
第２章

相談対応で知っておきたい制度とポイント



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ましょう。

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ましょう。

◆ 在留資格、在留期間（→P.11、13）

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。 （→P.16）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ましょう。

◆ 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

のか確認しましょう。

◆ 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、注意しましょう。

◆ 宗教の配慮が必要かどうか（→P.53、78）

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しておくとよいでしょう。

◆ 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とよいでしょう。
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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

えることができません。

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ましょう。

◆ 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、対応しましょう。

◆ 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

日本人に対してもいえることですが、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ことがあることを認識しましょう。

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ましょう。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しましょう。

相談者の理解度をしっかり見極めて対応しましょう。

◆ 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、「～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ましょう。

◆ 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しましょう。

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しましょう。

◆ 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掛けましょう。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しょう。

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ましょう。

◆ 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しましょう。

◆ 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

ように心がけましょう。

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いましょう。

◆ 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、誤訳や独自の解釈で、相談者本

人や支援者が考えていることを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、できれば避けましょう（→P.29）。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

活用しましょう。

◆ 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ましょう。
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児童

福祉法

母子及び

父子並びに

寡婦福祉法

雇用保険法

健康保険法

子ども・子育て

支援法

児童

扶養手当法

就学援助法

教育

基本法
学校

教育法

予防

接種法

母子

保健法

児童虐待

の防止に

関する

法律
子どもの

貧困対策の

推進に関する

法律

児童手当法

子どもの権利条約

【１】 生まれる・育てる



相談内容 相談窓口
関連する制度
・サービス等

出産手続きに

ついて相談したい

とき

産前・産後の健康について 保健センター（または保健所） ①、②、③、⑤

妊婦健診、出産費用について
市区町村役場、保健センター（または

保健所）

③、④、⑥

産休・育休中の生活費につい

て
健康保険組合、ハローワーク ⑦、⑮

出産後の手続きについて
市区町村役場、在日大使館（領事館）、

入国管理局

P.26 「外国籍の子ど

もの出産後の手続き」

子育てについて

相談したいとき

・子どもの発育や健康について

・育児や家事について

・孤立や不安なとき

保健センター（または保健所）、市区町

村役場
⑧、⑨、⑫、⑬、⑭

子どもを預ける場所について 市区町村役場 ⑪、⑫

子どもの引きこもり、非行に

ついて
児童相談センター

P.29 「児童相談所の

役割」

子どもに手をあげてしまうこと

がある
市区町村役場、児童相談センター

P.29 「児童相談所の

役割」

子どもに関する

費用について

相談したいとき

教育費について
市町村教育委員会（公立小中学校）、

県教育委員会（県立高等学校）

⑰、 「子どもの教育

編」（→P.129）

医療費や養育費について 市区町村役場 ⑩、⑯

ひとり親に関する相談をしたいとき 市区町村役場、福祉相談センター ⑱、⑲、⑳、㉑

障害児について相談したいとき
保健センター（または保健所）、市区町

村役場

P.56「障害のことにつ

いて相談したいとき」

子どもに関する相談には、「妊娠、出産」、「子育て」、「教育」 などに関する相談があります。

「妊娠、出産」などの母子保健については、住民であれば、国籍に関係なく人道的な観点からすべての

人が保障されます。厚生労働省の通知によれば、在留資格の有無にかかわらず、外国人は居住する市町

村に届出ることにより母子健康手帳の交付を受けることができるとされており、妊産婦や乳幼児に対する

保健指導（健康診査）、医療の提供、妊娠前から、出産・子育てについて、市区町村役場や保健センター

（保健所）に相談できます。また、安心して地域で子育てができるように、子育てについて総合的に相談が

できる子育て世代包括支援センターが2020年度末までに全国展開される予定です。

「子育て」については、全ての児童が適切な養育を受け、健やかな成長・発達、自立を保障されるように、

国や地方公共団体は保護者を支援するとされています。妊娠期から子育て期までの切れ目ない支援等を

通じて、妊娠や子育ての不安、孤立を防ぎ、児童虐待（→P.28）リスクを少なくするように、市町村および児

童相談所の体制の強化や様々な施策が講じられています。

また、理由は様々ですが、ひとり親（→P.24）で子育てをする家庭は増えています。子どもたちがその置

かれている環境に関わらず、心身ともに健やかに育成されるためにひとり親施策が講じられています。

１．概 要

２．主な相談窓口
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３．関連する制度・サービス等

名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用

備考

①母子健康手
帳の交付

妊娠・出産の状態、乳幼児期の経過、

予防接種の記録のほか、妊産婦の健

康管理および新生児の養育にあたり

必要な情報を記載。母親が自分で記

録を書き込める形式になっている。

市区町村役場、保健
センター（または保健
所）

母子保健
法

国籍要件な
し。
在留資格に
関わらず、居
住地の市町
村で交付さ
れる。

P.108 「母子
健康手帳」

◆ 母子健康手帳

◆ 子どもの健康に関する制度・サービス

名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人の

適用
備考

⑧乳幼児健康
診査

3～4か月、1歳6か月、3歳などの乳

幼児を対象に、発育・発達の診察、

身長・体重の測定、育児相談など。

保健センター
（または保健
所）

母子保健
法

国籍要件なし。
在留資格の有
無は問わない。

⑨予防接種

予防接種法に基づく予防接種の多

くは、自己負担なしで接種可能。

（定期予防接種）

市区町村役場、
保健センター
（または保健
所）

予防接種
法

国籍要件なし。

市町村が「当該市
町村の区域内に居
住する者」と認めた
場合に限る。

⑩乳幼児医療費
助成制度
（子ども医療）

公的保険に加入している人を対象

に市区町村で医療費の負担を行う。
市区町村役場

各自治体
の条例に
基づく

国籍要件なし。
国民健康保険、社
会保険等、公的保
険に加入している人。
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名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用

備考

②助産師・保
健師による
訪問指導

妊娠中の過ごし方、出産の準備、新生
児の発育・妊産婦の不安や悩みなどに
ついて、それぞれの状況に応じた相談
ができる訪問指導。

保健センター
（または保健
所）

母子保
健法、児
童福祉
法

国籍要件なし。
在留資格の有無は
問わない。

③妊婦健康
診査の助成

妊婦健診の費用の一部を公費で負担
するもの。「妊婦健診費助成の受診票」
をもらって、受診する。14回程度の助成
が受けられる。

市区町村役
場、保健セン
ター（または
保健所）

母子保
健法

国籍要件なし。
在留資格の有無は
問わないが、在留
カードを持たない外
国人に費用を負担
しない市町村も一
部あり。

④入院助産
制度

出産にあたって、保健上必要であるにも
かかわらず経済的な理由で病院または
助産所に入院できない妊産婦を対象に
その費用を助成。必ず出産前に手続き
を行う必要がある。

市区町村役
場、福祉事
務所

児童福
祉法

国籍要件なし。
在留資格の有無は
問わない。

⑤産後ケア
事業

退院直後の母子に対して心身のケアや
育児のサポート等を行い、産後も安心し
て子育てできるようにする支援事業。

市区町村役
場、保健セン
ター（または
保健所）

母子保
健法

国籍要件なし。

⑥出産育児
一時金

国民健康保険、健康保険組合、全国健
康保険協会、共済保険に加入している
場合、一時金として42万円が支給され
る。

市区町村役
場、各健康
保険組合ま
たは協会け
んぽ各支部

健康保
険法

国籍要件なし。

左記いずれかの
健康保険に加入
している人。健康
保険の加入には
在留資格制限あ
り。（→P.16）

⑦出産
手当金

健康保険の加入者本人が出産のため
会社を休み、給料を受けられないときは、
出産（予定）日以前42日から出産日後
56日までの範囲内で、出産手当金が支
給される。

各健康保険
組合または
協会けんぽ
各支部

健康保
険法

国籍要件なし。
就労可能な在留資
格を持ち、社会保
険に加入している
人。

◆ 妊娠・出産に関する制度・サービス

母子健康手帳は、妊婦健康診査や入院助産をはじめ、母子の健康に関する様々な保健サービスを利用し
てもらうためのものです。妊娠がわかったら、まずはこの手帳を取得するよう伝えましょう。（→P.27）



名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

⑪保育園

（幼稚園*）

保育園は保護者が仕事などで家庭で保

育できない場合に預けることができる施

設で、0歳から預けることができる。

*幼稚園は、保育園とは異なり、幼児教育

を行う場で、3歳から通うことができる。

市区町村役
場

【保育園】
児童福祉法
【幼稚園】
学校教育法

国籍要件なし。
当該市町村に
住所があり、在
留資格がある
人。

就労等の理由で
保育が必要な人。

⑫ファミリー・
サポート・セ
ンター事業

子育て中の人を会員として、児童の預か

りの援助を受けることを希望する人と当

該援助を希望する人との相互援助活動

に関する連絡調整を行うもの。

市区町村役
場

児童福祉法、
子ども・子育
て支援法、
各自治体実
施要綱

国籍要件なし。

当該市町村に住
所がある人。
実施していない
市町村もあり。名
称も市町村に
よって異なる。

⑬産前・産後
ヘルパー
派遣事業

妊娠中や産後の育児や家事を行うこと

が困難な家庭に、育児や家事などのサ

ポートを行うもの。有償で援助の内容に

制限がある。

市区町村役
場

各自治体実
施要綱

国籍要件なし。

当該市町村に住
所がある人。
実施していない
市町村もあり。名
称も市町村に
よって異なる。

⑭地域子育て
支援拠点
事業

「子育てサロン」など、子育て中の親子が

気軽に集い、相互交流を行う場。
市区町村役
場

児童福祉法、
子ども・子育
て支援法

国籍要件なし。

実施していない
市町村もあり。名
称も市町村に
よって異なる。

⑮育児休業
給付金

雇用保険の被保険者が1歳未満の子ど

もを養育するために育児休業を取得した

場合、一定の要件を満たすと支給を受け

ることができる。

ハローワーク 雇用保険法

国籍要件なし。
就労可能な在
留資格があり、
雇用保険に加
入している人。

⑯児童手当

日本国内に住所を有し、中学校卒業まで

の子どもを養育している人に支給される。

外国人は、日本国内に住所を有する場合、

支給される。

市区町村役
場

児童手当法 国籍要件なし。

日本国内に住所
を有する人。
子どもが海外に
住んでいる場合
は原則として支
給されない。

⑰就学援助

小中学校に在学する児童・生徒の保護

者が、子どもを就学させることが経済的

に困難な場合に、就学に必要な費用が援

助される制度。

市町村教育
委員会

学校教育法
就学援助法

国籍要件なし。
当該市町村に住
所がある人。

◆ ひとり親家庭への支援

名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用

備考

⑱児童扶養手
当

ひとり親家庭、父もしくは母が重度の障害

を有し、18歳以下※の児童を養育している

人が対象。外国人は日本国内に住所を有

して、要件を満たしている人。所得制限があ

る。

市区町村役
場

児童扶養手当
法

国籍要
件なし。

日本国内に住所
を有して、要件
を満たしている
人。

⑲愛知県遺児
手当

ひとり親家庭などで、18歳以下※の子ども

を養育している場合には、最大5年間支給

される。

市区町村役
場

愛知県遺児手
当支給規則

国籍要
件なし。

愛知県内に住所
を有して、要件
を満たしている
人。

⑳母子・父子
家庭の医療
制度

ひとり親家庭等の18歳以下※の子とその子

を扶養している父親または母親が医療機関

で診療を受けた場合には、医療保険自己

負担額が支給される。所得制限がある。

市区町村役
場

各自治体の条例
に基づく

国籍要
件なし。

当該市町村に住
所を有して、要
件を満たしてい
る人。

㉑母子・父子
自立支援員
等による相談

ひとり親家庭の人が自立できるよう、生活

の安定や子育ての相談、就業に関する相

談などを総合的に行う。

市区町村役
場、福祉相
談センター

母子及び父子並
びに寡婦福祉法
による母子・父
子自立支援員の
設置要綱

国籍要
件なし。

当該市町村に住
所を有して、要
件を満たしてい
る人。

◆ 育児に関する制度・サービス

※18歳到達後の最初の3月末まで
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４．外国人対応のポイント

◆ まずは母子健康手帳を取得

母子健康手帳は、妊娠初期から子どもが小学校に入学するまでの間の母子の一貫した健康記録とし

て妊婦に交付されるもので、住民登録をしていない外国人でも、居住地の市町村に妊娠の届出を行え

ばもらうことができます。この手帳を持っていれば、妊婦健診や健康相談を受けることができます。また、

居住地の市町村によっては、乳幼児健診や予防接種を受けられることもあります。

外国人の中にはこの制度のことを知らなかったり、言葉の問題から利用方法がわからなかったりする人

もいますので、妊娠がわかったら、まずはこの手帳を取得するよう伝えましょう。

◆ 孤立する外国人保護者

外国人は、日本国内に親族がいない人も多く、子育てに頼れる存在がありません。また日本語があまり

できなかったり、子育てに関する文化的背景が異なったり、子育てサービスの利用について知らなかったり

することなどから、地域から孤立してしまう人もいます。特に、近くに頼れる親族がいない場合には、子育て

サロン（→P.24⑭）など行政の相談窓口で相談できることを伝えましょう。

日本語があまりできない人には、相談者の了解を得た上で、相談機関に相談者に関する情報を提供し

たり、併せて国際交流協会（→P.102）などの通訳制度の利用を案内したりするなど、行政サービスにつな

げられるように工夫しましょう。

◆ 日本での子どもの就園について、その独自のしくみを明確に

「保育園」、「幼稚園」などの区別のつかない外国人保護者はとても多いです。例えば、保育園は、0歳

から預けることができる保育施設で、幼稚園は、3歳から通うことができる幼児教育施設であること、また、

申請窓口の違い、公立と私立の違い、など、それぞれの違いをしっかりと説明してあげましょう。その他、

保育園や幼稚園の行事や持ち物についても外国人の親にとっては分からないことが多くありますので、き

ちんとした情報提供が必要になります。 （→P.108 「幼稚園・保育園ガイドブック」）

保育園、幼稚園の選択肢の他、愛知県内には、朝鮮学校、ブラジル人学校をはじめとする外国人学校

やインターナショナルスクールもあります。

◆ 行政の子育て制度について情報提供を

子育てサポートのために短期滞在の在留資格で、親族を本国から呼び寄せるケースがあります。また保

育園や幼稚園などに行かせず、同じ国出身のベビーシッターなどに預ける人も多くいます。こうした、外国

人特有の子育てのインフォーマルな社会資源※についてよく理解することが必要ですが、世帯の状況に

よってはフォーマルな社会資源につないだ方がいいケースもあります。

日本人には比較的知られるようになったサポート制度（ファミリー・サポート・センター事業（→P.24）、産

前・産後ヘルパー派遣事業（→P.24））などについては、日本語でしか活用できないところがほとんどです

が、外国人保護者も利用可能です。まだまだ外国人に知られていないことが多いので、積極的な情報提

供が必要とされています。その際、通訳の有無についての確認、情報提供や派遣の調整も忘れずに行い

ましょう。これらの制度については、各市区町村の子育て関連窓口に問い合わせるとよいでしょう。

※ 社会資源：社会福祉分野において、ニーズを充足するために用いられる有形、無形の資源を指す総称で、
制度や施設、資金、人材、技能や知識などが含まれます。

◆ 子育て支援の情報提供をしよう

外国人の子どもたちのための放課後教室
・トライシクル（名古屋市中区）
写真提供：フィリピン人移住者センター
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近年、地域で子育てをする時代になっています。市区

町村役場にはフォーマルなサービスと地域が主催するイ

ンフォーマルなサービスが数多くあります。しかし出産後、

育児中の外国人の親が情報を入手することはなかなか

難しいので、相談者に対しては市区町村役場へ相談する

ように情報提供するとともに、市区町村役場へもあらか

じめこういった相談者が行くことを連絡するなど、丁寧な

連携が大切です。

また、外国人保護者向けの日本語教室や、子どもたち

のための日本語教室・放課後教室については国際交流

協会（→P.102）に問い合わせれば、情報が得られます。



子どもの保険がない！

出産にかかる手続きと支援

◆ 子どもを出産後、必要な福祉サービスを受けるために次の手続きをします。

・市区町村役場に出生届けをする

・親が加入している健康保険証を提示し、子どもの医療費助成のため医療証を受け取る

（→P.23⑩）

・児童手当の申請をする（→P.24⑯）

◆ 親が公的保険に加入していないと、子どもの医療費助成は受けられず、全額自己負担とな

ります。なぜ公的な医療保険に加入していないのかを確認し、加入要件を備えている場合

は手続きすることを促しましょう。

◆ 市区町村役場への出生届けをしていない場合は、外国人の場合の手続きやよくある事情

（→P.27）について医療ソーシャルワーカーに伝えた上、本人にも丁寧に説明し、手続きのた

めのきめ細かいサポートをしましょう。

◆ 念のため、母子健康手帳を持っているかどうかも確認し、持っていない場合は併せて市区

町村役場に相談するように伝えましょう。

なぜ健康保険に未加入なのか、その背景を明らかにして、加入手続きのサポートまたは、手続きを支援し

てくれる機関につなぐことが必要です。こうしたケースの場合、以下の二つのパターンが考えられます。

① 健康保険の加入資格があるのに、加入していない

親が国民健康保険や健康保険（→P.46）等の公的保険に加入していないと、子どもの医療証が発行さ

れません。また、保険料の滞納などで保険証が使えない場合でも、医療証が利用できないことがあります。

外国人の中には、制度について知識がなく、仕事を辞めて健康保険の資格をなくしたり、離婚を機に夫

の扶養から外れたりして、その後、国民健康保険等への切り替えの手続きをしないままでいたりすること

もあります。そして、体調不良や妊娠等をきっかけに保険に加入していないことに気づく人もいるようです。

また、市区町村の窓口で説明を受けていても、言葉の違い等から理解できず、放置してしまうケースもあ

ります。そのため、通訳を交えて、きちんと説明しましょう。

② 親に住民登録がなく、健康保険に加入できない

国民健康保険は、3か月を超える在留期間がある外国人には加入資格がありますが、深刻なのは、在

留資格がないため、住民登録ができないケースです。この場合、親が在留資格取得の手続きをする必要

があります。

母に在留資格がなくても、父に在留資格がある場合は、父の認知によって在留が可能な場合がありま

す。また、子どもの実父が日本人の場合は、子どもも日本国籍の取得が可能になり、その日本国籍の子

どもを養育する母も在留資格が得られ、住民登録ができる場合もあります。在留手続きについては、入

国管理局（→P.14）の他、弁護士会や行政書士会等に相談するとよいでしょう。

親の公的保険の加入状況について確認する

ブラジル人女性が、生後間もない赤ちゃんを連れて病院に来ました。

女性は、健康保険に未加入で、子どもの医療証も持っていないため、全額自費で払うこ

ととなり、とても困った様子です。

詳しく話を聞くと、まだ出生届も出していないようで、子育てに必要な支援が受けられて

いない状況でした。

相談者：病院の医療ソーシャルワーカー 対応者：外国人相談窓口
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以下の理由等から、出生届が出されていない場合があります。

・未婚で出産した母が、子どもに父の苗字を名乗らせたい

・日本人と婚姻中の外国人女性が、夫以外の男性の子どもを出産し、夫の戸籍に入れたくない 等

しかし、出生届が出せない状況が続くと、子どもが福祉サービスを受けられない状況が続くことになり

ます。子どものことを考えて、必要なサービスを受けられるようにするにはどうすればいいか、まずは本人

と一緒に考えましょう。一度は出生届を出して、後で変更手続きを行うなどの方法もありますので、また

は市区町村の関連窓口とも相談しましょう。

外国人の母親が懐妊ないし出産した場合は婚姻関係にない日本人の父親が認知することで、子ども

が日本国籍を取得できる場合もあります。必要に応じて弁護士などの専門家に相談するとよいでしょ

う。また、母子ともに外国人の場合は、本国の手続きも必要になりますので、その際は大使館・総領事館

（→P.15）に確認しましょう。

「戸籍及び住民票に記載のない児童に関する児童福祉行政上の取扱いについて」
厚生労働省・内閣府（2007（平成19）年３月22日付け事務連絡・2016（平成28）年10月21日付け事務連絡）

母の離婚後３００日以内に生まれるなどの理由で、戸籍・住民票に記載されていない子どもについても

当該市町村に居住している実態が確認できれば、児童福祉等の対象となるとされています。母子保健

については、住所要件がないことから、戸籍・住民票における記載の有無にかかわらず、当該市町村に居

住している実態を確認できれば対象となるとされています。

市区町村役場

入国管理局

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
入国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

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）

入国管理局

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.15）にて確認してください。

◆ 外国籍の子どもの出産後の手続きの流れ

病院

◆ 出生届が出されていないのはなぜ？

①

②
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外国籍の子どもの出産後の手続き

外国人が日本で出生したときは、日本人と同じく、市区町村役場での出生届の提出が必要です。

しかし、外国人の親の中には、出生届や在留資格取得の手続きについて理解できず、あるいは出産後の

慌ただしさから手続きができなくなってしまうケースがあります。出生から１４日以内に市町村に出生届を出

して住民票に登録する必要がありますが、出生から60日を超えて日本に在留する場合は、子どもについて

も在留資格の取得許可の申請を出生から30日以内にしなければなりません。子どもが在留資格を取得し

ない場合は、子どもの福祉サービスを受けられなくなるので注意が必要です。その間に、本国への子どもの

出生届の提出、パスポートの作成など、大使館・総領事館（→P.15）での手続きも必要です。



親が子どものためを思って叱ったことが

・・・実はよくない！
しつけ・児童虐待

中２の息子の父（中国）が「突然、児童相談所が来て、あなたがしていることは虐待と言わ

れるだけで、話も聞いてもらえない。」と来所されました。

息子は、学校を休んで、夜中にゲームセンターにいることが増えてきました。そこへ父が迎え

に行った時に、大声で叱り、連れて帰ったことがあるとのことでした。父は、「虐待ではなく、し

つけの一環だ。児童相談所は信用できない。他に相談できる場所はないか」と訴えています。

息子は、日本語会話には問題ありませんが、中国語は片言です。一方、父は日本語が苦手

です。また、児童相談所が家庭訪問した際の通訳は、小5の次男がしていたそうです。

◆ 「しつけ」と「虐待」との違いをしっかり説明し、日本の法律の考え方等を理解してもらう必

要があります。外国人の親がしつけと思っていても、日本では虐待とみなされることがあり

ます。

◆ 児童相談所の役割、特にどんな相談機関なのかを最初にしっかり説明しましょう。

◆ 親子間、家族間で、使用する言語が異なることがあります。特に日本で生まれ育った子ど

もは日本語で、親は母国語で日常生活を送っているケースがあります。それを理解した上

で、双方に働きかける必要があります。

◆ 子どもに通訳をさせることは、精神的な負担がかかると言われています。場合によっては、

子どもの発達にも大きな影響を与えますので、通訳者を利用して相談対応しましょう。

身体的虐待
身体に傷（打撲、あざ、骨折、火傷）を生じさせる行為。生命に危険を及ぼす行為（首を絞める。投げ

る。縄などで拘束する。乳児を激しく揺さぶる）など。

心理的虐待
暴言、脅迫、無視、兄弟の間で差別的な扱いをする。配偶者や他の兄弟への暴力行為を子どもに

見せること（ＤＶ）など。

ネグレクト

極端に不適切な生活環境、食事を与えない、衣服が極端に不適切、家や車の中へ置き去りにする

など。必要な医療を受けさせない（医療ネグレクト）、学校へ行かせない（教育ネグレクト）、同居人な

どによる虐待の放置など。

性的虐待 子どもへの性的行為。性器や性的な行為を見せる。子どものポルノ写真を撮るなど。

児童虐待とは、保護者（親、養育者、同居の恋人含む）が子どもの心や身体を傷つけ、子どもの健やか

な発育や発達に悪い影響を与えることをいいます。「虐待」の判断は、常に子どもの視点・立場で考えます。

虐待は以下の4種類に分類されています。

児童虐待の相談件数は増加傾向で、外国人の親子間にのみ発生しているのではありません。（2016（平

成２８）年度相談対応件数は約12万件）。増加の背景は、核家族化や地域のつながりが希薄になり、子育て

に祖父母や地域の支援が得にくい社会になってきたことや、虐待に対して地域の関心が高まったことも挙

げられます。

外国人については、母国の文化、宗教、子育てへの考え方などの違いから、母国では常識とされていた行

為も日本の法律では児童虐待と捉えられてしまう場合があります。例えば、不就学の子どものケースで、子

どもが学校へ行きたいと言っているのに、家の手伝いをさせる等の親の都合で、学校に行かせないことは、

教育ネグレクトにあたります。また、親の仕事の都合で、夜間子どもたちだけで留守番をさせることも、子ど

もの安全を損なう行為として虐待とみなされる場合があります。外国人の場合、日本の法律をよく理解し

ていないことが多いので、丁寧に説明することが必要です。また、周囲から孤立しやすい環境である時は、適

切な子育て相談機関につなぐようにして、子育てしやすい環境を作るようにしましょう。

「しつけ」と「虐待」との違い

相談者：外国人相談窓口 対応者：児童相談所
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児童相談所の役割

このケースでは、父は児童相談所に対していいイメージを持てなかったようですが、児童相談所は子どもに

関する様々な専門職が相談に応じる親子の専門相談機関です。虐待の対応だけではなく、以下のように子

ども本人、家族の相談に対応しています。また、市町村、福祉事務所、保健所、学校、警察、関係機関、地域

機関とも連携して、家庭、子どもの相談に対応しています。

相談機能

子どもの保護者や家庭・その他周囲からの幅広い相談を受け付ける窓口

養護相談
保護者の家出、死亡、離婚、入院、稼働、服役等による育児困難児、遺児、迷子、虐待を受け

た子ども、養子縁組についての相談など

保健相談 未熟児、虚弱児、内部機能障害、小児喘息、その他疾患（精神疾患）等を有する相談など

障害相談
肢体不自由、視聴覚障害、言語発達障害等、重症心身障害、知的障害、自閉症等の発達障

害の相談など（→P.62）

非行相談
ぐ犯相談（虚言癖、浪費癖、家出、浮浪、乱暴、性的逸脱等、問題行動（飲酒、喫煙））、触法

相談

育成相談
性格行動相談（友達と遊べない、落ち着きがない、家庭内暴力、行動上の問題）、不登校相談、

適性相談、育児・しつけ相談など

一時保護

機能

家庭での虐待で子どもの心身に問題が見られた場合、また保護者の死亡や家出などの問題で子どもの保

護が必要となった場合や、親の入院や養育できない事由により一時的に子どもを預かる機能。

措置機能

児童福祉司等が子どもやその保護者を指導する機能。また指導による改善が見られない場合など、家庭で

子どもを養育することが難しい場合は、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設等の児童福祉施設への入

所、里親への委託を行う場合があります。

親子間、家族間の言語のズレ

児童虐待の案件を子どもに通訳させることについて

親が日本語のできる子どもに通訳させることは、以下の観点からふさわしくありません。

① 子どもが親の相談内容で、心に深い傷を負う可能性

② 親が子どもの手前、本当のことを言わない可能性

③ 相談員が子どもに配慮して親に必要な助言ができない可能性

また、子どもが親の相談内容や相談員の対応方法を知ってしまい、今後の親子関係がぎくしゃくすること

がありますし、子どもが正確に通訳することができないこともあります。さらに、子どもが通訳することに精神

的な苦痛を感じるようになってくると、心身の発達や人間関係、勉強、進路にも悪影響を及ぼす場合もあり

ます。子ども、親、相談員にとって、子どもに通訳させることはデメリットが大きいです。

児童相談所などの関係機関と話をする際、子育てに関する母国の文化や考え方や姿勢など、相容れない

部分が見受けられますが、通訳を交えて粘り強く話し合い、子どものために一緒に良い方向に向かうように

考えていこうという姿勢が大切です。その観点から、子どもの相談に詳しい通訳を利用するようにしましょう。

成長するにしたがって、親子でお互い「何を考えているかわからない！」と感じることはあるかもしれません。

特に、親子で使用する言語が異なるとそのすれ違いが大きくなりがちです。お互いを理解しあい円滑なコ

ミュニケーションの手助けとして、日本語教室や母語教室（→P.107）を情報提供してみるのもよいでしょう。

◆ 県内の日本語教室

こちらのアドレスから県内の日本語教室が検索できます。

URL: http://www2.aia.pref.aichi.jp/resource/j/class/classtop.html
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外国人の子どもの貧困

近年「子どもの貧困」が社会問題になっています。子どもの将来がその生まれ育った環境に

よって左右されることのない社会にするため「子どもの貧困対策の推進に関する法律（略称：

子どもの貧困対策法）」では、子ども等に対する教育の支援、生活の支援、保護者に対する就

労の支援、経済的支援等の施策を講じており、今地域では「学習支援」や「子ども食堂」など

子どもの生活を豊かにする様々な取り組みが行われています。

さらには親に本国から呼び寄せられて、環境の変化から家族関係が不和になったり、突然新

しい家族と暮らさなければならなくなったりして、複雑な家庭環境で生きていかざるをえない

子どももいます。就学年齢になってから来日した子どもの中には、日本語が理解できず授業に

ついていけなかったり、習慣の違いなどから学校生活になじめなかったり、さらには不登校に

なってしまう子どももいます。

こうして学校でも家庭でも居場所がなくなってしまった子どもたちは、社会で生きるために

必要な学力、日本語能力や知識を身につけることができず、日本で安定した職に就くことも困

難になります。

こうした外国の子ども達を支えるためには、就学前の子ども達をサポートするプレスクール

（ →P.129 「多文化ってこういうこと＝子どもの教育編＝」）や外国人の子どものための学習支

援教室につないだり、国際交流協会やNPOが実施している多言語の進路説明会への参加を

促したりして、子どもが明るい未来をイメージして、努力できるような支援が求められています。

また、経済的に困窮している世帯の子どもには、生活困窮者自立相談支援機関などの相談窓

口につなぐことも必要でしょう。経済的な問題で学校に関わる費用を捻出できない子どもにつ

いては、就学援助（→P.24）を案内したり、高等学校や大学の進学を考えている場合には、就

学支援金や各種奨学金に関して情報提供してみるのもよいでしょう。

子どもの貧困は、家族だけの問題ではなく社会全体の課題です。外国人の子どもについて

も同様で、地域全体で取り組まなければならない課題となっています。
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雇用保険法

労働者

災害補償

保険法

生活困窮者

自立支援法
生活福祉資金

貸付制度

厚生年金法

生活保護法

配偶者暴力

防止法
国民年金法

労働基準法

【２】 生活する



１. 概 要

２ .  主な相談窓口

相談内容 相談窓口
関連する制度、

サービス等

健康保険・
年金について
相談したい
とき

健康保険について知りたいとき
各健康保険組合、市区町村役
場、協会けんぽ各支部

④、P.46

年金について知りたいとき 市区町村役場、年金事務所
①、②、③、P.36・
56～57・66～67

国民健康保険料や、介護保険料の支
払いが困難なとき

市区町村役場 ⑪、⑫、⑬

仕事について相談
したいとき

仕事を探したいとき

全国のハローワーク、名古屋外
国人雇用サービスセンター（ポ
ルトガル語、スペイン語、英語、中
国語、タガログ語での対応が可能
（タガログ語は曜日による））

仕事に必要な日本語や労働慣習につ
いて学びたいとき

全国のハローワーク、名古屋外
国人雇用サービスセンター（ポ
ルトガル語、スペイン語、英語、中
国語、タガログ語での対応が可能
（タガログ語は曜日による））

⑩

雇用保険について
相談したいとき

雇用保険基本手当（失業手当）につい
て知りたいとき

本人の居住地を管轄するハ
ローワーク

⑤、⑥、⑦、⑧

介護休業給付について知りたいとき
働いている事業所を管轄する
ハローワーク

育児休業給付について知りたいとき
働いている事業所を管轄する
ハローワーク

P.24⑮

労働災害について
相談したいとき

職場や通勤途中でけが・病気をした
とき

労働基準監督署 ⑨

私たちの生活は様々な社会福祉・社会保障制度によって支えられています。生活を保障する制度とし

ては、病気や失業といった状態になったときのために、健康保険・労働災害保険・雇用保険等の支えあい

の制度があります。

また、年金制度は、年金保険料を支払うことで住民の生活を支えあう仕組みです。日本は国民皆保

険・皆年金制度を導入しており、厚生年金に入っていない人は２０歳になれば国民年金に加入することに

なっています。支給される年金には、老齢年金だけでなく、病気やけがが原因で支給される障害年金、加

入中や受給中に死亡した場合に遺族に支給される遺族年金があります。

収入が安定せず、そのままの状態が継続すれば、生活破たんしてしまう恐れがありますが、その手前で

生活を支える制度としては、生活困窮者自立支援制度があります。また、市区町村の社会福祉協議会で

は、一時的に生活費が不足したときのために生活福祉資金の貸し付けを行っています。

働けない、あるいは働いても生活を維持するだけの収入が得られない場合は、最後の生活の保障とし

ての生活保護制度があります。生活保護では生活・医療・介護・教育等の扶助が受けられます。

また、生活困窮に陥る原因の1つとして、離婚があります。外国人の場合、配偶者による暴力被害で逃

げては来たけれど、住所変更等の届出をしなかったことにより在留資格を失ったり（→P.43）、生活の目

途が立たなかったりという相談も多くあります。女性相談センター等適切な相談機関につなぐことで、そ

の後の生活再建に向けての支援を受けることができます。最近は、男性が被害者である配偶者暴力相

談も出てきました。その場合も、女性相談センターにつなぎましょう。
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3.  関連する制度・サービス等

◆ 年金制度に関する制度・サービス

相談内容 相談窓口
関連する制度、

サービス等

生活困窮について
相談したいとき

・病気など、何らかの事
情で働けないとき

・家計のやりくりがうまく
いかないとき

市区町村役場（福祉事務所）
生活困窮者自立支援相談窓口

⑮、⑯

一時的にお金を借りた
いとき

社会福祉協議会 ⑭

住まいについて
相談したいとき

離職や解雇などで住居
を失うとき

市区町村役場（福祉事務所） P.40～41

DVについて相談したいとき

配偶者暴力相談支援センター
女性相談センター
市区町村役場（福祉事務所）
女性の人権ホットライン（TEL:0570-070-810）
外国語人権相談ダイヤル（→P.105）
外国語インターネット人権相談受付窓口
（→P.105）

P.42～43

名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人の

適用
備考

①国民年金

老齢、障がい、遺族になったときに年金の

支給を受けるための社会保障制度。原則

として住民基本台帳に登録のある２０歳

以上６０歳未満の人が対象。

市区町村役
場、年金事務
所

国民年金
法

国籍要件なし
住民登録をし
ている人

②厚生年金

民間企業で働く人や公務員等が加入し、

基礎年金の上乗せとして報酬比例年金

の給付を受けるもの。国民年金と同じよ

うに、老齢、障害、遺族の各種年金がある。

年金事務所
厚生年金
保険法

国籍要件なし。
就労可能な
在留資格を
有すること。

③脱退
一時金

年金保険料を6か月以上支払っていた外

国人が、日本に住所を有しなくなってから

もらえる還付金。諸条件あり。

年金事務所
市区町村役
場

国民年金
法、厚生年
金保険法

日本国籍で
ないこと

◆ 仕事に関する制度・サービス

名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

④傷病

手当金

健康保険の現金給付（現金で支給）。病気やけ

がのため働くことができず会社を休み事業主か

ら十分な報酬が受けられない場合に支給。国保

組合の場合、一部で支給のため確認が必要。

各健康保険
組合、協会
けんぽ各支
部等

健康保険
法

国籍要件なし。
就労可能な在留
資格を持ち、社
会保険に加入し
ている人。

⑤雇用保険

基本手当

１と２のいずれにも当てはまるときに基本手当が
支給される。
１．就職したいという積極的な意思といつでも就
職できる能力があるにもかかわらず、職業に就
くことができない。（注1）

２．離職の日以前２年間に、被保険者期間が通算
して１２か月以上あること。

特定受給資格者または特定理由離職者
（→P.35）については、離職の日以前１年間に、被
保険者期間が通算して６か月以上ある場合でも
可。
（注1）受給期間中に病気、けが、妊娠、出産、育
児等の理由により引き続き３０日以上働くこと
ができなくなったときは、その働くことのできな
くなった日数だけ、受給期間を延長することが
できる。延長できる期間は最長で３年。

本人の居住
地を管轄す
るハローワー
ク

雇用保険
法

国籍要件なし。
就労可能な在留
資格を有するこ
と
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名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人の

適用 備考

⑥傷病手当

雇用保険基本手当の申請をした後に、１
５日以上引き続いて病気やけがのために、
基本給付の支給をうけることができない
日の生活の安定を図るために、一定の
要件に該当すれば支給される。

本人の居住地を管轄
するハローワーク

雇用保険
法

国籍要件な
し。就労可
能な在留資
格を有する
こと。

⑦再就職

手当

基本手当の受給資格がある人が早期に
再就職し、一定の要件に該当する場合
に支給される。また、雇用保険の受給者
が、事業を始めた場合についても一定の
要件に該当すれば支給される。

本人の居住地を管轄
するハローワーク

雇用保険
法

国籍要件な
し。就労可
能な在留資
格を有する
こと。

⑧就業促進

定着手当

再就職手当の支給を受けた人が、引き
続きその再就職先に６か月以上雇用さ
れ、かつ再就職先で６か月の間に支払わ
れた賃金の１日分の額が雇用保険の給
付を受ける離職前の賃金の１日分の額に
比べて低下している場合、一定の要件に
該当すれば給付を受けることができる。

本人の居住地を管轄
するハローワーク

雇用保険
法

国籍要件な
し。就労可
能な在留資
格を有する
こと。

⑨労災保険

（労働者災害

補償保険）

パートやアルバイトの人も含め、仕事中
の事故等により、あるいは通常の通勤中
の事故等により、けがをしたり病気になっ
たりした場合、労災保険から療養給付
(病院での治療や投薬、通院費用)が受
けられる。また、それによって働けず、賃
金が得られない場合は、休業給付(休業
4日目から）が受けられる。

労働基準監督署
労働者災
害補償保
険法

国籍要件な
し。在留資格
は問わない。

労災保険
相談ダイ
ヤル
０５７０-
００６０３１

⑩外国人就

労・定着支

援研修

定住外国人求職者を対象に、日本語・
日本の労働法令・雇用慣行・履歴書の
書き方などの研修を行う。（定住外国人
で、求職活動を行うことができる人が
対象）

ハローワーク、名古屋
外国人雇用サービス
センター（ポルトガル語、
スペイン語、英語、中国
語、タガログ語での対応
が可能（タガログ語は曜
日による））

定住外国
人が対象

◆ 生活困窮に関する制度・サービス

名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

⑪国民健康保

険料の軽減

特定受給資格者または特定理由離職者
（→P.35）は、自治体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
民健康保険料が軽減となる場合がある。

市区町村役
場

国民健康保
険法

国籍要件なし。
就労可能な在
留資格を有す
ること。

⑫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る。

市区町村役
場、年金事務
所

国民年金法

⑬介護保険料

の減免

市区町村により一定の条件を満たす場合、
介護保険料の減免を受けることができる。

市区町村役
場

介護保険法
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名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用 備考

⑭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）。
※次のア・イの条件を満たしていれば無利子。
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

社会福祉協

議会

生活福祉資
金貸付制度

自治体により、
国籍要件あり
（永住者可
等）

自治体に
より内容・
対象が異
なる

⑮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、

家計相談支援、学習支援等で、自治体に

より実施事業は異る。

市区町村役

場（福祉事務

所）、生活困

窮者自立支

援相談窓口

生活困窮者
自立支援法

国籍要件はな
し。在留資格
によっては対
象とならない。

⑯生活保護

預貯金や資産、働く能力を活用しても最

低限度の生活ができない人に、最低限度

の生活を保障し、自立していけるようにす

る制度。世帯単位。生活扶助、住宅扶助、

教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、

生業扶助、葬祭扶助があり、基準額は、年

齢・性別・地域等で決まる。

市区町村役

場の生活保

護担当（福祉

事務所）

生活保護法

法の対象は日
本国民だが、
外国人（永住
者・定住者・
日本人の配
偶者等）に準
用
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◆ 特定受給資格者・特定理由離職者について

○ 特定受給資格者：
倒産・解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた人

○ 特定理由離職者：
特定受給資格者以外の人で、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを
得ない理由により離職した人

なお、特定の理由によって離職した人は、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あ
る場合、雇用保険基本手当の受給が可能な場合があります。細かい諸条件がありますので、詳細はハロー
ワークへお問い合わせください。

＜離職理由の例＞

会社の倒産／解雇／賃金の1/3以上の不払い／契約内容と実際の労働条件の著しい相違／

上司・同僚からの著しい冷遇・いやがらせ・セクハラ／心身の障害・体力不足・負傷等による離職 ほか



4. 外国人対応のポイント

◆ 外国人も公的医療保険や年金に加入しなければいけません。

制度について丁寧に説明しましょう。

公的医療保険制度や年金制度は国によって様々なので、外国人には理解しにくく、制度そのものを知ら

なかったり、「いずれ国に帰るから」「保険料が高いから」などの理由で加入していない外国人もいます。国

籍に関係なく、日本に住所を有する20～60歳のすべての人が加入しなければいけないこと、いざという時

に生活を保障するための制度であることを丁寧に説明し、加入することを勧めましょう。

○ 公的医療保険制度

公的医療保険には、会社員が加入する「健康保険」、公務員が加入する「共済組合」、その他大部分

の人が加入する「国民健康保険」などがあります。外国人の中には、生命保険など民間の保険制度と混

乱している人も多いので、制度について丁寧に説明することが大切です。

健康保険については会社で手続きをしますが、国民健康保険については、次のような場合、14日以内

に居住地の市区町村役場で本人が手続きをしなければいけません。

入国した時／他の市町村から転入した時／会社の健康保険をやめた時／

扶養家族から外れた時／子どもが生まれた時／生活保護を受けなくなった時 など

ただし、後期高齢者医療制度の対象者、生活保護を受けている方、中国残留邦人等支援法による支

援給付を受けている方などは、加入の対象になりません。

公的医療保険に加入することによって、「医療費が3割（年齢により2割）負担になる」「高額医療費の

還付が受けられる」「出産一時金が支給される」「葬祭費が支給される」などの保障が受けられることも

伝えましょう。

○ 年金制度

一定の期間（10年以上、2017（平成2９）年12月現在）保険料を支払っていれば、老後一定の年金が

もらえるほか、障害者になった時には障害年金が、亡くなった時には遺族に遺族年金が支払われること

を説明しましょう。

外国人の場合は、年金保険料を支払っても、年金を受け取る前に母国に帰国するケースも考えられ

ますが、その場合も不利益を受けないための制度があります。「社会保障協定」 （→P.44） 「脱退一時

金」（→P.44）がそれにあたります。そうした情報もあわせて伝えましょう。

労働者の生活と雇用安定、就職促進といった福祉向上のために、雇用保険制度があります。

○ 雇用保険制度

従業員が1人でもいれば、その事業所は適用事業所として雇用保険に加入しなければなりません。労

働者側の条件に、国籍、アルバイトや技能実習といった雇用形態などは関係ありません。ただし、1週間

の勤務時間が一定以上なかったり、当初から短期の雇用であったりする場合や、他の制度による保護

（外国の失業補償制度の適用）がある場合のような適用除外条件はあります。

雇用保険に加入していることによって、基本手当はもちろんのこと、就業促進手当・教育訓練給付金・

育児休業給付などを受けることができます（実際の受給には諸条件あり）。外国人が自立した生活者と

して暮らしていくために、有効な制度が利用できるよう助言と支援を行いましょう。

◆ 外国人が仕事をするためには、就労が可能な在留資格が必要です。 （ →P.11～14）

日本に中長期に滞在している外国人は在留カードを持っており、そこに在留資格が記載されています。

在留資格には、①就労活動が認められている在留資格、②就労活動が認められていない在留資格の2種

類があります。

①の中でも、永住者、定住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、特別永住者は、就労の制限が

ありません。一方で、技術・人文知識・国際業務、技能、教育、医療、研究、興行等の人は、この資格の範囲

に限り就労が可能です。副業をする場合もその資格の範囲内での就労に限られます。
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②の就労が認められていない留学、家族滞在等の在留資格を持つ外国人が就労するには、入国管

理局に「資格外活動許可」の申請をすることが必要です。資格外活動許可がおりれば、週28時間ま

で（風俗営業等への従事は不可。長期休暇の間は1日8時間まで）の就労が可能です。（在留カードの

裏面「資格外活動許可欄」に許可条件が記載されています。）

また、「特定活動」という在留資格の人が就労できるかどうかは、パスポートに添付されている「指

定書」に記載されています。

必要な時は、本人の同意を得て、在留カードで在留資格を確認しましょう。
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◆ 仕事やＤＶに関する相談が増えています。「決めつけず」に専門機関と連携しましょう。

本国と日本で労働基準が異なる場合も多く、例えば出産予定の女性の就業についてのルールが異なる

など、制度や法律の違いからトラブルが起きたり、権利が守られなかったりすることなどがあります。また、

職場でのいじめ、いやがらせ、差別、家庭内の暴力などで精神的な不調を訴える外国人も増えています。

精神疾患についての認識、理解が国によって異なることから、医療機関での受診を思いつかない、情報に

行きつかない人も多くいます。

そうした相談を受けた場合は、日本人の物差しで決めつけることをしないで、客観的な視点で外国人の

想いを受け止めた上、専門機関につなげるようにしましょう。

脱退一時金、受け取る？受け取らない？

脱退一時金とは、年金基金を短期間で脱退した方が受けられる一時金です。（→P.44）

母国が社会保障協定(→P.44）を結んでいる国であれば、お互いの国の年金加入期間が合

算されるため、母国で受け取る年金額に反映されます。しかし、脱退一時金を受け取るとその

期間を合算することができなくなります。

2017 (平成29）年8月からは、老齢年金の受給に関連し、必要な資格期間が25年から10年

に短縮されました。

脱退一時金の受け取るかどうかについては、後から後悔しないように、加入期間や今後の見

通し等を把握した上で判断することが大切です。

いろいろなケースが考えられますので、相談者にとって何が一番良いのかを考え、助言するよ

うにしましょう。



ネパール人の妻と一緒に来日して、インド・ネパール料理店でコックをしていました。

先月、オーナーから「この店は売り上げが低いので、店を閉める」と言われ、失業しました。

私の在留期限は2か月後ですが、雇ってくれるお店が見つかりません。なんとか新しい

お店を探して、日本で暮らし続けたいのですが、どうしたらいいでしょうか。

技術・人文知識・国際業務や技能等の在留資格を持つ人が失業した場合、失業した日から14日以内に、

「契約期間に関する届出」（法務省のサイトからダウンロードできます）をしなければなりません。届出は、東

京入国管理局へ郵送するか、本人の住所を管轄する地方入国管理局の窓口へ提出します。本人が引き

続き日本での就職、滞在を希望する場合は、提出の際、就職活動を行うことを入国管理局にきちんと説明

するようアドバイスしましょう。

在留資格に関する手続き

※ この項は、（特活）移住者と連帯する全国ネットワーク発行
「Migrants Network（Mネット）」第189号（2016.12発行）の
「移住者なんでも相談」を基に構成したものです。

① 「契約期間に関する届け出」 の提出 （失業してから14日以内）

② 失業中にアルバイトをする場合 → 資格外活動許可の申請

相談者：ネパール人28歳 対応者：外国人相談窓口

確認は必要ですが、相談者は「技能」という在留資格で働いていたことが想定されます。 その場

合、インド・ネパール料理店でコックをすることが前提で許可されているので、失業すると、そのまま

では在留資格を喪失して、帰国をしなければいけなくなります。

したがって、この相談への対応としてまず考えなければいけないのは、

①入国管理局への届け出、在留資格・在留期間に関する手続き

②妻が「家族滞在」の在留資格で滞在している場合、妻の在留資格・在留期間に関する手続き

③雇用保険基本手当の受給の手続き

④仕事を見つけること

⑤当面の生活費の確保 等となります。

技術・人文知識・国際業務や技能等の在留資格を持つ人が失業した場合、失業してから3か月以上経

つと、入国管理局が、その人がそれ以上日本に在留する必要があるかどうかを調べ、在留する理由がない

と判断すれば、在留資格を取り消される場合があります。ただし、解雇、雇止め（雇用契約期間が切れた

時点で更新しないまたは待機を通知）されて就職活動をしている人に対しては、在留期限が来るまでは在

留を認められます。

このケースの場合は、雇用状況の悪化による「解雇」となりますので、在留期限までは在留が認められま

す。

当面の生活費のためにアルバイトをする場合は、入国管理局に資格外活動許可を申請しなければなり

ません。入国管理局は主に以下の点を審査した上で、週28時間以内のアルバイト活動が認められます。

ただし、許可の期間は90日です。

○ 失業の理由が解雇であること （提出書類 ： 雇用者の証明書か本人の申立書）

○ 違法な就労、禁止されている風俗営業に従事しないこと

○ 現在就職活動中であること

（提出資料 ： ハローワークで発行されるハローワークカードか本人の申立書 等）
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コックをしていたお店が

閉鎖されてしまった
仕事探し、在留資格の手続き



雇用保険基本手当受給の手続き

③ 就職活動中に在留期限が迫った場合 → 在留資格の変更

入国管理局に在留資格を特定活動に変更する申請を行います。必要な条件は以下の通りです。

○ 在留期限が来る前から就職活動を行っていたこと。

（提出書類： ハローワークで発行されるハローワークカード、面接先でもらった名刺、

エントリーシート 等）

○ 在留状況に問題がないこと

○ その他許可することが相当であること

許可される活動内容は「就職活動及び当該活動に伴う日常な活動（収入を伴う事業を運営する活動

または、報酬を受ける活動を除く）」となります。就職活動の期間は6か月のみで、期間更新をすることは

で きません。 また、特定活動に資格変更できた後、アルバイトをする場合も②と同様の資格外活動許

可の申請をしなければいけません。

※ 家族の在留資格

在留資格が技能の人が失業して、特定活動に資格変更した場合、在留資格が家族滞在の家族も同時に

特定活動に資格変更する必要があります。在留期限内は、家族滞在のままでも違法にはなりませんが、3か

月以上たって在留資格と異なる状態の場合は、入国管理局が調査の上、在留資格を取り消すこともありま

すので、注意しましょう。

外国人が仕事を探す時

雇用保険基本手当（→P.33)は、失業した人が安定した生活を送りつつ、１日も早く再就職できるように

給付されるものですが、一定の受給要件を満たせば、外国人も受給することができます。

受給資格は原則として、離職前２年間に被保険者期間が12か月以上あることが条件となりますが、倒

産・解雇等の理由により離職した場合、期間の定めのある労働契約が更新されなかったこと、その他やむ

を得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に被保険者期間が通算して6か月以上あることが条

件となります。

ただし、その他細かい条件がありますので、居住地を管轄するハローワークに相談しましょう。

対象は定住外国人に限定されますが、日本語も含めた職場でのコミュニケーション、日本の労働法令、

雇用慣行等の基本的知識、履歴書の作成等の知識を習得することができる「外国人就労・定着支援

研修」や介護の専門用語やスキルなども学べる「定住外国人就職支援訓練」 なども公的機関や民間

団体などで実施されています。

電話：052-264-1901

ホームページ：http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/gaikokujin_center_goannai/gaikokujin_koyou_center/job.html

開庁時間：月～金 9：30～18：00 （休日：土・日・祝日、年末年始）

通訳対応： 10：00～12：00 13：00～18：00 （ポルトガル語・スペイン語・英語・中国語）

※言語は曜日によって異なります。

名古屋外国人雇用サービスセンター
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仕事を探す場合は、ハローワークを活用するとよいでしょう。特に「技能」の場合、仕事の内容が限られま

すので、求人の条件が明記されているハローワークの情報は便利です。どこのハローワークからも全国の同

じ情報を検索することができます。

また最近は、全国各地に通訳者を置いているハローワークが設置されているほか、外国人からの相談にの

る「外国人雇用サービスセンター」も全国に3か所（東京、大阪、名古屋）ありますので、紹介するとよいで

しょう。

そのうちの１つ「名古屋外国人雇用サービスセンター」では、外国人への求人情報の提供、職業相談・職

業紹介、応募書類の記入アドバイス、在留資格に関する相談にのっているほか、ホームページ上で各言語

の求人リストを掲載しており、毎月2回更新しています。



退職したら寮から出されてしまった

在留資格は定住者です。5年間派遣で仕事をしてきましたが、契約期間満了で更

新されず、契約打ち切りとなりました。退職をしたら、会社の社員寮からも出るように

と言われてしまいました。仕事も住むところもなくなってしまいました。

これからどこに住んだらいいのでしょうか。日本語はあまりできません。

住居探し

名 称 電 話 ／ URL 受付時間 備 考

愛知県営
住宅

052-971-4118 （ﾃﾚﾌｫﾝｻｰﾋﾞｽ）
http://www.aichikousha.or.jp/rental/information/index.php

月～金曜日
9:00～17:15

管理事務所によって
ポルトガル語対応可

名古屋市営
住宅

052-523-3875
月～金曜日
8:45～17:15

木曜日は
19:00まで

UR都市機構
052-968-3100

http://www.ur-net.go.jp/

毎日
9:30～18:00

年末年始は休み

ポルトガル語
対応可

◆ 社員寮や、企業が契約をしている部屋などに住んでいるために、職を失うと同時に住居も失

うことになる外国人は多くいます。日本語があまりできない上、貯蓄もない人も多く、仕事や

住居をすぐに見つけることが難しい場合があります。まずは当面の生活を立て直せるよう、で

きるだけ考えられる情報を提供して支援をしましょう。

どうしても生活に見通しが立たないときは、市区町村役場の生活自立支援の窓口へ相談す

るよう伝えましょう。

◆ 生活のめどが立ったら、仕事探しや住居探しなどについて、必要な情報提供や支援をしてい

きましょう。

◆ 「今日の夜から寝るところがない」などの緊急の場合、まずは助けてくれる親戚や友人がいな

いか確認した上、外国人コミュニティや民間の支援団体に宿泊施設や食糧の提供をお願い

するケースもあります。

外国人の住居探し

相談者：日系ペルー人43歳 独身 対応者：外国人相談窓口

◆ 公営住宅の入居に関する相談

◆ 愛知県あんしん賃貸支援事業

「高齢者、障害者、外国人、一人親、小さい子どもがいる、被災者、失業者、DV（配偶者等からの暴力）被害者

の世帯」の入居を受け入れる民間賃貸住宅登録に加え、その仲介業務を行う不動産店および居住支援を行う

団体の登録を行い、賃貸住宅に入居を希望する高齢者等に民間賃貸住宅に関する情報提供を行っています。
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この事例では難しいかもしれませんが、会社側の都合で急に解雇されるときなどに、次の仕事が見つ

かるまでしばらくの間、社員寮に住み続けることができる場合があります。その際は会社に相談してみる

といいでしょう。また、社員寮や社宅を用意してくれる仕事を探すのも一つの手です。

住居探しは、ことば、情報へのアクセス、保証人などの問題もあり、外国人にとって、とても難しいことで

す。外国人でも比較的入居しやすいのは、県営住宅、市営住宅などの公営住宅やＵＲ都市機構の賃貸住

宅ですが、それらも一定の収入がないと申し込みはできません。まずは、生活を安定させてから、新しい住

居を見つけることが必要となります。



生活困窮者自立支援法による事業です。就労能力や意欲はあるものの、離職または失業によって住

宅を既に失ってしまった、または、失う恐れがある場合に、求職活動を行うことを条件として家賃相当額

が一定期間支給される制度です。ただし、在留資格が「就労できる在留資格」であることが条件です。

詳細については、市区町村役場（福祉事務所）、または生活困窮者自立支援相談窓口に問い合わせま

しょう。

◆ 安心ちんたい検索サイト （公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会）

災害時には被災者を対象に、平時には「高齢者等」「外国人技能実習生」「母子家庭」「生活保護受給者」の

住宅確保に困っている人にも活用してもらうことを目的とし、 全国の主に仲介手数料 0.54か月分(税込)以下

の賃貸住宅情報を掲載しています。ただし、物件情報により対象者が異なります。

専用無料電話 ： 0120－37－5584 （受付時間：平日9：00～１８：００）

URL：http://www.saigaishienjutaku.com/

◆ 見守り大家さん （公益社団法人愛知共同住宅協会）

「アパートが借りられない」「家がない」「家を失いそう」…など、住まいに関する相談ができます。

Webページからメールでの相談もできます。

フリーダイヤル ： 0120－279－083 （受付時間：平日10：00～16：００）

URL：http://mimamori-oya.jp/mimamori/sumai.html

◆ 住居確保給付金

その他知っておくとよい情報

◆ フードバンク
フードバンク活動とは、食品企業の製造工程で発生する規格外品などを引き取り、福祉施設等へ無料

で提供する活動です。まだ食べられるにもかかわらず廃棄されてしまう食品を削減するため、こうした取り

組みを有効に活用していくことも必要と考えられています。 民間団体が主に行なっていますが、最近は自

治体や社会福祉協議会でも実施しているところがあります。地域の社会福祉協議会に問い合わせれば、ど

こで実施されているか情報を得ることができます。

入居に必要な費用

○ 家賃：1か月の賃料のこと。毎月、翌月分を支払います。

○ 礼金：家主に支払う一時金です。解約時、返還されません。

○ 敷金（保証金）：家賃の滞納や部屋の修繕代に対する担保として家主に支払います。解約するとき、

未納家賃や修繕代などを差し引き、残額があれば、返還されます。

○ 共益費（管理費）：アパートの階段、通路、エレベーターなどの共用部分の電気代や維持費として入

居者が分担します。家賃とは別に支払います。

○ 仲介手数料：不動産業者を通じて契約をしたとき、報酬として不動産業者に支払います。

○ 損害保険料：契約の条件になっている場合、家財などの損害保険に加入します。保険の種類に

よって火災や水漏れなどの損害が補償されます。

賃貸住宅に入居する場合、一般に次のような費用がかかります。日本特有の慣習もあり、外国人には理

解しにくいので、あらかじめ説明しておくとよいでしょう。

◆ 【家主さん向け】

外国人技能実習生に民間賃貸住宅で安心した生活を送っていただくためのガイドブック

（公益社団法人全国賃貸住宅経営者協会連合会）

技能実習制度の説明、民間賃貸住宅契約におけるポイント、外国人が生活する上でのサポート情報などを

まとめており、家主の方々へ外国人技能実習生をスムーズに受け入れていただくことを目的に作成されました。

URL： https://www/chintai.or.jp/guide/gaikoku.pdf

次のものも情報として知っておき、必要に応じて窓口に確認した上、紹介するとよいでしょう。
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問合せ先 ： 愛知県住宅供給公社 賃貸住宅課 県営・市営住宅グループ

電話 052-954-1361



夫の暴力から逃げてきた

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。最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。

◆ DVの相談の場合は、まずは、女性相談窓口につなぎましょう。（男性被害者から相談を受けた

場合も、ひとまず女性相談窓口に相談しましょう。）

◆ 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

を確認しましょう。

◆ 夫に居場所を知られないように安全確保に留意しましょう。

◆ 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をしましょう。

◆ 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、専門機関と連携しましょう。

配偶者からの暴力で家を出た外国人の支援

配偶者の暴力（DV)

相談者：タイ人28歳 対応者：外国人相談窓口

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 ： 身体に外傷を生じさせるような暴力。

殴る、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。（→P.28）

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
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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最低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なう施設」と、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。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。

前者は、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 052-962-2527
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000012699
.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

後者は、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

談が可能ですが、DVの相談窓口を設置している施設もあります。

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）につなぎましょう。他

の関係機関との情報共有は必要最小限とした上、情報は管理し、落ち着ける安全な場所を確保しましょ

う。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

あるので注意しましょう。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しょう。

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、男の子の場合、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、門限等の行動制限があったり、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をするようにしましょう。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、命の危険も生じうることです。すぐに

専門家に相談するようにしましょう。

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

入国管理局に事情を伝えて相談しましょう。

在留資格がなくなる？

● 43 ●



● 44 ●

外国人が帰国するなどにより、国民年金、厚生年金保険または共済組合等の被保険者資格を喪失する

場合、原則として次の条件に該当する人には、脱退一時金が支給されます。

① 日本国籍を有していないこと

② 厚生年金保険または国民年金の保険料を6か月以上納めていたこと

③ 日本に住所を有していないこと

④ 年金（障害手当金を含む）を受ける権利を有したことがないこと

⑤ 日本国内に住所を有さなくなった日から２年以内に請求すること

手続きは、本人または代理人が次の書類を日本年金機構に提出します。

○ 脱退一時金請求書

○ パスポート（旅券）の写し（氏名、生年月日、国籍、署名、在留資格が確認できるページ、および最

後に日本を出国した年月日が確認できるページ

○ 「銀行名」、「支店名」、「支店の所在地」、「口座番号」および「請求者本人の口座名義」であること

が確認できる書類（銀行が発行した証明書等）または請求書の「銀行の口座証明印」の欄に銀行

の証明を受ける必要があります。

○ 年金手帳、その他基礎年金番号が確認できる書類

手続きについては、以下の点に注意しましょう。

○ 脱退一時金を受け取った場合、その該当する期間は年金の加入期間でなかったことになります。

○ 日本と年金通算の協定を締結している相手国の年金加入期間のある方については、一定の要件

のもと年金加入期間を通算して、日本および相手国の年金を受け取ることができる場合がありま

す。脱退一時金を受け取ると、その期間を通算することができなくなります。

○ 市区町村に転出届を提出しないで再入国許可を受けている場合は、請求することができません。

転出届を提出した上で再入国許可を受けていれば、請求することができます。

参考資料

脱退一時金制度

社会保障協定

外国人が日本の社会保障制度に加入すると、日本と母国の社会保障制度の保険料を二重に負担しなけ

ればならない問題が生じてしまいます。また、日本や外国の年金を受け取るためには、一定の期間その国の

年金に加入している必要があるため、保険料の掛け捨てになってしまうことがあります。そこで日本政府は特

定の外国と社会保障協定を締結し、次のような取り決めをしています。

① 「保険料の二重負担」を防止するために加入するべき制度を二国間で調整する（二重加入の防止）

② 保険料の掛け捨てとならないために、日本の年金加入期間を協定を結んでいる国の年金制度に加入

していた期間とみなして取り扱い、その国の年金を受給できるようにする（年金加入期間の通算）

2017（平成29）年8月現在、日本は20か国と協定を署名済で、うち17か国は発効しています。 （イタリア、

スロバキア、フィリピンは未発効）対象となっていない制度については、それぞれの国の制度に加入手続きが

必要となります。日本では、手続きは年金事務所で行います。

相手国
二重防止対象の
社会保障制度

老齢年金の受給要件 ＊1

受給開始年齢 最低加入期間

オーストラリア 年 65歳 10年 ＊２

ベルギー 年・医 65歳 なし

ブラジル 年 男65歳 女60歳 15年

カナダ 年 65歳 10年 ＊３

チェコ 年・医
男62歳8か月
女61歳4か月

30年

フランス 年・医 61歳2か月 なし

ドイツ 年 65歳3か月 ５年

ハンガリー 年・医 62歳6か月 20年

インド 年 58歳 10年

アイルランド 年 66歳 5年 ＊４

※ 年：年金制度 医：医療保険制度 （アルファベット順）

*１ 受給要件にはそれぞれ例外がありますので、詳しくは相手国の大使館
等に直接お問い合わせください。

＊２ 10年のうち5年は連続 ＊３ 国外在住者は20年
＊4 給付が2012年4月6日以後に開始の場合は10年
＊5 韓国とイギリスは年金加入期間を通算しない

※ 日本年金機構のホームページ（→P.121）で、多言語版のリーフレットおよび請求書様式を
ダウンロードすることができます。

※ 日本年金機構のホームページ（→P.121）「社会保障協定」で、相手国別の注意事項、社会保障
協定に関する各種申請書や添付書類、主要各国の年金制度を確認することができます。

相手国
二重防止対象の
社会保障制度

老齢年金の受給要件 ＊1

受給開始年齢 最低加入期間

ルクセンブルク 年・医 65歳 10年

オランダ 年・医 65歳2か月 なし

韓国 ＊５ 年 61歳 20年

スペイン 年 65歳2か月 15年

スイス 年・医 男65歳 女64歳 １年

イギリス ＊５ 年 男65歳 女62歳 １年

アメリカ 年・医 66歳 10年



健康増進法

難病患者に対する

医療等に関する法律

健康保険法

救急救命士法

福祉医療費

支給条例

医療法

国民健康保険法

高齢者の

医療の確保に

関する法律

薬事法

感染症法

【３】 病気・医療
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日本では、国民皆保険制度であり、すべての住民がなんらかの公的な医療保険に加入する仕組みを導

入しており、これは日本の医療保険制度の特徴ともいえます。病気やけがで医療を受けた場合（業務上の

災害により医療を受ける場合や美容整形などを除き）、医療保険が適用となります。私たちはそのときに

備えて毎月給与などから保険料を納めています。医療保険は、図1に示したように、大きく地域保険と職域

保険に分けられます。地域保険としては、個々の市区町村の住民ごとに構成する国民健康保険がありま

す。また、職域保険には、一般のサラリーマンを対象とした健康保険と公務員や船員を対象とした共済組

合、船員保険があります。

医療保険による医療を受ける場合は、保険医療機関で保険証（被保険者証）を提示すれば、一部負担

金を支払うだけで医療が受けられる仕組みを取っています。図2に示したように、現在、健康保険、共済組

合、国民健康保険の被保険者や組合員、被扶養者の一部負担は3割（義務教育就学前は2割、70歳以上

75歳未満は2割、現役並み所得者は3割）となっています。

2008（平成20）年には、今後増大すると見込まれる高齢者の医療費を安定的に支えるための仕組みと

して後期高齢者医療制度が施行されました。一部負担金は1割（現役並み所得者は3割）です。

１．概 要

1割負担
3割負担

２割負担

３割負担

２割負担

図2：医療費自己負担割合表

６歳

７５歳

７０歳

一般所得 現役並み所得

（義務教育
就学前）

◆ 一般の被用者を対象とする医療保険
制度

全国健康保険協会（協会けんぽ）
健康保険組合

後期高齢者医療

◆ 原則75歳以上が加入（一定の
認定を受けた65歳～74歳の人
も加入）

◆ 公務員等を対象とする医療保険制度

◆ 船員として船舶所有者に使用される人
が加入する医療保険制度

◆ 健康保険・船員保険・共済組合
等に加入している勤労者以外の人
（自営業者、専業主婦等）が加入す

る医療保険制度

図1：医療保険制度の体系

国民健康保険

健康保険

共済組合

船員保険

地域保険

職域保険

相談内容 相談窓口
関連する制度、

サービス等

医療保険について
相談したいとき

会社などに勤めている人の場合
各健康保険組合、
協会けんぽ各支部 等

①

自営業者などの場合 市区町村役場 ②

75歳以上の人の場合

市区町村役場
③

65歳以上で寝たきりなどの一定の生活上
の不自由がある場合

医療費負担について
相談したいとき

入院費・通院費が高額になったとき
市区町村役場、各健康保険
組合、協会けんぽ各支部

④

乳幼児が病院にかかるとき 市区町村役場 P.23⑩

ひとり親家庭の子どもが病院にかかるとき 市区町村役場 P.24⑳

指定難病、特定疾患、B型・C型肝炎 のとき 住所地管轄保健所 ⑤、⑥、⑦

2. 主な相談窓口



制度・サービス 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

④高額療養費

制度

医療保険に加入している人が対象。医療費にか

かる自己負担限度額を超えた金額（入院時の

食事等に係る自己負担額を除く）が高額療養

費として支給される。また、限度額適用認定証

を事前に申請しておくことで、医療費の窓口負

担が軽減される。（加入している保険の種類に

よって受けられないこともあるため確認が必要）

市区町村役場、
各健康保険組
合、協会けんぽ
各支部

健康保険法、
国民健康保
険法

国籍要件なし。
在留資格・在
留期間による。

⑤特定医療費

（指定難病）

制度

難病患者への医療費助成制度。 住所地管轄保
健所

難病患者に
対する医療
等に関する
法律

国籍要件なし。
在留資格・在
留期間による。

⑥小児慢性

特定疾病

健全育成の観点から、医療費の負担軽減を図

る。特定疾病の小児患者が対象になり、医療費

の自己負担の一部が助成される。

住所地管轄保
健所

児童福祉法
国籍要件なし。
在留資格・在
留期間による。

◆ 医療費負担軽減等

3. 関連する制度・サービス等

◆ 医療保険制度

制度・サービス 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

①健康保険

（社会保険）

職場に勤める人を対象とする職域保険。

国民健康保険の給付に加え傷病手当、

出産手当金等がある。組合については、

独自給付があるため確認が必要。

各健康保険
組合、協会け
んぽ各支部
等

健康保険
法

国籍要件なし。在留資格・在
留期間による。

Ｐ.51

②国民健康

保険

上記、健康保険に加入している人以外

の人が加入する保険。主に自営業等を

対象とした地域保険。

市区町村役
場

国民健康
保険法

国籍要件なし。他の公的医
療保険の適用を受けない外
国人のうち、住民登録（3か
月を超えた在留期間での在
留資格）のある人

Ｐ.50

③後期高齢者

医療制度

後期高齢者（75歳以上、寝たきり等障

害のある65歳以上の人を含む）の医療

保険制度

市区町村役
場

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律

国籍要件なし。在留資格・在
留期間による。短期滞在お
よび技能実習は対象外。

相談内容 相談窓口
関連する制度、

サービス等

医療費負担
について相
談したいとき

結核のとき
住所地管轄保健所（住民票がない場合でも申
請できることがある。）

⑧、P.52～53

短期滞在者が病院にかかったと
き

P.50～51

治療費が支払えないとき
無料低額診療事業を行っている各病院（病院ご
とに受診条件がありますので、必ず事前に問合
せをすること）

⑨

病気やケガで仕事を休むとき 各健康保険組合、協会けんぽ各支部、等 P.33④

日本語が
わからない
とき

対応できる病院をさがしたいとき あいち医療情報ネット、あいち救急医療ガイド

・通訳を派遣して欲しいとき
・電話通訳をして欲しいとき

あいち医療通訳システム、外国人ヘルプライン
東海 Ｐ.49、105

こころの相談をしたいとき
保健所、精神保健福祉センター、（公財）名古屋
国際センター 外国人こころの相談（→P.105）

在留外国人が海外旅行中に
病院にかかったとき

市区町村役場、各健康保険組合、協会けんぽ各
支部

⑩
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制度・サービス 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用 備考

⑦B・C型肝炎

患者の医療

給付事業

B型ウィルス性肝炎、またはC

型ウィルス性肝炎にり患して

いる患者に対する助成制度。

住所地管轄保健所、愛知
県健康福祉部保健医療局
健康対策課

肝炎対策基本
法

国籍要件な
し。在留資
格・在留期
間による。

⑧結核医療

公費負担

制度

日本に居住しており、結核と

診断された患者の医療費を

公費で負担する制度。感染

症法37条（喀痰塗抹陽性・

入院）、37条2項（喀痰塗抹

陰性・外来）によるもの。

居住地もしくは住所地管
轄保健所（住民票がない
場合でも申請できること
がある）

感染症法

国籍要件な
し。在留資
格によって
受給要件が
異なる。

⑨無料低額

診療事業

生活の困窮を理由に医療費

の支払いが困難な人に対し、

医療費の減額または免除を

行う事業。

名南病院、名古屋掖済会
病院、聖霊病院
福祉事務所もしくは医療
機関の相談窓口（医療
ソーシャルワーカー（MSW))
※在留資格の条件を含め、受診に

は諸条件がありますので、必ず
各病院に事前にお問い合わせし
てください。

社会福祉法、法
人税法施行規
則

国籍要件な
し

左記の病院
名を安易に
相談者に伝
えることはせ
ずに、まずは
支援者から
各病院に問
い合わせてく

ださい。

4. 外国人対応のポイント

日本では保険証1枚あれば医療機関を自由に選ぶことができます。日本人にとっては当たり前のよう

ですが、国によってはそうではないところもあり、日本の医療機関のかかり方についても伝えていく必要が

あります。

自宅に近い医院やクリニックは、外国語での対応ができるところは多くなく、日本語ができない外国人

の場合は、多言語対応が可能な大きな病院を利用した方がいい場合があります。しかし、紹介状がない

場合には原則として初診料以外に5,000円近い追加負担を請求されますし、待ち時間も長くなります。

日ごろから自宅から近い医院やクリニックの医師に診てもらい、言葉を越えた信頼関係を築き、いざという

時に大きな病院に紹介状を書いてもらえる間柄になっておくことが大切です。

なお、昨今は医院やクリニックと大病院との間にも医療連携の体制が整っており、情報や治療方針の

共有がなされ、病院や医師が変わったとしても切れ目ない治療が受けられることも説明しましょう。この

ような利点欠点を説明したうえで、本人や家族に受診先を選んでもらいましょう。

また、受診先について、管轄の保健所、各保健センター、病院の相談室（医療ソーシャルワーカー：ＭSW）

に相談してみるよう勧めることもできます。

◆病院の受診方法や機能について丁寧な説明を

◆ その他

制度・サービス 概要 問合せ先 根拠法
外国人
の適用 備考

⑩海外療養費

日本人や在住外国人が、海外で医療を受けた時（治

療目的で渡航した場合は除く）等いったん全額を自費

で支払いをした場合、保険者が承認すると、後日払い

戻しがされることがあります。（諸条件あり）

加入してい
る医療保
険の保険
者

健康保険

法、国民健

康保険法

国籍要件な

し

先にも書いたように、日本の医療機関にかかるためには、医療保険が必要になります。

外国人が医療保険に加入できるかどうかは、在留資格、在留期間の内容などで決まります。医療保険

に加入できていない外国人が相談に来た場合、在留カードを見せてもらい、在留資格や在留期間を確認

しましょう。その時、医療保険制度の説明に併せ、なぜ加入していないのか・加入できないのか等、外国人

患者の置かれている背景を知ることが大切です。文化の違いから「病気をしないから、医療保険には加入

しなくていい」「保険料を支払うのがもったいないから医療保険には入らない」と言う外国人は少な

◆ 病院に受診をするために確認しておくこと

※ 障害のある人に対する医療費の負担軽減については、P.57参照。
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あいち医療通訳システム（ＡｉＭＩＳ）

外国人患者の言語の問題に対応すべく「あいち医療通訳システム」を導入している医療機関が増加し

ています。これは、愛知県が2012（平成24）年から独自で行っている取り組みで、相談支援においては非

常に有効なサービスといえるでしょう。

＜サービスメニュー＞

○ 通訳派遣：医療機関等からの依頼に基づき、医療に関する基礎知識や通訳技術など、一定レベル以

上の知識・スキルを持った医療通訳者の派遣を行います。(有料）

○ 電話通訳：通訳派遣が困難な緊急時や夜間など、いつでも電話通訳を利用できます。(有料）

○ 文書翻訳：外国人患者へ渡すための医療機関への紹介状等を翻訳します。(有料）

※ いずれのサービス料も基本的には、病院と患者とで負担します。患者に費用が発生することの

了承を得たうえで、サービスを利用する必要があります。

問合せ先：あいち医療通訳システム運営事務局

TEL:050-5814-7263（平日9:00～17:30）／URL:http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/

外国人患者が日本語がわからない場合、家族や友人を通訳として連れて来ることが多くあります。子

どもが親の通訳のために学校を休んで受診についてくることも珍しくありません。家族や友人の通訳では

症状が正しく伝えられないことが多く、適切な治療につながらないことがあるため、通訳のいる病院やあい

ち医療通訳システム等の医療通訳を利用していくことが望ましいです。

特に精神疾患を抱えている人の場合、自身の症状を適切に伝えられないことで、治療内容が大きく変

わることが考えられます。精神科は「言葉」を用いて治療を行います。そのため、細かなニュアンスを適切

に訳し、患者に伝えることが治療に繋がるため、医療通訳がとても重要な役割を担います。

医療保険に加入している人は、医療費の払い戻しが受けられる場合があり、医療費が高額な場合は高

額療養費制度の申請を勧めることもできます。（→P.47）

また、出産時に出産育児一時金の給付が受けられ、出産時の負担軽減も図ることができます。

（→P.23）

会社員や公務員などが加入する医療保険（職域保険）では、病気やケガで働けず給与がもらえなく

なった場合、傷病手当金という現金給付があり（→P.33） 、生活を支える役割もあります。

このように病気やケガなどによって、どういった生活課題が発生しているかの確認をしながら、利用でき

る制度を個々説明し、活用して生活全体の支援を行っていくことが、外国人の場合は特に大切です。

◆必要に応じて医療通訳の準備を

◆相談は医療の問題に限定せず生活を支えるという視点を

くありませんが、医療保険に加入をしていないことで全額自己負担（10割負担）となり、治療内容によって

は高額となる場合があります。

会社に勤めていたり、日本に適法に居住していれば、外国人も医療保険加入の対象となるため、適切

に窓口等へ案内します。このとき、就労形態が多々あることを念頭に、そもそも会社の健康保険に入れる

のかどうかにも気を付けていきましょう。

また、ここで注意したいところは、外国人の中には、公的な医療保険（→P.47）と民間の生命保険とを混

同している人が多いことです。その点の確認もしましょう。



呼び寄せた家族が病気になってしまった！

医療費どうしよう。

夫婦とも中国出身で、日本で子どもを出産しました。産後に子育てを手伝ってもらう

ため、母国から母親を呼び寄せました。母が日本に来てから体調を崩したため、病院に受

診をしたところ、子宮がんの診断を受けました。母は日本で治療を受けたいと言っていま

すが、 医療保険がなく、医療費が払えません。

短期滞在の医療保険について

◆ 医療保険に加入できるかどうかは、在留資格によります。短期滞在の場合は、原則とし

て加入できません。

未加入の人に対しては、在留資格や日本に滞在する家族の状況などを確認しましょう。

◆ 医療保険に加入出来ない場合は、自費対応となりますので、治療内容・期間等の確認

を行い、医療費が自費でどのくらいかかるかを具体的に伝えましょう。

◆ 本人や家族が母国での治療を希望される場合には、帰国に向けた手続き（紹介状の

準備や航空会社への問い合わせなど）についてもアドバイスしましょう。航空会社には、

病状を伝えることはもちろんのこと、医療機器や内服薬の持ち込みなどができるかどう

か等の相談も必要です。

◆ 育児サポートが得られないときは、地域の社会資源の利用を検討できるよう育児支援

の情報について確認していきましょう。（→P.24）

◆ 必要に応じて医療通訳（→P.49）の活用を。

慣れない土地、言葉が十分通じない中で出産、育児をしていくことは身体的、精神的な負担が大きい

ものです。そのため、一時的に母国から家族を呼び寄せ支援を受ける外国人は少なくありません。

このような理由などで日本にいる短期滞在の在留資格の人が、病気になったとき、支援者は次のよう

なポイントに気を付けながら相談対応をしましょう。

相談者：中国人女性 対応者：病院の医療ソーシャルワーカー（MSW）

在留資格が短期滞在の場合、医療保険はどうなるの？

短期滞在の資格で入国する人は、観光旅行者などが代表的ですが、日本にいる家族の元に遊びに来る

などの目的の人もいます。この場合、在留期間は、90日・30日・15日以内を単位として滞在許可が下り、

延長申請の許可が下りる例もあるようです。

◆ 国民健康保険について

国民健康保険には加入要件があり、以下に該当する人は加入が困難です。

① 在留資格が短期滞在の人

② 在留期間が3か月以下の人
※ ただし、在留期間が3か月でも、在留資格が興行、技能実習、家族滞在、公用、特定活動（医療を受ける活動または

その人の日常の世話をする活動を指定されている場合を除く）の場合で、資料から3か月を超えて滞在すると認め

られる人は加入できます。

③ 在留資格が特定活動の人のうち、「医療を受ける活動またはその人の日常の世話をする活動」の人

④ 在留資格が特定活動のうち「観光、保養その他これらに類似する活動を行う18歳以上の人、またはその

人と同行する外国人配偶者」の人

※ 医療ソーシャルワーカー（MSW）とは、保健医療機関において、社会福祉の立場から、患者やその家族の抱える
経済的・心理的・社会的問題の解決、調整を援助し、社会復帰の促進を図る業務を行う人のことです。
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⑤ 在留資格が外交の人

⑥ 不法滞在の人

⑦ 日本と医療保険を含む社会保障協定（→P.44）を結んでいる国の人で、本国政府からの社会保険

加入証明書（適用証明書）の交付を受けている人

したがって、短期滞在の在留資格では、国民健康保険に加入することは一般的に困難です。

◆ 健康保険について

一方で、健康保険の扶養要件には、在留資格の指定がない場合があります。このため、日本で生活を

している家族が健康保険に加入している場合、健康保険の扶養に入れるかどうかを、勤務先や健康保

険組合・年金事務所・協会けんぽ等へ問い合わせることが必要です。

また、健康保険に加入ができた場合でも、治療期間によっては、在留資格の変更・期間延長などを検

討する必要性が発生します。短期滞在の在留資格の場合、健康保険に加入できなければ、医療費が全

額自己負担となりますので、医療費が自費でどのくらいかかるのかを確認しながら、患者やその家族と

支払方法について相談をし、分割払いができるかどうか医療ソーシャルワーカー（MSW）に相談するとい

いでしょう。

◆ 在留資格の変更は難しい

前述したように、短期滞在の在留資格では、医療保険に加入することが難しい場合が多く、医療費の

支払いが課題になります。

その場合、医療保険に加入できるような在留資格への変更も検討できなくもありません。詳しくは入

国管理局に相談していくことになりますが、可能性がある資格としては特定活動があります。この特定

活動は、日本への定着性が認められ、かつ、国籍国との関係が希薄になり、国籍国で生活することが極

めて困難である場合が認められたときに許可されることがあります。

しかし、特定活動の在留資格を得られるのは、命にかかわるような緊急性が高い場合など条件が非

常に厳しいため、取得は極めて難しく、一般的な方法とは言えません。

◆ 在留資格のない人の場合

在留資格がない人が医療機関へかかる際、基本的には全額自己負担となります。ただし、感染症予

防法による勧告入院・措置入院や精神保健福祉法による措置入院など、公費負担が受けられる場合

があります。

◆ 医療費の未払いについて

医療機関への医療費未払い問題は、外国人患者に限ったことではありません。諸々の事情により、
医療費の自己負担分の支払いが難しかったり、そもそも医療保険料が払えずに無保険状態の人は、
日本人外国人を問わずにいます。

そこで、厚生労働省は2007（平成19）年に、未収金問題に関する検討会を設置（2008（平成20）年
に報告書取りまとめ）し、2009（平成21）年には医療機関未収金対策支援事業を創設するなど国も
対策に取り組んでいます。

また、まだ全国的には整備されていませんが、地方自治体によっては「未収の医療費の一部を都道
府県が補填する」という救済制度を設けています。

これらの背景からも早期に医療ソーシャルワーカー（MSW）が介入し、支払いができるかどうか、医療
保険に加入できる状況なのかどうかなどの相談をしていくことが重要です。健康保険に加入している
場合は、高額な医療費がかかりそうなときには、事前に限度額適用認定証を発行してもらっておくこ
とも重要です。

◆ 健康保険証は退職日まで

会社の健康保険に加入されている人は、退職すると健康保険証を返却する必要があります。退職
後も資格のない健康保険証を使い続けてしまうと、後日、医療費を返還しなくてはなりません。退職時
には扶養家族分も含めて会社に返却するよう助言しましょう。
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インドネシア国籍の患者さんが結核と診断されました。隔離病棟に入院をしないとい

けませんが、入院することを拒否しています。学校を休むことで出席日数が足りなくなり、

留学の在留資格が取り消されるのを心配しているようです。また、アルバイトもできなく

なり、入院費や治療費が払えないのではないかとも心配しています。

日本語でのコミュニケーションは多少できますが、難しい内容になると言葉があまり通

じていないようで、病状の理解が難しいようです。どうしたら入院してきちんと治療を受

けてもらえるでしょうか。

医療通訳の依頼について

医療通訳は、言葉だけでなく、状況に応じて文化の仲介を行い、医療従事者と患者の相互理解を深める

役割を担います。

例えばこの事例の場合、結核という病気の危険性が十分に伝わっていないことが考えられます。なぜ長期

入院が必要なのか、感染症について丁寧に説明をする必要があります。また、もしかしたら宗教の教義を入

院生活中に守ることができるのか、といった不安を抱いているために入院を拒否しているのかもしれません。

日本語がわかる様子でも、実際には難しい言葉や細かなニュアンスが伝わっていないことがあります。その

ような重要な事柄に関するコミュニケーションを正確に行い、患者の想いを知るために、医療通訳（→P.49）

の依頼を検討しましょう。なお、医療通訳を依頼する場合、費用が発生することが多いため、事前に自己負

担額の確認が必要です。

◆ 結核患者は、日本では隔離病棟に入院して治療を受けることが一般的ですが、外国では必

ずしもそうであるとは限りません。病名や危険性、日本での結核患者に関する制度などをきち

んと伝えることが大切です。

◆ 留学生は3か月以上休学すると在留資格の取り消し対象となりますが、結核で入院する場合

は公休扱いとなり、在留資格に影響はありません。まずは、休学について学校へ相談するよう

伝えましょう。

◆ 結核の治療には、医療費の公費負担があります。外国人本人から保健所へ相談するよう伝え

ましょう。

◆ 外国人の場合、病院のシステム・入院生活を知らなくて不安ということも考えられます。具体

的に何が不安なのかを聞いて、丁寧に説明しましょう。

相談者：医療ソーシャルワーカー（MSW） 対応者：外国人相談窓口

この事例は、インドネシア国籍の男性が言葉の問題や生活背景から入院を拒否し、対応に困った医療

ソーシャルワーカー（MSW)が外国人相談窓口に相談した事例です。

「留学」の在留資格

「正当な理由」がないにも関わらず、本来の在留資格に基づく活動を継続して一定期間行っていない場

合は、速やかに帰国するか、在留資格の変更手続きをしなくてはなりません。留学生の場合は、3か月以上

休学すると在留資格取り消しの対象となりますが、病気等のやむを得ない事由がある時は配慮してもらえ

ることもあります。

この事例のように、医師の判断により出席停止や入院をさせるような感染症で欠席する場合は公休と

して扱われます。医師の診断書を学校に提出し、休学手続きについて相談するよう伝えましょう。
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入院中の宗教に関する配慮

外国人住民に増えている結核罹患率

外国人の中には、宗教を大切にしている人も多くいます。そして、中には、宗教上の教義に基づき口にし

てはいけない食品など食に対する配慮や、信仰上欠かせない祭儀を行う人（司祭など）や「場所」を希望

する外国人もいます。入院時に、「宗教上で何か気をつけた方がいいことはありますか？」と事前に確認し

ておくといいでしょう。

食に関しては他にも、アニマルライツ（動物の権利）や環境保全などの思想上の理由、ベジタリアンの

ように信念による理由から、「食べてはいけないもの」を持つ外国人もいますので確認が必要です。多くの

人の場合、実際に食べても健康上の問題は起こりませんが、知らずに禁忌食材を口にしてしまった場合、

深刻なトラブルに至る可能性が高いので注意が必要です。

患者が安心して適切な結核治療を受け、結核の万延を防止することを目的に、結核治療に関する

医療費を公費で負担する制度です。誰でも公費負担が受けられ、外国人や健康保険が無い人でも公

費負担を受けることができます。申請は、居住地を管轄する保健所で行います。

この制度は、以下のように2つに分けられます。

① 入院の場合（喀痰塗抹が陽性）・・・公費負担

保健所長は、結核患者が同居者などに結核を感染させる恐れがある場合に患者に対し、医療機関へ

入院することを勧告することができます。この場合、結核専門の病院による治療が必要になります。37

条により、全額を公費で負担します（ただし、所得制限があります）。

② 外来治療の場合（喀痰塗抹が陰性）・・・公費負担

結核治療に関する医療費の自己負担額が原則5％になります。

日本国内の新規登録結核患者における外国人の割合は増加傾向です。日本人の結核罹患率は、高齢

者がほとんどを占める中、外国人は働き盛りである若年層の割合が高いことを特徴としています。背景と

して、外国人留学生や技能実習生の増加が考えられます。

日本では、結核の8割が肺結核です。初期の症状は風邪と似ていますが、咳や発熱などの症状が長引く

ことが特徴的です。結核を発病している人が体の外に菌を出すことを「排菌」といいますが、結核の感染経

路が、咳やくしゃみの飛沫に含まれる結核菌が空気中に飛び散り、それを他の人が吸い込むことにあるた

め、排菌中は入院が必要となります（発病していても排菌していない場合は通院治療が可能です）。入院

期間は、排菌が停止して他の人にうつさないことが確認できるまでですが、統計上2か月程度で排菌が止

まると言われています。

結核に関する相談窓口は保健所になりますので、不安を感じている人がいたら、医療機関の受診と併せ

て保健所への相談を勧めましょう。また、症状がなくなった後も、長期に渡り薬を飲み続ける必要がありま

す。治療が中断しないよう、地域で支える体制を整えておくことが重要です。また、結核予防会が「外国語

対応電話相談」を無料で対応しているため、情報提供できるといいでしょう。

○ 対応言語：英語、韓国語、中国語、ベトナム語、ミャンマー語（原則第２、第４午前中のみ）

○ 電話相談：毎週火曜日 10:00～12:00、13:00～15:00 ＴＥＬ：03-3292-1218/1219

○ FAX対応：常時 03-3292-1292

◆ 結核予防会

前述の「正当な理由」の有無は入国管理局で個別に判断されますが、留学生に関しては、次のような

ケースで「正当な理由」があると認められることがあります。

① 在籍していた教育機関が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続を進めている

② 病気治療のため長期間の入院が必要でやむを得ず教育機関を休学しているが、退院後は復学す

る意思を有している

③ 専修学校を卒業した後、日本の大学への入学が決定している
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赤ちゃんを出産したベトナム人のお母さんが、授乳やおむつ交換などの世話はしても、赤ちゃんを抱
こうとしないので、赤ちゃんをかわいそうに思った看護師が抱っこして頭をなでたところ、お母さんの気分
を害してしまいました。どうしてでしょう？

霊を信じるベトナム人は多く、霊は乳幼児に取り付き、この世から奪おうとするとも信じられています。
そのため、霊が自分の赤ちゃんに興味を持たないように、お母さんはわざとよそよそしくしていたのでし
た。また、頭は秘密の私的な魂の場所と考えられており、ベトナム人にとっては触れてはならないタブー
な場所なのです。乳幼児の頭をむやみになでることを禁忌とする習慣は、他のアジア諸国にもみられま
す。

◆ よかれ、と思って看護師は抱っこしたのですが…

ヒンズー教では、清浄を保つことが最も重要とされ、お祈りの前に体を流水で洗浄することや、水を入れて

おく容器の設置を希望する場合があります。また、最も不潔な体の部位とされる足に履く靴を、他のものと一

緒に棚などに収納することはしません。「牛は神聖で、豚は不浄」という以外にも、不浄・不潔かどうかを確かめ

ることができない病院食を拒絶する患者もいますので注意が必要です。

女性はサリーにより体を隠さなければならず、女性医師による診察も求められます。身に着けているブレス

レットやネックレスは軽々しくはずすことができないものなので、手術前の取り外しには説明と説得が必要で

す。男性にも同様に、被服や装身具の取り外しに注意が必要な場合があります。

○ ヒンズー教

ほとんどのキリスト教徒は洗礼を受けており、入院中の子どもに洗礼を受けさせたいと家族が希望する場

合があります。また、聖書を読むことや、お祈り、「聖体拝領」と呼ばれるパン・ワインをいただく儀式などをする

ことを望む人もいます。臨終を迎え、神父による祭儀を求める人もいます。

○ キリスト教

豚肉や貝類を食することは通常禁じられているほか、肉とミルクを一緒に調理することも食べることもでき

ません。また、死後の生を信じており、臨死の患者を一人にすることは避けるべきとされているので、ユダヤ教

における宗教的指導者である「ラビ」に看取られることを求める患者や家族もいるでしょう。葬儀は24時間以

内に行われるのが一般的です。男子の新生児は、資格を持った人により生後8か月目に割礼されます。

○ ュダヤ教

中国では「坐月子」（ズオユエズ）という産褥期の過ごし方があります。一言でいえば「完全看護」です。
一般的に、「産後1か月は体を動かしてはいけない」と考えられており、お母さんの回復を重視し、母親

は授乳以外に何一つしてはいけないと言われています。赤ちゃんのおむつ替えや着替えなどの身の回り
のことは、基本的に実母・姉妹、あるいは義母・夫側の親戚、または雇った家政婦が行います。

また、この間は「水を触ってはいけない」とも考えられており、家事はもちろん、シャワーやシャンプー、手
洗い、歯磨きもだめだとされています。その他、「風に当たってはいけない」という考え方もあり、これは風
にあたってしまうと年をとってからリウマチになると考えられているからです。

このように、中国では昔からの風習・文化を背景に、お産を迎えるときに母親が付き添うケースが多く、
これを理由に母国から家族を呼び寄せることが多いのかもしれません。

◆ 中国の子育て文化

この事例に出てくる外国人はインドネシア出身ですが、国民の８０％以上がイスラームを信仰しています。イ

スラームでは、食事の規制をはじめ生活に細かな戒律があります。

豚肉やアルコールを禁忌とすることはよく知られていますが、みりんや酢にもアルコール成分が入っているた

め、忌避される場合があります。教義に基づいて製造・調理されたハラールフード（→P.79）を食べます。小児

用のミルクにも動物由来の成分が入っているので、確認が必要です。

また、年に1回ラマダンという断食月があり、日の出から日没まで水も含めて一切口にしませんが、入院中の

健康管理上必要な食事や決められた時間に服薬の必要性がある場合などは、断食をしない人もいます。

ムスリム（イスラム教徒）は、1日に5回メッカの方向に向かって2～5分程度のお祈りをします。お祈りの場所

は、そのためのスペースを確保されていない場合、病室やベッドの上で行う人もいます。

○ イスラーム（イスラム教）

※ 宗教に関する情報はP.79でも紹介しています。

なお、次の例も宗派や人によって様々なので、個別に確認しましょう。
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【４】 障害

障害者

総合

支援法
身体

障害者

福祉法

児童

福祉法

障害者

基本法

障害者

虐待防止法

国民

年金法

知的障害者

福祉法

障害者

優先調達

促進法

障害者

雇用促進法

障害者

差別解消法

発達障害者

支援法

身体障害者

補助犬法

バリアフリー法

福祉用具研究開発

及び普及促進法

精神保健

福祉法



障害者（児）とは、身体障害や知的障害のある人、発達障害を含めた精神障害のある人、その他障害の

ある人で、障害や社会的障壁によって暮らしにくく生きにくい状態が続いている人です。

現在、身体障害者や知的障害者のみでなく、精神障害者や難病による障害のある人は「障害者の日常

生活および社会生活を総合的に支援するための法律（略称：障害者総合支援法）」の障害福祉サービス

を利用して、就労の支援が受けられたり、自宅での生活ができるようにサポートを受けられるようになり、発

達に支援が必要な児童は「児童福祉法」のサービスを利用して、地域で自分らしい生活を送ることができ

るように制度や社会環境は整ってきています。

日本人であっても外国人であっても、障害があっても、自らの意思で自らが望む暮らしを選択し、主体的

に生きていくことは全ての人に与えられた共通の権利です。さまざまな「社会的障壁」を除去することによ

り、自分の持つ能力や生きる力を十分に発揮し、自ら望む暮らし方を選択し自己実現できるように支援し

ていくことが求められています。

1．概 要

2．主な相談窓口

相談内容 相談窓口
関連する制度・

サービス等

障害のことについて
相談したいとき

障害全般、手帳や障害福
祉サービス申請について

市区町村役場
①～⑬
P.２４「児童扶養手
当」障害者総合相談、専門相

談について
障害者基幹相談支援センター、
市町村委託相談支援事業所

子どもの障害について
市区町村役場、市町村の保健センター（ま
たは保健所）

⑬‐１７～⑬‐１９

年金について
相談したいとき

障害年金の相談 市区町村役場、年金事務所 ⑧

こころの健康につい
て相談したいとき

・精神保健福祉相談
・メンタルヘルス相談

保健所、精神保健福祉センター
一部の市の保健
所では③、⑤～
⑦、P.１０5「医療」

障害がある人の就労
について相談したい
とき

一般就労の相談について
ハローワーク、地域障害者職業センター、障
害者就業・生活支援センター

P.61「障害者の
就労について」

福祉的就労申し込みにつ
いて

市区町村役場 ⑬-１1、１２

権利擁護や財産保
全、金銭管理の相談
をしたいとき

日常生活自立支援事業、
その他権利擁護にかかわ
ることについて

社会福祉協議会、
名古屋市障害者・高齢者権利擁護セン
ター

成年後見の相談 市町村の成年後見センター
P.６7「成年後見
制度」

障害者の虐待や
差別について
相談したいとき

虐待に関する相談
市区町村役場、
市町村の障害者虐待防止センター

差別に関する相談

市区町村役場、愛知県福祉相談センター
（身体障害、知的障害）、愛知県精神保健
福祉センター（精神障害）、名古屋市障害
者差別相談センター、みんなの人権110番
（TEL:0570-003-110）、外国人人権相談ダ
イヤル（→P.104）、外国人インターネット人
権相談受付窓口（→P.104）
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名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

④自立支援医療
（更生医療）

身体障害者手帳をもつ１８歳以上の人を対

象。
市区町村役場

障害者総
合支援法

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

公的保険
未加入者
は対象外※

⑤自立支援医療
（育成医療）

身体に障害のある18歳未満の児童および

将来の自活に支障となる身体的不自由を

残すおそれのあると認められる18歳未満

の児童が対象。

市区町村役場、
保健センター（ま
たは保健所）

障害者総
合支援法

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

公的保険
未加入者
は対象外※

⑥自立支援医療
（精神通院医療）

精神的な病気で精神科などに通院してい

る人が対象。

市区町村役場、
保健センター（ま
たは保健所）

障害者総
合支援法

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

公的保険
未加入者
は対象外※

⑦障害者医療費
助成制度

障害のある人の医療費の自己負担分を公

費で助成する市町村の制度。対象者や助

成の範囲等は市町村によって異なる。

市区町村役場
国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

公的保険
未加入者
は対象外

◆ 医療費の負担軽減

◆ 障害に関する年金・福祉手当

名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

⑧障害年金
障害や病気によって日常生活や労働に制

限がある人を対象とした年金。

市区町村役
場、年金事務
所

国民年金法、
厚生年金保険
法

国籍要件なし。
在留資格、在留
期間による

Ｐ.３３「年
金制度」

⑨特別児童扶
養手当

20歳未満の障害がある子どもを監護して

いる父母または養育者に支給される。
市区町村役
場

特別児童扶養
手当等の支給
に関する法律

国籍要件なし。
在留資格、在留
期間による

⑩特別障害者
手当

20歳以上で精神または身体に重度の障害

があるため、日常生活において常時介護を

必要とする状態にある人に支給される。

市区町村役
場

特別児童扶養
手当等の支給
に関する法律

国籍要件なし。
在留資格、在留
期間による

⑪障害児福祉
手当

20歳未満で精神または身体に重度の障害

があるため、日常生活において常時介護を

必要とする状態にある子どもに支給される。

市区町村役
場

特別児童扶養
手当等の支給
に関する法律

国籍要件なし。
在留資格、在留
期間による

⑫愛知県在宅
重度障害者
手当

在宅の重度障害者に在宅重度障害者手

当を支給することにより、これらの人の福祉

の増進を図るもの。

市区町村役
場

愛知県在宅重
度障害者手当
支給規則

国籍要件なし。
在留資格、在留
期間による

障害者総合支援法に基づく「自立支援医療」により、身体障害者（児）または精神障害者は障害および医療の内容に応

じて、健康保険等の医療費の自己負担分の軽減（3割→1割）を受けることができます。

また、障害がある人で、市町村の障害者医療費助成制度の対象となる場合は、医療費の自己負担分の全部または一

部が公費で助成されます。

いずれの手当も、障害の状態によって支給可否があります。また、所得制限もあります。障害年金は医師の診断書が必

要で、手当てによっても必要となることがあります。

名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

①身体障害
者手帳

病気やけが等によって身体に障害が永続的に

残った場合に申請ができる。各種の福祉制度を

利用するために必要。等級は、重い方から１～6級。

障害の内容が記載されている。

市区町村役
場

身体障害者
福祉法

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による
（→P.１６）

②療育手帳
（名古屋市

では愛護手

帳）

知的機能の障害が発達期（おおむね18歳まで）

にあらわれ、何らかの援助を必要とする場合に申

請ができる。各種の福祉制度を利用するために

必要。等級は、重い方からA～Cで、名古屋市は１

～4度。

市区町村役
場

知的障害者
福祉法

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

③精神障害
者保健福
祉手帳

精神疾患により日常生活または社会生活への制

約がある場合に申請ができる。2年更新。等級は、

重い方から１～３級。

市区町村役
場、保健セン
ター（または
保健所）

精神保健及
び精神障害
者福祉に関
する法律

国籍要件なし。
在留資格、在
留期間による

３．関連する制度・サービス等

◆ 障害者手帳
障害者手帳は、障害があることを証明するものです。障害があるからといって、必ず取得しなければならないものではあり

ませんが、障害に関する手当や税金の軽減などのサービスを受けるためには、多くの場合、手帳があることが条件になります。
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分類 福祉サービス 内容

介護
給付

⑬‐１
居宅介護（ホームヘルプ）

自宅で、ヘルパーが入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

⑬‐２
重度訪問介護

重度の肢体不自由者または知的障害、精神障害により行動上著しい困難が
ある人で、常に介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事の介護、外
出時における移動支援などを総合的に行う。

⑬‐３
同行援護

視覚障害により移動に著しい困難を有する人に、移動に必要な情報の提供
（代筆・代読を含む）、移動の援護等の外出支援を行う。

⑬‐４
行動援護

知的障害、精神障害により行動上著しい困難がある人が行動するときに、危
険を回避するために必要な支援、外出支援を行う。

⑬‐５
重度障害者等包括支援

介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行う。

⑬‐６
短期入所（ショートステイ）

自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、
排せつ、食事の介護等を行う。

⑬‐７
療養介護

医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看
護、介護および日常生活の世話を行う。

⑬‐８
生活介護

常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うととも
に、創作的活動または生産活動の機会を提供する。

⑬‐９
障害者支援施設での夜間ケア
等 (施設入所支援)

施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。

訓練等
給付

⑬‐１０
自立訓練（機能訓練・生活訓練）

自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生
活能力の向上のために必要な訓練を行う。

⑬-1１
就労移行支援

一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識および
能力の向上のために必要な訓練を行う。（→P.61）

⑬-１2
就労継続支援（A型・B型）

一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および
能力の向上のために必要な訓練を行う。（→P.61）

⑬‐１３
共同生活援助
（グループホーム）

共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行う。また、入浴、排せつ、
食事の介護等の必要性が認定されている人には介護サービスも提供する。

地域相談
支援給付

⑬‐１４
地域移行支援

施設に入所または長期間精神科に入院している人に、住居の確保その他の地
域における生活に移行するための活動に関する相談、障害福祉サービス事業
所等への同行支援などを行う。

⑬‐１５
地域定着支援

居宅において単身等で生活する人に対して、常時の連絡体制を確保し、障害
の特性に起因する緊急の事態等が生じた場合に相談に応じるなど、必要な便
宜を図る。

地域生活
支援事業

⑬‐１６
地域生活支援事業

都道府県や市町村が実施する福祉サービス。市町村の創意工夫によって柔
軟に実施されている。
相談支援、移動支援、意思疎通支援、日常生活用具、地域活動支援センター、
福祉ホームなどがある。

児童福祉
法のサー
ビス

⑬-１７
児童発達支援

在宅の障害児を対象として、日常生活における基本的な動作の指導、集団生
活への適応訓練等を行う。（→P.６3）

⑬-１８
放課後等デイサービス

学校通学中の障害児に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、
生活能力向上のための訓練等を提供する。（→P.６3）

⑬-１９
保育所等訪問支援

保育所等に通う障害のある児童について、通い先の施設等を訪問し、障害の
ある児童および保育所等のスタッフに対し、集団生活に適応するための専門
的な支援や支援方法等の指導を行う。

障害福祉サービスは、障害のある人が地域で生活ができるよう、必要な支援の度合いや生活状況もふまえ

て、個別に支給決定されます。手続きの窓口は、市町村にある障害福祉の担当窓口です。利用の仕方も含め

て相談しましょう。

◆ 障害福祉サービスの種類
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４．外国人対応のポイント

◆ 専門用語をわかりやすくかみ砕き、ルールをきちんと伝える

障害のある人には障害福祉サービスだけでなく、医療、療育、教育など、他の様々な制度もあります。

理解しにくい専門用語や制度が多いので、外国人には特に説明の工夫が必要です。通訳を利用する場

合には、通訳者にも制度などを理解してもらっておくことが必要になります。

そのサービスでできないこととできることの線引きを明確に伝えましょう。また、面談等のキャンセルは

わかり次第前日までに行うことなど、約束やルールやマナーは細かく伝えましょう。伝えておかないとトラ

ブルのもととなることがあります。

◆ 障害の受け止め方に対する配慮

国籍にかかわらず本人の価値観によって障害の受容に差はありますが、外国人の場合、その国の障害

者への考え方も影響があります。例えば、多様性を尊重する国民性かどうかでも、障害に対する受け止

め方が異なります。また、リハビリや療育に取り組む気持ちにも影響があります。母国の文化も含めた背景

を理解し、寄り添った支援をしましょう。（→P.８4～９3）

◆ 申請主義に対する配慮

障害福祉サービスや障害年金など障害者の制度は、申請をしないと利用ができません。手帳取得時に

様々なサービスを勧めてもらえる場合もありますが、基本的には自分で申請をすることが必要です。しか

し、言語の壁があったり、どのような制度があるかの理解ができていなかったりして、サービスを利用する

機会を逃してしまうこともあります。機会があるごとに制度の説明をすると良いでしょう。

◆ 障害者総合支援法による障害福祉サービス利用の流れ

◆ 障害支援区分のしくみ

サービスの利用を希望する人は、市町村の窓口に申請し障害支援区分の認定を受けます。申請には

生活上の困り事をきちんと把握できるように必要に応じて通訳を利用しましょう。利用者は「サービス等

利用計画案」を相談支援事業所で作成し、市町村に提出します。市町村は、提出された計画案や勘案す

べき事項を踏まえ、支給決定します。相談支援事業所は、支給決定された後にサービス担当者会議を開

催します。サービス事業者等との連絡調整を行い、最終的に利用する「サービス等利用計画」を作成しま

す。サービス利用が開始されます。
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障害支援区分は障害福祉サービスの中でも「介

護給付」を利用するときに必要な区分です。認定

調査員が聴き取りをし、医者の診断書を取り寄せ

て、市町村審査会というところで決定します。聞き

取り調査の際には、生活上の様々な細かい聞き取

りが必要になるため、通訳が必要です。

区分

審査会
（引き上げも引き下げも）

コンピューター
判定

（８０項目）
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障害があっても日本で暮らしたい

働くために来日した35歳のブラジル人ですが、精神疾患を発症してしまいました。

今は生活保護を受給しながら生活していますが、生活保護の担当者から帰国を勧

められました。しかし、親はすでに亡くなっており、ブラジルにも日本にも頼れる人はい

ません。私は日本で働きながら暮らしていきたいと思っています。

でも、病気もあって思うようにいかないので、受けられるサポートはありますか。

障害特性、就労のサポート

◆ 精神障害者の特性を理解して支援をしましょう。

◆ 生活や医療、就労の面でのサポートが利用できる場合もあるので、病院のソーシャルワー

カーなどに相談するよう伝えましょう。

◆ 生活保護はあくまで自立するまでの緊急的支援であることを伝えた上、今後の生活につい

ては、関係機関も交えて、本人にとってもっともよい方法を一緒に考えるようにしましょう。

◆ 障害者の就労支援の制度には、いろいろな相談窓口などがあります。上手に活用しましょう。

精神障害について

精神障害とは、精神疾患のために日常生活や社会生活がしづらくなることを言います。精神疾患は誰で

もかかりうる病気です。その原因は正確には不明ですが、文化の違いや対人関係などのストレスなどによ

り、精神疾患を発症する外国人は少なくありません。

精神疾患には、統合失調症、双極性障害（躁うつ病）、てんかん、アルコールや薬物依存症などがありま

す。ここでは代表的な疾患である統合失調症について、説明をします。

◆ 統合失調症の人の障害特性

○ストレスに弱い ○目標の立て方が現実的でないことがある

○社会生活能力に乏しい ○新しいこと、知らないことに対する極度の不安と緊張がある

統合失調症は、最近では良い治療薬もでき、適切な治療を継続することにより、症状が安定し回復する

病気です。ただし、継続的に受診し服薬する必要があるなど、医療とのつきあいは長く続きます。医療ソー

シャルワーカーや精神科ソーシャルワーカーに相談し、状況にあった機関につなげてもらうとよいでしょう。

日本に残るか、帰国するか…？

自立した生活が難しい外国人は、関係者から帰国を勧められる場合があります。しかし、長年日本で暮

らしている外国人の中には、帰国しても母国の環境に適応しにくかったり、親類などの身寄りがなかったり

して、かえって病状が悪化することもあります。

とはいえ、日本で暮らすことも簡単ではありません。ただでさえ、外国人が日本で働くということは、こと

ばや文化の違いなどからストレスがたまりやすい環境にありますし、この事例の場合、生活保護を受けてい

るということは現段階で不安定な状況にあるといえます。仕事先を見つけることも容易ではないでしょう。

日本で暮らすことにもメリット、デメリットがあることを本人に考えてもらうことが必要です。

相談窓口の担当者として大切なのは、障害に関する専門機関と連携すること、外国人だからと「帰国」

を決めつけないこと、本人の気持ちに寄り添いながらも状況を客観的にとらえて本人に理解してもらうよう

丁寧に説明すること、その上で、どうすることが本人にとってよいのか一緒に考え、最終的には本人が納得

の上選択できるよう支援することでしょう。

相談者：ブラジル人35歳 対応者：外国人相談窓口
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障害者の就労について

就労をするときには、受診で仕事を休むことがあることなども職場に伝え、理解をしてもらうことが望ま

しいです。しかし、本人自身も障害特性により自分のペースを考えることが難しく、治療段階であるにもか

かわらず、急にフルタイムで働いたり、長時間残業をしたりして、仕事がうまく続かないようなこともあります。

外国人コミュニティで紹介された仕事に就き、会社から障害に対する理解を得られず離職を繰り返す人も

います。就労については、必ず医師に相談をして、無理なく段階的に働くことができるように伝えましょう。

本人の希望や状況によって必要なサポートが変わってきますので、適切な相談支援機関に相談するよ

うにしましょう。ただし、いずれも基本的に日本語での対応となります。

生活と就労の支援の充実に向けて

平成30年4月から、障害者総合支援法による新しいサービスが始まります。

サービス名 内 容

自立生活援助
一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うために、定期的な居宅訪問や随時の対応に
より必要な支援を行うサービス

就労定着支援
一般就労へ移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対し、就労の継続を
図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言
等を行うサービス

就労準備性のピラミッド
出典：平成29年度版就業支援ハンドブック（独立行政法人
高齢・障害・求職者雇用支援機構）

なお、障害者がごく普通に地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の 理念の下、

すべての事業主には、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務があります（障害者雇用率制度）。

生活面の支援

就労し、継続していくためには、健康医療面が整い、日常生活管理や基本的な生活のリズムが整ってい

ることが必要になりますし、帰国することを決めたとしても、その準備が整うまでの当面の生活を確保する

必要があります。障害の程度によっては、日常生活の食事、掃除、洗濯、入浴などができなくなることもあり

ます。そのような場合は、日常生活を支えてもらうサービスを利用することもできます。

相談支援機関や障害者就業・生活支援センターに相談をして、適切な障害福祉サービスなどのサポート

を受けられるようにするとよいでしょう。

① ハローワーク

就職を希望する障害者の求職登録を行い、職業相談・紹介、職場

定着指導等をします。障害者として企業に雇用されたときには、「特

定求職者雇用開発助成金」が企業に支給されます。

② 地域障害者職業センター（愛知県内には本所と支所の２か所あります）

職業カウンセラーやジョブコーチが配置されており、障害者に対して、

職業評価、職業指導、職業準備訓練、職場適応援助等の専門的な職

業リハビリテーション、 事業主に対する雇用管理に関する助言等をし

ます。

③ 障害者就業・生活支援センター （愛知県内には１２か所あります）

障害者の身近な地域において、雇用、保健福祉、教育等の関係機

関の連携拠点として、就業面および生活面における一体的な相談支

援をします。

④ 障害者総合支援法による訓練等給付

就労移行支援、就労継続支援があります。就労移行支援は、一般企業などへの就労を希望する人に、一

定期間、就労に必要な知識および能力向上のために必要な訓練を行います。就労継続支援は一般企業な

どで就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識および能力向上のために必要な訓練を行います。

心と体の健康管理

日常生活管理・基本
的な生活のリズム

社会生活能力
・対人技能

基本的
労働習慣

職業
適性

職
場

医
療

③
④

②
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夫とともに中国籍で、保育園の年少の娘がいます。

保育園で発達の遅れを指摘されました。一生懸命子育てをしましたが、なかなか

思うようにしつけもできません。どうしたら上手く育てられるのでしょうか。

状況を確認した上で、やはり発達に心配がある場合は、保健センターや市区町村役場、児童相談所

（→P.29）などに相談をしましょう。大切なのは、障害があるかないかではなく、その子どもにとってどのよう

な対応が必要なのかをいろいろな方向から考えることです。適切な対応をすることによって、子どもの成長

にも良い影響があります。保護者の思いも受け止めながら、「子ども自身に一番良い対応をすること」を一

緒に考えるとよいでしょう。

子どもへの支援と同時に、親への支援も考えなければいけません。親が子どもの発達の遅れや偏りに

気づかなかったり、受け入れられなかったりすることもよくあります。発達の遅れは、他の子どもと比較した

り、一緒に遊ぶ中で発見されることが多いからです。また、外国人の子どもの場合、「ことばが通じないた

め」と決めつけられて、発達の遅れを見過ごされてしまうこともあります。

親が気がついていない段階で、子どもの発達の遅れを伝えることは非常に難しいです。障害の受け止め

方は様々なので、伝え方によって保育士や教師などが話すことに誤解が生じることもあります。通訳を利

用する場合特にそのリスクが高まるため、どのように伝えるかを通訳者と事前に打ち合わせをするとよいで

しょう。

発達の遅れのある子どもと
親への支援

障害特性、障害福祉サービス

子どもの発達に心配があるときは

相談者：中国人女性 対応者：外国人相談窓口

この相談内容では、子どものどのような点が発達の遅れと指摘されたかなど、状況がよくわからな

い上、子育てに悩んでいるということは理解できても、 この相談者がどうしたいのかよくわかりませ

ん。相談者の気持ちに寄り添いながら、次のことを確認し、 対応しましょう。

◆ 保育園ではどのような様子なのか、どのように指摘されたのか？

◆ 思うようにしつけができないと思うのは、具体的にどういうことか？

◆ 相談者はどうしたいのか？ どうすれば安心なのか？

本当に問題あり？？

この事例の場合、本当に子どもの発達に問題があるかどうかを確認することが必要です。外国人の子ど

もの場合、言葉がわからないことで、知的障害や発達障害と周囲に勘違いされることがあります。集団生

活において言葉が理解できないなどの環境により、集中力がない、暴力的になるといった行動が現れるこ

とがあり、その様子が発達障害の症状と似ているため、障害があると思われることもあります。

また、夫婦とも中国籍なので、保育園の話が正確に伝わらなかったことも考えられますし、外国での子育

てということで必要以上に不安になっているかもしれません。「子どもの発達段階は様々」ということを専門

家から聞けば安心するかもしれませんし、同じ子育てをしている親同士で気軽に話せる場を紹介すれば不

安がなくなるかもしれません。（→P.22）

相談者の意向を確認しながら、必要に応じて保育園や専門機関とも連携し、状況を把握することが ま

ずは大切でしょう。
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療育や障害福祉サービス

障害がある子どもは、市町村の支給決定をうけて児童発達支援、放課後等デイサービス（→P.５8）など

の療育を受けることができます。活用の方法については、相談支援機関と相談をして決めましょう。地域

によっては、外国語の通じる放課後等デイサービスもあります（→P.１０7）。

また、家庭内で保護者だけでは介護が難しい場合などは、居宅介護などの障害福祉サービス（→P.５8）

を利用する方法もあります。ただし、利用ができるかどうかは、子どもの障害状況だけでなく、家庭内の

状況も勘案されます。個別に相談支援機関や市区町村の窓口に相談をしてみましょう。

障害がある子どもの親への支援

障害がある子どもの親は、孤立しやすい傾向にあります。子どもへの接し方の悩みを抱えるだけでなく、

他の子どもと比較して落ち込んでしまうこともあります。周囲の人たちに、子どもが落ち着きがなかったり

暴力的な行動をしてしまったりすることが理解されにくく、公園などで他の子どもたちと一緒に遊ぶこと

が難しい場合もあるため、親同士の交流ができにくいといったこともあります。

そのため、保健センターで開催されている障害のある子どものための教室や療育機関の親子通園など

で、障害のある子どもの親同士のつながりを作る取り組みがされています。また、市町村の相談支援機

関に当事者の会などの紹介をしてもらうこともできます。しかし、外国人の場合は、言葉や文化の違いで、

そういった場に参加しても、疎外感を持ってしまうことがあります。溶け込むまでは、通訳に同席をしても

らったり、専門職が間に入って配慮をしたりしましょう。

障害の受容

わが子に障害があるということを受け入れることは、その人の生き方や価値観などに大きく影響され、

障害受容ができるか、どのくらい時間がかかるかなどは個人差が大きいです。

外国人の場合は、障害の受け止め方が、母国の障害者に対する考え方や宗教的な価値観などにも影

響を受けることが多いです。例えば、受験戦争が熾烈な国で育ってきた親は、受験の成功が人生の成功

という将来像が崩れることで将来を悲観してしまったり、診断名ばかり気にして情報に振り回されてし

まったりすることがあります。国の背景も考慮に入れるとよいでしょう。 （→P.84～９3）

障害の告知は、基本的には医師が行いますが、そのタイミングや告知の仕方は医師の判断になります。

告知された後も、これからの子どもの発達や成長に目を向けるよう、対応しましょう。

障害者スポーツとは、それぞれの能力を活かして競技できるように、独自のルールが決められたスポー

ツです。障害の種類や程度は人によって違いますが、道具やルール、テクニックを工夫することでいろいろ

なスポーツをすることができるのです。

陸上や車いすテニス、7人制サッカーなど一般の競技のルールを変えて行われる競技、ボッチャやゴー

ルボール（ともに球技）など障害者スポーツならではの競技もあります。

2020年の東京パラリンピックでは、新たな競技としてバドミントンとテコンドーが採用され、全22の競

技が実施されます。パラリンピックだけでなく、デフリンピック、スペシャルオリンピックス、精神障害者バ

レーボール大会など様々な障害のある人に向けて、国内外で多くの大会が開催されています。

愛知県では、愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセンター（障害者福祉・スポーツ部）が、名古屋市

では、名古屋市障害者スポーツセンターが、障害者スポーツ教室や障害者スポーツ大会などを開催して

います。また、愛知県内の障害者スポーツクラブ・サークルは愛知県社会福祉協議会福祉生きがいセン

ター（障害者福祉・スポーツ部）のホームページの障害者スポーツクラブ紹介で案内されています。

言葉や国がちがっても仲良くなれる！障害者スポーツ

● 63 ●



子どもの発達はそれぞれです。基本的な知識をもちながらも、決めつけることはしないで、必ず専門家

につなげるようにしましょう。

発達障害は、全般的な知的発達に遅れはないため、誤解されることもありますが、親の育て方や本人の

努力不足が原因になるものではありません。脳の機能障害によって生じるもので、自閉症などの広汎性発

達障害や注意欠陥多動性障害、学習障害などがあります。

発達障害のある人と接するときは、視覚的な情報のほうがわかりやすい人が多いので、マークの形や色

などはなるべく統一し、誰でもわかりやすいように表記するなど工夫するといいでしょう。

また、本人に見通しがもてるような支援をすること、一度決めたら変更が難しい人が多いこと、「～しない

でください」という否定語ではなく「～しようね」と言うような声かけが必要だということを頭に入れて、支援

をしていくことが必要です。

また、発達障害の診断のみで判断するのではなく、どういう特徴があってどう接すると良いかを統一する

ことが大切です。本人の発達のでこぼこに注意して、苦手なことは周囲の人に理解してもらってサポートを

受けられたり、得意なことは伸ばしていけるような環境づくりをしていきましょう。

発達障害について

◆ 主な発達障害

（１）自閉症などの広汎性発達障害

特性として「社会性・コミュニケーションの障害」や「興味、活動の範囲が狭く、パターン化した行動や

こだわりが強いこと」が挙げられます。また、ざわざわした環境が苦手、大きな音を怖がる、身体に触れ

られることが苦手、といった感覚の敏感さや、逆に痛みや疲れを感じにくいといった感覚のにぶさなど

の問題がある場合があります。

（２）注意欠陥多動性障害

集中できない、うっかりミスが多いといった「不注意」、しゃべりすぎる、待つことが苦手で動き回る、

じっとしていられないといった「多動」、考えるよりも先に発言や行動を起こしてしまうといった「衝動性」

といった特徴があります。

（３）学習障害

全般的な知的発達に遅れはないのに、「読む」「書く」「計算する」などの特定の能力に著しい困難が

ある状態をいいます。

出典：発達障害情報・支援
センターホームページ
「発達障害とは」

【発達障害概念図】
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【５】 老後を支えあう

バリアフリー

法

高齢者

住まい法

高齢者

虐待防止法

障害者

総合支援法

健康増進法

高齢者医療

確保法

福祉用具

研究開発

及び

普及促進法

厚生年金保険法

介護保険法

老人福祉法

高齢者

雇用安定法

国民年金法



１．概 要

日本の高齢者福祉施策は、高齢者の心身の健康の保持や生活の安定を目的とする「老人福祉法」、「高

齢者の医療の確保に関する法律（略称：高齢者医療確保法）」、高齢者介護を社会全体で支える仕組みと

しての「介護保険法」などにより実施されています。

その中でも、多くの役割を担うのが介護保険制度です。介護保険制度では、次の3つの理念に基づき、

65歳以上の高齢者と40～64歳の医療保険加入者を対象に各種の介護サービスが行われます。

○ 自立支援：単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを越えて、

高齢者の自立を支援する。

○ 利用者本位：利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービス

を総合的に受けられるようにする。

○ 社会保険方式：給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用する。

外国人についても、適法に３か月を超えて在留する４０歳以上の外国人は、介護保険の被保険者として加

入義務があります。また、入国当初に３か月以下の在留期間を決定された者であっても、資料により３か月

を超えて滞在すると認められる者は、国民健康保険と同様に、介護保険においても被保険者として扱われ

ます。

また、2015（平成27）年度の介護保険法の改正により、各市町村が介護予防・日常生活支援総合事業

（総合事業）を実施することとされました。この事業は「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予

防事業」の２つの事業で構成されています。総合事業の利用にあたっては、要支援認定だけではなく、基本

チェックリストによる事業対象者の判定が加わり、簡易な手続きでサービス利用開始が可能となりました。

そして、今後のさらなる高齢化に向け、政府では２０２５年を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支

援を目的に、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、

地域包括ケアシステムの構築を推進しています。

地域包括ケアシステムは、重度な要介護状

態となっても、住み慣れた地域で自分らしい

暮らしを人生の最後まで続けることができる

よう、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一

体的に提供していく仕組みです。

高齢化の進展状況には大きな地域差が生

じていることから、地域包括ケアシステムは、

保険者である市町村や都道府県が、地域の

自主性や主体性に基づき、地域の特性に応じ

て作り上げていくことが必要です。

出典：厚生労働省ホームページ「地域包括ケアシステム」

◆ 地域包括ケアシステムのイメージ

２．主な相談窓口

相談内容 相談窓口 関連する制度・サービス

介護保険について
相談したいとき

・介護が必要になったとき
・生活支援が必要なとき

市区町村役場、
地域包括支援センター
※名古屋市は「いきいき支援センター」

①、②、P.47③「後期高齢
者医療制度」

年金について
相談したいとき

年金を受けたいとき 市区町村役場、年金事務所 ④、⑤

高齢者向け福祉
制度について
相談したいとき

ひとり暮らしで不安なとき 市区町村役場、社会福祉協議会 ①、②、③
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相談内容 相談窓口 関連する制度・サービス

高齢者向け福祉制度に
ついて相談したいとき

経済的に困ったとき
市区町村役場、社会福
祉協議会

P.35⑭「生活福祉資金の貸付」

認知症などで自己決定能
力が落ちたとき

成年後見支援センター、
社会福祉協議会

②、③

高齢者の医療制度につ
いて相談したいとき

75歳以上の高齢者が医療
を受けるとき

市区町村役場 P.47③「後期高齢者医療制度」

死亡の手続きについて
相談したいとき

親族が亡くなったとき 市区町村役場
P.74「日本に暮らす外国人が亡
くなったときの手続き」

名称 概要 問合せ先 根拠法
外国人の

適用
備考

①介護保険

原則として住民基本台帳に登録のある
40歳～64歳の特定疾病に該当する人、
65歳以上の介護が必要な状態の人が
申請をすることによって利用できる介
護サービス。

市区町村役場
介護保険
法

国籍要件なし。
在留資格・在
留期間による。
短期滞在は
対象外。

②ひとり暮らしの
高齢者などの
支援事業

高齢になっても健康で安全に一人暮ら
しを続けていくのに、周囲からの何らか
の配慮や支援が必要な人を対象とした
事業、介護保険によるサービスに加え、
多くの自治体では一人暮らしの高齢者
への支援を提供している。

市区町村役場
介護保険
法、老人
福祉法等

国籍要件なし。

自治体
によって
根拠法
および支
援内容
が異なる

③成年後見制度

認知症や知的・精神障害などの理由で
判断能力が不十分であり、意思決定が
困難な人のために、権利や財産を守る
制度。

各地の成年後見支援
センター、社会福祉協
議会、地域包括支援セ
ンター、家庭裁判所

民法、家
事事件手
続法

国籍要件なし。

３．関連する制度・サービス等

◆ 高齢者が日常生活を送る上で使える支援・サービス

名称 概要 問合せ先 根拠法 外国人の適用 備考

④老齢基礎
年金

65歳から終身給付を受けることができる
年金。普通、「年金」というとこの老齢年金
を指す。（厚生年金保険の加入期間がある場合
は上乗せ給付あり。）

市区町村役
場、年金事
務所

国民年金
法、厚生
年金法

国籍要件なし
10年以上の年金
加入期間等があ
る人

⑤遺族基礎
年金

年金受給者や被保険者が亡くなったとき、
原則18歳の年度末までの子のいる配偶者、
または子が給付を受けられる。（厚生年金保
険の遺族給付は対象が異なる。）

市区町村役
場、年金事
務所

国民年金
法、厚生
年金法

国籍要件なし

死亡した年金受
給者や被保険者
によって生計を維
持されていた人

◆ 高齢者に関する年金

◆ 主な介護保険サービスの種類

種類 名称 内容 介 予 地

在
宅
サ
ー
ビ
ス

訪
問

訪問介護
（ホームヘルプ

サービス）

①身体介護（入浴、食事、排せつの介助など）
②生活援助（掃除、洗濯、調理など）
③通院のための乗車、降車の介助
サービスを行うのは、ホームヘルパーの資格保有者や介護福祉士。

○ ○

訪問入浴介護 浴槽を積んだ入浴車で自宅を訪問し、入浴の介護を行う。 ○ ○

訪問看護
主治医の指示に基づいてサービスが行われる。病状安定期の利用者の自宅
に看護師などが訪問。療養上の世話や診療の補助をする。

○ ○

訪問リハビリ
テーション

スタッフが自宅に訪問し、必要なリハビリテーションを行う。 ○ ○

居宅療養管理
指導

スタッフが訪問し、療養上の管理・指導を行う。サービスを行うのは、医師、歯
科医師、薬剤師、歯科衛生士、管理栄養士。

○

夜間対応型訪問
介護

夜間の定期的な巡回や利用者からの連絡により、自宅を訪問して介護等を行
う。

○ ○

定期巡回・
随時対応型

訪問介護看護

定期的な巡回や利用者からの連絡により、自宅を訪問して入浴・排せつ・食事
等の介護や療養生活を支援するための看護等を行う。

○ ○

※介：介護給付、予：介護予防給付、地：地域支援事業
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種類 名称 内容 介 予 地

在
宅
サ
ー
ビ
ス

通
所

通所リハビリテーション
（デイケア）

病状安定の利用者が日中、施設などに通い（または送迎）、必要なリハビリ
テーションを受けるサービス。

○ ○

通所介護
（デイサービス）

利用者が日中、施設などに通い（または送迎）、日常生活上の世話（食事の
介護・入浴など）や機能訓練を受けたり、レクリエーションを行ったりするサー
ビス。

○ ○

地域密着型
通所介護

老人デイサービスセンターなどで入浴・排せつ・食事等の介護や、機能訓練
等を行う。

○ ○

療養通所介護
常時看護師による観察が必要な難病等の重度要介護またはがん末期患
者を対象とした介護などを行う。

○

認知症対応型
通所介護

認知症にある人が、老人デイサービス等を訪れて介護などを受ける。 ○ ○ ○

短
期
入
所

短期入所療養介護
（ショートステイ）

介護老人保健施設等に短期間入所し、医学的管理のもとに介護、看護
の提供を受けるサービス。

○ ○

短期入所生活介護
（ショートステイ）

普段は自宅で生活する利用者が期間を決めて施設に短期間入所するサー
ビス。 家族の介護負担を軽減する目的でも利用される。

○ ○

特定施設入居者
生活介護

有料老人ホームや軽費老人ホームなどに入居している利用者に対し、日
常生活上の世話、機能訓練、療養上の世話を行うサービス。

○ ○

そ
の
他

福祉用具貸与
車いすや電動ベッドなど、日常生活に役立つ福祉用具を借りることができ
る。

○ ○特定福祉用具販売
腰掛便座や入浴用いすなど、貸与になじまない福祉用具を購入する際の
購入費の助成を受けることができる。

住宅改修
手すりの取り付けやバリアフリー化などを行うための住宅リフォーム等に対
して助成を受けることができる。

支
援

サ
ー
ビ
ス

居宅介護支援
利用者が適切なサービスを利用できるように、利用者の依頼を受けて、ケ
アマネジャーがケアプラン（居宅サービス計画）を立てたり、連絡調整をした
りする。

○

施
設
サ
ー
ビ
ス

介護福祉施設サービス
（特別養護老人ホーム）

寝たきりなどの高齢者が日常生活上の介護を受ける施設。 ○

介護老人保健施設サービス
（介護老人保健施設）

病状安定の利用者が家庭復帰を目的をしたリハビリテーションや介護・看
護を受ける施設。

○

介護療養施設サービス
（指定介護療養型

医療施設）

長期間療養を必要とする高齢者が治療や療養を中心としたサービスを受
ける施設。医療面でのサービスが充実している。

○

※介：介護給付、予：介護予防給付、地：地域支援事業

◆ 介護認定の区分

参考：厚生労働省ホームページ、愛知県ホームページ

軽度 重度

要支援１ 要支援２/要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

起き上がり、立ち上がり

片足での立位、日常の意思決定、買い物

歩行、洗身、つめ切り、薬の内服、金銭の管理、簡単な調理

寝返り、排尿、排便、口腔清潔、上衣の着脱、ズボン等の着脱

座位保持、両足での立位、移乗、移動、洗顔、整髪

麻痺（左下肢）、食事摂取、
外出頻度、短期記憶

低下している
日常生活能力

非該当

要支援・要介護
になる恐れのあ
る高齢者などで、
基本チェックリス
トで対象となっ
た人

地域支援
事業を

利用できる

介護予防給付
を行うサービス
が利用できる

介護給付を行うサービス
が利用できる
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４．外国人対応のポイント

◆ 母語への配慮

日本に暮らしている外国人高齢者は、ある程度の日本語の会話能力があっても、高齢に伴う記憶力の

低下により日本語を忘れてしまったり、認知症などによる「母語がえり」（→P.70）によって話し言葉が母

語になってしまうケースが少なくありません。また、仮に日本語ができても、介護や契約の専門用語を理解

できていないことも多くあります。

相手の希望を確認しながら、介護サービスを安心して受けてもらうためには、通訳者を活用し、外国人

高齢者とのコミュニケーションを適切に図ることが大切です。

◆ 識字能力への配慮

介護サービスの利用にあたっては、書類や資料などを読んだり、必要事項を記入したりする必要があり

ます。しかし、出身国の教育事情や生活環境などにより学校教育を受けておらず、読み書きができない外

国人高齢者がいます。例えば、在日コリアン一世や、中国帰国者の農村出身の一世や二世の中には、就

学の機会がなく、中国語を話すことや聞くことはできても、読み書きができない人が少なくありません。こ

のような人は、介護保険制度や介護サービスの資料を読むことができず、契約書類等の記入も難しいた

め、家族や親戚等の助けが必要となります。

外国人高齢者およびその家族が介護サービスの利用者となる時には、本人の識字能力がどのくらい

なのかを確認しましょう。

◆ 異文化への配慮

外国人高齢者の多くは出身国やルーツとなる国の文化を持っています。高齢や認知症によって母語し

か話せなくなることに加え、生活習慣なども母国の文化に回帰するケースが少なくありません。特に食文

化の面ではその傾向が強く見られます。

言葉が通じないストレスと日本的文化に馴染めないストレスが重なり、本来なら楽しく過ごせるはずの

介護施設の中で逆に孤立してしまい、介護サービスを利用しなくなるケースも発生しています。社会資源

に繋ぐ際、繋ぐ先にその点を十分に説明し理解してもらう必要があります。

申請には介護保険被保険者証（第２号被保険者の場合、医療保険証）が必要です。

＜介護サービス利用の流れ＞

①要介護認定等の申請

②認定調査・主治医意見書

③ 審 査 判 定

④ 認 定

⑤介護（介護予防）サービス計画書の作成

⑥介護サービス利用の開始

市区町村等の調査員が自宅や施設等を訪問して、心身の状態を確認するための認定調査を行います。
主治医意見書は市区町村が主治医に依頼をします。主治医がいない場合は、市区町村の指定医の診察が必要です。

認定調査結果および主治医意見書の一部の項目はコンピューターに入力され、全国一律の判定方法で要介護度の
判定が行なわれます（一次判定）。その後、一次判定の結果と認定調査結果、主治医意見書に基づき、介護認定審査
会による要介護度の判定が行われます（二次判定）。

市区町村は、介護認定審査会の判定結果にもとづき要介護認定等を行い、申請者に結果を通知します。申請から認
定の通知までは原則30日以内に行います。

介護（介護予防）サービスを利用する場合は、介護（介護予防）サービス計画書（ケアプラン）の作成が必要となります。
「要支援1」「要支援2」：介護予防サービス計画書は地域包括支援センターに相談します。
「要介護１」以上：介護サービス計画書は介護支援専門員（ケアマネジャー）のいる、指定を受けた居宅介護支援事業者

（ケアプラン作成事業者）へ依頼します。依頼を受けた介護支援専門員は、どのサービスをどう利用する
か、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。（ケアプランの
作成は無料です。）

⇒ 要支援1･2、要介護1～5の７段階と、非該当（自立）に分けられます。

被保険者本人または家族のほか、地
域包括支援センターや居宅介護支援
事業所なども代行申請ができます。

介護保険の加入者（被保険者）が日常生活に支援が必要な状態になったときは、市区町村役場に要介護・要支援認

定等の申請をします。「要介護認定」を受けた場合は介護サービスを、「要支援認定」を受けた場合は介護予防サービス

および介護予防・生活支援サービス事業を利用できます。また、基本チェックリストにより事業対象者と判定された場合

は、介護予防・生活支援サービスを利用できます。

● 69 ●



母は認知症？

母が最近元気がなく、もの忘れもひどくなっています。日本に長く住んでいるので、日

本語も不自由なく話せていたのですが、この頃はフィリピノ語しか話さず、周囲の日本

人の友だちとの会話もめっきり少なくなってしまいました。認知症になってしまったので

はないかと心配しています。

また、そのような状態で母は一人で暮らしているのですが、私は遠方に住んでいて世

話ができないため、母の日常生活の支援を受けられないでしょうか。

認知症と言葉の問題

◆ まずは、医療機関で受診し、母親が本当に認知症なのかどうかを確認するよう伝えましょう。

もし認知症であれば、早期に受診し、治療を開始することで、症状が軽い段階から準備を整え

ることもできますし、症状の軽減や進行を遅らせることができるとも言われています。

◆ 認知症であるかどうかに関わらず、介護保険の対象者であれば、要介護・要支援の認定を

受けることで必要度合いに応じたサービスが受けられます。介護保険の加入者であるかどう

か、サービスの対象年齢か（→P.66）、すでに介護認定を受けているかなどを確認した上で、地

域包括支援センターなどの専門窓口につなぎましょう。

◆ 制度やサービスの内容など、重要な事柄について本人や家族に説明する時は、必要に応じて

通訳を利用しながら、相手にきちんと理解をしてもらうようにしましょう。

誰でも年齢とともに、もの覚えが悪くなったり、人の名前が思い出せなくなったりします。こうしたもの忘

れは脳の老化によるものですが、認知症は老化によるもの忘れとは違います。

認知症とは、正常に発達してきた脳の機能がある時期に低下し、記憶障がい、失語、実行機能障がいな

どを起こす症状や状態をいいます。そして認知症が進行すると、だんだん理解する力や判断する力がなく

なって、社会生活や日常生活に支障が出てくるようになります。

外国人高齢者の増加に伴い、認知症を患う外国人も増えています。特に、高齢化が進む在日コリアンや

中国帰国者の間ではすでに多くの事例があります。

認知症の場合は新しい記憶から忘れていくため、最後に残るのは生まれ育った幼年期の記憶やことば

です。成人になってから習得した第２言語を忘れ、母語しか話せなくなる「母語がえり」の現象は日本に在

住している外国人高齢者とその家族にとって、切実な問題になりつつあります。

介護サービスの利用においても、母語しか話せない外国人高齢者と日本語しか話せない介護スタッフ、

日本人利用者との間でコミュニケーションが図れなくなってしまい、外国人高齢者を孤立させてしまう恐れ

があります。

認知症は放っておくと、日常の生活のなかで不安や困りごとが増えたり、生活のしづらさがあらわれや

すくなるので、早期発見が大切です。早期に診断され、治療を受けることで進行を遅らせることができると

も言われています。特に外国人の認知症は、言葉の違いなどにより日本社会とのつながりが薄いと、周りの

人に気づかれず発見が遅くなることがあります。

外国人高齢者の認知症や母語がえり

相談者：フィリピン人女性 対応者：外国人相談窓口
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在日外国人高齢者が介護保険サービスを利用するときに直面する「言葉の壁」を取り払うため、NPO法

人等の３団体により「外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト」が、公益財団法人トヨタ財団の助成を受

けて、２０１５（平成27）年度から２年間にわたり実施されました。

「外国人と介護制度をつなぐ３つの試み」として、①介護通訳者（中国語）の養成・派遣、②外国人への

介護制度の周知、③行政・介護施設などの関係機関に対する外国人の介護問題に関する啓発活動の取

組みを行いました。

介護通訳は、異文化背景を持つ高齢者およびその家族が介護サービスの相談や手続きなどの際に

意思の疎通を円滑に行うことができるよう、行政・福祉機関担当者や介護サービス提供事業者との間

で言語サポートや通訳を行います。

２０１５（平成27）年度から２期にわたって２７名の中国語介護通訳者を養成し、助成事業が終了した２０１７

（平成29）年３月末までに介護通訳ボランティアの派遣も行いました。２０１７（平成29）年４月からは無償の介

護通訳派遣から有償に切り替えて継続実施しています。

「外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト」 URL:  http://kibou2013.web.fc2.com/

“介護通訳”、外国人高齢者と介護の橋渡し役

介護保険制度は日本人にとっても難しく、理解しにくいものです。日本語が十分に理解できない外国

人にとってはさらにハードルが高く、制度の仕組みなどを正しく理解することが難しいと考えられます。

介護サービスの利用にあたっては、利用者がその内容を理解し、納得した上で、サービスを提供してい

る事業者と契約を交わすことによって利用を始めることになっています。サービスや契約の内容を十分に

理解しないままサービスを開始してしまうと、後々トラブルが生じます。相互の信頼関係を損ない、サービ

スの利用を止めてしまう恐れもあります。

外国人に限らず、家に他人が入ってくることを嫌がる人や、家族以外の人に体を触られるのが嫌な人、

施設などでゲームや遊びをすることに違和感を感じる人など、いろいろな考え方や価値観を持つ人がいま

すので、介護サービスを提供する側と利用者とできちんと事前に話し合い、合意の上でサービスを開始す

ることが大切です。説明や話し合いの際には、必要に応じて通訳を利用しましょう。

大事な話だからこそ、理解度の確認はしっかり

地域包括支援センターは、地域に暮らす

高齢者の総合相談、権利擁護や地域の支

援体制づくり、介護予防の必要な援助など

を行う機関です。高齢者の保健医療の向上

および福祉の増進を包括的に支援すること

を目的とし、地域包括ケア実現に向けた中

核的な機関として市町村が設置しています。

主な業務は右のとおりです。

○ 介護予防ケアマネジメント、介護予防支援
「要支援」と認定された人や介護予防が必要と判断された人の
ケアプラン作成など

○ 総合相談・支援
住民の各種相談を幅広く受け付けて、制度横断的な支援を実施

○ 権利擁護
成年後見制度の活用促進、高齢者虐待への対応など

○ 包括的・継続的ケアマネジメント支援
・ 「地域ケア会議」等を通じた自立支援型ケアマネジメントの支援
・ ケアマネジャーへの日常的個別指導・相談
・ 支援困難事例等への指導・助言

地域包括支援センターとは
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介護サービスの利用

介護保険の加入者で、日常生活を送るために介護や支援が必要になった人は、要介護・要支援の認定

等を受けることで、支援の必要度合いに応じた介護サービスを利用することができます（→P.67～69）。

要介護・要支援認定の申請は市区町村の窓口で行うことになりますが、地域包括支援センターでも介

護サービスに関する相談ができ、必要に応じて申請のための支援も受けられます。また、高齢者の生活や

福祉サービス全般についても相談できますので、この事例のような場合も案内するといいでしょう。



介護サービスを使いたくない！

病気により右半身マヒとなった夫の介護に専念していましたが、最近働き始めたため、

夫をデイサービスに通わせることにしました。

しかし、夫は施設に馴染めず、すぐにやめてしまいました。理由を聞くと、施設で行わ

れるプログラムが気に入らないようです。どうしたらいいでしょうか。

文化的背景や価値観の違いでサービスに馴染めない

◆ 施設で行われるプログラムにはそれぞれ目的があります。その必要性をきちんと説明

しましょう。また、プログラムへの参加は強制ではないので、参加しない選択肢もあること

を伝えましょう。

◆ 介護サービスの内容について不安や疑問などがある場合は、地域包括支援センターな

どの専門窓口に相談するように伝えましょう。

◆ 専門窓口や市区町村役場の窓口、介護福祉施設などにも、文化や価値観の違いなど、

外国人高齢者が抱える問題や悩みの背景となっているものを伝え、理解してもらいま

しょう。

相談者：韓国人女性 対応者：外国人相談窓口

介護サービスに馴染めない人には

介護サービスを利用する際、日本人でも馴染めない人がいます。このようなケースは特に男性に多いよう

です。外国人の場合は、さらに、文化や風習の違いなどが影響して、サービスの内容に違和感を持ったり、孤

立したりして、利用を止めてしまうケースも少なくありません。

実際の現場でも、以下のような悩みを抱える外国人高齢者がいます。

○ 日本の歌や踊り、昔の遊びなどを知らないため、ほかの利用者とともにレクリエーションを

楽しめない

○ 言葉や文化の違いにより、ほかのサービス利用者や介護職員との円滑なコミュニケーション

が難しい

○ 母国の味が恋しくて、施設での食事が楽しめない など

一つひとつのプログラムの目的や必要性をきちんと説明し、納得してもらうようにするとともに、どうして

も参加したくなければ見学や他のことをする選択肢もあることを伝え、利用者や家族に安心感を与えるよ

うにするといいでしょう。また、はじめはプログラムに馴染めなかった人が、しばらくすると仲間ができて、楽

しく過せるようになったり、プログラムにも参加するようになったりすることがあるので、少しの間、様子を見

るというのもいいかもしれません。
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また、介護福祉施設や専門機関・窓口などでは、なぜ外国人

高齢者が困ったり、違和感を感じたりしているのか理解できない

ことがあります。問題の背景となる文化・価値観の違いや、外国

人特有の事情などを説明しましょう。



外国人住民も年金制度の対象であり、条件を満たせば老齢年金等を受給することはできます。しかし年

金制度がスタートした1961（昭和36）年から1982（昭和57）年までは外国人の加入が認められませんでした。

また、老齢年金を受け取るには25年間の加入期間が必要だったため、年金制度に加入できるようになった時

点で35歳以上だった外国人が加入しても老齢年金を受け取ることはできないなどの問題がありました。

１９８６（昭和61）年の同法再改正により「カラ期間」（合算対象期間）の適応が実施されましたが、その対

象はすべての在日外国人ではなく、永住および日本に帰化した人に限られていました。

このような状況に対して、在日外国人団体などから救済を求める声が相次いだため、１９８０年代に大阪の

高槻市が在日外国人への救済策として福祉給付金制度を創設し、現在では全国数百以上の自治体が実

施しています。しかし、この制度の給付金は少額であり、対象となる人も限られているため、外国人高齢者の

老後生活の資金にはなっていないのが実情です。

外国人高齢者と年金

★ 中国人は、白湯をよく飲む習慣があります。
中国人は医食同源や東洋医学的な考え方から冷たいものを避けてい

ます。水も必ずいったん沸かしてから飲むようにしています。体調がよく

ないときなど、白湯を飲むことによって体にたまった毒素を抜く作用が

あるとされています。

中国人高齢者がお茶を

入れてくれたと思ったら、白

湯の入った湯のみでした。お

茶を入れ忘れてしまったの

でしょうか？

◆ 文化・習慣の違いはこんなところにも現れます

介護現場であった、外国人高齢者の生活習慣等の違いによる誤解の一例を紹介します。

★ 中国人は、茶葉を直接コップにいれてお湯を

注いで、しばらくおいてから、そのまま飲みます。
このお茶の飲み方は中国ではごく一般的です。一般の家庭だけでなく、

街のあちこちで茶葉を入れた保温ポットを持ち歩く人もよく見かけま

す。お湯が無くなったらどこかで、お湯を足し、同じ茶葉で一日中飲ん

でいます。

中国人高齢者が、お茶の

葉っぱをそのまま大きなコッ

プに入れて飲んでいます。こ

れは、認知症がひどくなった

のではないでしょうか？

介護保険制度がある日本に比べて、介護サービスが整備されていない国もあります。このような国では、

家族による介護が主流です。また、中国や韓国など、儒教思想が強い国では、子が親の老後の面倒を見る

のが当たり前の考え方で、親を介護施設に預けることが親不孝と言われがちです。介護施設に入ることは

子どものメンツをつぶすことになると考える親も少なくありません。また、家族に迷惑をかけたくなく、行政

の世話にもなりたくないと思って無理に自分で頑張っている外国人高齢者もいます。

介護サービスは寝たきりになったときなど、家族でどうしようもなくなったときだけ利用するものだと思う

人がいますが、介護を予防するためにも利用できること、家族の介護疲れの軽減に役立つことなど、介護

サービスの利用は本人と家族にとってメリットがあることを丁寧に説明する必要があります。

介護は家族で。行政に頼りたくない

★ ブラジルでは、コーヒーは甘くて当然の飲み物です。
ブラジルのコーヒーはエスプレッソのように濃く淹れて、大量の砂糖を入

れます。それを食後に、エスプレッソサイズのカップで飲みます。日本の

砂糖なしのブラックやアメリカンコーヒーを「ありえない！」と言うブラジル

人もいます。

ブラジル人高齢者が、コー

ヒーにとても大量の砂糖を

入れて飲んでいるのが心配

です。
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日本で外国人が亡くなった時、

どうしたらいい？

人が亡くなった時に、日本では通夜や告別式などの儀式を通して、故人の死を悼み、冥福を祈り、別れ

を告げます。同様に、定住・永住する外国人の増加に伴い、病気や事故で亡くなる外国人も増えています。

外国人が日本で亡くなった場合に必要な手続きは、次のとおりです。

死亡した際の手続きなど

アメリカから家族で来日し、しばらく暮らしていましたが、先日、病気で夫が亡くなりま

した。日本で死亡した時には、何か手続きが必要ですか？

また、葬儀やお墓のことなども分からないので、教えてください。

◆ 日本に在住する外国人が亡くなったときは、日本人と同じく、市区町村役場での死

亡届の提出が必要です。

◆ そのほか、在留カードの返納や大使館・領事館への届出など、外国人特有の手続

きも必要となります。また、家族滞在や永住者の配偶者等、日本人の配偶者等など、

ある特定の在留資格の外国人が配偶者と死別した場合は、死別した旨を入国管

理局に届け出る必要があります。

◆ 国や宗教により、弔いの仕方は違うため、日本の葬儀や埋葬の方法をしたくない外

国人もいます。必要に応じて、その国の事情や宗教に詳しい団体へ相談するといい

でしょう。

日本に暮らす外国人が亡くなったときの手続き

死亡届の
提出

在留カードや
特別永住者証明書

の返納

大使館・領事館
への届出

配偶者と死別した
旨の届出

届出先：市区町村役場

期限：7日以内

必要書類：死亡診断書

返納先：入国管理局

期限：14日以内

届出先：死亡した人の国の大使館・領事館

届出先：入国管理局
対象：配偶者としての「家族滞在」「特定活動」

「永住者の配偶者等」 「日本人の配偶者
等」の在留資格を持つ外国人

期限：14日以内
※引き続き日本に滞在するため在留資格の変更
の手続きが必要となる。

入国管理局

亡くなった本人について
の手続き 遺族についての手続き

相談者：アメリカ人女性 対応者：市町村窓口
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国や宗教などによる違い

外国人の中には、日本のしきたりに従って葬儀を希望される人

もいると思いますが、一方で日本式葬儀に関する知識を持たない

人や、宗教・宗派によって葬儀の仕方や場所が決まっている外国人

も多いでしょう。

あまり馴染みのない環境の中で、身近な人を亡くした不安を抱え

ている外国人が、故人をきちんと見送ることができるよう、葬儀に

関する相談があった場合には、必要に応じて通訳を利用したり、や

さしい日本語（→P.20）でわかりやすく説明したり、情報提供をする

ことが大切です。

また、日本では火葬をして、お骨を墓に埋めるのが一般的ですが、海外では土葬を行うところも多くあ

ります。また、イスラームやキリスト教などでは終末の日に死者が復活すると考えられているため、火葬が

禁止されているなど、国や宗教などにより埋葬方法が異なります。

個人で墓地を購入し建てる場合は、公立霊園が利用できますが、共同墓地を希望する場合は、各地

にある外国人墓地※を利用することも選択肢としてあります。

※外国人墓地は日本の西洋文化への発展に関わる著名人などをはじめ、多くの外国人が埋葬されている墓地で、各国

領事館との協定のもと管理・運営されている横浜外国人墓地をはじめ、神戸市、函館市のものが知られている。

○ 国内にある主な外国人墓地または宗教ごとの霊園と所在地、管理団体

谷和原ムスリム霊園（茨城県常総市） 宗教法人日本イスラーム文化センター

イスラム霊園（山梨県甲州市塩山） 宗教法人日本ムスリム協会

中華義荘（兵庫県神戸市） 一般社団法人中華会舘

大阪イスラミックセンター橋本墓地（和歌山県橋本市） 大阪イスラミックセンター

清水霊園 イスラーム墓地（静岡県静岡市） 清水霊園東京事務所

王寺霊園（奈良県北葛城郡王寺町） 一般財団法人王寺霊園 ※在日コリアン向け

○名古屋市立八事霊園にある共同墓地と所在地、管理団体

中国帰国者公墓「平和の碑」（名古屋市天白区） 中国帰国者公墓管理委員会

（NPO法人中部日中友好手をつなぐ会内）

また、外国人の遺族の中には、故人の遺体を本国に輸送することを希望する人もいます。受入国の規

定に従って遺体の防腐処理や移送手続き、通関手続きを行う必要があります。詳しくは各国大使館・領

事館に問合せるよう伝えましょう。なお、輸送には多額の費用がかかることも併せて伝えましょう。

文化や風習が変われば人の死生観も大きく変化します。民族や国籍、宗教の多様化によって在住外

国人における弔い方もそれぞれの国や地域の事情によって異なる場合もあります。在住外国人の弔いに

対する考え方を尊重し、納得された弔い方をサポートすることが大事です。
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外国人の定住化・永住化に伴い、外国人高齢者は増え続けています。

日本に暮らす外国人のうち、６５歳以上の人口は次の表のとおりです。

在住外国住民の総数 2,471,458

65歳以上高齢者の総数 164,134

国籍・地域 65歳以上の高齢者数 国籍・地域 65歳以上の高齢者数

在日コリアン
（韓国・朝鮮）

122,246 米国 5,056

中国系
（台湾含む）

19,256 ペルー 1,981

ブラジル 6,730 フィリピン 1,650

２０１7（平成29）年6月末現在の６５歳以上の高齢者人口は、２０１５年同期の157,019人に

比べると、１万人以上増加しています。

多文化共生社会の提唱から１０年が過ぎ、これまで多文化共生に関する様々な取り組み

が進められてきましたが、外国人高齢者についてはほとんど話題に挙がることなく、語られる

ことも多くありませんでした。しかし、外国人高齢者の増加に伴い、要介護者が増えて、介護

の現場ではすでに問題が発生しています。

今後１０年、２０年もすれば、多様な国籍や文化背景を持つ高齢者の介護の問題が増加す

ると予想できますが、日本人高齢者の施策においても試行錯誤しているような現状を考え

ると、外国人高齢者への施策や支援はさらに時間がかかることが考えられます。外国人高

齢者の問題は、これからの日本の多文化共生社会において、避けて通れない問題でもあり

ます。

現在、介護の現場で発生している「コミュニケーションの壁」、「食の壁」、「識字の壁」、「文

化や習慣の壁」、「心の壁」を取り除き、外国人高齢者が安心して介護サービスを受けられ

るためには、彼らの状況やニーズを正しく把握し、適切に制度やサービスにつなぐことのでき

る人材の養成が重要です。

2017（平成29）年6月末現在／単位：人

日本人と同じように 外国人高齢者も増加中

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2017年6月末）
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【６】 外国人対応で考えたい

宗教 ＆ 在留資格の問題



宗教的な問題で福祉サービスが

利用できない！？

外国人に限ったことではありませんが、宗教的な考え方・規則・習慣等により、他の人々とは生活スタ

イルが異なることがあります。また、国によっては、宗教に基づいた法律・制度が制定されていることもあ

ります。そして、こうした宗教上の理由や、宗教に基づく各国の法制度が、外国人の福祉制度および

サービスの利用にあたっての障害になることも少なくありません。外国人対応を行う上で、「なぜうまくい

かないのか？」「どうして理解してもらえないのか？」を考える時、宗教も重要な要素です。

日本人の多くは、宗教に対してぼんやりとしたイメージで捉えていることが多いかもしれませんが、信

仰を持つ人々にとっては自分の生き方に繋がる大切なものであるため、尊重する姿勢を持つことが肝

要です。また、同じ宗教でも、国によって、または家庭や個人によって、考え方に違いがあるため、偏見を

持たず、個別に確認しながら、どのような手立てがあるかを考えるようにしましょう。

ただし、日本の法律等で禁止されていることや、規則上できないことについては、宗教を尊重しながら

も、ダメな理由を相手にきちんと説明し、理解してもらうよう努めましょう。

宗教と福祉

相談事例と対応のポイント

離婚できないフィリピン人の

シングルマザー
ひとりで子育てをしてい

るフィリピン人の女性から、

フィリピン人の夫との離婚

が法的に認められず、住

宅や手当など、ひとり親向

けの公的支援が受けられ

ないと相談がきました。

フィリピンはカトリックの「結婚は神様との契約」という

教えに基づき、原則、離婚は認められません。近年はプ

ロテスタントやムスリムも増え、カトリック教徒の中にも

結婚を神との契約とは思わず、役場や裁判所で事務的

に結婚手続きをするだけの人もいますが、離婚に関す

る法律は変わっていません。

婚姻を解消するためには「婚姻無効」という手続きが

使われていますが、手続きに時間がかかり費用も高額

であるため、すぐに手続きをできない人が多く、再婚の

予定のないフィリピン人はなかなか裁判をしません。児

童扶養手当などの支給要件の「父または母が引き続き

1年以上遺棄している児童」に該当しないか市町村に相

談しましょう。

宗教の種類や場面により、外国人が抱える問題も異なります。ここでは、これまで相談窓口に寄せら

れたケースとその対応のポイントをご紹介します。

◆ 宗教が法律・制度に影響しているケースの例

外国人相談窓口

の相談員

宗教的な慣習は、信仰する人にとっては生活の一部

となっています。まずは「なぜそのようなことが起きるの

か」を把握するため、相手の宗教や文化について知るこ

とから始めましょう。

その上で、日常的な体罰は日本では虐待として考え

られ、禁止されていることや、子どもの命の危険や精神

的な影響の恐れがあること、ひどい場合は子どもの一

時保護などの行政処分があることなどを丁寧に説明し、

理解を促しましょう。（→P.28）

◆ 宗教が日常生活に影響しているケースの例

教義や教則で体罰によるしつけが

認められている
日常的に子どもへ体罰

を行っている保護者に対し

指導をしているのですが、

その家庭で信仰している

宗教では、子どもの悪いも

のを払うために体を叩くこ

とが教義で認められている

とのことです。こちらの話に

納得してもらえません。

児童相談所

の職員
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イスラームでは来世での復活を信じているた

め、肉体が失われる火葬は禁止され、土葬が

行われます。

日本は原則火葬ですが、一部の墓地では土

葬もできるところがあります。 （→P.75）

こんな習慣や特徴もあります

食事や服装、お祈りの仕方を始め、宗教により様々な行動の制限や決まりがあります。対応できること、

できないことを考える上で、各宗教を正しく理解することが大切です。事例で取り上げた以外の各宗教

の規則等の例をご紹介します。 ※ 宗教に関する情報はP.54でも紹介しています。

○ イスラーム（イスラム教）

・ 成人女性は親族の男性以外に触れない。

・ 女性は顔と手以外を隠し、親族以外には目立たないようにしている。

・ 1日に5回のお祈りをする。また、お祈りの前に身体を洗浄し、清める行為を行う。

・ ラマダン（断食）の期間は、日の出から日が沈むまでは食事も水分補給もしない。

・ 豚肉は食べない。また、他の肉類もハラール※をしたものを食べる。アルコールも禁止。
※ 教義に基づき正当に口にすることができるものを「ハラール」（「許可された」「合法的」の意）と言い、原料から製造、

販売までの全過程で、非ハラルのものと分けて商品化された「ハラール認証」のあるハラールフードは、日本でも販

売されています。

○ キリスト教

・ （一部の宗派）アルコールや煙草が禁止されている。

○ ヒンズー教

・ 食前と食後には手を洗い、口をすすぐ。

・ 食事をする場合、相手に料理を手渡す場合、給仕する場合には右手を使い、左手を使ってはならない。

○ ユダヤ教

・ 多くのユダヤ人は帽子で頭を隠し、女性は肌を露わにするような服装は着ない。

・「カシュルート」という食事規定により、食べてよいもの（コーシェルと呼ばれる）・いけないものが厳格に

区別されている。

病院の医療

ソーシャルワーカー

ムスリムの未婚女性の入院、

出産とその後の生活の問題

自分はムスリム（イスラームの

信者）で、もうすぐ日本で出産

予定です。日本の病院に入院

するのははじめてなのですが、

ムスリムの習慣には配慮して

もらえるのでしょうか？

また、未婚で出産することが教義で禁止

されているため、家族や親戚からのサ

ポートを得られず、これからの生活につい

ても心配です。

遺体の埋葬方法の違い

入院していたムスリム男性が亡くなりま

した。家族は土葬を希望していますが、

日本で土葬のできるところはあります

か？ それとも、本国へ輸送して、埋葬し

てもらうしか手立てはないでしょうか？

本人
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イスラームでは、食事制限や1日5回のお祈りなどのほ

か、女性が家族以外の異性には肌を見せてはいけない、

身体への接触も避けなければいけないなどの決まりがあ

るため、男性の医師や看護師に対して抵抗を持つ人もい

ます。

生命が優先される場合は例外として認められることも

ありますので、緊急に処置が必要かどうかなど、状況に

より、どうすべきかを患者とよく話し合うといいでしょう。

また、イスラームを信じる国では、未婚での出産を認め

ないところがあります。パートナーもいない場合は、家族や

親戚からの援助なく、ひとりで子育てをしながら、家計を

支えていかなくてはならないこともあります。生活支援や

子育て支援など、様々な支援につなげることが必要に

なってくると考えられます。 （→P.22）



在留資格がないと、福祉サービス

が受けられない？
不法滞在等の外国人の福祉

外国人が日本で暮らすためには、「在留資格」（→P.11、13）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28種類（2017（平成２9）年9月現在、除「特別永住者」）があります

（→P.13））。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）を受けずに入国した場合

不法滞在者は退去強制の対象となり、以降、再び日本に入国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」で統一しています。

不法滞在者となるには、以下の例のように様々な事情や状況が考えられます。

○ 在留期間更新や在留資格変更の申請をしたが、認められず、そのまま滞在している。

○ 観光で来日した旅行者が、予定の期間を過ぎても帰国せず、在留資格も取得しないで残っている。

○ 技能実習生が劣悪な職場環境に耐えられず、実習先の事業所から逃げて、そのまま日本に滞在して

いる。

○ 勤めていた会社を解雇になり、仕事が見つからないまま、帰国費用もなく、日本に残っている。

○ 日本人の配偶者と離婚し、在留資格がなくなったが、そのまま日本に滞在している。

○ 日本で生まれた子どもの在留資格取得の手続きを保護者が行わなかった。

不法滞在の状態では、就労が認められません。そのため、仕事に就けず、収入がないため、生活困窮に

陥ってしまう人も少なくありません。また、健康保険や国民健康保険に加入できないなど、在留資格がないこ

とで本来受けられるはずの制度やサービスを利用できない状況にもあります。

なお、不法滞在のほか、「許可を受けずに、与えられた在留資格以外の仕事に従事している場合（資格外

活動）」や「刑罰法令に違反して刑事処分を受けた場合（刑罰法令違反等）」も退去強制の対象となります。

違法な状態のまま日本で生活することはとても困難な上、摘発されて国外に送還されれば、その後に再

来日することがより難しくなります。不法滞在となっている外国人から相談を受けた場合は、何よりもまず入

国管理局へ自ら出頭して不法滞在事実を申告することを勧めましょう。

短期滞在

44,167 

技能実習

6,518 留学

3,807 

日本人の配

偶者等

3,287 

特定活動

1,910 その他

5,581 

在留資格別不法残留者数
（2017（平成29）年1月1日現在、法務省調べ）

韓国

13,265 

中国

8,846 

タイ

6,507 ベトナム

5,137 

フィリピン

5,082 

台湾

3,887 

インドネシア

2,222 

マレーシア

1,761 

シンガ

ポール

1,046 

ブラジル

959 

その他

16,558 

国籍別不法残留者数
（2017（平成29）年1月1日現在、法務省調べ）

※1年前の調査より、短期滞在が4％、技能実習が
10.4％、留学が11.3％増加しています。
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在留資格がないことで問題となることも様々です。ここでは、これまで相談窓口に寄せられたケースとその

対応のポイントをご紹介します。

相談事例と対応のポイント

入国管理局へ出頭した際の手続きとして、次のものがあります。

◆ 帰国を希望 ： 次のアからオのいずれにも該当するときは、入国管理局に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。退去強制手続により帰

国した場合、最低5年間は日本に再度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。

ア．速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理局へ出頭したこと

イ．在留期間を経過したこと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または禁固に処されていないこと

エ．過去に退去強制されたことまた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

なお、「出国命令制度」の対象に当たらなくても、自ら入国管理局に出頭したということで、原則として

収容されることなく手続きを進めることが可能です。

◆ 日本での在留を希望 ： 退去強制手続を受けることとなりますが、その手続きの中で違反の経緯や日

本で生活したい理由などを申し述べてください。不法滞在者は、退去強制されるのが原則ですが、扶

養しなければならない日本人配偶者や子どもがいる等、法務大臣の例外的な恩恵的措置により在留

が特別に許可されることがあります。在留を希望して自ら入国管理局に出頭した場合、収容されるこ

となく手続きを進めることが可能です。

いまの日本では、無保険の場合、患者が医療費を自己

負担することとなっています。

従って、外国人の場合、本人がすぐ支払うことができな

ければ、本国にいる家族に医療費を負担してもらうことは

可能か、本人が後日少しずつ分割払いで返済していくか

など、話し合う必要があります。 中には、外国人コミュニ

ティや教会・モスク等の宗教団体が支援してくれることも

あります。

無保険、医療費未払いの問題
病院に外国人が急病で入院し、

手術を受けました。でも、不法滞

在で、公的保険には加入してい

ないので、医療費の支払い能力

がありません。そういった外国人

の医療費に対する助成制度は

ありますか？

病院の医療

ソーシャル

ワーカー

不法滞在の女性の出産・子育て
不法滞在で、妊婦検診も

受けたことがない妊婦から

相談がありました。出産費

用や、出産後の経済問題

のほか、周囲に頼る人もい

なくてとても心細いとのこ

とです。

外国人相談

窓口相談員

不法滞在者でも使える制度やサービスがある

出産にかかる費用や生活保護など、一部の制度・サービスについては、人道的な配慮から在留資格を問

わないものもあります。相談窓口の担当者も、各制度が適用可能かどうか、いま一度確認して、外国人相談

者が本来活用できるものを逃すことのないよう気を配りましょう。

なお、在留資格等が利用の要件となるかどうかについて、詳しくは本章の「外国人も日本人と同じ制度を

使えるの？」（→P.16）で確認できます。
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出産には、母子健康手帳交付や入院助産制度など、不法

滞在の女性でも支援を受けられる場合があります（→P.16）。

ただし、在留資格がないと利用できないサービスもあります。

併せて子どもの在留資格の取得も必要で、場合によっては

子どものみ一時保護されるケースもあります。ついては、在

留資格取得の手続きを速やかに行う必要があります。場合

によっては帰国せざるを得ないこともあるでしょう。

もし、在留資格の問題が解決され、日本での滞在が認め

られた場合は、親子の日本での生活設計を考え、必要な支

援を検討していきましょう。



以下の例のような、不法滞在の外国人と同じような問題を抱える人々がいます。

○ 出産後に保護者が国籍の取得をせず、そのままの状態の「無国籍」の子ども

○ 難民申請中で、正規の在留資格を持たない人

これらの人々も、社会福祉の制度やサービスの利用が制限されることが考えられます。まずは外国人

がどのような問題を抱えているのかを正しく理解し、それでも使える制度・サービスがあるかどうかを調

べ、繋げていくことが必要です。

不法滞在と同じような問題を抱える人々と、その状態

◆ 就労目的の難民申請について厳しく審査されます

近年、日本での難民申請者は増加傾向が続いています。シリアなど迫害を受ける恐れのある国からの申請
者は少なく、反対に、どうしても日本に滞在し、働きたい人が、何らかの理由をつけて難民申請をするという
ケースなどが増え、問題となっています。2016（平成28）年度には1万人以上もの申請があった一方で、認めら
れたのはわずか28人となっています。難民制度の対象とならない紛争や迫害のない国の人が難民申請をして
も、認められるケースはほぼありませんので、そのような国の人から申請について相談があった際には気をつけ
ましょう。（難民認定されなかった人でも、人道的な配慮により在留を認められることもあります。）

こうした中、法務省は2018（平成30）年1月12日、本来難民として庇護を必要とする人への迅速な対応と、
濫用・誤用的な申請の抑制を図るため、以下のとおり難民認定制度の運用を見直すことを発表しました。

① 初回申請では、案件の内容を振り分ける期間を設け、その振分け結果を踏まえて、速やかに在留資格
上の措置（在留許可、在留制限、就労許可、就労制限）を執る。

② 難民条約上の難民である可能性が高いと思われる申請者には、速やかに就労可能な在留資格を付
与し、更なる配慮を行う。

③ 初回申請でも、難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を申し立てる申請者には在留を許
可しない（在留制限）。

④ 在留制限をしない場合でも、失踪した技能実習生等本来の在留資格に該当する活動を行わなくなっ
た後に申請した申請者には就労を許可せず（就労制限）、在留期間も「３か月」に短縮する。

出典：法務省ホームページ「難民認定制度の適正化のための更なる運用の見直しについて」

今後どうなる？技能実習制度

技能実習制度は、もともと開発途上国等の外国人を日本で一定期間受け入れ、ＯＪＴ（オン・ザ・ジョブ・
トレーニング）を通じて日本の技術・技能を伝え、その国の経済発展を担う人材育成を図ることを目的とす
る制度で、日本の国際貢献活動として設けられました。しかし、現在の少子高齢化社会の中で、多くの技能
実習生が労働力不足を補う人材として不当に扱われていることが問題となっています。

2017（平成29）年6月現在、全国で約25万人の技能実習生が在留していますが、制度開始から20年以
上にわたる期間の中で、一部の受入企業では、低賃金や違法な残業、賃金不払い、悪質なブローカーから
の圧力などに実習生が苦しめられてきました。過酷労働に耐えられなくなった実習生が失踪するなど、これ
まで様々な問題が起き、解決のためたびたび制度が改正されてきました。

2017（平成29）年11月1日施行の新しい技能実習制度では、以下をはじめ、制度の適正化や拡充のた
めの様々な規定が定められています。

○ 技能実習生に対する人権侵害行為等に罰則を設ける。
また、技能実習生に対する相談・情報提供を行う機関を設置する。

○ 優良な実習実施者・監理団体には、第３号技能実習生の受入れ（４～５年目の技能実習の実施）を可
能とする。

○ 介護の職種を対象に追加する。
今回の制度改正により、アジアを中心に様々な国からの外国人の流入が予想されるとともに、長期滞在

者も一層増加が見込まれるため、従来以上にキメ細かい対応が必要となるのではないでしょうか。

申請後２か月以内に、難民に該当する人、しない人、

再申請を繰り返す人などが分類され、それぞれ速や

かに在留資格上の措置がとられます。このケースの場

合は、その結果を待つこととなります。

なお、難民に該当しない人や、再申請を繰り返す人

として分類された場合は就労不可となり、在留期限

が満了した後も新たな在留資格は与えられません。

難民認定申請中の外国人の生活
ネパール人の男性が、難民申請を

しました。申請後しばらく仕事をして

はいけないそうですが、日本で一緒

に暮らす家族を養うために、何とか

仕事をすることができないかと相談

に来ました。
外国人相談

窓口職員
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