異なる夫婦で常居所を同じくする場合は、その常居所地法が準拠法にな

る。

○ 同一の常居所がない場合には夫婦に も密接な関係がある地の法律の順に準拠

法となる。

〇 ただし、夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法が準

拠法になる。

① 日本に常居所を有する、

日本人と外国人夫婦または

違う国同士の外国人夫婦の場合

② 同じ国籍の外国人夫婦の場合

● 24 ●



① 両者が離婚に同意し、親権、監護権

などの事項にも同意があり、

かつ相手国が協議離婚を認める場合

↓

協議離婚を行う

② 両者の離婚の合意が整わない場合

↓

家庭裁判所で調停離婚を行う

（当事者の本国が裁判離婚しか認めない場合は、
日本で裁判離婚を行うが、日本の調停前置主義
により、調停から始めることが原則）

居住または本籍地役場で離婚手続きをする

（調停や裁判の場合、調停成立や判決で離婚が確定するが、10日以内に届け出なければならない）

調停がうまくいかなかった場合、
審判離婚を行う場合もあるが、
これはまれなケースで、殆どの

場合、調停不成立から裁判になる

日本国での離婚の成立

調停や審判がうまくいかなかった場合、
家庭裁判所で裁判離婚を行う

役場で必要書類を確認し、準備する

外国本国での承認手続き
日本での離婚を外国人当事者の本国で承認を受ける手続きが必要となる。
日本の調停や審判は比較法的に独自なものであるため、当事者の本国の大使館または領事館

に問い合わせ、確認しなければならない。必要により、弁護士等代理人に依頼する。

●外国人当事者の本国で離婚する方法
当事者の本国で、本国法を準拠法として離婚するには、本国の弁護士など代理人に依頼することになるた

め、委任状が必要です。まずは、在日公館に離婚の相談をし、手続き方法を確認します。

●調停前置主義
夫婦や親子、親族といった家族間の人間関係に関わる争いについては、訴訟を起こす前に、原則として

家庭裁判所における調停の手続きを経なくてはなりません。

●離婚届不受理の申出
日本人配偶者から離婚を迫られ、離婚届を一方的に提出されてしまう可能性がある場合、離婚届を受理し

ないよう役場に申し出ることができます。

●母国に婚姻の届出をしていない場合
日本で婚姻手続きをしていても、母国では婚姻していない状態となっているため、先に婚姻手続きを行っ

てから離婚手続きをすることを求められる場合があります。
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各国の制度比較表

地域・国名

項目

日本
アジア

インドネシア 韓国 タイ 中国

結

婚

結婚の
成立

届出

民事婚

（各々の宗教の儀式の

後に民事上の婚姻登

録を行う）

届出

登録

（登録官の面前での公

開宣言）

登記

婚姻適齢

男性18歳

女性16歳
（令和４年４月１日から

は、女性18歳）

男性19歳

女性16歳
（21歳未満は両親の許

可が必要）

男性18歳

女性18歳

男性17歳

女性17歳

男性22歳

女性20歳
(少数民族は婚姻年齢

引き下げが認められて

いる。各自治区に別途

条例あり)

氏

夫婦同姓

（夫または妻の氏）

国際結婚の場合、夫婦

別姓だが、日本人配偶

者の氏を外国人配偶者

の氏に変更することも可

夫婦別姓、同姓を

選択
（名字の概念がない人

もいる）

夫婦別姓
夫婦別姓、同姓を

選択

夫婦別姓、同姓、冠

姓（結合氏）を選択

重婚 ×
×

（ただし、例外で成立す

る場合がある）

× × ×

女性の再婚禁止
期間（離婚後）

100日間

90日間

（夫の死亡により婚姻が

解消した場合は、130

日）

なし 310日 なし

同性婚 × × × × ×
（台湾では○）

配偶者
（妻）の国籍

基本的に変更され

ない

届出等の意思表示

によって、妻に夫の
国籍が与えられる

基本的に変 更され

ない

届出等の意思表示

によって、妻に夫の
国籍が与えられる

基本的に 変更され

ない

離

婚

離婚方法

協議離婚

調停離婚
審判離婚

裁判離婚

裁判離婚

協議離婚

(家庭法院で意思確認

が必要)

裁判離婚

協議離婚

裁判離婚

協議離婚

調停離婚
裁判離婚

親権・
監護権

単独親権

協議、調停、審判、裁

判により父母の一方に

定める

共同親権

(争いが生じた場合は裁

判所が裁定を行う)

単独親権

共同親権

単独親権

（協議または裁判所が

指定する）

共同親権

(授乳期間中の子は、

母親に扶養されるのが

原則)

ハーグ条約
締約

○ × ○ ○
マカオ、香港のみ

締約

ここでは各国の結婚・離婚に関する制度を、大使館・領事館への聞き取りや書籍等
を参考に項目別にまとめました。なお、事案や州により異なる場合がありますので、必
ず当事者の本国の大使館・領事館へ確認してください。
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地域・国名

項目

アジア 北米 南米

ネパール フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル ペルー

結

婚

結婚の
成立

届出

儀式

届出、儀式

婚姻許可証の発行、

民事婚または教会

婚

登録

州による

おおむね

婚姻許可状の発行、

儀式の挙行

届出

検事局の意見聴

取、裁判官認証

届出

婚姻適齢

男性20歳

(22歳から挙式可能)

女性20歳

( 当事者の年齢差

は20年を超えては

ならない)

男性18歳

女性18歳

男性20歳

女性18歳

18歳

（ネブラスカ州は17

歳、ミシシッピ州は

男性17歳、女性15

歳）

男性16歳

女性16歳
（ただし、18歳未満

は両親の同意が必

要）

男性18歳

女性18歳
（16歳以上で裁判

官が障害事由を免

除した場合は婚姻

できる）

氏
夫婦別姓、同姓

を選択

妻が婚姻時に姓

を変更
（夫婦別姓可）

夫婦別姓
夫婦別姓、同姓

を選択

夫婦どちらの姓

でも可、夫婦別
姓

元の姓の後での追

加、複数姓採用可

夫婦別姓

妻の姓の後に夫
の姓も追加可

重婚

×

（ただし慣習として

残っている）

× × × × ×

女性の再婚禁止
期間(離婚後)

なし なし なし

なし

（ テ キ サ ス 州31
日間）

なし

300日

(妊娠していないこと

が明らかである場合

は、この限りではな

い)

同性婚 × × ×
○

全州にて可

○
全州にて可

×

配偶者
（妻）の国籍

基本的に変更さ

れない

基本的に変更さ

れない

基本的に変更さ

れない

基本的に変更さ

れない

基本的に変更さ

れない

基本的に変更さ

れない

離

婚

離婚方法
協議離婚

裁判離婚

不可

（国際結婚の場合、

例外で離婚が成立

することもある）

協議離婚

裁判離婚
（ 協議の場合も裁

判所が関与）

裁判離婚

協議離婚

（未成年の子等が

ない場合）

裁判離婚

協議離婚

裁判離婚

親権・
監護権

単独親権

（夫婦で協議の上、

一方の親権に委ね

られる）

離婚が認められ

てい ないので 、
親権者の指定に

関して適用すべ
き法がない

（ 単独親権、共同

親権）

権利義務の合意

或いは裁判所で
養育者を一方に

決定
（3歳以下の子の養

育は、母に割り 当

てられる）

共同親権

単独親権
（州による）

法的監護と身上
監護に分かれる

共同親権

単独親権

共同親権

単独親権

ハーグ条約
締約

× 〇 × ○ ○ ○

事実婚：戸籍法の定める婚姻届を提出することで法律上の婚姻が認められるが、婚姻届を出していなくても、夫
婦としての認識が自他共にあり、事実上の夫婦関係がある場合について、一般に「事実婚」と呼ぶ。
ハーグ条約：国境を越えた子の連れ去りによる子への悪影響から子を守るため、原則として元の居住国に子を

迅速に返還するための国際協力の仕組みや国境を越えた親子の面会交流の実現のための協力について定め
た条約。締約国の中央当局は、相互に協力しつつ、子の返還や親子の面会交流の実現のための援助を実施。
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地域・国名

項目

日本
アジア

インドネシア 韓国 タイ 中国

子
ど
も

国籍取得

父母両系

血統主義

・父母に婚姻関係がある

場合→父また は 母が

日本国籍の場合

・父母に婚姻関係がな

い場合→母が日本国

籍の場合

（母が日本国籍でない

場合、日本国籍の父に

よる胎児認知、または

生後に認知及び国籍

取得の届出（20歳未満。

令和４年４月１日からは、

18歳未満。））

・帰化

父母両系

血統主義

・出生時に父または母

がインドネシア国民の

場合

父母両系

血統主義

・出生時に父また母が

韓国の国民の場合

・韓国の国民の父また

母による認知での届

出

・帰化

父母両系

血統主義

・タイ王国の内または外

で出生し、父母の双

方または一方がタイ国

籍保有者である者

・タイ王国内で出生した

者（条件あり）

父母両系

血統主義

・父母の双方又は一方

が中国の公民で、本

人が中国で生まれた

場合

・父母の双方又は一方

が中国の公民で、本

人が外国で生まれた

場合

(父母の双方又は一方

が中国の公民であると

ともに外国に定住し、

本人が出生と 同時に

外国の国籍を取得し

ている場合には、中国

の国籍を有しない)

二重国籍

×

外国及び日本の国籍を

有することになった時が

20歳に達する以前であ

るときは22歳に達するま

でに、その時が20歳に

達した あとであるときは

その時から2年以内に、

いずれかの国籍を選択。

（令和４年４月１日からは、

外国及び日本の国籍を

有することになった時が

18歳に達する以前であ

るときは２0歳に達するま

でに、その時が18歳に

達した あとであるときは

その時から２年以内に、

い ず れ か の 国 籍 を選

択。）

なお、出生の日から3か

月以内に日本国籍を留

保する意思を表示しな

ければ、子は出生の時

にさかのぼって日本国

籍を喪失。

×

18歳までに選択

×

・22歳までに選択

・国籍選択命令を受け

ても国籍選択をしない

場合は国籍を喪失す

る

・国籍喪失に関しては

自主取得と非自主取

得により 喪失要件が

若干異なる

×

満20歳になった時点か

ら一年以内に省令に規

定された書式及び手続

きで1つの国籍を選択

するように担当官に申

請しなければならない

×

認知

○

任意認知

（胎児認知、生後認知）

裁判認知

（胎児認知、生後認知）

要届出

〇

任意認知
認知の訴えは認めら
れていない

○

任意認知

（胎児認知、生後認知）

裁判認知

（胎児認知、生後認知）

○

任意認知
裁判認知

△

認知の制度はない
父の承認や裁判所など

の公的機関の確認によ

り可能

そ
の
他

ジェンダー
ギャップ指数

順位

110位（0.662） 85位（0.691） 115位（0.657） 73位（0.702） 103位（0.673）

根拠法

民法、国籍法 国籍法、民法、インドネ

シア市民権法

国際私法、民法、国籍

法

国民商法、国籍法 婚姻法、国籍法

ジェンダーギャップ指数：各国の社会進出における男女格差を示す指標。調査は、政治活動の参加と機会、
教育、健康と生存、政治への関与の4分野で測定され、数値が1に近いほど男女が平等、0であれば完全不平
等として表される。2018（平成30）年は、149か国を対象に調査され、1位は0.858のアイスランド、 下位は
0.499のイエメンであった。（世界経済フォーラムジェンダー・ギャップ指数2018より）
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地域・国名

項目

アジア 北米 南米

ネパール フィリピン ベトナム アメリカ ブラジル ペルー

子
ど
も

国籍取得

父母両系

血統主義

・出生時に父または

母がネパール国民

の場合

父母両系

血統主義

・父母の双方がフィリ

ピン国民の場合

・父母の一方がフィリ

ピン国民の場合

父母両系

血統主義

・父母の双方がベト
ナム公民の場合

・父母の一方がベト

ナム公民で他方が

国籍を有しない場

合

・その他は出生登録

時に書面による同

意により取得する

生地主義

補足的血統主義

・アメリカ国内で出生

した事実により、同

国の国籍を取得す

る

・アメリカ国外で出生

したアメリカ人の子

も同国の国籍を取

得する

生地主義

補足的血統主義

・ブラジル国内で出

生した事実により、

同国の国籍を取得

する

・ また 、血統主義も

採用している

生地主義

補足的血統主義

・ペルー国内で出生

した事実により、同

国の国籍を取得す

る

・ペルー以外の外国

で出生した子は 、

父 ま た は 母 が ペ

ルー人であれば、

出生登録により 国

籍を取得できる

二重国籍

×
出生による重国籍

者は、22歳に達する

までに国籍 を選択

する

○ ○ ○ ○ ○

認知

×

認知に関する規定

は存在しない

男女の合意によって

同居している時には、

婚姻関係が確立し

ている者と認められ、

正式に結婚していな

い両親から生まれた

子は、嫡出子と考え

られる

△

認知の制度はな

い
（事実主義をと って

いる）

○

任意認知

裁判認知

△

州による
（胎児認知において

は認められる州、制

度が存在しない州な

どそれぞれである）

○

任意認知

裁判認知

○

任意認知
（父母が一緒にもし

くはその一方のみに

より 認知すること が

できる）

裁判認知

そ
の
他

ジェンダー
ギャップ指数

順位
105位（0.671） 8位（0.799） 77位（0.698） 51位（0.720） 95位（0.681） 52位（0.720）

根拠法

婚姻登録法、婚姻

法

家族法、民法の一

部、児童少年福祉

法、国際養子縁組

法、国内養子縁組

法

家族法、国籍法、家

族婚姻法

ブ ラ ジ ル 民 法 典

（2002年制定）第4巻

憲法、民法

任意認知と裁判認知：認知とは、非嫡出子について、その父が自分の子であると認め、法律上の親子関係を
発生させるという制度。父が自発的に行うものを任意認知、裁判で父に認めさせるものを裁判認知とする。
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第3章

相談対応で知っておきたいポイント



日系人とは

彼が日系ブラジル人で、お互いに結婚を考えるようになりました。

日系人の場合、他の外国人と手続きが違うのでしょうか。

日系人と在留資格

日本から外国に移住した日本人の子孫を日系人といいます。1880年代から職を求めて多くの日本人が海外

移住しました。

1990年、出入国管理及び難民認定法が改正され、日系2世、3世とその家族が、長期間在留が可能な「日本

人の配偶者等」、「定住者」の在留資格を取得できるようになりました。活動に制限のない資格で日本に入国す

ることができるようになったのです。それにより、主にブラジルやペルー等中南米諸国の日系人が多く来日する

ようになり、製造業などで働いています。愛知県は製造業が盛んであるため、全国で もブラジル人が多く住

んでいます。

「日系人」といっても、国籍も在留資格も状況も様々です。たとえば、日本国籍を持つ日系1世とブラジル国

籍を持つ日系2世との間に生まれた子どもは二重国籍（→Ｐ.43）を持つことになります。近年は、帰化（→P.8）

する日系人も増えていますし、日本生まれ日本育ちの日系人も数多くいます。日系人が日本に長期間在留し

た場合、申請の上、「永住者」（→P.7）の在留資格を取得できることがあります。

また、「定住者」が必ずしも「日系人」とは限りません。非日系人であっても、日系2世、3世の配偶者やその子

どもは「定住者」の資格を取得することも可能です。2018年に「日系4世の更なる受け入れ制度」が創設され、一

定の要件を満たす日系4世は、「特定活動」で 長5年間在留できるようになりました。

（注）在留手続きで不明な点は、外国人在留総合インフォメーションセンター（TEL：0570-013904《IP電話、PHS、海外から

は03-5796-7112》）または 寄りの地方出入国在留管理局にお問い合わせください。

「日系人」と「非日系人」とで大きく違うのは、在留資格です。
ただし、「日系人」といっても日本国籍者の場合もありますので、決めつけたり思いこんだり

しないで、状況を確認するようにしましょう。

結婚と在留資格の関係

日系人の場合は「定住者」や「永住者」の資格を持つ人が多く、一般的に結婚によって在留資格が変わる

ケースは多くありません。一方、非日系外国人は多くの場合、日本人と結婚することにより「日本人の配偶者

等」の、日系人との結婚により「定住者」「永住者の配偶者等」の在留資格を取得することになります。

離婚することになった場合、「定住者」や「永住者」であれば、離婚しても在留資格を変更する必要はありませ

ん。非日系外国人が日系人と離婚するときも、「定住者」は離婚について申告の必要がないため、在留が認め

られている期間内はそのまま「定住者」の資格で日本に滞在することができますが、在留期間の更新をする場

合に認められない場合があります。

離婚した日を地方出入国在留管理局に届出をする必要があるのは、 「日本人の配偶者等」「永住者の配偶

者等」「家族滞在」の配偶者の在留資格を持つ人で、必要に応じて在留資格の変更をすることになります。

日系ブラジル人との結婚を考えている日本人女性からの相談です。
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◆海外在住の日系人数

世界の主な日系人の背景

第二次世界大戦前、多くの日本人労働者が職を求めてフィリピンに移住し、1930年代後半には、在フィリ

ピン日本人数は約2万4千人に達しました。戦後、在フィリピン日本人は米軍により日本へ強制送還され、日

本人と結婚していたフィリピン人妻とその子どもがフィリピンに取り残されました。このような残留日系人の多

くは、戦後、フィリピン国内の激しい反日感情のため、山中などに身を隠し、十分な教育と就業の機会を得

られず貧窮生活を余儀なくされました。また、父親を特定できないなどの理由で日本国籍を取得できないだ

けでなく、フィリピン国籍もない無国籍の状態にある人が多くいます。残留日系人の高齢化が進む中、「日

本人として認めてほしい」と、身元確認や国籍回復を求める声が高まっています。

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

1885年から1924年にかけて約20万人の日本人移民労働者がハワイに、約18万人がアメリカ本土に渡りま

した。農業部門で成功を収めた移民もいますが、多くは、当地での排日運動の高まりと共に人種差別に苦

しみ、戦時中は収容所に入れられるなど非人道的な扱いを受けた歴史もあります。世代が4世、5世と進む

につれて異民族間の結婚が盛んになり、多文化社会が普遍的となっているアメリカでは、自身が日系人で

ある、という意識は個人によって差があるようです。

ｱﾒﾘｶ

1908年からブラジルへの移住が国策として進められ、サンパウロ州、パラナ州を中心に各地に日本人が

入植しました。移民たちは日本語や日本文化の継承のために力を注ぎ、1世、2世の間では、日本人もしく

は日系人同士で結婚することが常で、日本人としての血を重んじていました。次第に混血が進み、今日で

は約150万人の日系人がいると言われていますが、実際は調査することが不可能なくらい人種の多様化が

進んでいます。1990年以降に来日したブラジル人の多くは、その子孫にあたります。

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

ペルーへの移民の歴史はブラジルより古く、1899年に開始されました。1920年代には首都リマでの日系

人コミュニティの存在が大きくなってきましたが、戦争を境に反日暴動が起こり、日系人に対する厳しい規制

が課されました。戦後、日系コミュニティは回復し、ペルー社会への同化を進めながら、医師や実業家、教

師といった職に就くなど日系人の地位も上がり、日系と非日系との結婚も珍しくなくなりました。また、1990年

に日系2世のフジモリ氏が大統領に選ばれたことは大きな話題になりました。

ﾍﾟﾙｰ

公益財団法人海外日系人協会ホームページ
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20代の日本人女性からの相談。付き合っている外国人男性との結婚

に関して問題があるようです。

不法滞在と結婚

外国人男性と交際していますが、その人はオーバーステイの状態です。

彼と結婚することはできるのでしょうか。

不法滞在とは

外国人が日本で暮らすためには、「在留資格」（→P.7、9）が必要です。在留資格は、日本での活動内容など

に応じて付与される資格で、全部で29種類（2020（令和2）年1月現在。「特別永住者」を除く。）あります

（→P.9）。この在留資格を持っていない状態のことを「不法滞在」※と言います。

法務省によると、不法滞在は次の3つのケースを指しています。

◆ 不法残留 ： 許可された在留期間を超えて滞在している場合（オーバーステイ（超過滞在）と俗称される

もの）

◆ 不法入国 ： パスポートも持たずに、あるいは偽造パスポートで入国した場合

◆ 不法上陸 ： パスポートは有効でも入国審査（上陸許可）を受けずに上陸した場合

不法滞在者は退去強制の対象となり、以降、禁止期間が経過すれば再び日本に入国、上陸できる可能性

はあっても、現実的には非常に難しくなります。そして、どれだけ長く日本で暮らしていても、特別な事情（日本

人との結婚などによる在留特別許可）が認められない限り在留が認められることはありません。

※ 外国人を支援する団体の多くは「非正規滞在」と呼んでいます。これは、不法残留や不法上陸といった違反だけでは犯罪者と言うべ

きではないという視点から、「不法」ではなく「非正規」としているものです。本書では、法務省で使われる「不法滞在」と表記していま

す。

婚姻の要件を満たしていれば、在留資格の有無に関係なく結婚はできます。在留資格の
有無が、婚姻に必要な要件となっていないからです。ただし、婚姻に必要な書類が整ってい
ないといけません。

また、結婚の事実があれば在留資格が自動的に得られるというわけではありません。安心し
て結婚生活を送るのには、オーバーステイ（不法滞在）の状態を解消する手続きが必要で
す。必ずしも在留が認められるとは限らないことも考慮すべきです。

【参考】 在留資格別 不法残留者数の推移

出典：法務省ホームページ
「本邦における不法残留者数について（平
成31年1月1日現在）」
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不法残留となっている外国人で帰国を希望している場合、収容されることなく、簡易な方法で手続きができる

「出国命令制度」を利用して帰国することができます。不法滞在で悩んでいる外国人が地方出入国在留管理

局または出張所（出入国在留管理官署）に出頭しやすい環境を整備し、自発的な出頭を促すことを図るもので

す。退去強制手続きにより帰国した場合、 低5年間は日本に入国することはできませんが、「出国命令制度」

で帰国した場合、その期間は1年間となります。「出国命令制度」を利用できるのは、次のいずれにも該当する

場合です。

ア 速やかに日本から出国する意思を持って自ら地方出入国在留管理局に出頭したこと

イ 不法残留以外の退去強制事由に該当しないこと

ウ 入国後に窃盗等の所定の罪により懲役又は禁固に処せられていないこと

エ 過去に退去強制されたこと又は出国命令を受けて出国したことがないこと

オ 速やかに日本から出国することが確実に見込まれること

帰国を希望している外国人で、「出国命令制度」の対象に当たらないものの、自ら地方出入国在留管理局に

出頭した場合については、仮放免の許可により、収容することなく手続きを進めることが可能です。

引き続き日本国内での生活を希望する場合は、まずは地方出入国在留管理局に出頭して、日本で生活した

い理由等を申し述べる必要があります。

また、摘発等により違反が発覚した場合は、原則、収容されることとなりますが、自ら摘発を受けるまでに出頭

申告した場合には、仮放免の許可により、収容することなく手続きを進めることが可能です。

出国命令制度

結婚相手の在留資格

結婚によって自動的に配偶者としての在留資格が取得できるわけではなく、また、不法滞在である場合に

は、在留資格の変更申請等によって配偶者としての資格を得ることもできませんので、不法滞在の状態に変わ

りなく、日本に滞在することはできません。

何らかの理由により日本での在留を希望する場合には、地方出入国在留管理局に出頭することが必要で

す。退去強制の手続きが始まり、手続きの中において、日本で生活をしたい理由を具体的に申し立て、在留希

望を申出することができます。

違反調査、違反審査、口頭審理を経て、 終的に法務大臣の裁決により、特別に在留が認められる（「在留

特別許可」）かどうかが決まります。本来であれば日本から退去強制されるべき外国人に対し、法務大臣の自

由裁量によって許可されるもので、在留資格のように「申請」するものではなく、日本に在留したい理由によって

提出する資料も異なります。また、必ず許可されるというものではありません。

在留特別許可の許否判断に当たっては、個々の事案ごとに、在留を希望する理由、家族状況、生活状況、

素行、内外の諸情勢、人道的な配慮の必要性と他の不法滞在者に及ぼす影響、諸般の事情を含めて、総合

的に判断されます。

特別に在留が許可された場合には、「日本人の配偶者等」等の新しい在留資格と在留期間が付与され、合

法的に日本で暮らすことができるようになります。結果として許可されない場合には、退去強制令書が発付さ

れ、日本から退去させられることが確定した人になるので留意してください。

＜参考＞
法務省HP
退去強制手続及び出国命令手続きの流れ http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo_flow.html

在留特別許可に係るガイドライン www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan85.html
在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について www.moj.go.jp/content/001293717.pdf
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事例① ブラジル人の夫との離婚の相談です。

事例② 別居しているブラジル人夫と離婚して、別の日本人と結婚した

いと考えているフィリピン人女性からの相談です。

離婚の方法

日系ブラジル人の夫と子どもと一緒に暮らしていますが、 近喧嘩が絶え

ず、離婚することになりました。夫も同意しています。

どのように手続きすればいいでしょうか。

準拠法の確認

結婚、離婚などの法律は、国によって定められていることが違います。国籍が違う夫婦については、どの国の

法律に従って手続きを進めるか、次のように決められています。（→P.24、25）

○ 夫婦の本国法が同じであるとき →その国の法律

○ 夫婦の本国法が異なるが、生活の本拠となる居住国は同じであるとき →居住国の法律

○ 夫婦の本国法も生活の本拠となる居住国も異なるとき →夫婦に も密接な関係のある国の法律（た

だし、夫婦の一方が、日本に常居所を有する日本人であるときは、日本法による。）

なお、二重国籍でその国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本の法律が優先されます。

この事例の場合は、夫婦の国籍を確認する必要があります。2人ともブラジル国籍ならブラ

ジルの法律に、2人の国籍が異なるなら居住地が日本なので、日本の法律に従って、手続き

を進めることになります。

日本の離婚手続き

協議離婚 … 双方が離婚に合意しているときは、離婚届を市区町村役場に提出すれば成立します。

調停離婚 … 一方が離婚に応じないときは、まず、家庭裁判所に夫婦関係調整調停（離婚）の申し立てを

行います。家事調停委員という第三者の立ち会いの下、離婚の話し合いを行い、双方が合意

に至れば離婚が成立します。

裁判離婚 … 上記のいずれでも離婚成立に至らないとき、あるいは協議や調停が不可能なときは、家庭裁

判所に離婚の訴えを起こし、判決で離婚します。

ただし、下記の理由以外では裁判離婚は認められません。

○ 配偶者に不貞な行為があったとき

○ 配偶者から悪意で遺棄されたとき

○ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

○ 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

○ その他婚姻を継続しがたい重大な事由（DVなど）があるとき
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ブラジルの離婚手続き

日本で離婚成立後の手続き

日本で離婚が成立しても外国籍の配偶者の本国にも届出をしなければ、その国では婚姻が継続中となって

しまいます。日本に住んでいる場合、在日の大使館や領事館に届出をして手続きするのですが、国によって離

婚に対する考え方が異なるので、その方法も異なります。

協議離婚を認めている国なら、日本での離婚届受理証明書等の書類を提出すれば離婚が成立しますが、

協議離婚を認めている国は少なく、多くの国で裁判が必要です。

また、同じ外国籍同士の離婚の場合は、日本の裁判所で2人の本国法で離婚の手続きをした上で、日本の

市区町村役場に届出をすることもできますが、本国で手続きするためには、本国で改めて裁判することが必要

な場合が多いです。

◆日本で離婚が成立した場合

ブラジルの高等裁判所で承認される必要があります。ブラジル本国での手続きについては、ブラジルで資

格を持つ弁護士に相談してください。

◆夫婦共にブラジル国籍所有者で、日本で離婚が成立していない場合

ブラジル本国で手続きを行うほうが望ましいです。

◆未成年の子・分与財産がある場合

ブラジル国内での裁判手続きを経て離婚します。当事者双方に争いがない場合については、代理手続

きで行うことができます。詳細については、ブラジルで資格を持つ弁護士に相談してください。

◆未成年の子・分与財産がない、かつ当事者に争いのない離婚の場合

〇 ブラジルの登記所で承認される必要があります。

○ 協議離婚公正証書をもって離婚することができます。第三者またはブラジルで資格を持つ弁護士によ

り、代理手続きをすることができます。

○ 総領事館で協議離婚公正証書を作成することもできますが、ブラジルで資格を持つ弁護士への委任

状作成、公正証書の原案作成手配、協議離婚事項のブラジルの婚姻証明書の追記手続きの依頼が必

要であるなど、複雑で時間のかかる手続きとなるため、 初からブラジル本国ですべての手続きを行うこと

が望ましいです。

ペルーの離婚手続き

基本的にペルーも裁判離婚ですが、2008年に法律が改正され、次の条件を満たす場合は、協議離婚もでき

るようになりました。

○ 結婚して2年が経過し、夫婦が離婚に向けて別居を決意していること。

○ 未成年または障害がある成年の子どもがいないこと。いる場合は、親権、養育費および面会について、

法に基づく裁判所の確定判決または協議書を有すること。

○ 婚姻期間中に取得した共有財産がない、もしくは、婚姻期間中の取得財産について、財産分割方法等

が公正証書として登録されていること。

日本 韓国ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ タイ 中国 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙｰ

協議離婚
調停離婚
審判離婚
裁判離婚

協議離婚
調停離婚
裁判離婚

協議離婚
裁判離婚

離婚不可 裁判離婚
協議離婚
裁判離婚

裁判離婚
協議離婚
裁判離婚

裁判離婚
裁判離婚
協議離婚

協議離婚
裁判離婚
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私はフィリピン人ですが、現在つきあっているブラジル人のパートナーと結婚し

たいと思っています。でも、つきあう以前に日本人の夫と別居したのですが、ま

だ離婚の手続きが完了していないのです…離婚するには、どうすればいいで

しょうか。

フィリピン人の離婚と再婚

フィリピンは、離婚が存在しない国です。しかし、結婚を終わらせて、再婚の資格を有する

状態にする法的な手続きはあります。この手続きについて知る一番よい方法は、フィリピンの

家族法が専門の弁護士に相談することです。

外国人（日本人含む）と結婚していたフィリピン人で、外国において正式に離婚の手続きを

し、裁判所で認められた場合は、再婚するための資格を有するようになることがあります。

そのためには、以下のことが重要です。

〇 フィリピン人で、現に結婚している人は、ほかの人と結婚することはできません。

〇 フィリピン国外（日本）で裁判（判決離婚）をする必要があります。

〇 外国での離婚が成立した後、フィリピンにおいて、そのことを証明し、国外での離婚につ

いて、裁判所で法的承認を受け、民事登録に反映させる必要があります。
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韓国では、夫婦の同意による協議離婚を認めています。しかし、日本のように離婚届を役場に提出するだけ

では成立しません。2008年6月22日から、協議離婚の手続きに、

① 離婚に関する案内と相談勧告を受ける。

② 離婚熟慮期間を設ける。

③ 未成年の子女がいる場合は養育と親権者決定に関する協議書（または審判定本）を事前提出すること。

の三点が義務となりました。

従って、離婚に同意する夫婦は家庭裁判所（韓国では家庭法院と言います。）で協議離婚の意思確認を申

請し、離婚に関する案内を受けてから離婚熟慮期間（養育する子女がいる場合は3か月、その他は1か月）を待

ちます。その後、指定された期日に裁判官の前に出席し、協議離婚意思の確認を受けた後、3か月以内に行

政窓口にて離婚の申告をします。海外在住の韓国人の夫婦も同じように必ず夫婦が一緒に総領事館を訪問し

て協議離婚の意思の確認を担当領事の前で受けなければなりません。

韓国の離婚手続き

フィリピンに離婚はありません。しかし、フィリピン人で外国人の配偶者との間に、外国において正式に離婚

が成立した場合、フィリピン人の配偶者も、フィリピン法に従い、再婚する資格を有することになります。フィリピ

ン人配偶者がフィリピン法に従い再婚する前には、フィリピン国外で成立した離婚について、フィリピンの裁判

所によってその有効性の証明をする法的な承認を得る必要があります。

事例 ②



離婚するとき考えなければいけない様々なこと

国際結婚をした夫婦、あるいは外国籍同士の夫婦が離婚するとき、日本人同士の離婚とは異なり、その手続

きも関係する複数の国で行わなければいけないのでとても大変ですが、それ以外にも付随して考えなければ

いけないことがあります。たとえば

○ 在留資格（→P.7、9）

○ 慰謝料や財産分与

○ 子どもの親権や養育権（→P.42） などです。

また、「世帯」が解消されることによって、社会保障、仕事、子どもの名前…など様々な手続きが必要になりま

す。

フィリピンは、海外で働く人口が多く、特に女性が多いのが特徴です。日本に住むフィリピン人

の数は、2019年6月末現在で、277,409人です。そのうち、194,178人（70%）が女性です。

2018年のジェンダーギャップ指数（→P.28、29）で、フィリピンは149か国中8位（日本は110位）

で、本誌で上げた10か国の中でも1位、アジアでも1位です。世界の中でも、男女の差がなく教育

が受けられ、就労ができる国のひとつです。女性管理職は珍しくなく、女性の大統領を2名も過去

に輩出しています。生活するのに共働きが効率的であるという理由だけでなく、女性の社会進出

が大切だという考えがあるため、海外に働きに出る女性も多いと考えられます。

また、フィリピンの文化は、家族を大切にします。働く動機は、「仕事をするのは家族のため」と

いう考え方からくるようです。

なぜ、日本にフィリピン人女性が多いのか
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フィリピンにおいても離婚が認められるには、まず、日本（フィリピン国外）で裁判離婚を成立させなければな

りません。日本に住む日本人とフィリピン人の夫婦の場合、準拠法は日本法となり（→P.36） 、家庭裁判所で離

婚判決を求めることになります。

次に、フィリピンの地方裁判所において民事訴訟を起こし、国外で成立した離婚をフィリピンでも法的に承認

してもらわなければなりません。ただし、日本で離婚が成立したからといって、必ずしもフィリピンでも離婚が認

められるとは限りません。協議離婚した場合や結婚離婚を繰り返した場合など、認められないこともあります。

在日本フィリピン共和国大使館のウェブサイト（リンクは下記）には、フィリピンの弁護士会の情報が掲載され

ています。法的な手続きに関する情報やフィリピン在住の弁護士に手続きを依頼する際の情報を得ることがで

きます。（https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/judicial-recognition-of-

foreign-divorce/#nav-cat）

離婚の承認が判決で得られた後、婚姻が国外で登録されたものである場合、離婚判決の注釈が付けられた

民事登録書類を婚姻が登録された地方民事登録局、あるいは、マニラにあるフィリピン総合民事登録局にも必

要書類を提出しなければなりません。

考慮しなくていけない大切なことは、フィリピンにおいて、国外での離婚の法的な手続きの

承認を得るには、相当な時間と費用がかかるという点です。このことは、新しいパートナーとの

間にできる子どもにも影響する可能性があります。例えば、子どもの法律上の父親は誰かを

確認するには、この離婚手続きをきちんと完了していることが重要なポイントとなります。



相談者は中国人女性。日本人の夫と1歳の子どもがいる専業主婦

ですが、今、夫との離婚を考えています。

離婚後の生活

夫が家事や育児に全然協力してくれないので、離婚しようと思っているのです

が、離婚したら日本に住めなくなるのではないかと不安なんです。

離婚したときの在留資格

外国籍の人が日本で生活するときは、「在留資格」（→P.7、9）を取得することが必要となります。2019（令和

元）年9月現在、29種類の在留資格がありますが、「活動に基づく資格」と「身分または地位に基づく資格」に大

きく分かれます。「活動に基づく資格」の場合は、認められている活動の範囲を超えて収入や報酬を得る活動

をすることができませんが、「身分または地位に基づく資格」の場合は、活動の制限はありません。

日本人と結婚している外国籍の人が一般に取得しているのは「日本人の配偶者等」の在留資格ですが、原

則として、「配偶者の身分を有する者としての活動を継続して6月以上行わないで在留している」場合、これに

ついて「正当な理由」があるときを除き、在留資格の取り消しの対象となります（入管法第22条の4第1項第7

号）。

「正当な理由」とは

○ 配偶者からの暴力（いわゆるDV)を理由として一時的に避難または保護を必要としている場合

○ 子どもの養育等やむを得ない事情のために配偶者と別居して生活しているが生計を一にしている場合

○ 本国の親族の傷病等の理由により、再入国許可（みなし再入国許可も含む）による長期間の出国をして

いる場合

○ 離婚調停または離婚訴訟中の場合 などです。

また、離婚が成立した場合は、地方出入国在留管理局に14日以内に届け出なければいけません。なお、婚

姻期間あるいは日本での滞在期間が長い場合や、日本国籍を持つ未成年の子どもがいて養育の必要がある

場合などは、在留資格を「定住者」に変更できる可能性があります。「定住者」の資格も「身分または地位に基

づく資格」なので、日本での活動に制限はありません。在留資格の変更手続きは地方出入国在留管理局で行

います。

外国籍同士の結婚の場合は、在留資格によっていろいろなケースが考えられます。「定住者」の在留資格を

持つ外国人と結婚した配偶者は、「定住者」の資格を得ることができ、離婚しても、認められている在留期間内

は、そのまま日本に滞在することができます。

この事例の場合、不安に思う理由はいくつか考えられます。

○ 在留資格のこと ○ 所得のこと ○ 育児のこと ○ 住居のこと など。

まずは、本人が何に不安を感じているのか確認が必要です。その上で、離婚前に考えたほ

うがよいことを伝えます。

この事例の場合は、夫が日本人なので、子どもは日本国籍の可能性があります。そのた

め、離婚後は在留資格変更申請の上、「定住者」の在留資格が与えられる可能性がありま

す。
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制度 支援内容

国民健康保険料（税）

の軽減

倒産や解雇、期間の定めのある労働契約が更新されずに離職した人など、自治体等の
国民健康保険窓口で手続きをすることにより、一定の期間国民健康保険料（税）が軽減とな

る場合があります。

国民年金保険料の

免除・納付猶予
収入の減少や失業、配偶者からの暴力により、保険料を納めることが難しくなった場合に、

条件により、保険料の一定割合免除、支払い猶予を受けることができます。

生活福祉資金の

貸付制度

低所得・障害・高齢の世帯に対して、一時的に生活費等が不足した場合に資金の貸付を
し、必要な援助指導を行うことによって、安定した生活が送れるようにする制度。原則として、

保証人が必要（緊急小口資金を除く）。※保証人なしの場合は、年利1.5%の利子が付く。

※次のア・イの条件を満たしていること。
ア．在留資格が「永住者」であること

イ．現在地に6か月以上居住し、将来も永住する確実な見込みがあること

生活困窮者自立支援

制度

働きたくても働けない、解雇され家賃が払えない、家計のやりくりができない等で生活が
困難になるおそれのある人等を対象に、生活保護を利用しなくても自立していけるように支

援する制度。相談支援、住居確保給付、就労準備支援、一時生活支援、家計改善支援、

学習支援等で、自治体により実施事業は異なります。

生活保護
健康で文化的な 低限度の生活を保障するために、その程度に応じて生活保護費が支

給されます。外国人の場合は、「永住者」や「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配

偶者等」の在留資格を持つなど一定条件を満たす人は支給される場合があります。

国籍を問わず、様々な支援制度を利用することができます。それぞれの生活に応じて以下のような支援を受

けることができます。なお、以下の支援には、所得制限がある場合があります。詳しくは、市区町村役場に問い

合わせてください。

離婚後でも受けられる制度

◆ 子どもを養育している人対象の制度

制度 支援内容

児童手当

日本国内に住む15歳の誕生日後の 初の3月31日までの子どもを養育している人に支
給されます。元配偶者が受給者になっている場合は、養育者への変更手続きが必要になり

ます。所得制限限度額以上の人は、特例給付となります。

◆ ひとり親対象の制度

制度 支援内容

児童扶養手当
ひとり親家庭で、18歳の誕生日後の 初の3月31日までの子ども（重度の障害を有する

子どもは20歳未満）を養育している場合に支給されます。養育する子どもの数や所得等によ

り決められます。

愛知県遺児手当
県内に住所があるひとり親家庭で、18歳の誕生日後の 初の3月31日までの子どもを養

育している場合には、 大5年間支給されます。

母子・父子家庭の

医療制度

ひとり親家庭の18歳の誕生日後の 初の3月31日までの子どもおよびその子どもを扶養
している父または母が医療機関で診療を受けた場合には、父または母と子について医療保

険自己負担額が支給されます。

福祉向け県営住宅

への優先入居

愛知県内に居住する母子世帯または父子世帯で、20歳未満の子どもを扶養している場
合に、申込みをすることができます。外国人の場合は、離婚の注釈が記載されている証明

書など申込み時点で配偶者がないことを証する本国の公的証明書を提出する必要がありま

す。

母子父子寡婦

福祉資金貸付金
20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の父母などが、就労や子どもの就学など

で資金が必要となったときに、貸付けを受けられる制度です。

県営住宅家賃の減額 収入が一定の基準に満たない人には、家賃が軽減される場合があります。

通勤定期運賃の割引
児童扶養手当の支給を受けている世帯は、JR東海の通勤定期運賃が3割引となります。

（通学定期は対象外）

◆ 生活困窮の場合の制度
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事例① 相談者は日本在住のベトナム人女性。中国人夫との離婚を考え

ていますが、子どもの親権のことで悩んでいます。

事例② アメリカ在住の日本人女性がアメリカ人夫と離婚するときの子ども

の親権についての相談です。

離婚後の親権

日本で離婚の手続きをしようと思っているのですが、子どもの親権でもめて

います。子どもは二人です。どうすればいいでしょう？

準拠法の確認

離婚の手続きと同様（→P.36）に、子どもの親権や監護権を誰が持つかということは、国によって定められて

いることが違います。国籍が違う夫婦の親子間の法律関係について、どの国の法に従って手続きを進めるかに

ついては、以下の規定が適用されます（通則法32条）。

① 子の本国法が父または母の本国法（父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方

の本国法）と同一である場合には子の本国法による。

② その他の場合には子の常居所地法による。

中国は、出生と同時に外国籍を取得している場合には中国の国籍を有しない（→P.28）ため、子どもはベトナ

ム国籍か中国籍のいずれかになると思われます。

なお、二重国籍の場合は、その国籍を有する国のうち、常居所を有する国があるときはその国の、ないときは

子どもにより密接に関係している本国の法律を適用することとなっています（通則法第38条）。

親権も離婚の手続きと同様に、準拠法の確認が必要です（→P.36）。親子間の法律関係

は、子どもの本国法と両親の本国法をみます。子どもの本国法が父または母の本国法と同じ

なら、子の本国法に従います。同じでないなら、子どもの常居所地の法律に従います。そのた

め、まず子どもの国籍を確認することが必要です。

親権とは

親権とは、未成年の子どもに対し、教育・保護し、身の回りの世話をすること、そしてその財産を管理する権

利・義務の総称を指します。

身上監護権とは、精神的・肉体的に未熟な子どもの成長を図らなければならない親の権利・義務です。親権

者が、子どもの近くにおらず世話ができないなど特別な事情がある場合、子どもの利益を考える観点から親権

者とは別に監護権者を定めることが可能ですが、一般的には親権者と監護権者は一致している場合が多いで

す。このように、親権の中からこの監護及び教育をする権利・義務のみを取り出し、親が子どもの教育や躾など

育てる権利・義務を身上監護権と呼びます。

事例 ①
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子どもの国籍 ～生地主義と血統主義～

出生による国籍の取得に関する考え方も、国により違います。

生地主義（または出生地主義）とは、国籍取得の際、両親の国籍に関係なく、生まれた国の国籍を取得でき

るとする方式です。アメリカやカナダなどで採用されているようで、たとえば日本人夫婦がアメリカで子どもを産

んだ場合、その子どもにはアメリカ国籍が与えられるようです。

血統主義とは、親の国籍が子どもの国籍となる方式です。同じ血統主義でも父または母の国籍となる父母両

系血統主義、父親の国籍となる父系血統主義、母親の国籍となる母系血統主義、また条件付きの血統主義を

採用するなど国によって考え方は異なりますので、大使館等で確認した方がよいでしょう。

たとえば、生地主義を採る国籍の人と血統主義を採る日本人が結婚した場合、その子どもがその生地主義

の国で出生すれば両方の国籍を取得することができます。また、父親が父系血統主義の国籍で母親が日本人

の場合、子どもは両方の国籍を取得することができますが、父親が日本人で母親が父系血統主義の国籍の場

合、その子どもは日本国籍しか取得することができません。

また、日本の国籍法では、20歳になる前に二重国籍となった日本人は22歳までに、20歳になってから二重

国籍となった日本人は二重国籍になった日から2年の間に、いずれかの国籍を選択する必要があります

（P.28・29）。

なお、令和4年4月1日からは、18歳になる前に二重国籍となった人は20歳までに、18歳になってから二重国

籍となった日本人は二重国籍になった日から２年の間に、いずれかの国籍を選択する必要があります。

日本の民法では、父母の婚姻中の親権は、父母が共同して行うこととされ共同親権ですが、「父母が協議上

の離婚をする時は、その協議で、一方を親権者と定めなければならない」とあり、また、裁判上の離婚について

も同趣旨の規定があり、単独親権しか認められません（民法第819条第1項、2項）。親権の中には「身上監護

権」「財産管理権」が含まれています。

協議によって話がまとまらなければ、家庭裁判所で調停をすることとなります。裁判所が親権者を指定する際

は、主として子を監護してきた者が誰か、父母の養育能力、養育環境、子への愛情、子の年齢、意向等の諸事

情を総合考慮して判断されますが、母親に親権が与えられることが多いようです。

一方、外国では、離婚後も子どもを養育する権利を両方の親が共有する共同親権の国も多くあります。

このケースの場合、ベトナムは単独親権、中国は共同親権であるため、準拠法がどちらの本国法になるかで

親権の持ち方が変わります。

日本 韓国ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ タイ 中国 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙｰ

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義

父母両系
血統主義 生地主義

生地主義、
血統主義

生地主義

単独親権―

日本の裁判所での手続きの結果は、日本では当然に有効ですが、本国でも認められるか

どうかは，本国の国際私法によって定まります。本国で必要となる手続等については、大使

館、総領事館に確認してください。必要に応じて弁護士に相談するとよいと思われます。

日本 韓国ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ タイ 中国 ﾈﾊﾟｰﾙ ﾌｨﾘﾋﾟﾝ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙｰ

単独親権 共同親権 共同親権
単独親権

共同親権
単独親権
共同親権

単独親権 単独親権 単独親権
共同親権

共同親権
単独親権
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今、アメリカのカリフォルニア州に住んでいます。アメリカ人の夫との離婚を考

えていて、離婚後は子どもを連れて日本に帰国したいのですが、どのような手

続きが必要ですか。

州によって法律が違うアメリカ

アメリカの親権

アメリカでは、親権に法的親権 (legal custody)と監護権 (physical custody)の2種類があります。また、それぞ

れについて共同親権/監護権 (joint custody)と片親親権/監護権(sole custody)があります。

法的親権は親として、学校、教育、住まいなど、子どもの養育に関して重要な事項を決定する権利のことをい

います。共同親権の場合は、離婚後も両親が養育に関わる問題を共同で決定することになります。

監護権は子どもが実際に誰と一緒に暮らすかについての権利です。共同監護権となった場合は、子どもが

両親とどのようなスケジュールで暮らすかが裁判所の判決に明記されることになります。片親監護権の場合、子

どもはどちらか片方の親と一緒に暮らし、もう片方の親には子どもとの面会交流権(visitation)が認められます。

親権に関してアメリカではどの州であっても子どもの利益と福祉が 優先的に考慮され、共同親権がもっとも

好まれる選択になっています。

カリフォルニア州の家族法によると、別居、離婚等の裁判中に子どもを連れて州外に居住地を変えることは

裁判所の許可がない限り、禁止されています。親権の判決が下された後も同じく、子どもの転居には新たに裁

判所の許可が必要になり、その場合、裁判所は親の移動の自由よりも、子どもがなぜ居住地を変えなければな

らないか、そしてその場合、面会権はどうなるのかを優先的に考えます。たとえば、離婚裁判で日本人が単独

監護権をとり、子どもが日本の国籍を持っていても、子どもを日本に連れて帰ることが認められない場合もあり

ます。国籍がどうあれ、子どもの転居に関しては、監護権を持たない親の同意が考慮されるからです。

アメリカでの離婚は各州の法律によって行われるため、離婚の要件や手続き、離婚に伴う親権、監護権、慰

謝料、財産分与なども州ごとで異なります。アメリカで離婚の手続きをする場合は、離婚する州で実務を行って

いる弁護士に相談する必要があります。

この事例の場合は、まずはカリフォルニア州の法律を確認し、その法律に基づいて離婚・

親権の手続きをするよう伝えましょう。

カリフォルニア州での手続きが終了した後、日本の手続きが必要となりますが、その際、もし

も子どもが日本国籍を持っていない場合、日本に帰国するには、ビザの取得、在留資格取得

の手続きが必要になります。

事例 ②
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ハーグ条約

各国の親権

今回のケースで、相手方の同意なく、子どもを外国から日本に連れ帰ってきた場合は、

相手方からハーグ条約に基づく返還請求をされる可能性があります。

双方の同意が無い状態で、子どもを国外（他の条約締約国）に連れ去った場合、「ハーグ条約」では、原則と

して子を元の居住国（常居所地国）へ返還することを定めています。アメリカ、イギリス、フランス、ドイツなどで

は、他の親権者の同意なく子どもを国外へ連れ出すと、誘拐罪に問われ、逮捕される場合もあります。

ハーグ条約とは、1980年オランダのハーグで行われたハーグ国際私法会議において採択された「国際的な

子の奪取の民事上の側面に関する条約」のことで、2019（令和2）年1月現在、日本を含む世界101か国がこの

ハーグ条約を締約しています。

この条約では、16歳未満の子どもの国境を越えた不法な連れ去り（一方の親の同意なく子どもを元の居住国

から出国させるなど）や留置（一方の親の同意を得て一時帰国後、約束の期限を過ぎても子どもを元の居住国

に戻さないなど）をめぐるトラブルに対して、子どもを元の居住国に返還するための手続きや国境を越えた親子

の面会交流の実現のための締約国間の協力等について定めています。国境を越えた形で不法な連れ去りな

どがあった場合は、日本人同士の場合も対象となります。

適用されるのは連れ去り前後の国の双方がハーグ条約の締約国である場合です。

締約国

非締約国

日本 ﾀｲ

ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ

韓国 香港・マカオのみ

ﾈﾊﾟｰﾙ

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ

ﾍﾞﾄﾅﾑ

ｱﾒﾘｶ ﾌﾞﾗｼﾞﾙ ﾍﾟﾙｰ

中国本土

2014年からブラジルは、共同親権に関する法律が施行され、共同親権が優先的に扱われることになりました。法

律では、子どもたちが両方の親と同時に接触することを前提とされています。詳しくは、ブラジル本国の弁護士に相

談することとなります。

離婚すると多くの場合、一方が養育費を支払うことになります。しかし、何かしらの事情で支払うことがで

きなかったり、意図的に支払わない人もいたりして、日本では泣き寝入りする人も少なくありません。

ところが、ブラジルでは養育費を支払わないと逮捕されることもあります。また、ブラジルでは養育費と

いってもお金そのものを渡すのではなく、学費やアパート代を負担するなど間接的に支払うという形がと

られているのも特徴です。「養育費」に対する考え方は日本人とブラジル人では大きく違うのです。

養育費を支払わないと逮捕される国もある

法的別居（一定の条件を満たし、必要な手続きを踏むことによって法的に認められる別居）や離婚、結婚の取消

しの場合は、子どもを養育する者が親権者になり、もう一方の親の親権は停止されます。誰が子どもを養育するか

については、原則として、子どもの意見を考慮しながら夫婦が話し合って決めます。合意がない場合は、裁判官が

判断しますが、原則として、3歳未満の子どもは母親が養育します。また、親権が停止されても、親としての義務に

変わりはなく、子どもとの面会もできます。

ﾍﾟﾙｰ

ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

外務省領事局ハーグ条約室

国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約についての連絡先

03‐5501‐8466（平日9時～17時） 英語対応可

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html
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私はタイ国籍です。子どもは3歳。夫は日本人です。夫が暴力をふるうのです

が、ずっと我慢してきました。 近は暴力だけでなく、生活費を渡してもらえなく

なりました。これ以上我慢できないと思い、子どもを連れて家を飛び出してきま

した。これから子どもと2人で生活していきたいと思っているのですが、どうすれ

ばいいでしょうか。

〇 DVの相談の場合は、まずは、女性相談窓口につなぎます。

〇 在留資格が「日本人の配偶者等」の場合、離婚すると在留資格がなくなり、日本にいら

れなくなると思って、離婚をあきらめてしまう外国人も多いようです。本当はどうしたいのか、

本人の意思を確認します。

〇 夫に居場所を知られないように安全確保に留意することが必要です。

〇 込み入った相談の場合は、日本語では難しい場合もあります。本人が希望する場合は、

母語での話ができるように通訳の確保に努めます。

〇 生活再建のための継続した支援が必要となる場合もありますので、専門機関との連携が

大切です。

配偶者の暴力（DV)

配偶者からの暴力は、身体的な暴力だけでなく、以下のようなものがあります。

○ 身体的暴力 ： 殴ったり蹴ったりするなど、直接何らかの有形力を行使するもの。

平手でうつ、足で蹴る、首を絞める、引きずり回す、物を投げつける 等。

○ 精神的暴力 ： 人格を否定する等心理的な傷を与えるような言動。

大声で怒鳴る、馬鹿にする、母国の文化をさげすむ、信仰を禁止する、

在留カードやパスポートを取り上げる、外出や同国人との交流を禁止する、

無視をして口を利かない 等。

○ 性的暴力 ： 性行為の強要、避妊に協力しない、嫌がっているのにポルノビデオを見せる 等。

○ 経済的暴力 ： 生活費を渡さない 等。

※ 子の前で暴力行為をすることは、子の視点から見ると虐待です。

配偶者暴力相談支援センター

配偶者からの暴力全般に関する相談窓口として、「配偶者暴力相談支援センター」の設置が、DV防止法に

より規定されています。その主な役割は、以下のとおりです。

① 相談や相談機関の紹介

② カウンセリング

③ 被害者および同伴者の緊急時における安全の確保および一時保護

④ 自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助

⑤ 被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助

⑥ 保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助

DV（ドメスティック・バイオレンス）

配偶者からの暴力で家を出た外国人の支援
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女性のための施設としては、都道府県と政令都市が 低1つは設置が義務づけられている「配偶者からの暴

力被害等に苦しむ女性の保護を行う施設」があります。配偶者暴力相談支援センターの機能を担う施設のひと

つとして位置づけられており、都道府県知事や市長から委嘱された女性相談員が、相談に応じています。

愛知県には、2つの配偶者暴力相談支援センターがあります。

愛知県女性相談センター
（→P.73）

052‐962‐2527
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/000001269
9.html

名古屋市配偶者暴力
相談支援センター

052‐351‐5388
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/19‐3‐3‐13‐
0‐0‐0‐0‐0‐0.html

また、都道府県、市区町村等が自主的に設置している女性問題の解決や女性の社会参画などを目的とする

「女性のための総合施設」があります。DVだけでなく、子どものこと、手当のことなど、女性に関わることであれ

ば、あらゆる内容の相談が可能です。また、DVの相談窓口を設置している施設もあります。

どちらも名称は、「女性相談所」「女性センター」「男女共同参画センター」など様々です。

安全確保と一時保護施設（シェルター）

配偶者からの暴力で被害者が逃げてきた場合、安全の確保が重要です。とにかく早期に、各市町村役場

（名古屋市の場合は、各区役所）の女性相談窓口（相談窓口の名称は様々です）につなぎます。他の関係機

関との情報共有は必要 小限とした上、情報は管理し、落ち着ける安全な場所を確保します。加害者に居場

所が知られないよう、市区町村役場や領事館に情報を漏らさないよう伝えることも必要です。支援を受けるため

に教会等につなぐこともあるかもしれませんが、情報が漏れてしまう危険性もあるので注意が必要です。また、

本人には、在留カードとパスポートを常に持っているよう伝えます。

一時保護施設（シェルター）には公的なものと民間によるものがあります。公的なシェルターの場合は無料で

すが、民間のシェルターは若干の利用料が必要となる場合もあります。母親が子どもを連れて入所することは

可能ですが、男子の場合、義務教育の年齢を超えていると、入所できない場合もあります。安全確保のため、

携帯電話の使用制限、外出時の届出、門限等の行動制限など、共同生活の不便さを感じることもありますの

で、施設についてあらかじめきちんと説明することが必要です。なお、シェルターが公的か民間かのタイプに

よっても、こうした制限の強弱は異なります。

いずれにしても、DVはとてもデリケートな問題であるだけでなく、命の危険も生じえます。すぐに専門家に相

談することが必要です。

家を出たからといって、すぐに在留資格がなくなるわけではありません。

2012（平成24）年7月の法務省入国管理局（名称は当時）通知「配偶者の身分を有する者としての活動を行

わないことに正当な理由がある場合等在留資格の取り消しを行わない具体例について」の中で、正当な理由

に該当する事例として、「配偶者からの暴力（いわゆるDV（ドメスティック・バイオレンス））を理由として、一時的

に避難または保護を必要としている場合」が示されています。警察や女性センター等に相談をしている事実が

あり、証明書を作成してもらえれば、配偶者の暴力の被害者として6か月以上の在留資格の延長が可能となる

場合があります。

また、日本国籍の子どもがいる場合は、離婚後はその子どもを養育（日本人の実子を養育）している親として

「定住者」の在留資格が与えられる可能性があります。配偶者の暴力から母子で逃げてきたことから、住民登録

をしないままでいると、子どもが居所不明児童とされてしまうことがあります。必ず、学校や地方出入国在留管

理局（→P.10）に事情を伝えることが必要です。

別居後の在留資格

男性DV被害者ホットライン

DV被害は、女性だけのものではありません。愛知県では、DV被害に悩む男性を対象に男性

の臨床心理士による相談ダイヤルを開設しています。（→P.73）
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事例 ① フィリピン人女性からの相談です。日本人男性との間の

子どもを妊娠しています。

事例 ② 相談者はブラジル人女性。別居中のペルー人夫がいま

すが、現在日本人男性の子どもを妊娠しています。

婚外子の認知と国籍

フィリピン人です。日本人男性との結婚を考えており、現在妊娠中です。で

も、妊娠を告げたとたん、彼から「結婚はしない。中絶しろ。」と言われました。

私は子どもを産むつもりですが、彼は認知しないと言っています。子どもの国

籍はどうなるのでしょうか。

認知されていなければ、日本国籍は取得できないので、出生手続きを役所及び領事館

等で行い、母親と同じ国籍となります。

認知されれば、日本国籍を取得することが可能です。父親として認知をしてくれないな

らば、父親に対して認知の訴えを起こすこととなります。

認知と国籍

法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子どもを「嫡出子」、法律上の夫婦関係がない男女の間に生

まれた子どもを「婚外子」または「非嫡出子」といいます。

民法では、婚姻の成立の日から200日を経過した後、または婚姻の解消もしくは取り消しの日から300日以内

に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定され、嫡出子として親子関係が成立します。しかし、婚外子の

場合、母子関係は分娩の事実から親子関係が明白ですが、父子関係は認知により親子関係が成立します。

結婚していない日本人男性と外国人女性との間に出生した子どもは、母親の国籍を取得することは可能で

すが、父親の国籍である日本国籍を取得するためには、父親が認知することが必要です。

認知には、母の胎内にいる間に日本人父が認知する「胎児認知」と、出産後に日本人父が認知する「生後認

知」の2つの方法があります。胎児認知は、出生によって日本国籍を取得します。生後認知は、出生によって日

本国籍を取得できませんが、2009（平成21）年に国籍法が改正され、出生後に日本人に認知された20歳未満

の子は、法務大臣に届け出ることによって日本国籍を取得できるようになりました。また、上記のほか父親の死

後に行う「遺言認知」というものもあります。

なお、自分の子どもではないのに虚偽の認知届を出すこと、虚偽の認知を利用して国籍取得の届出を出す

ことは処罰の対象となります。

◆認知の手続き方法 （認知の成立要件の準拠法を日本法とする場合）

● 胎児認知 （日本人父が外国人母の胎児を認知する場合）

＜届出先＞ 市区町村の戸籍窓口（外国においては大使館又は領事館）

＜必要書類＞ ○ 認知届

○ 母の承諾書（認知届のその他欄に記載でも可）

〇 母の国籍を証する書面

〇 母の出生を証する書面

〇 母の独身を証する書面（母に婚姻歴がある場合は、市区町村の戸籍窓口に確認して

ください。）

○ 父の戸籍謄本1部（本籍地以外で届出する場合）

○ 子の保護要件を満たしていることを証する書面

○ 届出人の本人確認証明書

事例 ①

● 48 ●



入国管理局

● 生後認知 （外国人母が子を出産後、日本人父が認知の届出をする場合）

＜届出先＞ 胎児認知に同じ

＜必要書類＞ ○ 認知届

○ 母の承諾書（認知届のその他欄に記載でも可）

○ 子の国籍を証する書面

〇 子の出生を証する書面

〇 母の独身を証する書面（母に婚姻歴がある場合は、市区町村の戸籍窓口に確認して

ください。）

○ 父の戸籍謄本（本籍地以外で届出する場合）

○ 子の保護要件を満たしていることを証する書面

○ 届出人の本人確認証明書

◆生後認知された子の国籍取得の方法

＜届出先＞ 住所地を管轄する法務局または地方法務局（外国においては大使館又は領事館）

＜必要書類＞ ○ 認知した父の出生時からの戸籍謄本

○ 国籍の取得をしようとする者の出生を証する書面

○ 認知に至った経緯等を記載した父母の申述書

○ 母が国籍の取得をしようとする者を懐胎した時期に係る父母の渡航歴を証する書面

○ その他親子関係を認めるに足りる資料

＜提出時期＞ 20歳に達するまでの間

※ いずれの手続きも、外国語で作成されている書類には必ず日本語訳が必要となります。また、必要書類は

事案により異なりますので、必ず届け出先へ事前に確認してください。

認知をしてもらえない場合は裁判（強制）認知という制度があります。まず、父親が自ら認知しない場合、家

庭裁判所で父親を相手とする認知調停の申し立てをすることができます。この調停において、子どもが父親の

子どもであるという合意ができ、家庭裁判所が、DNA鑑定等を経て、その合意が正当であると認めれば、認知

の審判がされます。父親の合意が得られず、調停が不成立に終わった場合は、あらためて家庭裁判所で認知

の訴えを行います。家庭裁判所が、審理の結果、認知請求を認めれば、認知の判決がされます。

上記の審判または判決が確定すると、法律上の父子関係が成立します。

男性が認知してくれないとき

外国籍の子としての出生手続き

認知をしてもらわずに出産をする場合、母親と同じ国籍となりますので、出生後の手続きは、役場のほか、大

使館や領事館にも行い、在留資格取得の申請も必要です。

地方出入国在留管理局
大使館・総領事館

②在留資格の申請
（30日以内）
必要書類：出生届記載事項証明

書や出生届受理証明
書など日本で出生した
ことを証明する書類、
世帯全員の住民票等

①出生届の提出
（14日以内）
必要書類：出生届書、出生証明

書、届出人の印鑑、
母子健康手帳、国民
健康保険証（加入者
のみ）

②本国に出生を届出る
必要書類：市区町村役場に出した出生届の証明等
同時に、国籍取得・パスポート申請
※各国の大使館・領事館

（→P.11）にて確認してください。

①

②

① 病院の出生証明書を持って日本の市区
町村役場に出生を届ける

② 両親が外国籍の場合は、①の届出の証
明を持って地方出入国在留管理局で在

留資格取得申請をし、それと同時に本国（
大使館や総領事館）に出生を届け出る

※ なお、出生から60日以内に帰国する場
合は、在留資格取得申請は不要

地方出入国
在留管理局
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夫の子でないことの確認

日系ブラジル人です。夫はペルー人で、10年前に結婚しました。2年前から

別居し、離婚したいと思っています。

現在、別の日本人男性との子どもを妊娠しています。子どもには日本人男

性の姓をつけたいのですが…。

この事例では、次の2つのことが問題になります。

〇 生まれてくる子どもが、事実に反して夫の子としてみなされるのか

〇 夫の子としてみなされる場合、誤りを解消する手続きを行い、血縁上の父との親子関係

を明らかにする

この事例では、国籍が異なる外国人同士の夫婦であり、また、血縁上の父は日本人である

ことから、どこの国を法律を適用すればよいのかを注意しなければなりません。

終的に日本人男性との子であることが確認され、日本国籍を取得する際に、日本人男性

の姓にすることが可能になります。

事実に反して夫の子となることや、手続きが大変であることを理由に、どこにも出生の届出

をしないでいると、無国籍の子となってしまいます。必ず出生の届出は必要です。

血縁上の父との親子関係を明らかにする

国際的な法律関係において適用される法律（準拠法）を決める法律（「通則法」）では、嫡出親子関係の「成

立」については、夫婦の一方の本国法で嫡出となるべきときは、嫡出子とされ（通則法２４条）、この事例では、

ペルー人父との関係では、婚姻中の子として嫡出子とされます（ペルー民法３６１条）。

次に、ペルー人夫が、子の嫡出性を争う場合の適用法が問題になります。成立した親子関係の適用法は、

子の本国法が父又は母の本国法と同一である場合には、子の本国法によるとされますので（通則法３２条、

→P.42）、ペルー法が適用されます。ペルー民法は、DNA証明により、夫のみに子との親子関係を争うことを認

めています（ペルー民法３６３条等）。

後の問題は、この裁判をどこで行うかということです。2018（平成30）年に人事訴訟法が改正され、当事者

の双方が日本に住所、居所を有するときは、日本の裁判所で争うことができる規定ができました（ただし、子の

出生を本国に届け出た場合、日本の裁判所の判決の効果は、どうすれば本国に反映できるかは、別に検討を

要します。）。

ペルー法が規定する父性の否認権行使の手続きに従い、子と夫の親子関係がなく婚外子であることを明ら

かにしたら、次の段階では、実父との親子関係を明らかにすることが必要となります。実父からの認知を、市区

町村役場の戸籍窓口に届け出ることにより、親子関係が成立します（→P.49）。

国籍取得をする

生後認知の場合、法務大臣へ届け出ることによって日本国籍を取得することができます（→P.49）。日本国籍

取得時に日本人実父と母親が結婚していた場合、実父の戸籍に入りますが、結婚していなかった場合、子を

筆頭者とした戸籍が編製されます。

無国籍の子の問題

どの国にも出生登録されないと、どの国にも国民としてみなされず、国籍のない無国籍者となります。2018

（平成30）年12月末の法務省の統計では、無国籍者は、全国で676人、愛知県で29人となっています。

無国籍では、在留資格も与えられませんので、国民健康保険や年金など、様々な制度が利用できなくなっ

てしまいます。無国籍にならないよう、出生の届出は必要です。

事例 ②
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第4章

各国の情報



インドネシアは1,000を超える民族が存在し、700を超える民族言語がある典型的な多民族・多言語の国で

す。多くの人が家庭や仲間うちなど私的な空間では第一言語である民族語を使用し、教育、放送、政治など公

的な空間では国語であるインドネシア語を使用します。

このように様々な民族と言語が共存しているインドネシアは、1945年の独立宣言まではひとつの国民という意

識が希薄でした。また、多民族・多言語の状況に宗教的アイデンティティも加わり、インドネシア人のアイデン

ティティは、様々な要素が交錯するかたちで現在も残っています。例えば、インドネシア人は自分のことを「イン

ドネシア人」、「ジャワ人」、「ムスリム」、「バリ人」、「バリ島出身のヒンドゥー教徒」などいろいろな形で表現するこ

とがあります。

国民としての「インドネシア人」というアイデンティティは、1945年第二次世界大戦後インドネシアが独立を宣

言し、それまでインドネシアを植民地支配していたオランダと独立戦争をする中で、意識されるようになりまし

た。そして、1949年にインドネシア連邦として独立が国際的に承認されることになり、インドネシア人という一つ

の国民的なアイデンティティが現実化することになりました。しかし、それと同時に、インドネシアの中に存在す

る文化伝統の異なる多様な民族をどのように位置づけるかという課題も浮上しました。

独立後のインドネシアには、宗教の違いや民族感情に根ざした地方の反乱が続き、インドネシア政権は国の

統一と国民の統合を掲げ、民族、宗教、人種問題に関する活動や報道を禁止しました。また、公の場で漢字の

使用を禁止することで、中国系などの渡来人に対して同和政策を取りました。特に国語であるインドネシア語

は、多様な民族をひとつにまとめる重要な役割を与えられ、民族言語は地方語として文化を表現する非政治

的な役割を与えられました。強力な国民統合政策の下で、インドネシア語を中心にひとつの国としてのアイデ

ンティティが優先され、民族の違いは抑制されたのです。

インドネシア人という国民意識は教育やメディアを通じて定着していきました。教育現場と主なメディアから民

族語は排除され、多くのインドネシア人は、教育、テレビやラジオなどのメディアを通じてインドネシア語を理解

するようになりました。教育の場での使用言語はインドネシア語で、民族言語は生徒がインドネシア語を理解す

るまでの補助的な言語としてのみ使用が許可されました。同時に国語のインドネシア語の識字率も急速に上が

り、インドネシア語を中心にインドネシア人としてのアイデンティティが定着するようになりました。

その反面、多様な民族文化の伝承は困難になりつつあります。その背景には教育やメディアの影響もありま

すが、地域コミュニティに移住者が増加し、文化的な均質性が薄くなってきていることにも原因があります。ま

た、生まれたときからインドネシア語で育ち、親の出身民族村から都市部へ移動して暮らし、民族語から遠く

なっていく世代が増えて来ているのも現実です。

このようなインドネシアの中央集権的な国家運営は1990年代後半からの自由化、民主化の波により大きな改

革を迎えます。地方分権化が掲げられる中で、言論の自由化が進められ、特定の民族や宗教に関わる団体活

動も以前に比べて自由に行われるようになりました。中国系やアラブ系も国民の構成員として位置づけられ、

民族の違いが公に認められるようになりました。インドネシアという国が多様な文化と言語を保持する多様な民

族集団から成り立っていることで、伝統文化を表現する地方語・民族語は大切に保存しなければならないという

認識が共有されています。例えば、地方語の一つであるジャワ語はジャワの影絵芝居にとって、バリ語はバリの

芸能にとって、なくてはならない文化言語です。インドネシア語を中心としたインドネシア人としてのアイデン

ティティを保ちながら、多様な文化と言語を尊重しなければならない認識が広く共有され、「多様性の中の統

一」の精神が人々のなかにも浸透しています。

インドネシア ～多民族・多言語の国のアイデンティティ ～
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在日コリアンの国籍・地域は、「韓国」と「朝鮮」があります。「韓国」は大韓民国の国籍を意味しますが、「朝

鮮」というのは、「朝鮮民主主義人民共和国」の国籍を意味するのではなく、朝鮮半島出身者とその子孫に対し、

その出身地やルーツを示す用語で、地域を表すものに過ぎません。朝鮮という名称は、「朝鮮民主主義人民

共和国」を表す場合もありますが、もともとは在日朝鮮人たちが「民族」の総称として使い始めたとされています。

日本政府は、1947年（昭和22年）「外国人登録令」第11条に「朝鮮人はこの勅令の適用については外国人とみ

なす」という規定により外国人と定義付け、あくまで日本国籍を有した状態で、「朝鮮」という記号で外国人登録

をするために使い始めたものです。当時は、まだ大韓民国および朝鮮民主主義人民共和国ともに成立してい

なかったため、国籍・地域は出身地を示す用語として一律に「朝鮮」と記載されたのです。

1948年には朝鮮半島の中で、大韓民国と朝鮮民主主義人民共和国が樹立されました。その後、韓国政府

が外国人登録上の国籍・地域に「大韓民国」または「韓国」と記載できるよう日本政府に要請をした結果、1950

年から本人の申し出により、地域としての意味で「朝鮮」から「韓国」に書き換えられるようになりました。1952年

サンフランシスコ講和条約が結ばれると、今まで有していた日本国籍は剥奪されてしまいます。その後、1965

年日韓基本条約により、国籍として韓国籍が認められるようになり切り換える人が増えてきました。

一方、北朝鮮は特に要請をしませんでしたが、それは初めから在日コリアンは全員「朝鮮籍」になっていたた

め、要請する必要がなかったことが考えられます。

このように、国籍・地域問題には複雑な歴史背景があり、在日コリアンの生き方は多様化しています。そのア

イデンティティは、北朝鮮とする人、韓国とする人、または朝鮮半島を南北繋がった一つの国として考える人、

または国とは別に民族として考える人など、個人により考え方は様々です。

在日コリアンの人口は帰化や結婚により年々減少しています。在日コリアンと日本人との結婚が9割ほどを占

めており、在日コリアン同士または在日コリアン（オールドカマー）とニューカマーの組み合わせは少なくなって

きています。在日コリアンは韓国本国に戸籍の登録を行わず、日本での登録のみという場合が多いので、結婚

する際に先祖とは関係なく単独で新しい戸籍を作る場合もあります。その場合は所在地を任意で作ることにな

るため、先祖とのルーツが切れてしまうのです。戸籍がない場合は、陳述書を添えること、自分の出生届、親の

婚姻届の提出が必要です。多くの在日コリアンにとって戸籍に代わるものは、法務省にある外国人登録原票に

なります。また、韓国では、戸籍制度が廃止されたので、結婚離婚の際に提出する書類や手続きについては

確認が必要です。

韓国 ～在日コリアンのアイデンティティ と結婚事情～

チョンチョップチャン（請牒状）から見える韓国

韓国では結婚招待状を請牒状（チョンチョップチャン）と言います。韓国の一般的な請牒状には、
結婚する男女の名前とその両親の名前、結婚日時と場所が記載されて、結婚式場への行き方や
地図なども載せたりします。 近の日本の結婚招待状は、結婚する本人の両親の名を載せないこ
ともありますが、韓国の場合は、両親の名前と結婚する本人たちが長女か次女か、長男か次男か
なども一緒に記載するので、ある程度家族構成がわかります。結婚というのは本人同士だけではな
く、家と家を結ぶ大事な行事という認識が残っていることが分かります。

また、日本の結婚招待状には結婚式への参加の可否を返信用のはがきで知らせるようになって
いますが、韓国の場合は、参加の可否を書面で求めることはしません。招待状を受けていない知り
合い程度の人が友人に連れられて、結婚式へ突然参加してしまう場合などもありうることなのです。
実際の参加人数は当日でないと分からないので、ブッフェ形式で、大まかに何人分ということで準
備します。それをだれも不自然と思いません。これは、結婚式を村全体でお祝いしていた名残かも
しれません。

また、 近の韓国では、紙の招待状とともにモバイル招待状を出すことが普及しています。スマ
ートフォンの普及率が高く、ネット環境が発達している韓国の事情が分かりますね。このように韓国
の請牒状からは、韓国人の考え方や習慣そして 近の風潮までが見えて面白いですね。
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山岳民族の問題

タイの人口6,900万人（2017年）のうち約85％がタイ族で占めていますが、北部山岳地帯で居住している山岳

民族も多くいます。山岳民族の多くは、19世紀から20世紀にかけて中国南部からミャンマー、ラオスを経てタイ

北部にたどり着いたとみられています。タイ北部を含むラオス、ミャンマー一帯は、「黄金の三角地帯」と呼ば

れ、戦後アヘンの原料となるケシが古くから栽培されてきた地域です。タイ政府は山岳民族の低地への定住を

勧め、市民権を与える同化政策を推し進めましたが、手続き上の問題などでいまだに無国籍の人が多く存在し

ます。国籍もなく、言語も異なり、教育を受ける機会もないという不利な状況から脱することのできない人々（特

に女性）は、生活を支えるために、人身売買の対象となり、タイの都市部や欧米、日本などへ送られることもあり

ます。

共働きの背景

タイでは一般的に女性の社会進出が進んでいます。その

背景として、かつて一人当たりの所得が高くなかったため、

女性が働くことで生活を支えていたという事情もあるようで

す。また、夫婦共同財産という概念があまりなく、自分で稼い

だお金は自分のものという考え方があり、たとえ配偶者で

あっても、他の人が稼いだお金を使うことに抵抗感がありま

す。

共働きが多いため、子育てを祖父母に任せることは珍しい

ことではありません。例えば、大都市のバンコクで仕事をし、

休日だけ田舎の実家に預けている子どもに会いに行くという

ことがあります。
家族思い

タイの人々は家族をとても大切にし、両親に恩を返すため

に仕送りするという文化があります。自分が少しぐらい不便な

思いをしても両親を楽にさせたいという傾向があります。

マイペンライ

一般的にタイの夫婦は「マイペンライ（気にしない）」の精神で切り抜けるものだと言われています。しかし、実

際には経済的に自立している女性が多いため、離婚に踏み切るケースも少なくないようです。「互いに愛情が

なくなれば、離婚すべきである。」と考える人も多く、離婚への抵抗感は少ないようです。

タイ ～マイペンライ そして自立した女性～

「メナムの残照」

タイ国民が誰でも知っている「メナムの残照（クーカム）」という小説があります。何度も映画化、

テレビドラマ化されるなど絶大なる人気を誇っています。

第二次世界大戦下のタイが舞台で、タイ人女性が日本人将校のコボリと無理やり結婚させら

れてしまいますが、次第にその女性はコボリに惹かれていくという物語。というわけで、タイでは

日本人といえば、その「コボリ」であって、日本人男性がタイへ旅行に行くと、「コボリ」と声をかけ

られることも。その主人公の影響で、日本人男性はタイ人女性には人気があるようです。
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中国での子育て環境と日本での生活

中国は、人口政策として一人っ子政策を実施してきました。その影響で、子育てにおいては、 1人の子どもに

対して2人の親と4人の祖父母の6人の手によって手厚くなされるという環境にありました。両親が共働きで、都

市部では、祖父母が子どもの面倒をみるということが一般的で、「今日は夫側か妻側のどちらの祖父母が孫の

面倒をみるか」で取り合いになる程だそうです。また、良い学校に行くために、子どもには家の手伝いよりも勉

強の方を優先させます。

日本の国際結婚のデータ（→P.18）からみると、日本人夫と中国人妻の夫婦は全国で も多い組み合わせ

ですが、核家族化した日本での価値観と上記のような環境の中国人が持つ家事や子育ての価値観の違い

が、生活に影響することもあります。子育てで祖父母にも頼れず、地域にも溶け込めず、孤独を感じる中国人

妻は少なくありません。

また、中国人に限りませんが、外国人にとっては、言葉や文化等の違いから出産や子育ての悩みなどを共有

できる場が限られ、日本人以上に子育ての不安や孤独に陥りがちです。

市町村によっては、妊娠・出産や育児について多言語で相談できる母子保健相談や教室があったり、子育

てをする外国人の親同士が交流できる場を設けている国際交流協会や、日本語を学びながら子育ての情報交

換ができる日本語教室があります。外国人住民が孤立しないような環境づくりが望まれています。

労働人口の減少と高齢化の抑止に向けて

一人っ子政策が原因の一つとなり、近年では労働人口の減少、高齢化が問題になってきました。2013年、中

国の60歳以上の高齢者人口は、1億人を超え（2018年末には約2億5,000万人）、今度は1人の子どもが、6人の

介護をしなくてはならない状態です。

少数民族や農民の場合、夫婦どちらかが一人っ子である等の理由があれば、2人目を持つことができるな

ど、政策が緩和されてきましたが、2015年、中国の国会に相当する全国人民代表大会常務委員会で「人口・

計画出産法」改正案が可決され、すべての夫婦が2人目を持つことが認められることとなりました。また、婚姻適

齢は男性満22歳、女性満20歳（少数民族は引き下げを認められています。）ですが、これまでは晩婚が奨励さ

れており、晩婚の夫婦は法定結婚休暇に加え、晩婚休暇が認められていました。この改正された計画出産法

では、晩婚を奨励する条文が削除されました。

法改正後、2016年の出生率は、2015年に比べ7.9%増で、2011年以来の 高値に達しましたが、その後は伸

び悩んでいます。2人目を生む夫婦が増えている一方、晩婚や非婚、子どもを持たない夫婦が増えているなど

の理由が挙げられます。

中国 ～一人っ子政策の影響と改正～

坐月子（ズオユエズ）

中国、台湾では、産褥期に「ズオユエズ」と呼ばれる静養の風習があります。元々は母親の体

力回復のため食べ物や行動を制限するものでしたが、近年は女性が産褥期を快適に過ごせるよ

うにと形が変化しています。産後は母親や義母らがサポートしますが、周囲に支援してくれる人が

いない場合、産後ケア専門の女性に依頼し、家事や育児をしてもらったり、入院施設に入ったり

することもあります。施設に入る時は夫も一緒に泊まるのが一般的です。費用は日本円で1泊約2

万円前後と高額ですが、それでも2週間から1か月間利用する人が多くいます。
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海外へ行く背景

ネパールからは「留学」として日本に来る人が も多くなっています。それには、ネパールの経済状況が関係

しています。

ネパール国内は労働人口の64%が農林水産業に従事しており、他の産業の労働力は36%程度です。また国

内での雇用状況が芳しくないため、多くの労働者が 低賃金以下で働かざるをえない現状があるようです。

こうした背景から、特に若い労働者が、収入を求め海外に働きに出て行くことも多いようです。

ネパールのGDPのうち32.33%を海外からの送金が占めています。近年では、海外留学した者が卒業後も海

外に留まったり、高い教育を受けた者が卒業後に海外流出したりすることが増えてきています。

ネパールの宗教・民族

ネパールには約60の民族があります。ネパール語を母語とする人口は約半数で、30以上の言語があります。

また、それぞれの民族がそれぞれ異なった風習や信仰を持っています。

宗教は、多数がヒンドゥー教徒（81.3%）です。法律上、カースト制度は廃止されたのですが、結婚相手は同じ

階級の人とするなど、慣習として残っている部分があります。

一般的に結婚はヒンドゥー教の形式・慣習を踏襲したものが多いですが、同じヒンドゥー教徒であっても、民

族によって異なった結婚の儀式があり、伝統に則って行われます。その他、仏教（9%）のほか、イスラーム

（4.4%）やキラント教（3.1%）なども信仰されています。

宗教・民族の伝統的結婚観

法律では廃止されていても、伝統として現在も様々な慣習が残っており、書類よりも宗教上の結婚を重視す

る傾向にあります。

例えば、重婚は法律上禁止（→P.27）されていますが、実質的には一夫多妻制が存在します。その理由とし

ては、労働力となる子どもがたくさん欲しい家庭が多いことや、女性の働き口が乏しく、一人では生活できない

女性が多いことなどが考えられます。

また、結婚が可能な年齢は、男女共に20歳以上（→P.27）と決められていますが、村では今でも幼児婚が見

受けられます。ただし、 近では、特に教育を受けた人たちの間では、恋愛結婚も一般的になってきています。

ネパールでは、2015年9月に新しい憲法が制定されました。新しい憲法では世俗国家とし、カースト差別の

禁止、男女平等などの基本的人権を掲げています。同時に、昔からネパールに存在する宗教や文化は国の

保護を受けることとされています。

ネパール ～ 民族の多様性と結婚～

アレンジドマリッジ

ネパールの伝統的な結婚は、子どもが成人した際、両家の親同士が婚姻を決めるという、いわゆ

る「アレンジドマリッジ」です。結婚式まで相手の顔を知らないということもあります。幼児婚もアレンジ

ドマリッジの形態の一部です。

しかし、 近は恋愛結婚も一般的になっています。親たちの承認を得ず、駆け落ちのような形で

の結婚も一部では習慣のように認められていたり、新婦が身ごもるまでは結婚式を挙げなかったり

することもあるなど、民族の多様性と同様に様々なケースがみられます。
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フィリピンとキリスト教

フィリピンの人口は約1億人。ASEAN唯一のキリスト教国です。国民の約9割以上がキリスト教（主にカトリック

教）を信仰しているため、人々の生活…例えば結婚・出産・誕生日などの行事、制度、道徳や世界観にも、キリ

スト教は大きな影響を与えています。

「サント・ニーニョ」と家族思いのフィリピン人

「サント・ニーニョ」はスペイン語で「聖なる子」という意味です。幼いイエスのことで、フィリピンのカトリックのシ

ンボル的存在です。幼いイエスの像が信仰の対象として広く受け入れられているのは、カトリックの国の中でも

フィリピンだけでしょう。イエス・キリストと聖母マリアに加え、幼いイエスを信仰するのは、フィリピンの人々が家

族をとても大切にしている表れかもしれません。フィリピンの家の居間には、たくさんの写真を飾ってあることが

多いのですが、これは幸福のしるしと考えられています。また、キリスト教徒にとって大切な儀式である洗礼式の

際、親族や両親の友人、または地域の有力者に洗礼親になってもらう制度があります。この洗礼親は、宗教面

のみならず人生の様々な場面で子どもの面倒をみてくれます。例えば、上京してくる子どもたちを家に住まわ

せたり、就職の世話をしたり、子どもたちが社会で生きていくために大切な役割を果たし続けてくれるのです。

また、イベント好きなフィリピン人、誕生日やクリスマス、お祭りなどのイベントは親戚一同が集まり一緒に過ごし

ます。

「バヤニヤン」とフィリピンの国民性（フィリピノ・ホスピタリティ）

フィリピンには、「バヤニヤン」＝助け合いという言葉があります。南国特有の明るく陽気な性格に加え、フィリ

ピン人は、ホスピタリティに溢れる国民である言われています。人と接する仕事をするには、ホスピタリティが求

められますが、フィリピン人は、このホスピタリティを持っている人が多く、フィリピノ・ホスピタリティと呼ばれてい

ます。困っている人を見かけたら、何とか助けようとする優しさが備わっているのです。また、大家族で生活して

いる家庭が多いため、親族同士の絆が強く、経済的にも家族や兄弟が支え合いながら生活することも珍しくあ

りません。また、高齢者を敬う文化が根付いており、介護職にも向いていると言われています。

フィリピン ～フィリピン人のホスピタリティ～

フィリピン人の英語力と今後

フィリピンの公用語はフィリピノ語（タガログ語）と英語です。非常に

多くの国民が英語を話します。フィリピンの主要な新聞のほとんどが

英文で、ビジネス分野でも英語が標準となっています。映画なども英

語の作品が数多く興行されています。フィリピンは7000以上の島から

成る国で、マレー系、中華系、スペイン系混血などの多民族国家で

す。島の数だけ言語があり、170以上の少数言語が残っているといわ

れています。人によっては、公用語であるフィリピノ語と英語が理解

できないこともあります。しかし、近年はほとんどのフィリピン人が、小

学校から大学まで、国語と歴史以外の授業を英語で受けます。言語

に対し敏感な下地がある上、英語でしか受け答えができない環境で

鍛えられるおかげで、フィリピンの人々は、実践的な英語スキルを身

に付けています。グローバル経済に役立つ英語力に加え、フィリピン

人の平均年齢は24歳と若く、人口も2091年まで増加が続くとの試算

もあるため、今後の経済成長も期待されています。
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仕送りは重要

日本に住む外国人には、母国へ仕送りをするのは当然と考える人が多く、ベトナムもその一つです。ベトナム

では、親戚一同が近隣に住むことが多く、子育て等の生活面において、親戚がお互いに協力し合います。そ

のため、家族や親戚の結びつきが強いのが特徴です。留学や就労を目的に日本へ来るベトナム人は、親戚一

同から支援を受けてきている場合もあり、その恩を返すという意味で、国にいる親戚のために、給料の半分もの

お金を仕送りする人も多いです。

女性の社会進出

高等教育機関の入学率や企業・政府機関における管理職の比率などの男女格差が小さく、女性の社会進

出度はアジアの中でもトップレベル。夫婦共働きが一般的ですが、子育てへの公的支援は十分とは言えず、

家事・子育ては両親や親戚、近隣の人の手助けで補っていることが多いです。

ベトナム ～家族を大切にする～

日本人にもイメージしやすい？！ベトナム人の名前

ベトナム語は中国語の影響が強く、漢字由来の言葉が多くあります。例えば、「ありがとう」は「カムオン」と言

いますが、これは漢字の「感恩」から来ています。その他、「チューイー（注意）」、「アイクオック（愛国）」、「クアン

リー（管理）」などたくさんあります。

ちなみに「日本」はニャッ バーンと言います。何となく想像できますね。

名前についても、漢字の音から受け継いだものが一般的です。男性の名前はフン「雄」、ズン「勇」、ハイ

「海」、フック「福」など、力強いイメージや財産に関わる言葉、女性の名前はラン「蘭」、ホア「花」、マイ「梅」、

シュアン「春」などのように花や季節などやさしいイメージのものが好まれるようです。姓で も多いのはグエン

「阮」といわれています。独立の父ホー・チ・ミンは漢字で「胡志明」と書きます。

なお、結婚によって姓を変えることはありません。ただし、現在のベトナム語の文字はアルファベット表記で、

漢字が読める人はごく少数です。

ベトナム男性は家庭的？

ベトナムでは、1日8時間労働の週休二日制で、早朝7時半から4時半までという労働時間が一般的だそうで

す。会社に6時ごろまで残業するなどということはまれで、家庭を持つ男性は夕方には必ず帰宅し、子育てや家

事をし、家族揃って夕食をとるということです。

ベトナムの十二支

日本と同様に十二支を動物で表しますが、日本のものと少し異なります。登場するのは、「ネズミ、

水牛、虎、猫、竜、蛇、馬、ヤギ、猿、鶏、犬、豚」です。日本の「牛」→「水牛」、同様に「ウサギ」→

「猫」、「ヒツジ」→「ヤギ」、「イノシシ」→「豚」となっています。もともと中国から伝えられたものですが、

牛が水牛になっているのは、ベトナムらしいですね。
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結婚・離婚の現状

アメリカは多くの国からの大規模な移住の歴史があり、民族的に多様な国です。宗教ではプロテスタント教徒

が人口の約半数を占めており、カトリック教徒や無宗教の人もいます。多様な文化が存在し、家族のかたちも

時代の移り変わりに従って多様化しています。非婚の女性や離婚した女性が自立した生活をしていたり、養子

縁組をしたり、同性婚をしたりしています。

アメリカの平均初婚率（2018年）は男性が29.8歳、女性が27.8歳で、日本の男性31.1歳、女性29.4歳と比較し

て、早い時期に結婚しますが、離婚率は1,000人に2.9人（2017年）であり、日本の1,000人に1.68人（2018年）と

比べて高い数値です。

同性婚について

聖書には同性愛を非難し禁じている条項があり、バイブルベルトと呼ばれる南部や中西部の保守的な州に

は同性愛に対する抵抗が特にみられます。各州で同性婚が合法化される中、2014年までは13の州が同性婚

を禁止していましたが、2015年6月、合衆国 高裁判所が「法の下の平等」を理由にアメリカのすべての州での

同性結婚を認める判決を出したため、同性婚のカップルは異性婚のカップルと平等の権利を全国的に受けら

れるようになりました。

日系アメリカ人について

1868年、日本人初の海外移住者153人がさとうきびプランテーションの労働者としてハワイに渡りました。当時、

ハワイでは労働力が不足しており、ハワイ政府は日本政府と話し合って移民を求めました。

1885年には1,930人がハワイ政府と日本政府の間の約束に基づいて日本からハワイに渡り、1894年にこの制

度が廃止されるまでに29,132人がハワイに渡りました。

その後、日本やハワイからアメリカ本土に渡る日本人が現れました。ハワイやカリフォルニアでは日本人の定

着が進み、1895年にはアメリカ国内に住む日本人は6,000人を超えていました。

「ピクチャーブライド（写真花嫁）」

初の移民は主に男性で、生活のめどが立ち、落ち着いたところで結婚を考えました。当時は、まだお見合

い結婚が主流で、決まった相手のいない人も多く、彼らは自分の写真を日本に送り、花嫁を募集しました。若

い頃の映りの良い写真を送ったり、他人の写真を送ったこともあったようです。そして女性たちは1枚の写真を

頼りにアメリカに渡ったのです。

花嫁たちが体験したアメリカでの生活は、日本で聞いていたのとは大きく違い、とても過酷なものだったとい

われています。しかし、花嫁たちは貧しい家庭出身の女性が多く、日本に帰ることも簡単ではありませんでした。

彼女たちの多くは、アメリカでの過酷な生活に前向きに取り組み、家庭を築き、生活の基盤を築いていきました。

アメリカ ～様々な結婚の形～
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県内には製造業が盛んな地域を中心にブラジル人の集住地域があります。

例えば、豊橋市、豊田市、名古屋市、岡崎市、西尾市には多くのブラジル人が暮らしており、ブラ

ジルの食材店・レストランやブラジル人が多く集う教会、ブラジル人学校などコミュニティに根ざした施

設があります。そういった場所を通じて、ブラジル人住民と触れ合ったり、ブラジル文化を知ったり、ブ

ラジルをもっと身近に感じることができるでしょう。

多文化共生の街づくりに一役買っている存在といえるかもしれません。

コラム ～愛知県内のブラジルコミュニティ～

ブラジル人の名前、結婚したらどうなるの？

例えば、非日系ブラジル人男性、アントニオ・カルロス・アラウージョ・ダ・シルバさん（Antônio Carlos Araujo 

da Silva）と日系ブラジル人女性、ジュリア・ミユキ・ヤマオカさん（Julia Miyuki Yamaoka）が結婚したとします。

（男性の名はアントニオ・カルロス、姓はアラウージョ・ダ・シルバで、アラウージョは母方の姓、ダ・シルバは父方

の姓。女性の名はジュリア・ミユキ、姓はヤマオカ）

ブラジルでは結婚後、妻のフルネームに、夫の姓を付け加える結合姓が一般的で、夫の父方の姓だけを付

け加えて、ジュリア・ミユキ・ヤマオカ・ダ・シルバ（Julia Miyuki Yamaoka da Silva）となります。もしくは、夫の姓を

二つとも付けて、ジュリア・ミユキ・ヤマオカ・アラウージョ・ダ・シルバ（Julia Miyuki Yamaoka Araujo da Silva）と

することも可能です。

その他、妻の元の姓、「ヤマオカ」を削除して、ジュリア・ミユキ・ダ・シルバ（Julia Miyuki da Silva）としたり、夫

が自らの名前に妻の姓を付け加え、アントニオ・カルロス・ヤマオカ・アラウージョ・ダ・シルバ（Antônio Carlos 

Yamaoka Araujo da Silva）とすることもできたりします。

また、二人の間に、子どもができて、その子の名前がソフィアちゃん（Sophia）だとしましょう。一般的に子ども

には両親それぞれの姓を付けることが多いですが、父親の姓に含まれている「アラウージョ（Araujo）」、（ソフィ

アちゃんからみれば祖母のもともとの姓）を結合させることも可能で、バラエティ豊かに命名することができま

す。

例えば、通常、両親の姓を付けると、ソフィア・ヤマオカ・ダ・シルバ（Sophia Yamaoka da Silva）ですが、ソフィ

ア・ヤマオカ・アラウージョ・ダ・シルバ（Sophia Yamaoka Araujo da Silva）とすることも可能です。

ブラジル人の名前は、通称名の短い表記で日常使用している人が多いですが、実際にフルネームを確認す

ると、長い名前の人もいます。ちなみにブラジル皇帝ドン・ペドロ1世のフルネームは、「Pedro de Alcântara

Francisco Antônio João Carlos Xavier de Paula Miguel Gabriel Rafael Joaquim José Gonzaga Pascoal Cipriano

Serafim de Bragança e Bourbon」だそうです。

ブラジルの結婚・離婚制度と宗教との関わり

ブラジルは、もともとポルトガルの植民地であったことに由来し、カトリック教会の影響が強い国でした。1822

年に独立後しばらく帝政が続き、皇帝は元首であると同時に教会の長でもあったことから、教会婚は民事婚と

しての効力がありました。その後、共和制に移管され、民事婚のみが正式な婚姻の形として認められるようにな

りましたが、カトリックの影響は長年続きました。

当時、離婚は禁止されており、裁判判決による別居は認められていたものの、男女とも再婚は認められませ

んでした。離婚を否定する背景には、「神様が結びつけた二人を人間が別れさせることは決してできない」とい

う考えが根底にありました。ようやく離婚が認められるようになったのは、1977年です。

現在のブラジルには、様々な宗教を持つ人が暮らしています。多くはカトリックが占めていますが、プロテスタ

ント、モルモン教、ユダヤ教、イスラーム、仏教、アフリカ西部のヨルバ族からもたらされた民族宗教など宗教観

は様々です。そのため、結婚、離婚に対する価値観も多様になってきていると言えます。

ブラジル ～ブラジル人の名前はなぜ長い～
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2007年におけるペルーの人口構成は、インディオが45%、インディオと白人の混血であるメスティソが37%、白

人が15%、その他（日系人などの東洋系、黒人など）が3%で、インディオの割合が高いのが特徴です。2007年に

実施された国勢調査によると、女性の社会進出や教育水準の向上などにより結婚している人の数が減っており、

事実婚のカップルが増える傾向にあります。また、2年以上続いた事実婚は取得財産共同体として認められ、

養育費の請求や遺産相続の権利も発生します。

歴史からみる家族観

インカ時代のインディオ農民は、主に血縁関係のある人たちで集まり、暮らしていました。集団により生活が

守られ、集団の中で人々は性別ごとの役割を学んでいました。夫婦の役割分担がされていても、性別による優

位性はありませんでした。

その後、インカ帝国は滅びスペインの植民地となります。スペインからカトリック教とともに、家父長制が流入し、

男性優位の考え方や、女性は女性らしくという性別の役割意識が広まりました。

そのため、現在のペルーで見られる家族観や家族の伝統は、インカ時代以前のものと植民地時代にもたらさ

れたものが混在しています。

宗教からみる結婚観

植民地化によりカトリック教が持ち込まれてから、他のカトリック教国もそうであったように、ペルーでも離婚が

認められていませんでした。「神が結び合わせてくださったものを、人が離してはならない（マタイによる福音書

19･6）」という聖書の言葉があるからです。結婚式においても、司祭によってこの言葉が宣言されます。

国としては1930年に、明確な理由がある場合に限って離婚及び協議別居をはじめて認め、1984年に現在の

離婚制度を導入しました。しかし、依然としてカトリック教会では、有効に成立した結婚（混宗婚や異宗婚を含

む）は解消されないとして離婚を認めていません。再婚して二度目の挙式を行う際、前夫の死亡等、特別な理

由がない限り、教会での結婚式は行うことができません。法的には離婚できても、宗教的には離婚できないの

です。

現在の結婚手続き

ペルーで結婚する時は、事前に役所で必要な書類を提出し結婚の申請を行います。二人が結婚する旨を

公示し、異議申し立てがなければ、その後4か月以内に結婚ができるようになります。結婚する際の年齢の制限

（ペルーの場合は18歳以上）や独身であることは、日本と共通している条件ですが、その他に様々な条件があ

ります。一つの例として、子孫に危険を及ぼす感染症患者の結婚も禁じており、結婚する際に診断書の提出が

必要になります。

挙式には、区役所で行われるもの「シビル（CIVIL）」と教会で行われるものがありますが、カトリック教徒の多

いペルーでは教会での結婚式により重きをおくようです。

また、離婚や死別後、女性は300日間は再婚できませんが、出産した場合や、妊娠していないことを診断書

をもって明らかにすることができれば、この期間でも再婚が認められています。

ペルーの結婚披露宴

ペルーでは、結婚式が終わると、日本のように披露宴が行われます。
ペルーの披露宴は日本の披露宴とは大きく異なり、楽団の生演奏にのせてワルツなどのダン

スを踊り、盛り上がります。余興などはなく、食事と会話を楽しみながら、始めから終わりまでダン
スを踊り続けます。

ペルー ～民族や宗教からみる結婚観～
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知ってほしい、イスラームのこと

～愛知淑徳大学 交流文化学部交流文化学科 榎田ゼミ一同～

今回の冊子（「多文化」ってこういうこと＝結婚・離婚編＝）をつくるにあたってイスラームのことを

勉強するために名古屋市中村区にある「名古屋モスク」に行ってきました。初めて行くモスクに緊張

しながら入口まで行くと、ひげを蓄えたいかにもムスリムな感じの男性が優しく中へ案内してくれま

した。お話をして下さったのはSさんという女性の方で、結婚を機にキリスト教からイスラームへ改宗

したという方でした。 初は気が進まなかったSさんですが、改宗してからムスリムの良さをたくさん

知ったとのことです。Sさんから伺ったお話から印象的なエピソードをご紹介させていただきます。

お話の良さが伝わることを祈って・・・。

まず、はじめに 近話題になっていたイスラム国について。イスラームには彼らのやっている行

動を肯定するようなことは書かれていないとのことでした。そもそも、イスラームは、 「ラー イラーハ

イッラッラーフ」(アッラーの他に神はいません)と「ムハンマド ラスールッラー」(ムハンマドはアッ

ラーの使徒です)という、2つの事を誓うことで入信できる、とてもシンプルな宗教ということです。つ

まり、その2点を信じていればムスリムだと言えるのだそうです。

続いて、インタビューの中で、ある意外なことが判明しました！それはイスラームが女性に優しい

ということでした。みなさんは、イスラームの女性は体を布で覆い、隠されているイメージをお持ちで

はないでしょうか。ムスリムには、大切にしている書物が二つあります。一つはクルアーン、これは

「こうしなさい」という指示書です。もう一つは、ハディースというもので「こうした方がいい」ということ

が書かれており、ムハンマドの行ったことや言ったことが収められています。ムスリムの男性がひげ

を蓄えているのもハディースに書かれているからなのです。クルアーンには「女性は美しいところを

隠しなさい」と書かれています。そして、ハディースには「顔と手以外を隠しなさい」と書かれている

のです。つまり！女性の美しさで男性が集中できなくなるのを防いでいるのです！ちょっとびっくり

じゃないですか？

少し印象が変わったところで、女性に優しいと感じたお話をします。インタビューしたSさんには、

4人の息子さんがいます。4人とも信仰の度合は違いますが、お母さんにとても優しいそうです。そ

れはムスリムには母親を大事にしないといけないという教えがあるからなんです。女性に優しい宗

教でしょう？他にも様々な意外で面白いことがイスラームにはあります。

ムスリムが誤った理解をされていることも少なくありません。ですが本当のイスラームというものを

知らずに、非難すべきではないと思います。これはイスラームだけでなく、他のことにも言えるでしょ

う。異なる文化を受け入れるということは難しいかもしれません。でも、まずは、正しく知るということ

が大切だと思います。たくさんある情報を鵜呑みにするのではなく、自分自身の目で正しく把握し、

その上で、それぞれの意見、考えを持つことが大切ではないでしょうか。

*ムスリム…イスラーム教徒のこと。アッラーの教えに帰依する者。イスラームの信仰告白をする者。

※この記事は、「多文化」ってこういうこと＝結婚・離婚編（2016年）を作成する際にご協力をいただい

た愛知淑徳大学交流文化学部交流文化学科の榎田ゼミ生（当時）が作成してくれました 。
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第5章

結婚・離婚と外国人に関する資料



愛知県に住む外国人

2018（平成30）年12月現在、愛知県には156の国や地域の外国人が260,952人暮らしています。その数は愛

知県の総人口の3.4%で、そのうち、ブラジル、中国、韓国・朝鮮、フィリピン及びベトナムが約80%を占めていま

す。全国統計と比較すると、ブラジルやペルーなどからの日系人が多いという特徴があります。

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018年12月末）

愛知県の中で、名古屋市の外国人住民が も多く、全体の33.4%を占めています。

また、市町村ごとに外国人の国籍や総人口に対する割合が異なります。

市町村別外国人数（上位）

名古屋市 84,788人

豊田市 17,939人

豊橋市 17,775人

岡崎市 12,249人

西尾市 9,780人

小牧市 9,629人

中区 10,025人

港区 8,969人

市町村総人口に対する外国人割合（上位）

高浜市 7.76% （3,773人）

飛島村 7.60% （ 350人）

知立市 7.38% （5,349人）

碧南市 6.99% （5,111人）

小牧市 6.29% （2,558人）

岩倉市 5.33% （ 181人）

国籍別外国人数

市町村別外国人数

愛知県（260,952人） 全 国（2,731,093人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

名古屋市

豊田市

豊橋市

岡崎市

4,624人

6,764人

8,199人

4,349人

23,830人

2,833人

1,482人

1,818人

15,726人

1,133人

1,225人

1,273人

9,365人

1,917人

3,564人

1,825人

9,070人

1,708人

1,456人

6,385人 15,788人

2,992人

2,353人

1,289人

ブラジル

中国

韓国・朝鮮

フィリピン

ベトナム

ネパール

その他

59,334人
（22.7%）

49,159人
（18.8%）

37,346人
（14.3%）

32,176人
（12.3%）

31,614人
（12.1%）

9,093人
（3.4%）

7,750人
（2.9%）

6,332人
（2.4%）

3,260人
（1.2%）

2,731人
（1%）

2,222人
（0.8%）

19,935人
（7.6%）

ブラジル

中国

フィリピン

韓国・朝鮮

ベトナム

ネパール

ペルー

インドネシア

タイ

米国

台湾

その他

764,720人
（28%）

479,193人
（17.5%）

330,835人
（12.1%）

271,289人
（9.9%）

201,865人
（7.3%）

88,951人
（3.2%）

60,684人
（2.2%）

57,500人
（2.1%）

56,346人
（2%）

52,323人
（1.9%）

48,362人
（1.7%）

319,025人
（11.6%）

中国

韓国・朝鮮

ベトナム

フィリピン

ブラジル

ネパール

台湾

米国

インドネシア

タイ

ペルー

その他
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永住者

771,568人

28.2%

特別永住者

321,416人

11.7%
留学

337,000人

12.3%

技能実習

328,360人

12%

定住者

192,014人

7%

日本人の配偶者等

142,381人

5.2%

技術・人文知識・

国際業務

225,724人

8.2%

家族滞在

182,452人

6.6%
技能

39,915人

1.4%

特定活動

62,956人

2.3% その他

89,309人

3.2%

永住者

55.9%

定住者

34.3%

日本人の配偶者等

6.8%

永住者の配偶者等

2%
家族滞在

0.4%
その他

0.5%

永住者

48.2%

技能実習

0.9%

家族滞在

11.5%

留学

9%

技術・人文知識・

国際業務

9.5%

その他

20.9%

特別永住者

78.7%

永住者

11%

日本人の配偶者等

2.2%

家族滞在

1.4%

技術・人文知識・

国際業務

2.8%

その他

3.9%

永住者

45.4%

定住者

26.8%

日本人の配

偶者等

11.3%

技能実習

8.7%

永住者の配偶者等

3%
その他

4.9%

日本に住む外国人は、日本での活動内容や身分に基づいた在留資格を持っています（→P.7、9）。日本全

国と比較して、愛知県には永住者や定住者など、活動内容に制限がない在留資格の外国人が多く、全体の約

73%を占めています。

愛知県に住む外国人の上位4位までの国を在留資格別にした割合です。在留資格は、国籍ごとに特徴が違

います。

ブ
ラ
ジ
ル

フ
ィ
リ
ピ
ン

中
国

韓
国
・
朝
鮮

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018年12月末）

在留資格別外国人数

国籍別在留資格別外国人数

愛知県 全 国

永住者

88,476人

33.9%

特別永住者

25,922人

9.9%
定住者

36,981人

14.1%

技能実習

34,242人

13.1%

日本人の配偶者等

14,478人

5.5%

留学

16,667人

6.3%

家族滞在

12,854人

4.9%

技術・人文知識・国際業務

14,601人

5.5%

永住者の配偶者等

4,892人

1.8%

その他

11,840人

4.5%
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愛知県に住む
外国人の推移

愛知県に住む外国人は増加傾向にあります。高齢化や帰化などにより特別永住者は減っていますが、永住

者の数が年々増えています。

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

36,686 35,768 34,981 34,089 33,105 32,237 31,419 30,599 29,326 28,960 27,559 26,691 25,922 

48,842 56,013 64,036 67,790 70,234 72,695 73,807 76,609 78,069 79,025 84,389 86,926 88,476 

46,373 
48,157 

45,003 34,749 29,103 26,315 25,295 24,665 24,849 25,135 
28,829 31,962 

36,981 

25,535 
25,687 23,584 

20,151 
17,296 16,306 14,458 13,545 13,208 12,862 

13,196 
13,683 

14,478 1,379 
1,709 2,020 

2,233 
2,432 2,817 2,941 3,135 3,340 3,385 

3,621 
4,163 

4,892 

49,699 

54,850 
58,808 

55,804 
52,666 50,326 

48,050 49,255 51,881 54,331 

66,825 

79,553 

90,203 

特別永住者 永住者 定住者 日本人の配偶者等 永住者の配偶者等 その他

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（各年末現在）

愛知県に住む外国人数の推移（在留資格別）

208,514

200,673197,808195,970
200,696

204,836

214,816

228,432
222,184

203,698

＜総数＞

人

年

224,424

242,978

260,952
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10,000
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30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

入管法改正
日系外国人の就労を認める「定住

者」の在留資格を新設。

新しい在留管理制度
外国人登録制度が廃止され、外国人住

民に日本人と同じく住民票が作られるよう
になりました。

東日本大震災

リーマンショック
景気不況のため不安定な仕事に

ついていた多くの外国人が帰国。

2008（平成20）年の景気不況の時には、ブラジル人をはじめ、多くの外国人が失業等により帰国しました。

近年、日系人が多いブラジルやペルーの外国人住民数は横ばい傾向ですが、ベトナムやネパールなど、

アジアからの外国人数は増加しています。

中国

ブラジル

韓国・朝鮮

フィリピン

ペルー

ネパール

インドネシア

アメリカ

タイ

ベトナム

出典：2006年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統計」、2012年から法務省
「在留外国人統計」 （各年末現在）

人

愛知県に住む外国人住民数の推移（国籍別）
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中華人民共和国

ネパール連邦民主共和国

タイ王国

インドネシア共和国

ベトナム社会主義共和国

フィリピン共和国

大韓民国

国旗 国 言語 宗教

ア
ジ
ア

インドネシア共和国 インドネシア語 イスラーム（87%）、キリスト教（10%）、ヒンドゥー教（2%）等

タイ王国 タイ語 仏教（94%）、イスラーム（5%）等

大韓民国 韓国語
無宗教（47%）、仏教（23%）、プロテスタント（18%）等
社会・文化に儒教の影響を色濃く受ける

中華人民共和国 漢語（中国語） 仏教、イスラム教、キリスト教、道教等

ネパール連邦民主共和国 ネパール語 ヒンドゥー教（81%）、仏教（9%）、イスラーム（4%）等

フィリピン共和国 フィリピノ語（国語・公用語）、英語（公用語）
（80前後の言語がある）

カトリック（83%）、他キリスト教（10%）、イスラーム（5%）等

ベトナム社会主義共和国 ベトナム語 仏教、カトリック、カオダイ教他

北
米 アメリカ合衆国 主として英語（法律上の定めはない） 信教の自由を憲法で保障、主にキリスト教

南
米

ブラジル連邦共和国 ポルトガル語 カトリック（65%）、プロテスタント（22%）、無宗教（8%）等

ペルー共和国 スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等） 国民の大多数はカトリック教徒

外国人数上位の国
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ペルー共和国

ブラジル連邦共和国

アメリカ合衆国

2018（平成30）年12月末現在、愛知県には162の国や地域の外国人が暮らしています。
愛知県において外国人数が多い10か国は次の国です。

出典：外務省のwebサイト
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◆ 市町村・市町村国際交流協会

多言語相談窓口及び専門機関

ここでは、多言語対応している団体を掲載しています。対応日時について
は、変わることがありますので、直接各団体へお問い合わせください。

また、日本語のみで対応している外国人対応窓口もあります。それらの情
報につきましては、愛知生活便利帳（→P.97）に掲載しています。

相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 フィリピノ語/
タガログ語

（公財）愛知県国際交流協会

052-961-7902

月～土 月・水・金 月～土 月 水

10:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00

ベ・イ（土）、ネ（火）、タ（水）：13:00～18:00 電話通訳等で韓・ミも対応

（公財）名古屋国際センター

052-581-0100

火～日 火～日 火～日 火～金 木・土・日

10:00～12:00
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00 9:00～19:00 13:00～17:00 13:00～17:00

土日

10:00～12:00
13:00～17:00

韓・比（木・土・日）、ベ（水・日）、ネ（水）：13:00～17:00

豊橋市

0532-51-2067

月～金 月～金 月・火・水

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～15:00

（公財）豊橋市国際交流協会

090-1860-0783

火～木
第1・3・5土と翌日の
日、第2・4土の前日
の金と翌週の月

毎日 毎日

10:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

岡崎市

0564-23-6480

月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～16:15 8:30～16:15

岡崎市りぶら国際交流センター

0564-23-3148

木・土・日 木・土・日 月・火・金～日 月・火・木～日 火・木・土

9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00

瀬戸市国際センター

0561-83-7719

第1水

祝日は第2水、第3水

は市役所

第1・3・5火

第2・4火は市役所

10:00～12:00
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00

半田国際交流協会

0569-26-1929

月～金
（第3月・火を除く）

月～金
（第3月・火を除く）

10:00～16:00 10:00～16:00

日 日

10:00～12:00 10:00～12:00

春日井市

0568-85-6620

第2・4水 第3水 第1水 第1水

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

豊川市

0533-89-2158

月～金 月・金

8:30～17:15
月 9:00～13:00
金13:00～17:00

タブレット対応 月～金 ポ・ス・英・中・韓：8:30～17：15、べ：9:00～17:15
比・タ・ネ・ヒンディー・仏・露：10:00～17:15、イ：10:00～17:00

（公財）豊川市国際交流協会

0533-83-1571

月～金 月・火・木・金 月～金

8:30～17:15 9:00～14:00 8:30～17:15

碧南市

0566-95-9880

月 月

9:00～12:00 9:00～12:00

刈谷市

0566-62-1058

月～木 月・火・木・金 火～金 月・火・木・金

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

（令和元年12月現在）
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語/
タガログ語

豊田市

0565-34-6626

月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

他言語タブレット通訳対応：月～金 8:30～17:15

（公財）豊田市国際交流協会

0565-33-5931

土・日 火～日 火

10:00～16:00 9:00～19:00 13:00～16:00

土日 水～金・日

9:00～17:00 10:00～16:00

土

9:00～12:00

安城市

0566-71-2299（専用電話）

月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

べ等：8:30～17:15

西尾市

0563-65-2178

月～金 第1・3金 第1・3金

13:00～17:00 13:30～16:30 13:30～16:30

べ：月～金 8：30～17：00 ポ・ス・英：日（年3回） 9:00～12:00

蒲郡市

0533-66-1107

月～金 月～金

9:15～17:00 9:15～17:00

犬山市

0568-44-0398

金 金 第1金 第1金 第1金

13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30

江南市国際交流協会

ふくらの家

0587-56-7390

月～金 月～金 月～金 月～金

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

小牧市

0568-76-1675

月～金 月～金 月～金

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

稲沢市

0587-32-1125

第1・3金

9:30～12:30

新城市

0536-23-7696

火・木

13:00～15:00

東海市国際交流協会

0562-32-5339

予約制 予約制

随時 随時

大府市
0562-45-6219

大府市国際交流協会
080-4525-5931

水 月～金 第2水

13:00～17:00
（第2・4水～18:00）

13:00～17:00 13:00～17:00

ベ：第4水 13:00～17:00

知多市

0562-36-2648

月・木・金 火

9:00～12:00
13:00～16:00

木・金9：00～12：00

9:00～12:00
13:00～16:00

知立市

0566-83-1111

月～金
（市民課）

9:30～12:00
13:00～16:00

金・土
（もやいこハウス）

金 9:00～12:00
土 10:00～1200

13:00～15:00

高浜市

0566-52-1111

月～金

8:30～17:00 べ：月～水 9:00～17:00

日進市

（日進市国際交流協会）

0561-73-1131

月～金 月～金 月～金 月～金

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

韓： 9:00-12:00、13:00～16:00

日：日本語 ポ：ポルトガル語 ス：スペイン語 英：英語 中：中国語 比：フィリピノ語/タガログ語 べ：ベトナム語 ネ：ネパール語 イ：インドネシア語
タ：タイ語 韓：韓国・朝鮮語 ミ：ミャンマー語 露：ロシア語 仏：フランス語
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 フィリピノ語/
タガログ語

（特活）たはら国際交流協会

0531-22-2622

水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約）

10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00

ベ：水・金・日 10:00～18:00（要予約）

みよし市

0561-32-8012

月～金

13:00～16:00

水・木

9:00～12:00

あま市国際交流協会

090-3932-5931

月〜金

9:00～17:00

扶桑町多文化共生センター

0587-93-1111

日：木・日

木 19：00～20：30 日13：30～15：00

東浦町（役場）

0562-83-3111

月・金 月～金 月～金

8:30～17:00 13:00～16:00 13:00～16:00

水

10:30～19:00

木

8:30～11:00
13:00～17:00

東浦町（東浦住宅集会所）

0562-83-0318

木

11:00～12:00

◆ 専門相談窓口

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

在
留
・
ビ
ザ

外国人在留総合

インフォメーションセンター

（全国共通：電話案内）

0570-013904

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

※祝日、年末年始は除く ※PHS、IP電話、海外電話からは03-5796-7112

外国人総合相談支援センター

03-3202-5535

03-5155-4039

木 月木
月～金（第2・4

水は除く）

月～金（第2・4

水は除く）

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

※ベトナム語（木金）インドネシア語・ベンガル語（火のみ）9:00～16:00

※祝日、年末年始および毎月第2・4水曜日を除く

人
権

名古屋法務局

外国語人権相談ダイヤル

0570-090911

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

※ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・韓国語 月～金 9：00～17：00 ※祝日を除く

外国語インターネット人権相談
受付窓口

英語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

中国語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html

法
律

（公財）愛知県国際交流協会

外国人のための

無料弁護士相談

052-961-7902

第2・4金 第2・4金 第2・4金 第2・4金 第2・4金

13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00

※祝日を除く ※予約制・先着順

（公財）名古屋国際センター

外国人法律相談（無料）

052-581-6111

土 土 土 土

10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30

※予約制

● 72 ●



相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

法
律

法
テ
ラ
ス

無
料
外
国
人
法
律
相
談

050-3383-5460
（名古屋）

第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30

050-3383-5465

（岡崎）

第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00

韓国・朝鮮語、その他の言語あり
予約制 外国語による予約（ポ・ス・英・中・韓）0570-078377
在留資格を有し、低所得外国人を対象、相談回数に制限あり

ブラジル総領事館

ブラジル法法律相談（無料）

052-222-1077

毎月3回

9:30～12:00

予約不要（先着順）相談スケジュールは総領事館ウェブサイトに掲載
http://nagoia.itamaraty.gov.br/

2020年は、毎月ブラジル人弁護士による相談を2回、日本人弁護士（通訳付）による相談を1回

センター名 所在地 電話番号

愛知県女性相談センター 名古屋市東区上竪杉町1（女性総合センター） 052-962-2527

愛知県女性相談センター尾張駐在室 名古屋市中区三の丸2-6-1（尾張福祉相談センター）
052-961-7211
内線2323

愛知県女性相談センター海部駐在室 津島市西柳原町1-14（海部福祉相談センター） 0567-24-2134

愛知県女性相談センター知多駐在室 半田市宮路町1-1（知多福祉相談センター） 0569-31-0121

愛知県女性相談センター西三河駐在室 岡崎市明大寺本町1-4（西三河福祉相談センター） 0564-27-2719

愛知県女性相談センター豊田加茂駐在室 豊田市元城町3-17（豊田加茂福祉相談センター） 0565-33-0294

愛知県女性相談センター新城設楽駐在室 新城市字中野6-1（新城設楽福祉相談センター） 0536-23-8051

愛知県女性相談センター東三河駐在室 豊橋市八町通5-4（東三河福祉相談センター）
0532-54-5111
内線301

◆ 愛知県女性相談センター （配偶者暴力相談支援センター）

相談、被害者およびその同伴家族の一時保護、各種情報提供などを行っています。また、愛知県の各
福祉相談センター7か所にも愛知県女性相談センターの駐在室が設けられています。詳しくは、愛知県女
性相談センター（TEL: 052-962-2527 ）にお尋ねください。

●電話相談 TEL: 052-962-2527
月～金曜日 9:00～21:00
土、日曜日 9:00～16:00 （休日：祝日、年末年始、一部月曜日）

●面接相談 火～日曜日 9:00～17:00 （水曜は20:30）（予約制）（休日：月、祝日、年末年始）

●弁護士によるDV専門電話相談
TEL: 052-962-2528
月曜日 14:00～15:30 （休日：祝日、年末年始、一部月曜日）

◆ 愛知県男性DV被害者ホットライン

愛知県では、潜在化しがちな男性DV被害についても男性の臨床心理士が相談を受けています。詳しくは、
愛知県福祉局児童家庭課（TEL: 052-954-6280 ）にお尋ねください。

●電話相談 TEL: 080-1555-3055
毎週土曜日 13:00～16:00 （休日：第5土曜日、祝日、年末年始）
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◆ その他の行政機関の女性相談窓口

センター名 相談日 相談時間 電話番号

愛知県警察本部ハートフルライン

（犯罪被害者のこころの悩み相談室）
月～金

（祝日、年末年始除く）
9:00～17:00 052-954-8897

性犯罪被害110番 24時間受付 24時間受付
0120-67-7830
（#8103）

警察安全相談
月～金

（祝日、年末年始除く）
9:00～17:00

052-953-9110
(#9110)

名古屋法務局

（女性の人権ホットライン）
月～金

（祝日、年末年始除く）
8:30～17:15 0570-070-810

名古屋市男女平等参画推進センター

（イーブルなごや）

月・火・金・土・日 10:00～16:00

052-321-2760
水

10:00～13:00
18:00～20:00

公館名 所在地 電話番号

在名古屋ブラジル連邦共和国総領事館 名古屋市中区丸の内1-10-29 白川第8ビル2階 052-222-1077

在名古屋中華人民共和国総領事館 名古屋市東区東桜2-8-37 052-932-1098

インドネシア共和国大使館 東京都品川区東五反田5-2-9 03-3441-4201

ネパール連邦民主共和国大使館 東京都目黒区下目黒6-20-28 福川ハウスB 03-3713-6241

在名古屋ペルー共和国総領事館 名古屋市中区栄2-2-23 アーク白川公園ビル3階 052-209-7851

在大阪フィリピン共和国総領事館 大阪市中央区城見2-1-61 Twin21 MIDタワー24階 06-6910-7881

在名古屋大韓民国総領事館 名古屋市中村区名駅南1-19-12 052-586-9221

タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

在名古屋アメリカ合衆国領事館
名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル6階

052-581-4501

ベトナム社会主義共和国大使館 東京都渋谷区元代々木町50-11 03-3466-3311

◆ 外国人住民数上位10か国の在日公館 ※愛知県管轄の公館 （アルファベット順）

◆ 民間の女性相談窓口

センター名 相談日 相談時間 電話番号

ウィメンズカウンセリング名古屋YWCA

（面接要予約/サポートグループあり）
月～金

（祝日除く）
12:30～17:00 052-971-5110

かけこみ女性センターあいち 月（祝日除く） 13:00～16:00 050-3070-4498

フェミニストサポートセンター東海

女性の「ひとりだち」への電話相談
月（祝日除く） 10:00～16:00 052-979-0355

愛知県弁護士会名古屋法律相談センター

（女性に対する暴力専門法律相談 ・電話相談）
木（祝日除く） 14:00～16:00 052-571-3110
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◆ 民間団体

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語／

タガログ語

名古屋カトリック難民移住移動者

委員会（共の会）

052-953-9480

月～金 月～金

10:00～16:00 10:00～16:00

他の言語も対応可（要事前連絡）

（一社）社会的包括サポートセン

ターよりそいホットライン

0120-279-338

電話：ポ・ス・英・中・比・ベ・ネ・イ・タ・韓 年中無休 10:00～22:00（ガイダンスのあと2番を押す）

Facebook・Messenger通話：英・比・べ・ネ・イ 金・日 16:00～20:00

https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

外国人ヘルプライン東海

090-3968-5971
※上記5言語の他、ベ・ネの対応については、要相談。通訳事業は有料。

ナゴヤ・インドネシア文化協会

（名古屋市）

【活動内容】インドネシア・フェスティバル開催、留学生との交流

https://pkin-melati.jimdofree.com/

NPO法人コリアンネットあいち

（名古屋市）

052-910-3309

【活動内容】在日コリアン高齢者、障害者等のための支援活動、生活・法律相談

日本中国友好協会愛知県連合会

（名古屋市）

052-763-1152

【活動内容】国際交流、中国残留孤児支援活動、留学生の就職相談・生活相談等

フィリピン人移住者センター（FMC）

（名古屋市）

052-242-8360

【活動内容】在日フィリピン人の直面する諸問題の相談対応
金

15:00-19:00

中部フィリピン友好協会

（名古屋市）

052-977-5197

【活動内容】フィリピンに関する講座、フィリピンフェスティバルの開催、交流

会

名古屋ベトナムネット（名古屋市）

090-1783-1945

【活動内容】生活相談・情報提供

E-mail: 758vietnamnet@gmail.com

NPO ABT豊橋ブラジル協会

（豊橋市）

0532-39-3437

月～金 【活動内容】メンタルヘルス相談・ラジオニッケイ(ウェブラジオ)での市政情報

の提供、アフタースクール、ポルトガル語教室、外国人のための税務相談会

等10:00-16:00

（特活）在日ブラジル人を支援する

会（サビジャ）（東京都）

03-3401-3893

月～金 【活動内容】法令・労働・教育・健康・心理・一般事項に関する電話相談・支

援等

在浜松ブラジル総領事館にて面談式相談：金 9:00～13:00

新城市役所内にて面談式相談：第3火 10:00～13:00

9:00～20:00

※予約受付は

9:00～16:00

豊川市国際交流協会

ラテンアメリカ部会（豊川市）

0533-83-1571

【活動内容】母語教育支援、ラテンアメリカの文化伝承、国際交流活動等

県内で活動する民間国際交流団体のうち、それぞれの国と交流を持つ団体の情報も当協会ホームページ
で検索できます。

民間国際交流団体検索http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/dantai/ngo.html

ここでは、本冊子の発行にあたり情報をご提供いただいた団体や、それぞれの国の言語で相談することが
できる団体の一部をご紹介します。
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指差し対訳一覧

日本語 ポルトガル語 スペイン語

あ 慰謝料 Indenização por dano pessoal Indemnización

委任状 Procuração Carta poder

印鑑 Carimbo pessoal Sello personal

浮気 Traição, adultério Infidelidad, adulterio

永住者 Residente permanente Residente permanente

永住者の配偶者等
Cônjuge ou filhos de residente 
permanente

Cónyuge o hijo de residente
permanente

夫 Marido, esposo Marido, esposo

親子関係不存在確認
Verificação de não existência de 
relação entre pais e filhos 

Verificación de no existencia de 
relación filial

か 外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター

Centro de Informação Geral para 
Estrangeiros Residentes

Centro General de Información
sobre Residencia para Extranjeros

外国人登録原票記載事項証明
書

Certificado de dados do registro de 
estrangeiro

Certificado de datos del registro de 
extranjería

外務省 Ministério das Relações Exteriores Ministerio de Asuntos Exteriores

確定証明書 Certificado de confirmação Certificado de confirmación

家族滞在 Familiar de residente Familiar de residente

家庭裁判所 Tribunal de assuntos familiares Tribunal de familia

監護権 Guarda Custodia

帰化 Naturalização Naturalización

偽装結婚 Casamento falso Matrimonio falso

偽造パスポート Passaporte falso Pasaporte falso

旧姓 Nome de solteira Apellido de soltera (o soltero)

協議離婚 Divórcio por mútuo acordo Divorcio por mutuo acuerdo

行政書士 Despachante administrativo Tramitador administrativo

近親者 Parentes próximos Pariente cercano

結婚 Casamento Matrimonio

国籍 Nacionalidade Nacionalidad

戸籍謄本 Registro civil Registro civil

子の奪取に関するハーグ条約
Convenção de Haia sobre o rapto 
de crianças

Convención de la Haya sobre 
secuestro de menores 

婚姻受理証明書
Certificado de aprovação de 
casamento

Certificado de aceptación de 
matrimonio

婚姻届 Registro de casamento Partida de matrimonio

婚姻届記載事項証明書
Certificado de itens mencionados 
no registro de casamento

Certificado de datos de la 
declaración de matrimonio

婚姻要件具備証明書
Certificado de cumprimento das 
condições do casamento

Certificado de cumplimiento de las 
condiciones de matrimonio
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Consolation money 赔偿费 Perang konsulasyon

Letter of attorney 委任状 Kapangyarihan ng abogado

Personal seal 印章 Sariling selyo

Infidelity 花心 Pangangaliwa

Permanent  resident 永住者 Permanenteng naninirahan

Spouse of permanent  resident or others 永住者的配偶等
Permanenteng naninirahan kasama ang
asawa atbp.

Husband 丈夫 Asawang lalaki

Verification  of absence of the parent‐
child relationship 确认没有亲子关系

Pagpapatunay ng kawalan ng relasyon
ng magulang sa anak

Immigration  Information Center 外国人在留综合信息中心 Impormasyong counter ng imigrasyon

Alien  registration certificate  of 
registered matters  外国人登录原件记载事项证明书

Katibayan ng rehistradong usapin ng 
dayuhan(alien  registration certificate)

Ministry of Foreign Affairs 外务省 Ministeryo ng ugnayang panlabas

Certificate  of judgment 确定证明书 Katibayan ng paghatol

Dependent 家族滞在 Umaasa sa pamilya

Family court 家庭裁判所 Hukuman para sa pamilya

Child custody 监护权 Anak‐iingat

Naturalization 归化 Naturalisasyon

Fake marriage 假结婚 Pekeng kasal

Fake  passport 假护照 Huwad na passport

Maiden name 旧姓 Apelyido sa pagkadalaga

Divorce by agreement 协议离婚
Diborsiyo sa pamamagitan ng 
kasunduan

Administrative  scrivener 行政书士 Administrative  na tagasulat

Close relative 近亲者 Malapit na kamag‐anak

Marriage 结婚 Kasal

Nationality 国籍 Nasyonalidad

Copy of family register 户籍誊本 Kontrata ng kasal

The Hague Convention  on child 
abduction 关于争夺孩子的海外条约

Ang Hague convention o kapulungan sa
pagdukot sa bata

Marriage acceptance  certificate 婚姻受理证明书 Katunayan ng pagtanggap sa kasal

Registration  of marriage 婚姻登记 Pagpaparihistro ng kasal

Marriage registration  certificate  of 
registered matters 婚姻登记记载事项证明书

Pagpaparehistro ng kasal na may 
katibayan ng rehitradong usapin

Certificate  of legal  capacity to contract 
marriage 婚姻要件具备证明书

Katibayan ng legal na kakayahan sa
kontrata ng kasal
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日本語 ベトナム語 ネパール語

あ 慰謝料 bồi thường सुिवधा शु क

委任状 giấy ủy nhiệm
आ नो अनुपि ततीमा अ  कसैको 
उपि थित जनाउने 

印鑑 con dấu िसल/छाप 
浮気 phản bội छल/ढा नु 
永住者 người vĩnh trú थायी िनवासी
永住者の配偶者等 người kết hôn của người vĩnh trú थायी िनवासीह  पित आिद
夫 chồng पित

親子関係不存在確認
không có giấy chứng nhận quan hệ 
cha mẹ con cái

अिभभावक-बाल स ब धको अनुपि थित 
जाँच

か 外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター

trung tâm thông tin tổng hợp định cư 
người nước ngoài

िवदेशी िनवासी सामा य सूचना के द्र

外国人登録原票記載事項証明書

Giấy chứng nhận các vấn đề được 
liệt kê trên mẫu đăng ký người nước 
ngoài

िवदेशी दतार्  िववरणको प्रमाणपत्र

外務省 bộ ngoại giao िवदेश मंत्रालय
確定証明書 giấy xác nhận पुि टकरण प्रमाणपत्र
家族滞在 gia đình tạm trú पािरवािरक रहन
家庭裁判所 tòa án gia đình पािरवािरक अदालत
監護権 quyền chăm sóc अिबभाबक दािय व/स पित बाहेक 
帰化 nhập quốc tịch प्राकृितकरण
偽装結婚 kết hôn giả नक्कली िववाह
偽造パスポート hộ chiếu giả नक्कली पासपोटर्

旧姓
tên trước lúc kết hôn của người phụ 
nữ

प्रथम नाम

協議離婚 đàm phán li hôn सहमित स ब ध िब छेत

行政書士 công chứng tài chính प्रशासिनक क्रोयरर/लेखक 

近親者 người quan hệ huyết thống निजकको आफ तह

結婚 kết hôn िबबाह 
国籍 quốc tế राि ट्रयता
戸籍謄本 bản sao hộ khẩu पािरवािरक दतार् प्रितिलिप
子の奪取に関するハーグ条約 công ước hague về quyền nuôi con बाल अपहरणको हेग क वशन
婚姻受理証明書 giấy chứng nhận hôn nhân िबबाह वीकृत  प्रमाणपत्र
婚姻届 đăng kí kết hôn पासपोटर्
婚姻届記載事項証明書 Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn िववाह दतार् िववरण व तु प्रमाणपत्र
婚姻要件具備証明書 giấy chứng nhận yêu cầu hôn nhân भीसा 
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インドネシア語 タイ語

Biaya penalti ค่าปลอบขวัญ เงนิค่าชดใช ้

Surat Kuasa Pengacara หนังสอื(ใบ)มอบฉันทะ  หนังสอื(ใบ)มอบอํานาจ

Cap Pribadi ตราประทบั(อุปกรณท์ีใ่ชป้ระทบั)

Selingkuh มีชู ้ นอกใจ หลายใจ 

Penduduk Tetap ผูอ้าศยัอยู่ไดต้ลอดไป

Pasangan dari Penduduk tetap คู่ครอง ฯ ของผูอ้าศยัอยู่ไดต้ลอดไป

Suami สามี

Verifikasi dan Konfermasi hubungan Orangtua dan anak การตรวจสอบความมีอยู่-ไม่มีอยู่ของความสมัพันธร์ะหว่างพ่อแม่กบัลูก

Pusat Informasi Umum untuk Penduduk Asing ศูนยร์วมขอ้มูลใหญ่ การพักอาศยัชว่งระยะหน่ึงของชาวต่างชาติ

Registerasi sertifikat orang asing tentang persoalan yang 
terdaftar 

ใบรบัรองรายละเอยีดตน้ฉบับการลงทะเบียนชาวต่างประเทศ

Kementrian  Luar Negri กระทรวงต่างประเทศ

Sertifikat Konfirmasi หนังสอืรบัรองการตดัสนิช ีข้าด

Tinggal bersama Keluarga พักอาศยัอยู่กนัในครอบครวั

Pengadilan Keluarga ศาลครอบครวั

Hak tahanan สทิธใินการดูแล ปกครอง

Naturalisasi เปลีย่น(โอน)สญัชาติ

Pernikahan Palsu แต่งงานแบบหลอก(ไม่จรงิ)

Passport Palsu พาสปอรป์ลอม   หนังสอืเดนิทางปลอม

Nama Gadis นามสกุลเดมิ

Diceraikan dengan Kesepakatan การหย่ารา้งดว้ยการเจรจา ตกลงกนั

Ahli Penulis Administrasi ผูทํ้าหนังสอื เอกสารยืน่ส่งทางราชการ(เป็นบรษัิทเอกชน)

Kerabat Dekat ญาตสินิท  ญาตทิีม่ีสายเลอืดใกลช้ดิ

Pernikahan สมรส  แต่งงาน

Kewarganegaraan สญัชาติ

Salinan Daftar Keluarga หนังสอืสําเนาสํามะโนครวั

Perjanjian Hague tentang Penculikan Anak สนธสิญัญากรุงเฮกว่าดว้ยการแย่งปกครองลูก

Sertifikat Penerimaan Pernikahan หนังสอืรบัรองการรบัจดทะเบียนแต่งงาน

Registerasi Pernikahan แจง้จดทะเบียนสมรส  แต่งงาน

Registerasi Setifikat Pernikahan tentang Persoalan yang 
Terdaftar

หนังสอืรบัรองหวัขอ้ระบุการจดทะเบียนสมรส

Sertifikat Kapasitas Hukum untuk Kontrak Pernikahan หนังสอืรบัรองการเตรยีมพรอ้มเงือ่นไขสําคญัการสมรส
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

さ 再婚 Segundo casamento Segundas nupcias

財産分与 Partilha dos bens Reparto de bienes

裁判離婚 Divórcio jurídico Divorcio mediante juicio

在留カード Cartão de residência Tarjeta de residencia

在留資格 Qualificação de residência Permiso de residencia

在留資格の更新
Renovação da qualificação de 
residência

Renovación de permiso de 
residencia

在留資格の変更
Alteração de qualificaçaõ de 
residência

Cambio de permiso de residencia

在留特別許可 Autorização especial de residência Permiso especial de residencia

市町村役場 Prefeitura Municipalidad

宗教 Religião Religión

重婚 Bigamia Bigamia

住民票 Registro de residência Hoja de residencia

出生届 Certidão de nascimento Declaración de nacimiento

出入国在留管理局 Departamento de Imigração Departamento  de Inmigración

受理 Aprovação Aceptación

準拠法 Lei aplicável Ley aplicable

証人 Testemunha Testigo

署名 Assinatura Firma

た 大使館 Embaixada Embajada

胎児認知 Reconhecimento de feto
Reconocimiento de paternidad antes 
del nacimiento

調停調書 Relatório da mediação Atestado de divorcio por mediación

調停離婚 Divórcio por mediação Divorcio por mediación

直系血族 Consanguinidade linear
Parentesco de consanguinidad en
línea recta

陳述書 Declaração escrita Declaración escrita

妻 Esposa Esposa, mujer

定住者 Residente de longa permanência Residente fijo

DV（家庭内暴力） Violência doméstica Violencia doméstica

同棲 Coabitação Concubinato, vida en común

独身証明書 Declaração de solteiro Certificado de soltería

特定活動 Atividades específicas Actividades específicas

特別永住者証明書 Certificado de residente especial
Certificado de residente permanente 
especial 

な
内縁関係 Concubinato, união estável Concubinato, relación de hecho

捺印 Carimbar Sellar

二重国籍 Dupla nacionalidade Doble nacionalidad

日本人の配偶者等 Cônjuge ou filho de japonês Cónyuge o hijo de  japónes
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Remarriage 再婚 Muling pag‐aasawa

Distribution of property  财产分配 Pamamahagi ng ari‐arian

Judicial divorce 裁判离婚 Isang diborsiyong panghukuman

Resident  card 在留卡 Katunayang naninirahan

Status of residence 在留资格 Katayuan ng naninirahan

Renewal of status of residence  在留资格的更新
Renewal  sa katayuan ng naninirahan
para sa extension ng tagal ng pananatili

Change of status of residence 在留资格的变更 Pagbabago ng katayuan ng naninirahan

Special permission  to stay in Japan 在留特别许可
Espesyal na pahintulot  upang manatili  sa 
Japan

Municipal  office 市町村政府 IsangMunisipyo

Religion 宗教 Relihiyon

Bigamy 重婚 Bigamya

Certificate  of residence 住民票 Isang katibayan na naninirahan

Report of birth 出生登记 Ulat o abiso ng kapanganakan

Immigration Bureau 入国管理局 Kawanihan ng imigrasyon

Acceptance 受理 Pagtanggap

Governing  law 依据法 Naaangkop o tamang batas

Witness 证人 Saksi

Signature 签名 Lagda

Embassy 大使馆 Embahada

Affiliation  before birth 胎儿认领 Kinasasapian bago kapanganakan

Record of mediated  compromise 调解书 Talaan na mamamagitan  ng kasunduan

Divorce by mediation 调解离婚 Diborsiyo sa pamamagitan ng pag‐iisip

Direct  lineal ancestor or descendant 直系血缘
Isang malapit na ninunong angkan o 
pinag‐apuhan

Statement of facts 陈述书 Isang pahayag

One's wife 妻子 Asawang babae

Long‐term resident 定住者 Isang pang matagalang paninirahan

Domestic violence DV（家庭暴力） Karahasan sa loob ng pamilya

Cohabitation 同居
Magkasamang naninirahan ng hindi
kasal

Affidavit of competency  to marry 单身证明书 Katunayang hindi pa kasal

Designated activities 特定活动 Itinalagang mga Gawain

Special permanent  resident certificate 特别永住者证明书
Katibayan na espesyal ng pananatiling
naninirahan

Relations by common law marriage 姘居关系 Pangangalunya

Seal 盖章 Selyo

Dual nationality 双重国籍 Dalawahang nasyonalidad

Spouse of Japanese or others 日本人的配偶等 May asawang Hapon o ibang lahi
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日本語 ベトナム語 ネパール語

さ 再婚 tái hôn पु;न िबबाह 
財産分与 phân chia tài sản स पि  साझेदारी
裁判離婚 tòa án li hôn परीक्षण स ब ध िब छेत
在留カード thẻ ngoài kiều िनवास काडर्/जाइरो काडर् 
在留資格 tình trạng cư trú जाइरो काडर् को ि थती 
在留資格の更新 gia hạn cư trú जाइरो काडर् को निबकरण 
在留資格の変更 thay đổi tình trạng cư trú जाइरो काडर् को पिरबतर्न 
在留特別許可 dạng đặc biệt được phép cư trú िबशेस बसोबास/िनवास को अनुमित 
市町村役場 văn phòng thành phố नगरपािलका कायार्लय
宗教 tôn giáo धमर् 

重婚 sự lấy 2 vợ (chồng)
ीमान/ ीमती संग स ब ध िब छेद 

नभई  एक या एक भ दा धेरै संग 
िबबाह गन 

住民票 giấy cư dân िनवासी काडर्

出生届 giấy khai sinh ज मदतार् 

出入国在留管理局 cục xuất nhập cảnh आप्रवास यूरो

受理 chấp nhận वीकृित

準拠法 luật chi phối शासन यव था

証人 chứng kiến साक्षी

署名 chữ kí ह ताक्षर
た 大使館 đại sứ quán दतूावास

胎児認知 nhận thức thai nhi आ नो ब चा हो भनेर प्रमाण गन/बुबाले 

調停調書 hòa giải उपचार समझाधारी को रेकडर् 

調停離婚 ly hôn hòa giải म य थता स ब ध िब छेत

直系血族 huyết thống िसधा पिरवार 

陳述書 bài phát biểu tuyên bố , trần thuật िववरण

妻 vợ प नी

定住者 người định cư लामो समय बसोबास गन 

DV（家庭内暴力） bạo lực gia đình घरेलू िहसंा

同棲 sống chung िबबाह आगाडी केटा/केिट संगै ब ने 

独身証明書 chứng nhận đôc thân एकल प्रमाणपत्र

特定活動 hoạt động cụ thệ िविश ट गितिविध

特別永住者証明書 chứng nhận thường trú đặc biệt िवशेष थायी िनवासी प्रमाणपत्र
な

内縁関係
mối quan hệ hôn nhân chỉ được 
những người xung quanh thừa nhận

आ तिरक स ब ध 

捺印 in dấu िसल/छाप लगाउने 

二重国籍 2 quốc tịch दबैु/दोहोरो रा ट्रीयता

日本人の配偶者等 đối tượng kết hôn là người nhật जापािनज नागिरक पित आिद 
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インドネシア語 タイ語

Menikah  lagi แต่งงานใหม่

Distribusi oleh Properti แบ่งทรพัยส์มบัติ

Jurisdiksi Penceraian หย่ารา้งโดยศาล

Kartu Tanda Penduduk บัตรผูอ้าศยั

Status Penduduk (ชนิด)วีซ่า

Pembaharuan Status Penduduk การต่อวีซ่า

Perubahan Status Penduduk การเปลีย่น(ชนิด)วีซ่า

Perizinan Tinggal Spesial  การอนุญาตอิอกวีซ่ากรณีพิเศษ

Kantor Balai Kota ทีว่่าการของหมู่บา้น ตําบล เมือง

Agama ศาสนา

Bigami สมรสซอ้น     แต่งงานซอ้น

Kartu Penduduk ทะเบียนบา้น

Akte Kelahiran แจง้เกดิ

Biro Imigrasi กองตรวจคนเขา้เมือง

Diterima การรบั  ไดร้บั

Peraturan pemerintah กฎหมายว่าดว้ยระเบียบการจัดการ การปฎบิัตงิาน

Saksi พยาน

Tanda Tangan ลงช ือ่ เซ็นช ือ่

Kedutaan สถานทูต

Pertalian Janin การยอมรบัลูกในทอ้ง

Laporan Mediasi Kompromi เอกสารการสอบสวนการไกล่เกลีย่

Penceraian Mediasi หย่ารา้งทีทํ่าการไกล่เกลีย่แลว้

Garis Keturunan ญาตพิี่นอ้งรว่มสายเลอืดโดยตรง

Pernyataan Fakta ใบแจ้งคําชีแ้จง

Istri ภรรยา

Penduduk Jangka Panjang ผูอ้าศยัอยู่ถาวร(ประจํา)

DV (Kekerasan dalam rumah tangga) การใชค้วามรุนแรงต่อบุคคลในครอบครวั

Kohabitasi ผูท้ีอ่ยู่กนิกนัอย่างสามีภรรยา(แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนแต่งงาน)

Surat Pernyataan wewenang untuk menikah หนังสอืรบัรองความโสด

Kegiatan yang ditujukan กจิกรรมทีแ่สดงความสามารถพิเศษ  การกระทําทีบ่่งบอกถงึความสามารถพิเศษ

Sertifikat penduduk permanent Khusus หนังสอืรบัรองผูอ้าศยัตลอดชพีพิเศษ

Hubungan dengan Hukum umum pernikahan ความสมัพันธอ์ย่างสามีภรรยาทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนแต่งงานตามกฎหมาย

Segel การประทบัตรา

Kewarganegaraan Ganda 2สญัชาติ

Pasangan orang Jepang dan sebagainya คู่ครองของคนญี่ปุ่น ฯลฯ
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

認証 Autenticação Autenticación

妊娠 Gravidez Embarazo

認知 Reconhecimento Reconocimiento de paternidad

は 配偶者 Cônjuge Cónyuge

パスポート Passaporte Pasaporte

判決書 Documento de sentença Documento de la sentencia

ビザ Visto Visa

父子家庭 Pai solteiro Familia de padre con hijo(s)

不受理 Negado No aceptado

不貞行為 Infidelidade Infidelidad, adulterio

不法滞在 Estadia ilegal Residencia ilegal

父母の同意 Consentimento dos pais Autorización de los padres

扶養者 Dependentes Dependiente

別居 Morar em lar separado Separación

弁護士 Advogado Abogado

暴言 Abuso verbal, agressão verbal Violencia verbal

法務局 Secretaria da Justiça Departamento de justicia

傍系血族 Consanguinidade colateral
Parentesco de cosanguinidad en
línea colateral

暴力 Agressão Violencia

母子家庭 Mãe solteira Familia de madre con hijo(s)

母子生活支援施設（シェルター）
Instalação de auxílio para mães 
solteiras (shelter)

Centro hogar de apoyo a madres 
con hijos

本籍地 Domicílio de origem Domicilio legal

ま 未成年 Menor Menor de edad

身分証明書 Carteira de identidade Documento de identidad

民法 Código civil Código civil

無国籍 Sem nacionalidade Apátrida

申立人 Peticionário Solicitante

や
養育費

Custo de criação e educação dos 
filhos

Gastos de crianza y educación de 
los niños

養子 Filho adotivo Hijo adoptivo

ら 離婚 Divórcio Divorcio

離婚届 Registro de divórcio Declaración de divorcio

離婚届記載事項証明書
Certificado de itens mencionados no 
registro de divórcio

Certificado de datos de la 
declaración de divorcio

離婚届受理証明書
Certificado de aprovação do registro 
de divórcio

Certificado de aceptación de divorcio

離婚不受理届
Notificação de não aceitação do 
divórcio

Declaración de no aceptación de 
divorcio

領事館 Consulado Consulado
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Authentication 认证 Pagpapatunay

Pregnancy 怀孕 Buntis

Affiliation 认知 Pagkakaugnay

One's spouse 配偶 Asawa

Passport 护照 Pasaporte

Judgment document 判决书 Dokumento ng paghatol

Visa 签证 Bisa

Father‐child  family 父子家庭 Walang ina‐anak

Non‐acceptance 不受理 Di‐pagtanggap

Act of unchastity 不贞行为 Pagkilos ng kawalang puri

Illegal stay 非法滞留 Ilegal na pananatili

Consent of parents 父母的同意 Pahintulot ng magulang

Supporter 抚养者 Isang tagataguyod

Separation 分居 Paghihiwalay

Lawyer / attorney 律师 Abogado

Abusive  language 谩骂 Mapang‐abusong wika

Regional  Legal Affairs Bureau 法务局 Ang Regional  Legal Affairs Bureau

Collateral relation by blood 傍系血族 Kamag‐anak

Violence 暴力 Karahasan

Mother‐child  family 母子家庭 Pamilyang walang ina o ama

Maternal and child  living support facility 
(shelter) 母子生活支援设施

Isang lugar na sumosuporta sa mga 
bata(shelter)

Domicile of origin 籍贯 Tirahan ng pinagmulan

Minor 未成年 Batang edad

Identification  card 身份证明书 Pagkakakilanlan

Civil  law 民法 Batas sibil

Statelessness 没有国籍 Walang nasyon

Petitioner 申请人 Mampepetisyon

Childcare expenses 养育费 Mga gastos sa pangangalaga ng bata

Adopted  child 养子 Ampon

Divorce 离婚 Pag‐hihiwalay

Report of divorce  离婚登记 Ulat sa pag‐hihiwalay

Divorce report certificate of registered 
matters 离婚登记记载事项证明书

Katibayang ulat ng rehistradong usapin
ng pag‐hihiwalay

Certificate  of acceptance of divorce 
report  离婚登记受理证明书

Katibayang pagtangap ng ulat sa pag‐
hihiwalay

Non‐acceptance  of marriage report 离婚不受理登记 Di‐pagtanggap ng ulat sa kasal

Consulate  领事馆 Konsulado
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日本語 ベトナム語 ネパール語

認証 xác thực प्रमाणीकरण

妊娠 mang thai गभार्व था

認知 nhận thức संज्ञा
は 配偶者 ngươi kết hôn  पित

パスポート hộ chiếu पासपोटर्

判決書 bản án फैसला

ビザ visa िभसा 
父子家庭 gia đình cha con बुवा-ब चा पिरवार 

不受理 không chấp nhận अ वीकृित 

不貞行為 sự không trung thành chung thủy अपिरहायर्ता कायर् 

不法滞在 cư trú bất hợp pháp अवैध रहन/बसोबास 

父母の同意 sự đồng ý của bố mẹ आमा बुवा को सहमित
扶養者 người phụ thuộc िनभर्रता/सहायेता 
別居 biệt cư छु टै बसोबास गन 
弁護士 luật sư विकल 

暴言 bạo ngôn अपश द

法務局 cục pháp lý कानूनी मामला यूरो

傍系血族 họ hàng huyết thống संपाि वर्क रगत को स ब ध/नाता 
暴力 bạo lực िहसंा

母子家庭 gia đình ( chỉ có mẹ và con ) आमा-ब चा पिरवार 

母子生活支援施設（シェルター）
tiện nghĩ hỗ trợ gia đình người mẹ 
đơn thân ( nơi ở )

मातृ र बाल जीवनको समथर्न सुिवधा 
(आ य)

本籍地 nguyên quán मूल थान
ま 未成年 tuổi vị thành niên २० वषर् मुिन को उमेर 

身分証明書 chứng minh thư पिरचय पत्र 
民法 luật dân sự नागिरकको कानुन
無国籍 không có quốc tịch रा ट्रीयता नभएको 
申立人 người khởi kiện उजुरी कतार् 

や 養育費 phí nuôi dưỡng पोषण खचर् 
養子 con nuôi पािलएको ब चा

ら 離婚 li hôn स ब ध िब छेत 
離婚届 giấy li hôn स ब ध िब छेतको सूचना 

離婚届記載事項証明書 giấy chứng nhận thông báo li hôn
स ब ध िब छेतको सूचना व तु 
प्रमाणपत ्

離婚届受理証明書 giấy chứng nhận chấp thuận li hôn
स ब ध िब छेतको सूचना वीकृित 
प्रमाणपत्र 

離婚不受理届 giấy li hôn bị từ chối
स ब ध िब छेतको सूचना अ वीकृित 
सूचना

領事館 lãnh sự quán क सुलर

● 86 ●



インドネシア語 タイ語

Otentikasi พิสูจนแ์ลว้ยอมรบั

Masa Kehamilan ตัง้ครรภ ์ตัง้ทอ้ง ทอ้ง

Afiliasi การยอมรบั

Pasangan Hidup คู่ครอง

Passport หนง้สอืเดนิทาง(passport)

Penghakiman dokumen หนังสอืคําพิพากษา

Visa วีซ่า

Ayah Tunggal ครอบครวัทีม่ี(แค่)พ่อกบัลูก

Penolakan การไม่รบั

Tindakan Ketidaksucian การนอกใจ

Pelanggaran Ijin Tinggal อาศยัอยู่อย่างผดิกฎหมาย

Persetujuan Orang Tua ความเห็นดว้ย(ยนิยอม)ของพ่อแม่

Pendukung ผูค้ํา้จุน ผูดู้แลเอาใจใส่

Tinggal Terpisah แยกกนัอยู่(แต่ยงัไม่หย่ารา้ง)

Pengacara ทนายความ ทนาย

Bahasa Kasar คําหยาบคาย

Biro Hukum สํานักงานกฎหมาย

Jaminan Hubungan dengan darah ญาตพิี่นอ้งรว่มสายเลอืดโดยตรง

Kekerasan ใชค้วามรุนแรง

Ibu Tunggal ครอบครวัทีม่ี(แค่)แม่กบัลูก

Fasilitas Penunjang Hidup  Ibu dan anak หน่วยงานทีส่นับสนุนการใชช้วีิตความเป็นอยู่ต่อแม่กบัลูก(สถานทีป้่องกันคุม้ครอง)

Alamat Permanent สถานที ่ทีอ่ยู่ตามสํามะในครวั

Dibawah umur เยาวชน

Kartu Identitas หนังสอืยนืยนั(รบัรอง)ตวับุคคล

Hukum Perdata ประมวลกฎหมายแพ่ง

Tidak memiliki  Kewarganegaraan ไม่มีสญัชาติ

Pemohon ผูย้ ืน่รอ้ง

Biaya Pengasuhan เงนิค่าเลีย้งดู

Anak Yang Diadopsi ลูกเลีย้ง

Penceraian หย่ารา้ง

Pendaftaran Penceraian แจง้หย่ารา้ง

Setifikasi data Pemberitahuan  Penceraian หนังสอืรบัรองหวัขอ้ระบุการแจ้งหย่ารา้ง

Sertifikat Penerimaan Pemberitahuan 
Penceraian

หนังสอืรบัรองการไดร้บัการแจง้หย่ารา้ง

Pemberitahuan  Penolakan Penceraian หนังสอืขอรอ้งไม่ใหร้บัแจ ้งการขอหย่ารา้ง

Konsulat สถานกงสุล
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第１章 外国人相談に関する基礎知識

外国人の日本滞在に関する基礎知識

●外国人のための日本のくらしと法律Q&A107 第3版／司法アクセス推進協会編／エディックス／2008

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝結婚・離婚編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2016

●愛知生活便利帳／（公財）愛知県国際交流協会／2019

●入国管理局の仕事―入国審査官・入国警備官になるために／松嶋美由紀／三修社／2003

●外国人と法（第3版）／手塚和彰／有輩閣／2005

●こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A／外国人労働者雇用研究会 編集／第一法規／2017

●数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史／森田芳夫／明石書店／1996

●総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/   (2017/12/27)

●総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html   (2017/12/27)

●法務省入国管理局 「平成28年入管法改正について」

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html （2017/12/27）

●法務省入国管理局「難民認定制度」

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html (2017/12/27)

●法務省入国管理局「平成28年版 出入国管理」

http://www.moj.go.jp/content/001211221.pdf  (2017/12/27)

●法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/  (2017/12/27)

●法務省「出入国管理及び難民認定法」

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319&openerCode=1

(2017/12/27)

●法務省入国管理局「在留カードとは」

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html （2018/1/31）

●法務省入国管理局「在留カードの見方」

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf（2018/1/31）

●在留資格一覧表
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html （2019.8.17）

●出入国在留管理庁 制度概要 ①在留資格について
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf （2019.8.17）

●外務省「在外公館の仕事」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/shigoto.html (2017/12/27)

●外務省「駐日外国公館リスト」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html    (2017/12/27)

●在名古屋ブラジル総領事館

http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/   (2017/12/27)

●文部科学省「外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1323374.htm   (2017/12/27)

●厚生労働省 「中国残留邦人等への支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido02/index.html (2017/12/27)

引用・参考文献
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●厚生労働省「高齢者医療制度の見直しについて」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/02/dl/tp120205-1-3.pdf    (2017/12/27)

●（公財）国際研修協力機構 「外国人技能実習生と労働社会保険Q&A（改訂第8版）」

https://www.jitco.or.jp/download/data/roudou_hoken.pdf (2017/12/27)

●愛知県「難病法に基づく特定医療費助成制度について」

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/0000078618.html   (2017/12/27）

●内閣府男女共同参画局「被害者の要望別支援方法」

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/siensya/08.html (2017/12/27）

多文化ソーシャルワーカーについて

●多文化ソーシャルワークの理論と実践―外国人支援者に求められるスキルと役割／石河久美子／明石書店

／ 2012

●異文化間ソーシャルワーク 多文化共生社会をめざす新しい社会福祉実践／石河久美子／川島書店／2003

●多文化ソーシャルワーカーガイドブック／愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／2010

●多文化ソーシャルワーカーハンドブック／石河久美子監修 愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／

2011

●機関誌「あいち国際プラザ No. 111」／（公財）愛知県国際交流協会／2016.1

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝社会福祉編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2018

外国人対応に関する基礎知識

●多文化ソーシャルワーカーハンドブック／石河久美子監修 愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／

2011

●異文化間ソーシャルワーク 多文化共生社会をめざす新しい社会福祉実践／石河久美子／川島書店／2003

●多文化ソーシャルワークの理論と実践～外国人支援者に求められるスキルと役割／石河久美子／明石書店

／2012

●滞日外国人支援の実践事例から学ぶ多文化ソーシャルワーク／（社）日本社会福祉士会／中央法規出版／

2012

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝社会福祉編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2018

第２章 結婚するとき・離婚するとき

データでみる外国人の結婚・離婚

●厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた年次別婚姻件数」 2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214861

●厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた都道府県別婚姻件数」2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214862

●厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人 婚姻件数、夫の国籍・妻の国籍別」 2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003216761

●厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人 婚姻件数：夫の国籍・都道府県別、妻の国籍・都道府県

別」2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214862

●厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた年次別離婚件数及び百分率」 2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214881

●厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた都道府県別離婚件数」2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214882

●厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人の人口動態」 2017年

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html
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日本と10か国の婚姻届・離婚届必要書類

●これだけは知っておきたい！外国人相談の基礎知識／杉澤経子・関聡介・阿部裕監修／松柏社／2015.6.15

●改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅱ 婚姻編／渉外戸籍実務研究会／日本加除出版／2014.8.11

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ／木村光男 監修／日本加除出版／2015～2017

●在アメリカ合衆国日本国大使館「婚姻届」

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/marriage_top.html （2019.8.17）

●在アメリカ合衆国日本国大使館「離婚届」

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/divorce_top.html （2019.8.17）

日本での国際結婚の手続き／日本での国際離婚の手続き

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅴ ／木村三男 監修／日本加除出版／2017.8.9
●国際私法入門 第7版／澤木敬郎・道垣内正人／有斐閣双書／2012.3.30
●国際私法／澤木敬郎・横山潤／三省堂／2012.3.31
●国際結婚の基礎知識 第3版／筑波君枝／明石書店／2001.7.18
●在サンパウロ日本国総領事館「領事情報」

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/registro1_jp.html （2019.8.17）

各国の制度比較表

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ／木村光男 監修／日本加除出版／2015～2017
●EMA日本「同性婚」 http://emajapan.org/promssm/ （2019.8.26）
●BBCニュース「同性婚」 http://www.bbc.com/japanese/34742641 （2019.8.26）
●外務省「ハーグ条約 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html （2019.8.26）
●外務省「ハーグ条約 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約／関連資料」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001672.html （2019.8.17）
●韓国国籍法改正と在日への影響（二重国籍・国籍取得）

http://www.interq.or.jp/asia/lee/topic/kokusekiho.htm （2019.8.26）
●MEMORVA「男女格差指数ランキング 2018年版」

https://memorva.jp/ranking/world/wef_global_gender_gap_report.php （2019.8.26）
●World Economic 「Forum Global Gender Gap Index 2018」

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/rankings/  （2019.8.26）
●朝日新聞デジタル2015年3月5日記事 「ベトナム、同性愛でアジアをリード 結婚『容認』で注目

http://www.asahi.com/articles/ASH226KNZH22UHBI020.html （2019.8.17）
●世界経済のネタ帳 http://ecodb.net/ （2019.8.26）

第３章 相談対応で知っておきたいポイント

日系人とは

●DO JAPÃO AO BRASIL…RETORNANDO À ORIGEM, CIATE –VINTE ANOS DE HISTÓRIA 日本からブラ
ジルへ－原点への回帰 CIATE 20年の歴史／国外就労者情報援護センター／二宮正人、真田エレーナ恵子
／2012.7

●Relatório do Encontro dos Colaboradores Regionais do CIATE _2010 地域コラボラドーレス研修セミナー報告
書 講演：「日本のブラジル人コミュニティーの概要とその特徴・ブラジル国外務省の取り組み」 ブラジル国外務
省在外ブラジル人コミュニティー次官室・室長 ロドリゴ・アマラウ・デ・ソウザ／国外就労者情報援護センター／
二宮正人／2011.3

●顔の見えない定住化 日系ブラジル人と国家・市場・移民ネットワーク／梶田孝道、丹野清人、樋口直人／名
古屋大学出版会／2005.2.25

●日本社会とブラジル人移民 新しい文化の創造をめざして／リリ川村／明石書店／2000.5.30
●移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の方法／移住労働者と連帯する全国ネットワーク編／合同出版／

2012.3.15
●日本を元気にする国ブラジル／秋山芳郎／早稲田出版／2011.8.28
●ブラジル人と国際化する地域社会 居住・教育・医療／池上重弘／明石書店／2001.8.25
●法務省「日系4世の方への手引き第2.1版」

http://www.moj.go.jp/content/001277056.pdf  （2019.11.11）
●（公財）海外日系人協会「日系人について知ろう」

http://www.jadesas.or.jp/aboutnikkei/index.html （2019.11.11）
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●alternativa, 22 de outubro de 2015, edição 372, “Os yonsei são a cereja do bolo, bisnetos de japoneses no
Brasil batalham para conseguir visto e realizar o sonho de morrar no Japão” ,Thassia Ohphata

●法務省「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の
下欄に掲げる地位を定める件（平成2年法務省告示第132号）」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html （2019.8.17）

●永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html （2019.8.26）

●在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/nikkei.html （2019.8.6）

●アメリカ大陸日系人百科事典／アケミ・キクムラ＝ヤノ／明石書店／2002.10.15
●ラテンアメリカ 家族と社会 ／三田代子・奥山恭子／新評論／1992.12
●ペルーを知るための66章 第2版／細谷広美／明石書籍／2012.2.10
●現代フィリピンを知るための61章 第2版／大野拓司・寺田勇文／明石書店／2009.9.20

不法滞在と結婚

●法務省「在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan85.html （2019.11.11）

●法務省「出頭申告のご案内～不法滞在で悩んでいる外国人の方へ～」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html （2019.11.11）

●在留管理庁「退去強制手続と出国命令制度Q&A」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html （2019.11.11）

●法務省「国籍・地域別 男女別 不法残留者数の推移」
http://www.moj.go.jp/content/001289212.pdf （2019.11.11）

●退去強制手続及び出国命令手続きの流れ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo_flow.html （2019.11.11）

●在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
http://www.moj.go.jp/content/001293717.pdf （2019.11.11）

離婚の方法

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ（H29年3月）／木村光男 監修／日本加除出版／
2017.3.23

●詳解 国際結婚実務ガイド／榎本行雄・森川英一・中井正人／明石書店／2012.4.21
●国際私法・国籍法・家族法資料集 奥田安弘編訳／中央大学出版部／2006.6.20
●フィリピン－日本国際結婚－移住と多文化共生／佐竹眞明、メアリー・アンジェリン・ダアノイ／めこん

2006.5.1
●国際結婚・離婚ハンドブック／田代純子／明石書店／2011.5.9
●改訂 外国人よろず相談－事例と回答／東京都外国人研究会／2013.3.1
●第2回外国人相談窓口担当者研修会「ブラジル・フィリピン・日本の国際結婚、離婚、夫婦問題について」よ

り 「ブラジル人の国際結婚・離婚の手続き」資料／2015.7.29／（公財）三重県国際交流財団 アスト津
講師：静岡県弁護士会外国法事務弁護士 石川エツオ（ブラジル弁護士）／主催：三重県

●在名古屋ブラジル総領事館のホームページ「民事登録」の中の「離婚」手続きについての記載
http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/divorcio.xml （2019.8.17）

●国際離婚相談センター「ブラジル人との離婚手続き」
http://www.divorce119.com/brazil.html （2019.8.26）

●「行政書士法務相談室 日本人と外国人配偶者との離婚手続き」
http://yyhoumu.blog.fc2.com/blog-entry-61.html （2019.8.26）

●フィリピン共和国大使館
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/judicial-recognition-of-
foreign-divorce/#nav-cat（2020.2.8）

●法務省 在留外国人統計
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files（2020.2.8）

● 世界経済フォーラムThe Global Gender Gap Report 2018
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/（2020.2.8）
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離婚後の生活

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●愛知生活便利帳2019年版／（公財）愛知県国際交流協会／2019.3
●保険の教科書 「シングルマザー必見！母子家庭を支援する手当と助成金制度まとめ」

http://hoken-kyokasho.com/boshikatei-teat （2019.8.24）
●愛知県 母子・父子家庭及び寡婦への支援に関するその他各種制度

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000011021.html （2019.8.24）
●県営住宅入居申込案内書（平成27年度第3回定期募集）／愛知県・愛知県住宅供給公社

離婚後の親権

●外国人の法律相談Q＆A第三次改訂版／第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会／ぎょうせい
2016.2.20

●「ブラジル家族法」に関するセミナー 出生から死亡まで」資料（レジュメ）／2014.12.9／キャッスルプラザ
講師：二宮正人 （ブラジル国弁護士）／主催：愛知県行政書士会

●「在日ブラジル人の離婚問題に関する一考察」／二宮正人 ※上記セミナーの資料の一部
● NOLO LAW for ALL 「Divorce Basics」

http://www.divorcenet.com/topics/dissolution-marriage （2019.8.29）
● Chart: State Marriage License and Blood Test Requirements

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/chart-state-marriage-license-blood-29019.html （2019.8.29）
● 外務省「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001672.html (2019.8.17）

DV（ドメスティック・バイオレンス）

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●愛知県男性DV被害者相談事業

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/dansei-hotline.html （2019.8.30）

婚外子の認知と国籍

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用／外国人労働者雇用研究会編／第一法規
●法務省「国籍」

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki.html （2019.11.11）
●裁判所「家事事件」

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/index.html （2019.11.11）

第４章 各国の情報

インドネシア

●イスラームと日本人／飯森喜助／図書刊行会／2011.2.17
●イスラームの世界を知る辞典／塩尻和子・池田美佐子／東京堂出版／2004.9.1
●イスラーム知の営み／佐藤次高／山川出版社／2009.10.1
●インタビュー 名古屋モスクにて「イスラームについて」／2015.9.18
●多言語主義再考～多言語状況の比較研究／砂野稔幸 編者／三元社／2012.3.25
●民族大国インドネシア～文化継承とアイデンティティ／鏡味治也 編者／木犀社／2012.9.25

韓国

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅲ／木村光男 監修／日本加除出版／2017.3.23

●朝鮮学校物語 あなたのとなりの「もうひとつの学校」／地球村同胞連帯 「高校無償化」からの朝鮮学校排
除に反対する連絡会／花伝社／2015.6.1

●NPO法人国際結婚教会 在日韓国人（男性）と日本人（女性）の結婚について
http://www.itn-wedding.com/case/d185 （2019.8.29）

●国際離婚相談センター 韓国離婚手続き・方法
http://divorce119.com/post-40.html （2019.8.29）

●ASTキャスト 国際離婚・国際相続 国際離婚ケーススタディ5 在日韓国人の離婚のケース
http://www.cast-familyaffairs.com/2202/230/ （2019.8.29）
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●公益財団法人大阪府国際交流財団 離婚の手続：日本に住む外国人同士の夫婦の場合
http://www.ofix.or.jp/life/jpn/marriage/06.html （2019.8.29）

●在日コリアン支援ネット 結婚手続支援室
http://www.k-sup.net/kosekiemb/familyregist （2019.8.29）

●法務省 帰化許可申請者数等の推移
http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html （2019.8.29）

●法務省 e-Stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 2018年12月末
https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20180&month=24
101212&tclass1=000001060399 （2019.8.29）
●在日コリアン支援ネット 国籍（変更）手続支援室

http://www.k-sup.net/kokuseki/meaning （2019.8.29）
●一般社団法人 在日コリアン・マイノリティー人権研究センター 在日コリアンとは

http://www.kmjweb.com/about/korean.html （2019.8.29）

タイ

●タイのしきたり／中島マリン／株式会社めこん／2012.3.1
●タイ人について

http://www.mlit.go.jp/common/000116956.pdf  （2019.8.17）
●インタビュー タイ女性友の会（名古屋市）「タイの結婚・離婚事情について」 2015.9
●さくらプロジェクト・タイ

http://sakuraproject.org/index.html （2019.8.17）
●アムネスティ・インターナショナル日本「タイ国内の先住民族

http://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/minority/world/minority_thailand.html  （2019.8.17）
●タイ映画ライブラリー「メナムの残照」

http://www.asia-network.co.in/Theme1.htm （2019.8.29）

中国

●外国人の法律相談チェックマニュアル第5版／奥田安弘／明石書店／2013.9.27
●結婚とパートナー関係 問い直される夫婦関係／善積京子／ミネルヴァ書房／2003
●中国高齢者産業調査報告書 日本貿易振興機構北京事務所／2013.3
●時事通信社記事／2015.12.27
●人民網日本語版／2016.1.18

ネパール

●もっと知りたい国ネパール／バッタライ・ナビン／心交社／2008.2.1
●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅴ／木村光男 監修／日本加除出版／2017.8.9
●図説 ネパール経済2013 ／在ネパール日本国大使館／2013
●「ネパールNGOハンドブック 2018年度版」 （2019.8.29）

https://www.jica.go.jp/nepal/office/about/ngodesk/ku57pq00000qghlp-att/ngo_handbook_2018.pdf
●平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data11.html （2019.8.29）
●法務省「ネパールにおける現行民事法の現状と今後の立法動向」

http://www.moj.go.jp/content/000111943.pdf （2019.8.29）
●公益財団法人 国際労働財団 「2014年 ネパールの労働事情」

http://www.jilaf.or.jp/rodojijyo/asia/south_asia/nepal2014.html （2019.8.29）
●在ネパール日本国大使館

http://www.np.emb-japan.go.jp/jp/index.html （2019.8.29）
●在日ネパール国

https://jp.nepalembassy.gov.np/ja/ （2019.8.29）
●公益社団法人日本ネパール協会

http://koeki.or.jp/ （2019.8.29）
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フィリピン

●外務省「フィリピン基礎データ」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html#section1 （2019.8.29）

●在フィリピン日本国大使館「フィリピンでの結婚手続きについて」
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/consular_update/marriage_info.pdf  （2019.8.29）

●フィリピン共和国大使館「各種登録手続き」
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/#nav-cat （2019.8.29）

●きみにもできる国際交流⑫フィリピン／こどもくらぶ／偕成社／2000.3
●フィリピンと出会おう／ピナツボ復興むさしのネット・山田伸男・出口雅子／株式会社国土社／2005.9

ベトナム

●世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来ベトナム／(財)愛知県国際交流協会／2010
●ベトナム語を学ぶ／細井佐和子／株式会社あるむ／2001.8
●福島県男女共生センター広報誌 未来館NEWS／記念特集号 2010.9
●ベトジョー ベトナムニュース

http://www.viet-jo.com/news/statistics/150409052842.html  （2019.8.17）
●ベトナム進出支援ベトナム市場調査

http://www.support-in-vietnam.com/ （2019.8.29）
●特定非営利活動法人国際留学生協会「向学新聞2013年12月号 ベトナム人留学生４倍に」

http://www.ifsa.jp/index.php?1312-top （2019.8.17）
●在ベトナム日本国大使館

http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html （2019.8.29）
●在ホーチミン日本国総領事館

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html （2019.8.29）

アメリカ

●アメリカの家族 ／岡田光世／岩波新書／2000.5.19
●現代アメリカ人に見る価値観／小山内大／三修社／2001.12.1
●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ／木村光男 監修／日本加除出版／2015.11.27
●世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来アメリカ／(財)愛知県国際交流協会／2010.3
●在日米国大使館・領事館「日本での結婚」 （2019.8.29）

https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/ 
●海外移住情報「アメリカの国際結婚手続き」

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uma.html （2019.3.29）
● NOLO LAW for ALL 「Marriage Laws in Your State」

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/marriage-laws-in-your-state-31014.html （2019.3.29）
●SANO&ASSOCIATES, P.C.「カルフォルニア・サンディエゴでの離婚手続き：カルフォルニアの法律」

http://www.sano-associates.com/16.html （2019.3.29）
● Global Note 「国別統計 掲載国一覧」

http://www.globalnote.jp/p2336/ （2019.3.29）
●経済開発協力機構（OECD）「OECD Family Database」

http://www.oecd.org/social/family/database.htm （2019.3.29）

ブラジル

●Dom Pedro I
https://www.suapesquisa.com/biografias/d_pedro_i.htm （2019.11.11）

●Origem do Sobrenome
https://www.origemdosobrenome.com.br/os-maiores-nomes-e-sobrenomes-do-brasil/ （2019.3.29）

●ブラジル家族法」に関するセミナー 出生から死亡まで」資料（レジュメ）／2014.12.9／キャッスルプラザ
講師：二宮正人 （ブラジル国弁護士）／主催：愛知県行政書士会

●「在日ブラジル人の離婚問題に関する一考察」／二宮正人 ※上記セミナーの資料の一部
●愛知県社会活動推進課多文化共生推進室「愛知県内の市町村における外国人住民数の状況」 (2018年

12月末現在）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-2019-6.html （2019.11.11）
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ペルー

●地球の歩き方ペルー／地球の歩き方編集室／ダイヤモンド・ビッグ社／2014.1
●第2版 「在日」の家族法 Q＆A／木棚照一／西山慶一・李光雄・小西伸男／日本評論／2006.1.31
●国際結婚・離婚／田代純子／明石書籍／2011.5.9
●国際結婚ガイドブック／もりさきかずみ／明石書籍／2000.1.25
●在ペルー大使館

http://embajadadelperuenjapon.org/ja （2019.8.29）
●海外移住情報「ペルーの国際結婚手続き」

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma8.html  （2019.8.29）
●在名古屋ペルー総領事館「コミュニティーへの連絡」 2015.11.1
●ペルー統計情報庁（INEI） 2007年国勢調査結果(スペイン語)
“Censos Nacionales 2007: X1 de Población y VI de Vivienda, Perfil Sociodemográfico del Perú”
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf （2019.8.29）

第５章 結婚・離婚と外国人に関する資料

愛知県に住む外国人

●法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018.12月末）」
https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20180&month
=24101212&tclass1=000001060399

愛知県に住む外国人の推移

●法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（各年末現在）」

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html
● 2006年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統

計」、2012年から法務省 「在留外国人統計」 （各年末現在）
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html

外国人住民数上位

●外務省 国・地域
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html （2019.8.8）

多言語相談窓口及び専門機関

●愛知生活便利帳2019年版／（公財）愛知県国際交流協会／2019.3
●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●国際交流ハンドブック あいちの国際交流団体／（公財）愛知県国際交流協会／2018.9
●在名古屋ブラジル総領事館

http://nagoia.itamaraty.gov.br/（2019.11.11）
●愛知県女性相談センター

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000012699.html （2019.8.30）
●愛知県男性DV被害者相談事業

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/dansei-hotline.html （2019.8.30）
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◆情報収集・原稿作成・イラスト作成協力◆
本冊子の前身である「『多文化』ってこういうこと＝結婚・離婚編＝」（2016年）を作成するときに御
協力いただきました。
愛知淑徳大学 交流文化学部交流文化学科
榎田勝利ゼミ生（2016年当時）
荒谷留衣 石浜百華 井上ほのか 岡崎文香 岡本華歩 加藤弓奈 後藤まい 新宮美咲
杉本夏帆 武田えりな 田中唯 森田 愛 渡邉万紀子 (50音順)

あ イスラーム（イスラム教） 14,52,56,57,60,62,68

永住者
7,8,9,10,12,32,41,65,6
6,76,78

オーバーステイ 4,7,34

か 監護権 25,26,42,44,76,78

帰化 6,8,28,32,53,66,76,78

協議離婚
15,24,25,26,27,36,37,
38,76,78

国籍

6,8,12,14,18,19,21,22,
24,26,27,28,29,32,33,
36,40,42,43,44,48,49,
50,53,54,64,65,67,76,
78

婚姻要件具備証明書 21,22,76,78

婚外子 48,50

さ 裁判離婚
15,21,24,25,26,27,36,
37,80,82

在留カード 8,10,12,21,46,80,82

在留資格

6,7,8,9,10,12,14,32,
34,35,39,40,41,46,47,
49,50,65,66,67,80,82

在留特別許可 35,80,82

出入国在留管理局 8,10,32,35,40,47,49

索 引

出国命令制度 35

出生手続き 49

（結婚・離婚の）準拠法 22,24,36

（親子間の）準拠法 42,50

準拠法（訳語） 80,82

親権
25,26,37,38,39,42,
43,44,45

総領事館・領事館
11,21,22,25,26,37,
47,48,73,74,84,86

た 大使館
11,21,22,25,26,37,
43,48,74,80,82

多文化ソーシャルワーカー 13,98

調停離婚 21,24,26,36,80,82

定住者
6,7,9,12,32,40,47,
65,67,80,82

DV
13,40,46,47,73,80,
82

な 日系人 6,32,33,61,64,67

日本人の配偶者等
6,7,9,32,35,40,46,
65,80,82

認知 28,29,48,50,84,86

は 不法滞在 7,34,35,84,86
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外国人向け生活情報冊子「愛知生活便利帳」

外国人がこの地域で生活するのに役立つ情報を集めた冊子です。ポルトガル語、スペイン語、英語、

中国語に日本語を併記して作成しています。在留手続きから、保険、医療、教育、仕事、税金などの

制度を紹介するほか、各種相談窓口も掲載しています。

当協会あいち多文化共生センターにて無料（1冊）で配布するほか、ホームページからもダウン

ロードできます。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/benricho/index.html

ポルトガル語・スペイン語版（日本語併記）
2020（令和2）年3月 発行

ＡＩ Ａの関連事業

結婚・離婚 編
2020（令和2）年3月 発行

子どもの教育 編
2017（平成28）年3月 発行

社会福祉 編
2018（平成29）年2月 発行

いずれの冊子も、以下のアドレスからダウンロードできます。

http://www2.aia.pref.aichi.jp/sodan/j/manual/manual.html

相談員ための多文化ハンドブック

行政機関や市町国際交流協会、諸機関で外国人からの相談を受けている方たちが、諸外国の

様々な制度の違いや文化的な背景を十分に理解したうえで、多文化の視点を持って、より適切な

対応を行っていけるように、各国の情報や在住外国人が抱えている問題等をまとめた冊子「『多文

化』ってこういうこと」、「相談員のための多文化ハンドブック」を作成しています。

外国人が必要な行政サービスなどを受けることができ、安心して暮らすことができる多文化共生

社会づくりのためにご活用いただければ幸いです。

英語・中国語版（日本語併記）
2019（平成31）年3月 発行
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※ 上記の時間帯は、語学スタッフによる対応となります。なお、それ以外の日時（休館日を除く日の午前10

時から午後6時まで）においては、電話通訳等によって、上記言語に韓国語及びミャンマー語を加えた12

言語で対応します（通信状況等によっては、対応不可の場合もあります）。

※ 日曜日、祝日および年末年始（12／29～1／3）は休館日となります。

※ 対応言語・対応時間は変更することがありますので、詳しくはホームページでご確認ください。

◆ 専門相談◆ （予約制）

外国人のための無料弁護士相談
毎月第2・4金曜日13：00～16：00

（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、フィリピノ語/タガログ語は通訳付き）

在留関係相談
毎月第3水曜日13:00～17:00

労働関係相談
毎月第2月曜日13:00～1７:00

消費生活相談

毎月第4月曜日13:00～1７:00

※ 在留関係相談、労働関係相談、消費生活相談の対応言語は、ポルトガル語、スペイン語、英語、

中国語、フィリピノ語/タガログ語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タイ語、韓国語、ミャンマー語

※ 在留関係、労働関係相談の実施日が祝日の場合、翌週の同一曜日に振り替えになります。消費生活相談

の実施日が祝日の場合、翌日に振り替えになります。

公益財団法人愛知県国際交流協会（AIA）内のあいち多文化共生センターでは、多文化ソー

シャルワーカーが外国人の相談・支援をしています。複雑な問題を抱えている場合は、福祉専門

機関などの関係団体と連携しながら、問題解決に向けて継続的な支援も行います。相談や支援を

行う関係団体等の方も気軽にご利用ください。

◆ 所在地・連絡先 ◆

公益財団法人愛知県国際交流協会（あいち国際プラザ）あいち多文化共生センター

〒460-0001
名古屋市中区三の丸2-6-1愛知県三の丸庁舎内
TEL：052-961-7902 ／ FAX：052-961-8045
E-mail： sodan@aia.pref.aichi.jp ／ URL： http://www2.aia.pref.aichi.jp/

◆ 対応言語＆利用時間 ◆

ポルトガル語・日本語：

スペイン語：

英語：

中国語：

フィリピノ語/タガログ語：

ベトナム語：

ネパール語：

インドネシア語：

タイ語：

多文化ソーシャルワーカーによる相談・支援

月～土曜日 10:00～18:00

月・水・金曜日 13:00～18:00

月～土曜日 13:00～18:00

月曜日 13:00～18:00

火曜日 13:00～18:00

土曜日 13:00～18:00

火曜日 13:00～18:00

土曜日 13:00～18:00

木曜日 13:00～18:00
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発行 ： 公益財団法人 愛知県国際交流協会

相談員のための多文化ハンドブック
＝結婚・離婚編＝

2020年3月

〒460-0001

名古屋市中区三の丸2-6-1

TEL : 052-961-7902

Eﾒｰﾙ : sodan@aia.pref.aichi.jp

URL : http://www2.aia.pref.aichi.jp/


