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https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/publication/booklet/data/gyosei_serv_pam_ja.pdf (2017/12/27)
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経済産業省商務情報政策局へルスケア産業課 「経済産業省病院のため外国人患者の受入参考書 2014年12月」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/26fy_sankousyo_all.pdf (2017/12/15)

愛知県 「結核Q＆A」 http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/0000012475.html  (2018/1/25)

自治体国際化協会 「多文化共生ポータルサイト」 http://www.clair.or.jp/tabunka/portal/   (2017/12/28) 

法務省 http://www.moj.go.jp/   (2017/12/28)

法務省入国管理局 http://www.immi-moj.go.jp/   (2017/12/28)

あいち医療通訳システム http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/   (2017/12/28) 

文部科学省 http://www.mext.go.jp/ (2017/12/28) 

(独)日本学支援機構JASSO   http://www.jasso.go.jp/   (2017/12/28)

(公社)日本医療社会福祉協会 「医療ソーシャルワーカーとは」 https://www.jaswhs.or.jp/guide/sw.php   (2018/1/6) 

名古屋市 「国民健康保険の加入・脱退」 http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/page/0000000033.html (2018/1/23)

名古屋市健康福祉局「こんなときどうする?-障害のある人を理解し、配慮のある接し方をするためのガイドブック -」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/22-2-0-0-0-0-0-0-0-0.html (2017/12/28) 

発達障害情報・支援センター 「発達障害を理解する」 http://www.rehab.go.jp/ddis/ (2017/12/28) 

(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構「平成29年度版就業支援ハンドブック」
http://www.jeed.or.jp/disability/data/handbook/handbook.html (2017/12/28)

厚生労働省 「介護・高齢者福祉」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/index.html    (2017/12/15)

厚生労働省 「高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の施行について（平成１９年１０月２２日厚生労働省通知）」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/info02d-21b.html (2018/1/6)

愛知県 「介護保険・高齢者福祉ガイドブック」 http://www.pref.aichi.jp/korei/guide/   (2017/12/15)

名古屋市 「認知症政策」 http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/10-16-0-0-0-0-0-0-0-0.html (2017/12/15)

(一社)日本介護支援専門員協会 「介護保険最新情報 Vol.289 「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱
いに関するQ&Aについて2012年6月」 http://www.jcma.or.jp/images/kaigohokensaisinjouhouVol.289.pdf (2017/12/28)
「介護保険最新情報 Vol.294 「介護保険制度の被保険者となる外国人住民の取扱いに関するQ&Aについて（その2）

2012年7月」 http://www.jcma.or.jp/images/120718kaigohokensaishinjouhou294.pdf(2017/12/28)

中国帰国者支援・交流センター https://www.sien-center.or.jp/ (2017/12/28)

豊橋市 「認知症相談」 http://www.city.toyohashi.lg.jp/16352.htm (2018/1/26)

移住労働者と連帯する全国ネットワーク 編集 「日中対訳 外国人をサポートするための生活マニュアル 役立つ情報と
トラブル解決法」 スリーエーネットワーク 2010年

総務省 「不法滞在者への対応について」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu_1/pdf/080922_1_si1.pdf (2017/12/15)

法務省 「平成29年1月1日現在不法残留者数」 http://www.moj.go.jp/content/001233928.pdf (2017/12/15)

法務省 「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」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00555.html (2018/1/19)
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あいち医療通訳システム 「１９．不法滞在者の状況と対応方法」
http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/manu_iryo_19.htm (2017/12/15) 

京大ユニセフクラブ 「1.外国人が行く病院では... ～京都第一赤十字病院」
http://www.jca.apc.org/unicefclub/research/96_gairou/gairou_1.htm (2017/12/15)

(認定特活)難民支援協会 「社会保障」 https://www.refugee.or.jp/for_refugees/info/social_jp.shtml (2017/12/15)

ふらっと人権情報ネットワーク「ふらっと相談室」
http://www.jinken.ne.jp/flat_consultation/cat193/cat194/post_157.php (2017/12/15)

(特活)AMDA国際医療情報センター 「オーバーステイの外国人と生活保護」
http://amda-imic.com/modules/NewsLetter/index.php?content_id=192 (2017/12/15)

(特活)AMDA国際医療情報センター 「NO.38 不法滞在の外国人と生活保護」
http://amda-imic.com/modules/NewsLetter/index.php?content_id=192 (2017/12/15)

神戸公式観光サイトFeel KOBE 「ムスリムおもてなし」
http://plus.feel-kobe.jp/muslim/omotenashi/index.html (2018/1/12)

国土交通省観光庁 「多様な食文化・食習慣を有する外国人客への対応マニュアル
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/sangyou/taiou_manual.html (2018/1/6)

経済産業省商務情報政策局へルスケア産業課 「経済産業省病院のため外国人患者の受入参考書 2014年12月」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/26fy_sankousyo_all.pdf (2017/12/15)

ブラジル

経済産業省「医療国際展開カントリーレポート 新興国等のヘルスケア市場環境に関する基本情報 ブラジル編」
http://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kokusaika/27fy/27ft_countryreport_Brazil.pdf
（2017/12/15）

Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano
http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home （2017/12/15）

Caixa “Bolsa Família”
http://www.caixa.gov.br/programas-sociais/bolsa-familia/Paginas/default.aspx （2017/12/15）

Salário Mínimo 2017 http://salariominimo2017.net.br/ （2017/12/15）

Calendário Bolsa Família 2017 http://calendariobolsafamilia2015.com.br/bolsa-familia-2017/ （2017/12/15）

Portal da Saúde “Entenda o SUS”
http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/cidadao/entenda-o-sus （2017/12/15）

Casas de Repouso http://www.portalcasasderepouso.com.br （2017/12/15）

Casa de Repouso Residência Felita   http://www.residencialfelita.com.br （2017/12/15）

Enkyo (サンパウロ日伯援護協会) http://enkyo.org.br （2017/12/15）

Centro de Vigilância de Sanitária “Casa de Repouso”
http://www.cvs.saude.sp.gov.br/faq.asp?te_codigo=31 （2017/12/15）

中国

宇佐見耕一 他 編集 「世界の社会福祉年鑑201３」 「世界の社会福祉年鑑2014」 旬報社 2013年・2014年

杜林 「現代中国における障害者観：障害当事者と非当事者の聞き取り調査から」 金沢大学人間社会環境研究
第33号 2017年 （URL: http://hdl.handle.net/2297/47172）

青柳涼子・卜雁 「中国の高齢者施設の現状に関する類型別考察 ―中国3都市8施設における聞き取り調査から―」

淑徳大学研究紀要（総合福祉学部・コミュニティ政策学部）50, 47-63, 2016年

細川淳嗣 他 「日本・ドイツ・中国の認知症高齢者の実態と施策の国際調査」 県立広島大学保健福祉学部誌
人間と科学 17(1), 73-82, 2017年

(独行)労働政策研究・研修機構 「『一人っ子政策』撤廃の影響」
http://www.jil.go.jp/foreign/jihou/2016/05/china_01.html (2017/11/20)

馮怡 「中国における高齢者福祉の課題研究―西安市の高齢者扶養の紛争を素材に」 佛教大学大学院紀要 社会福
祉学研究科篇 社会学研究科篇 教育学研究科篇 第45号 2017年

中国社会報道 「2017年人民政策10大ニュース」
http://mzzt.mca.gov.cn/article/2018gzhy/mtjj/201801/20180100894673.shtml   (2018/01/22)

富士通総研 「中国が一人っ子政策をいよいよ見直しへ」
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/column/opinion/201402/2014-2-2.html (2017/10/30)
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連合総研「中国『適度普恵型』福祉の形成と課題」／沈潔（日本女子大学人間社会学部教授）／月刊レポートDIO 
2016年10月 http://www.rengo-soken.or.jp/dio/2016/10/319.html (2017/12/14)

整風堂マッサージ「私の感じた、中国の障害者事情」 http://www.seifudo-massage.com/10end7328.html (2017/10/17)

BTMU(China)経済週報 「『健康中国2030計画』を発表 ～経済成長への促進効果も期待」2016年11月10日第324期
https://reports.btmuc.com/File/pdf_file/info001/info001_20161110_001.pdf (2018/01/16)

東洋証券中国レポート「医療サービスやスポーツ環境整備が加速へ～『健康中国2030』でライフスタイルの向上を重視～」
http://www.toyo-seｃ.co.jp/china/report/feature/161129_2412.html   (2018/01/16)

「2017 交通規則新規定」 http://www.igeek.com.cn/article-728744-0.html   （2018/01/15）

インドネシア

キムテソン 他 「インドネシアのことがマンガで3時間でわかる本」 明日香出版社 2013年

岩崎広平 「インドネシアに生きる（南の国のシニア海外ボランティア）」 明石書店 2004年

仲村優一 他 編集 「世界の社会福祉年鑑2003」 旬報社 2003年

大森弘子 他 「インドネシア福祉施設の現状と実習教育」 福祉教育開発センター紀要12, 101-113 2015年

坂井禧夫 「インドネシア駐在3000日」 連合出版 2006年

間瀬朋子 他 「現代インドネシアを知るための60章」 明石書店 2013年

「地球の歩き方 インドネシア ’12～’13」 ダイヤモンド・ビッグ社 2012年

古川隆司 「インドネシアの高齢化対策と社会福祉の現状」 追手門学院大学社会学部紀要第11号, 69-79, 2017年

厚生労働省 「インドネシア人看護師・解除福祉士候補者の受入れについて」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000025091.html （2017/10/17）

厚生労働省 「2016年海外情勢報告 東南アジア地域にみる厚生労働施策の概要と最近の動向（インドネシア）」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/17/dl/t5-02.pdf （2017/12/14）

藤岡孝志 「インドネシアの社会福祉とソーシャルワークの姿：社会省の取り組みを中心に」 （2014年度 社大海外ソーシャ
ルワーク研修報告／社会事業研究 55号／2016年 http://id.nii.ac.jp/1137/00000371 （2017/12/15）

野崎泰志 「コミュニティに根ざすということ…「グティ」＝ネパールにおけるボランティアの起源」 日本福祉大学紀要

NFU(55), 61-66, 2001-10所収

（社）日本ネパール協会 編集 「ネパールを知るための60章」 明石書店 2000年

ネパール

荻原康生 他 編集代表 「世界の社会福祉年鑑2009」 旬報社 2009年

国際協力事業団 「国別障害関連情報 ネパール王国」 2002年

神﨑孝行 「少しの愛を ほんの少しの夢を ネパールの子どもたちへ」 幻冬舎ルネッサンス 2010年

（社）日本ネパール協会 畠博之 「ネパールのカースト／エスニック・グループとその教育問題―ダリットの教育課題とその
運動―」 http://www.page.sannet.ne.jp/t-hata/roki/caste/jns03.htm （2017/10/17）

ネパールニューズレター資料室 「ネパール憲法の概略」
http://alphatrek.sakura.ne.jp/nepal/archieves/constitution/constitution011.html （2017/08/18）

SWC-Social Welfare Council Nepal 「SWC Information Bulletin」 http://www.swc.org.np/?page_id=47 （2017/08/18）

Disability Research Center 「NEPAL DISABILITY POLICY REVIEW」
http://ku.edu.np/arts/drc/policy_review.pdf （2017/12/14）

シャプラニール＝市民による海外協力の会 「NGOは政府のパートナー」／白幡利雄／
https://www.shaplaneer.org/blog/kathmandu-office/ngo-2/ （2017/08/18）

ペルー

宇佐見耕一 他 編集代表 「世界の社会福祉年鑑2012」 旬報社 2012年

（一財）日本国際協力システム 「平成19年ペルー国イカ州地震被災地復興計画」
https://www.jics.or.jp/jigyou/musho/bousai/peru_201003.html （2017/10/03）

遅野井茂雄 「転機むかえるペルーの社会保障制度―多層・分断型からユニバーサル化への要請―」

海外社会保障研究Winter 2005, No. 153

JICA ODA見える化サイト「国立障害者リハビリテーション・センター建設計画」
https://www.jica.go.jp/oda/project/0960160/field.html （2017/10/03）

JICA 「中進国ペルーで進む障害者福祉政策」
https://www.jica.go.jp/topics/news/2012/20120817_01.html （2017/10/03）

JICA 「気候変動適応策に貢献する防災協力―災害に強い国ペルーを目指して」
https://www.jica.go.jp/topics/notice/20141212_01.html （2017/12/01）
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フィリピン

志賀和民 「金なし、コネなし、フィリピン暮らし！ ゼロからはじめる異国生活マニュアル」 イカロス出版 2008年

大野拓司、寺田勇文 編著 「現代フィリピンを知るための61章【第2版】」 明石書店 2009年

原弘輝 「開発途上国の貧困問題に対するエンパワメント型のアプローチとそのプロセス ―PLAの手法を用いたアクション
リサーチから―」 人間福祉学研究 第8巻第1号 2015年

大森弘子 「フィリピン総合福祉施設の現状と社会福祉実習教育」福祉教育開発センター紀要第11号 2014年

荻原康生 他 編集代表 「世界の社会福祉年鑑2008」 旬報社 2008年

仲村優一 編集代表 「世界の社会福祉アジア＜3＞」 旬報社 1998年

「フィリピンの地方村における貧困層とNPOの関わり」白井千晶 アジア研究. 11, p.71-75 2016年3月
http://doi.org/10.14945/00009377 （2017/12/15）

韓国

羅珉京 「韓国の要援護者支援における『希望福祉支援団』の役割と課題」 佐賀女子短期大学研究紀要第50集：39-48, 
2016年

佐藤順子 「韓国のフードバンクシステム」 佛教大学社会福祉学部論集 第13号 2017年

林埼雄・東畠弘子 「韓国の福祉用具供給の課題」国際医療福祉大学学会誌 第22巻1号 2017年

岩間暁子 「韓国における多文化家族支援の実践 ―韓国移住女性人権センターとウォルゲ総合社会福祉会館の活動を
通して―」立教大学 社会学部・社会学研究科応用社会学研究 No. 58 341 2016年

韓国ガイド 「儒教の精神」 https://kankoku555.com/living/confucism.html （2017/10/16）

北海道大学 年報 公共政策学 「韓国革新政権十年における福祉政治の変容」 池直美 2017年
http://hdl.handle.net/2115/65713 (2018/1/31）

富士通総研FRI研究レポート No. 32 「アジア通貨危機におけるIMF等の緊急支援とその評価」 金堅敏 1998年5月
http://www.fujitsu.com/jp/group/fri/report/research/1998/report-32.html （2017/12/14）

移民政策学会2017年度年次大会 自由報告資料 「韓国における二重言語教育政策に関する研究」川本綾
http://iminseisaku.org/top/conference/conf2017/A-3_Kawamoto.pdf （2017/12/14）

タイ

綾部真雄 編著 「タイを知るための72章【第2版】」 明石書店 2014年

萩原康生 他 編集代表 「世界の社会福祉年鑑2009」 旬報社 2009年

仲村優一編集代表 「世界の社会福祉アジア＜3＞」 旬報社 1998年

伊藤弥生 「タイにおける理学療法の動向」 理学療法学第43巻Suppl. No.3 2016年

坂本京子 「タイは今日も海色」 芸術社 2005年

桑野淳一 大西淳 「タイ駐在のタイ入門」 連合出版 2007年

大瀬晃一 「“微笑の国”を訪れて ―タイ王国福祉施設訪問団に参加―」 地域社会研究 第6号 2002年

Sakol Sopitarchasak, Supreda Adulyanon, Tananart Lorthong 「Thai Health Promotion Foundation: Innovate Enabler for Health 
Promotion」 WORLD HEALTH & POPULATION Vol. 16, No.1

George A. Attig, Krasae Chanawongse 「Elderly people as health promoters」World Healt h Forum, Vol. 10, 1989年

JICA 「タイにおける高齢者支援の現状」
https://www.jica.go.jp/thailand/office/information/press/ku57pq00001v7dmd-att/20110715_02.pdf （2017/12/14）

名古屋大学大学院医学系研究科医学保健学科 「2016年度 タイ保健医療体験入門プログラム」山品博子編2017年5月
https://www.met.nagoya-u.ac.jp/PDF/2016taihoukoku.pdf （2017/12/14）

DINF 障害保健福祉研究情報システム 「タイの障害者福祉―その新たな出発」萩原康生 リハビリテーション研究1993年
http://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/jsrd/rehab/r077/r077_030.html （2017/08/22）

Bulletin of the World Health Organization 「Thailand’s unsung heroes」 Apiradee Treerutkuarkul 2008; 86(1):5-6
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2647352/ （2017/09/28）

Thai Health Promotion Foundation http://en.thaihealth.or.th/ （2017/08/23）

アメリカ

宇佐見耕一 他編集代表 「世界の社会福祉年鑑2015」 旬報社 2015年

クルーム洋子 「アメリカの高齢者住宅とケアの実情」 海外社会保障研究 Autumn 2008 No.164

酒井正 「試練の中のアメリカ低所得者支援―労働市場との関係を巡る近年の定量的研究結果を踏まえて―」

海外社会保障研究 Summer 2010 No.171

厚生労働省 「2016年海外情勢報告 第2節 アメリカ合衆国 社会保障施策」
http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kaigai/17/dl/t2-04.pdf （2017/12/14）

児童福祉メモランダム 「アメリカ合衆国における児童虐待への取り組み」
http://www2.famille.ne.jp/~onishi/oversea/situation.htm （2017/10/19）

世界子育てネット Sweet Heart 「アメリカでのお留守番は何歳からOK？」
http://www.sweetnet.com/homealone.htm （2017/10/19）
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邦人・日系人 高齢者問題協議会 「医療保険」 http://agingjaa.org/medicare.html （2017/10/30）

小学館デジタル大辞泉 「オバマ-ケア【Obama-care】」 https://dictionary.goo.ne.jp/jn/245449/meaning/m1u/（2017/12/05）

THE AMERICAN JOURNAL of MEDICINE 「Medical Bankruptcy in the United States, 2007: Results of a National Study」
David U. Himmelstein, MD August 2009, Volume 122, Issue 8, Pages 741-746
http://www.amjmed.com/article/S0002-9343(09)00404-5/fulltext （2017/12/05）

CNBC「Time to shop for Obamacare: What you need to know this enrollment season」
https://www.cnbc.com/2017/10/31/time-to-shop-for-obamacare-what-you-need-to-know-this-enrollment-season.html
（2017/11/21）

日本経済新聞 電子版「オバマケア、保険会社への補助金を当面維持 超党派で合意」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO22384590Y7A011C1EAF000/ （2017/11/24）

ベトナム

梅本千佐子 「ベトナムの出産・子育て事情と働く女性」 労働調査 連載かいがい発 第176回 労働調査協議会 2012年

柴原君江 「高齢化が進むベトナムにおける家族の役割認識」 田園調布学園大学紀要第10号 2015年度

「地球の歩き方 ベトナム ’12～’13」 ダイヤモンド・ビック社 2012年

後藤美恵子 「ベトナムにおける都市部と農村部の社会的関係の比較研究 ―ソーシャルサポートシステムの示唆―」

東北福祉大学研究紀要第39巻 19-36, 2015

今井昭夫、岩井美佐紀 編著 「現代ベトナムを知るための60章【第2版】」 明石書店 2012年

三菱UFJリサーチ＆コンサルティング株式会社 「ベトナム経済の現状と今後の展望～高成長よりも不均衡・非効率の解消
が必要なベトナム経済～」堀江正人 2015年
http://www.murc.jp/thinktank/economy/analysis/research/report_150220 （2017/12/14）

産経デジタル 「消えゆく水上生活者…『海の桂林』ハロン湾クルーズ」
http://www.sankei.com/life/news/141203/lif1412030001-n1.html （2017/12/5）

2013年度 社大海外ソーシャルワーク研修報告 「ベトナムにおける国際ソーシャルワーク：子ども・若者支援と人身取引対
策」ヴィラーグ・ヴィクトル 他 社会事業研究 54号 2015年2月
http://id.nii.ac.jp/1137/00000323/ （2018/1/10

日本経済新聞 電子版 「ベトナム『二人っ子政策』廃止で景気浮揚？」
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO12097990V20C17A1000000 （2017/11/20）

データで見る愛知県の外国人の状況

社会福祉協定

多言語相談窓口

法務省 「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html （2017/12/15）

法務省 「帰化許可申請者等の推移」 http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html （2018/1/13）

法務省 「平成２８年における難民認定者数等について」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri03_00122.html （2018/1/20）

法務省 「①難民認定申請者数の推移 ②難民認定者数の推移」
http://www.moj.go.jp/content/001170703.pdf （2018/1/20）

厚生労働省 「外国人雇用状況の届出状況について（報道発表）」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/gaikokujin/gaikokujin-koyou/06.html（2017/12/27）

（公財）愛知県国際交流協会「国際化関連指標」
http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/kokusaika/kokusaikashihyou.html （2017/12/27）

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（平成29年6月末現在）」
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-h29-6.html （2017/12/27）

（公財）愛知県国際交流協会 「愛知生活便利帳」 2017年

OTIT 外国人技能実習機構 http://www.otit.go.jp （2017/12/28）

外国人ヘルプライン東海 https://gaikokujinhelplinetokai.wordpress.com/ （2017/12/28）

日本年金機構 「社会保障協定」
http://www.nenkin.go.jp/service/kaigaikyoju/shaho-kyotei/kyotei-gaiyou/20141125.html （2017/12/15）
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索引

あ 愛知県遺児手当 24

愛知県あんしん賃貸支援事
業

40

愛知県在宅重度障害者手
当

57

育児休業給付金 24,32,36

遺族年金（遺族基礎年金） 32,36,67

一時保護施設（シェルター） 43

か 海外療養費 48

外国人就労・定着支援研修 39

介護福祉施設サービス（特
別養護老人ホーム）

68

介護保険
8,9,16,66,

67,69,70,71

介護保険料の減免 34

介護療養施設サービス（指
定介護療養型医療施設）

68

介護老人保健施設サービス
（介護老人保健施設）

68

共同生活援助（グループホー
ム）

58

居宅介護支援 68

居宅介護（ホームヘルプ） 58

居宅療養管理指導 67

結核医療公費負担制度 48,53

健康保険（社会保険）
16,26,32,36,

46,47,51

高額療養費制度 47,49

後期高齢者医療制度 16,36,46,47

厚生年金 16,32,33,44

公的医療保険制度 36

行動援護 58

国民健康保険
16,26,32,36,

46,47,50

国民健康保険料の軽減 34

国民年金 16,32,33,44

国民年金保険料の免除・納
付猶予

34

雇用保険基本手当
32,33,35, 

38,39

さ 再就職手当 34

産後ケア事業 23

産前・産後ヘルパー派遣事
業

24,25

児童手当 24,26

児童発達支援
58,63,

107

児童扶養手当 24,78

児童相談所
9,22,28, 

29,62

就学援助 24

就業促進定着手当 34

住宅改修 68

◆ 制度・サービス一覧

住居確保給付金 41

重度障害者等包括支援 58

重度訪問介護 58

就労移行支援 58

就労継続支援（A型・B型） 58

就労定着支援 61

出産育児一時金 23,49

出産手当金 23

障害児福祉手当 57

障害者医療費助成制度 57

障害者支援施設での夜間
ケア等 (施設入所支援)

58

障害者就業・生活支援セン
ター

56,61

障害年金
32,36,56, 

57,59

小児慢性特定疾患 47

傷病手当 34,47

傷病手当金 33,47,49

助産師・保健師による訪問
指導

23

自立訓練（機能訓練・生活
訓練）

58

自立支援医療（育成医療） 57

自立支援医療（更生医療） 57

自立支援医療（精神通院医
療）

57

自立生活援助 61

身体障害者手帳 16,57

生活介護 58

生活困窮者自立支援制度 9,32,35

生活福祉資金の貸付制度 9,32,35

生活保護
8,9,16,32,
35, 36,60

精神障害者保健福祉手帳 57

成年後見制度 8,67,71

た 脱退一時金
33,36,37, 

44

短期入所（ショートステイ） 58

短期入所生活介護（ショート
ステイ）

68

短期入所療養介護（ショート
ステイ）

68

地域移行支援 58

地域子育て支援拠点事業 9,24

地域障害者職業センター 56,61

地域生活支援事業 58

地域定着支援 58

地域密着型通所介護 68

通所介護（デイサービス） 68

通所リハビリテーション（デイ
ケア）

68

定期巡回・随時対応型訪問
介護看護

67

同行援護 58

特定医療費（指定難病）制
度

47

特定施設入居者生活介護 68

特定受給資格者・特定理由
離職者

33,34,35

特定福祉用具販売 68

特別児童扶養手当 57

特別障害者手当 57

な 入院助産制度 9,16,23,81

乳幼児医療費助成制度（子
ども医療）

16,23

乳幼児健康診査 23

認知症対応型通所介護 68

妊婦健康診査の助成 23

は 配偶者暴力相談支援セン
ター

33,42,43

B・C型肝炎患者の医療給付
事業

48

ひとり暮らしの高齢者などの
支援事業

67

ファミリー・サポート・センター
事業

24,25

フードバンク 41

福祉用具貸与 68

保育園（幼稚園） 24,25

保育所等訪問支援 58

放課後等デイサービス 58,63

訪問介護（ホームヘルプサー
ビス）

67

訪問看護 67

訪問入浴介護 67

訪問リハビリテーション 67

母子健康手帳の交付
16,22,23,

25,81

母子・父子家庭の医療制度 24

母子・父子自立支援員等に
よる相談

24

ま 無料低額診療事業 47,48

や 夜間対応型訪問介護 67

予防接種 16,23,25

ら 療育手帳（名古屋市では愛
護手帳）

57

療養介護 58

労災保険（労働者災害補償
保険）

16,34

老齢年金（老齢基礎年金）
32,37,44, 

67,73



あ あいち医療通訳システム（AiMIS） 47,49,111

イスラーム（イスラム教） 54,79

医療通訳 47,49,50,52,111

永住許可 11,13,14,109

オーバーステイ 80

か 外国人とは 10

介護通訳 71,122

帰化 10,12,73,92,126

技能実習・技能実習生 11,13,16,41,82

キリスト教 54,79

さ 在日コリアン 10,69,70,73,75,76

再入国許可 14,44

在留カード 12,14,16,23,37

在留資格
4,5,6,10,11,12,13,14,38,39,

40,41

資格外活動許可 14,16,38,39

社会保障協定 44,51

総領事館・領事館 15,27

◆ 外国人に関するキーワード
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た 大使館 15,27,43,74,75

多文化ソーシャルワーカー 1,6,129

中国帰国者 10,70,73

通訳 18,20,28

定住者 10,11,13,,35,43

特定活動 11,13,16,37

特別永住者 10,12,13,16

な 難民 10,82

日系人 10,106

日本人の配偶者等 10,11,13,35

入国管理局 12,14,22,26,27,38

は ヒンズー教 54,79

不法滞在 5,11,51,80

不法入国 80

不法上陸 80

や ユダヤ教 54,79

ら 留学・留学生 11,13,14,16
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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。

当協会多文化共生センターにて無料で配布するほか、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）：2017（平成29）年8月 発行
○ 英語・中国語版（日本語併記）：2017（平成29）年3月 発行

ＡＩＡの関連事業

公益財団法人愛知県国際交流協会（AIA）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。

外国人本人だけでなく、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）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 ◆ （2018（平成30）年4月～）

ポルトガル語・日本語： 月～土曜日 10:00～18:00

スペイン語： 月・水・金曜日 13:00～18:00

英語： 月～土曜日 13:00～18:00

中国語： 月曜日 13:00～18:00

フィリピノ語/タガログ語： 水曜日 13:00～18:00

※ただし、祝日および年末年始（12／29～1／3）は除く。

多文化ソーシャルワーカーによる相談・支援

結婚・離婚 編
2016（平成27）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（本書）
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

相談窓口担当者向け対応マニュアル「『多文化』ってこういうこと」

行政機関や市町村国際交流協会等で外国

人住民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」を発行しました。

外国人住民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。



この冊子は、古紙パルプを含む再生紙を使用しています。

※ この事業は、一般財団法人自治体国際化協会の

助成事業により実施されています。

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＝

2018年2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/

印刷： 駒田印刷株式会社

協力： あいち多文化ソーシャルワーカーの会
中川区障害者基幹相談支援センター

発行： 公益財団法人愛知県国際交流協会

〒460-0021

名古屋市中区平和2-9-12


