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結婚・離婚と外国人に関する資料



愛知県に住む外国人

2018（平成30）年12月現在、愛知県には156の国や地域の外国人が260,952人暮らしています。その数は愛

知県の総人口の3.4%で、そのうち、ブラジル、中国、韓国・朝鮮、フィリピン及びベトナムが約80%を占めていま

す。全国統計と比較すると、ブラジルやペルーなどからの日系人が多いという特徴があります。

出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018年12月末）

愛知県の中で、名古屋市の外国人住民が も多く、全体の33.4%を占めています。

また、市町村ごとに外国人の国籍や総人口に対する割合が異なります。

市町村別外国人数（上位）

名古屋市 84,788人

豊田市 17,939人

豊橋市 17,775人

岡崎市 12,249人

西尾市 9,780人

小牧市 9,629人

中区 10,025人

港区 8,969人

市町村総人口に対する外国人割合（上位）

高浜市 7.76% （3,773人）

飛島村 7.60% （ 350人）

知立市 7.38% （5,349人）

碧南市 6.99% （5,111人）

小牧市 6.29% （2,558人）

岩倉市 5.33% （ 181人）

国籍別外国人数

市町村別外国人数

愛知県（260,952人） 全 国（2,731,093人）
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日本に住む外国人は、日本での活動内容や身分に基づいた在留資格を持っています（→P.7、9）。日本全

国と比較して、愛知県には永住者や定住者など、活動内容に制限がない在留資格の外国人が多く、全体の約

73%を占めています。

愛知県に住む外国人の上位4位までの国を在留資格別にした割合です。在留資格は、国籍ごとに特徴が違

います。
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出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018年12月末）

在留資格別外国人数

国籍別在留資格別外国人数

愛知県 全 国

永住者
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愛知県に住む
外国人の推移

愛知県に住む外国人は増加傾向にあります。高齢化や帰化などにより特別永住者は減っていますが、永住

者の数が年々増えています。
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出典：法務省 在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（各年末現在）

愛知県に住む外国人数の推移（在留資格別）

208,514

200,673197,808195,970
200,696

204,836

214,816

228,432
222,184

203,698

＜総数＞

人

年

224,424

242,978

260,952

● 66 ●



0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

7,000

8,000

9,000

10,000

1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

入管法改正
日系外国人の就労を認める「定住

者」の在留資格を新設。

新しい在留管理制度
外国人登録制度が廃止され、外国人住

民に日本人と同じく住民票が作られるよう
になりました。

東日本大震災

リーマンショック
景気不況のため不安定な仕事に

ついていた多くの外国人が帰国。

2008（平成20）年の景気不況の時には、ブラジル人をはじめ、多くの外国人が失業等により帰国しました。

近年、日系人が多いブラジルやペルーの外国人住民数は横ばい傾向ですが、ベトナムやネパールなど、

アジアからの外国人数は増加しています。

中国
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韓国・朝鮮

フィリピン

ペルー
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アメリカ

タイ
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出典：2006年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統計」、2012年から法務省
「在留外国人統計」 （各年末現在）

人

愛知県に住む外国人住民数の推移（国籍別）
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中華人民共和国

ネパール連邦民主共和国

タイ王国

インドネシア共和国

ベトナム社会主義共和国

フィリピン共和国

大韓民国

国旗 国 言語 宗教

ア
ジ
ア

インドネシア共和国 インドネシア語 イスラーム（87%）、キリスト教（10%）、ヒンドゥー教（2%）等

タイ王国 タイ語 仏教（94%）、イスラーム（5%）等

大韓民国 韓国語
無宗教（47%）、仏教（23%）、プロテスタント（18%）等
社会・文化に儒教の影響を色濃く受ける

中華人民共和国 漢語（中国語） 仏教、イスラム教、キリスト教、道教等

ネパール連邦民主共和国 ネパール語 ヒンドゥー教（81%）、仏教（9%）、イスラーム（4%）等

フィリピン共和国 フィリピノ語（国語・公用語）、英語（公用語）
（80前後の言語がある）

カトリック（83%）、他キリスト教（10%）、イスラーム（5%）等

ベトナム社会主義共和国 ベトナム語 仏教、カトリック、カオダイ教他

北
米 アメリカ合衆国 主として英語（法律上の定めはない） 信教の自由を憲法で保障、主にキリスト教

南
米

ブラジル連邦共和国 ポルトガル語 カトリック（65%）、プロテスタント（22%）、無宗教（8%）等

ペルー共和国 スペイン語（他にケチュア語、アイマラ語等） 国民の大多数はカトリック教徒

外国人数上位の国
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ペルー共和国

ブラジル連邦共和国

アメリカ合衆国

2018（平成30）年12月末現在、愛知県には162の国や地域の外国人が暮らしています。
愛知県において外国人数が多い10か国は次の国です。

出典：外務省のwebサイト
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◆ 市町村・市町村国際交流協会

多言語相談窓口及び専門機関

ここでは、多言語対応している団体を掲載しています。対応日時について
は、変わることがありますので、直接各団体へお問い合わせください。

また、日本語のみで対応している外国人対応窓口もあります。それらの情
報につきましては、愛知生活便利帳（→P.97）に掲載しています。

相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 フィリピノ語/
タガログ語

（公財）愛知県国際交流協会

052-961-7902

月～土 月・水・金 月～土 月 水

10:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00 13:00～18:00

ベ・イ（土）、ネ（火）、タ（水）：13:00～18:00 電話通訳等で韓・ミも対応

（公財）名古屋国際センター

052-581-0100

火～日 火～日 火～日 火～金 木・土・日

10:00～12:00
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00 9:00～19:00 13:00～17:00 13:00～17:00

土日

10:00～12:00
13:00～17:00

韓・比（木・土・日）、ベ（水・日）、ネ（水）：13:00～17:00

豊橋市

0532-51-2067

月～金 月～金 月・火・水

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～15:00

（公財）豊橋市国際交流協会

090-1860-0783

火～木
第1・3・5土と翌日の
日、第2・4土の前日
の金と翌週の月

毎日 毎日

10:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

岡崎市

0564-23-6480

月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～16:15 8:30～16:15

岡崎市りぶら国際交流センター

0564-23-3148

木・土・日 木・土・日 月・火・金～日 月・火・木～日 火・木・土

9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00 9:15～17:00

瀬戸市国際センター

0561-83-7719

第1水

祝日は第2水、第3水

は市役所

第1・3・5火

第2・4火は市役所

10:00～12:00
13:00～17:00

10:00～12:00
13:00～17:00

半田国際交流協会

0569-26-1929

月～金
（第3月・火を除く）

月～金
（第3月・火を除く）

10:00～16:00 10:00～16:00

日 日

10:00～12:00 10:00～12:00

春日井市

0568-85-6620

第2・4水 第3水 第1水 第1水

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

豊川市

0533-89-2158

月～金 月・金

8:30～17:15
月 9:00～13:00
金13:00～17:00

タブレット対応 月～金 ポ・ス・英・中・韓：8:30～17：15、べ：9:00～17:15
比・タ・ネ・ヒンディー・仏・露：10:00～17:15、イ：10:00～17:00

（公財）豊川市国際交流協会

0533-83-1571

月～金 月・火・木・金 月～金

8:30～17:15 9:00～14:00 8:30～17:15

碧南市

0566-95-9880

月 月

9:00～12:00 9:00～12:00

刈谷市

0566-62-1058

月～木 月・火・木・金 火～金 月・火・木・金

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

8:30～12:00
13:00～17:00

（令和元年12月現在）
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語/
タガログ語

豊田市

0565-34-6626

月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

他言語タブレット通訳対応：月～金 8:30～17:15

（公財）豊田市国際交流協会

0565-33-5931

土・日 火～日 火

10:00～16:00 9:00～19:00 13:00～16:00

土日 水～金・日

9:00～17:00 10:00～16:00

土

9:00～12:00

安城市

0566-71-2299（専用電話）

月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

べ等：8:30～17:15

西尾市

0563-65-2178

月～金 第1・3金 第1・3金

13:00～17:00 13:30～16:30 13:30～16:30

べ：月～金 8：30～17：00 ポ・ス・英：日（年3回） 9:00～12:00

蒲郡市

0533-66-1107

月～金 月～金

9:15～17:00 9:15～17:00

犬山市

0568-44-0398

金 金 第1金 第1金 第1金

13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30 13:00～16:30

江南市国際交流協会

ふくらの家

0587-56-7390

月～金 月～金 月～金 月～金

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

10:00～12:00
13:00～15:00

小牧市

0568-76-1675

月～金 月～金 月～金

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

9:00～12:00
13:00～17:00

稲沢市

0587-32-1125

第1・3金

9:30～12:30

新城市

0536-23-7696

火・木

13:00～15:00

東海市国際交流協会

0562-32-5339

予約制 予約制

随時 随時

大府市
0562-45-6219

大府市国際交流協会
080-4525-5931

水 月～金 第2水

13:00～17:00
（第2・4水～18:00）

13:00～17:00 13:00～17:00

ベ：第4水 13:00～17:00

知多市

0562-36-2648

月・木・金 火

9:00～12:00
13:00～16:00

木・金9：00～12：00

9:00～12:00
13:00～16:00

知立市

0566-83-1111

月～金
（市民課）

9:30～12:00
13:00～16:00

金・土
（もやいこハウス）

金 9:00～12:00
土 10:00～1200

13:00～15:00

高浜市

0566-52-1111

月～金

8:30～17:00 べ：月～水 9:00～17:00

日進市

（日進市国際交流協会）

0561-73-1131

月～金 月～金 月～金 月～金

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

9:00～12:00
13:00～16:00

韓： 9:00-12:00、13:00～16:00

日：日本語 ポ：ポルトガル語 ス：スペイン語 英：英語 中：中国語 比：フィリピノ語/タガログ語 べ：ベトナム語 ネ：ネパール語 イ：インドネシア語
タ：タイ語 韓：韓国・朝鮮語 ミ：ミャンマー語 露：ロシア語 仏：フランス語
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相談窓口・電話番号

言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 フィリピノ語/
タガログ語

（特活）たはら国際交流協会

0531-22-2622

水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約） 水・金・日（要予約）

10:00～18:00 10:00～18:00 10:00～18:00

ベ：水・金・日 10:00～18:00（要予約）

みよし市

0561-32-8012

月～金

13:00～16:00

水・木

9:00～12:00

あま市国際交流協会

090-3932-5931

月〜金

9:00～17:00

扶桑町多文化共生センター

0587-93-1111

日：木・日

木 19：00～20：30 日13：30～15：00

東浦町（役場）

0562-83-3111

月・金 月～金 月～金

8:30～17:00 13:00～16:00 13:00～16:00

水

10:30～19:00

木

8:30～11:00
13:00～17:00

東浦町（東浦住宅集会所）

0562-83-0318

木

11:00～12:00

◆ 専門相談窓口

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

在
留
・
ビ
ザ

外国人在留総合

インフォメーションセンター

（全国共通：電話案内）

0570-013904

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15 8:30～17:15

※祝日、年末年始は除く ※PHS、IP電話、海外電話からは03-5796-7112

外国人総合相談支援センター

03-3202-5535

03-5155-4039

木 月木
月～金（第2・4

水は除く）

月～金（第2・4

水は除く）

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

9:00～12:00

13:00～16:00

※ベトナム語（木金）インドネシア語・ベンガル語（火のみ）9:00～16:00

※祝日、年末年始および毎月第2・4水曜日を除く

人
権

名古屋法務局

外国語人権相談ダイヤル

0570-090911

月～金 月～金 月～金 月～金 月～金

9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00 9:00～17:00

※ベトナム語・ネパール語・インドネシア語・タイ語・韓国語 月～金 9：00～17：00 ※祝日を除く

外国語インターネット人権相談
受付窓口

英語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_en.html

中国語 https://www.jinken.go.jp/soudan/PC_AD/0101_zh.html

法
律

（公財）愛知県国際交流協会

外国人のための

無料弁護士相談

052-961-7902

第2・4金 第2・4金 第2・4金 第2・4金 第2・4金

13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00

※祝日を除く ※予約制・先着順

（公財）名古屋国際センター

外国人法律相談（無料）

052-581-6111

土 土 土 土

10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30

※予約制
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相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語 ﾌｨﾘﾋﾟﾉ語/ﾀｶﾞﾛｸﾞ語

法
律

法
テ
ラ
ス

無
料
外
国
人
法
律
相
談

050-3383-5460
（名古屋）

第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30 10:00～12:30

050-3383-5465

（岡崎）

第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木 第1・3木

13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00 13:00～16:00

韓国・朝鮮語、その他の言語あり
予約制 外国語による予約（ポ・ス・英・中・韓）0570-078377
在留資格を有し、低所得外国人を対象、相談回数に制限あり

ブラジル総領事館

ブラジル法法律相談（無料）

052-222-1077

毎月3回

9:30～12:00

予約不要（先着順）相談スケジュールは総領事館ウェブサイトに掲載
http://nagoia.itamaraty.gov.br/

2020年は、毎月ブラジル人弁護士による相談を2回、日本人弁護士（通訳付）による相談を1回

センター名 所在地 電話番号

愛知県女性相談センター 名古屋市東区上竪杉町1（女性総合センター） 052-962-2527

愛知県女性相談センター尾張駐在室 名古屋市中区三の丸2-6-1（尾張福祉相談センター）
052-961-7211
内線2323

愛知県女性相談センター海部駐在室 津島市西柳原町1-14（海部福祉相談センター） 0567-24-2134

愛知県女性相談センター知多駐在室 半田市宮路町1-1（知多福祉相談センター） 0569-31-0121

愛知県女性相談センター西三河駐在室 岡崎市明大寺本町1-4（西三河福祉相談センター） 0564-27-2719

愛知県女性相談センター豊田加茂駐在室 豊田市元城町3-17（豊田加茂福祉相談センター） 0565-33-0294

愛知県女性相談センター新城設楽駐在室 新城市字中野6-1（新城設楽福祉相談センター） 0536-23-8051

愛知県女性相談センター東三河駐在室 豊橋市八町通5-4（東三河福祉相談センター）
0532-54-5111
内線301

◆ 愛知県女性相談センター （配偶者暴力相談支援センター）

相談、被害者およびその同伴家族の一時保護、各種情報提供などを行っています。また、愛知県の各
福祉相談センター7か所にも愛知県女性相談センターの駐在室が設けられています。詳しくは、愛知県女
性相談センター（TEL: 052-962-2527 ）にお尋ねください。

●電話相談 TEL: 052-962-2527
月～金曜日 9:00～21:00
土、日曜日 9:00～16:00 （休日：祝日、年末年始、一部月曜日）

●面接相談 火～日曜日 9:00～17:00 （水曜は20:30）（予約制）（休日：月、祝日、年末年始）

●弁護士によるDV専門電話相談
TEL: 052-962-2528
月曜日 14:00～15:30 （休日：祝日、年末年始、一部月曜日）

◆ 愛知県男性DV被害者ホットライン

愛知県では、潜在化しがちな男性DV被害についても男性の臨床心理士が相談を受けています。詳しくは、
愛知県福祉局児童家庭課（TEL: 052-954-6280 ）にお尋ねください。

●電話相談 TEL: 080-1555-3055
毎週土曜日 13:00～16:00 （休日：第5土曜日、祝日、年末年始）
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◆ その他の行政機関の女性相談窓口

センター名 相談日 相談時間 電話番号

愛知県警察本部ハートフルライン

（犯罪被害者のこころの悩み相談室）
月～金

（祝日、年末年始除く）
9:00～17:00 052-954-8897

性犯罪被害110番 24時間受付 24時間受付
0120-67-7830
（#8103）

警察安全相談
月～金

（祝日、年末年始除く）
9:00～17:00

052-953-9110
(#9110)

名古屋法務局

（女性の人権ホットライン）
月～金

（祝日、年末年始除く）
8:30～17:15 0570-070-810

名古屋市男女平等参画推進センター

（イーブルなごや）

月・火・金・土・日 10:00～16:00

052-321-2760
水

10:00～13:00
18:00～20:00

公館名 所在地 電話番号

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

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

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

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

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

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

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

タイ王国大使館 東京都品川区上大崎3-14-6 03-5789-2433

在名古屋アメリカ合衆国領事館
名古屋市中村区那古野1-47-1
名古屋国際センタービル6階

052-581-4501

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

◆ 外国人住民数上位10か国の在日公館 ※愛知県管轄の公館 （アルファベット順）

◆ 民間の女性相談窓口

センター名 相談日 相談時間 電話番号

ウィメンズカウンセリング名古屋YWCA

（面接要予約/サポートグループあり）
月～金

（祝日除く）
12:30～17:00 052-971-5110

かけこみ女性センターあいち 月（祝日除く） 13:00～16:00 050-3070-4498

フェミニストサポートセンター東海

女性の「ひとりだち」への電話相談
月（祝日除く） 10:00～16:00 052-979-0355

愛知県弁護士会名古屋法律相談センター

（女性に対する暴力専門法律相談 ・電話相談）
木（祝日除く） 14:00～16:00 052-571-3110
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◆ 民間団体

相談窓口・電話番号
言語・対応日時

ポルトガル語 スペイン語 英語 中国語
フィリピノ語／

タガログ語

名古屋カトリック難民移住移動者

委員会（共の会）

052-953-9480

月～金 月～金

10:00～16:00 10:00～16:00

他の言語も対応可（要事前連絡）

（一社）社会的包括サポートセン

ターよりそいホットライン

0120-279-338

電話：ポ・ス・英・中・比・ベ・ネ・イ・タ・韓 年中無休 10:00～22:00（ガイダンスのあと2番を押す）

Facebook・Messenger通話：英・比・べ・ネ・イ 金・日 16:00～20:00

https://www.facebook.com/yorisoi2foreign

外国人ヘルプライン東海

090-3968-5971
※上記5言語の他、ベ・ネの対応については、要相談。通訳事業は有料。

ナゴヤ・インドネシア文化協会

（名古屋市）

【活動内容】インドネシア・フェスティバル開催、留学生との交流

https://pkin-melati.jimdofree.com/

NPO法人コリアンネットあいち

（名古屋市）

052-910-3309

【活動内容】在日コリアン高齢者、障害者等のための支援活動、生活・法律相談

日本中国友好協会愛知県連合会

（名古屋市）

052-763-1152

【活動内容】国際交流、中国残留孤児支援活動、留学生の就職相談・生活相談等

フィリピン人移住者センター（FMC）

（名古屋市）

052-242-8360

【活動内容】在日フィリピン人の直面する諸問題の相談対応
金

15:00-19:00

中部フィリピン友好協会

（名古屋市）

052-977-5197

【活動内容】フィリピンに関する講座、フィリピンフェスティバルの開催、交流

会

名古屋ベトナムネット（名古屋市）

090-1783-1945

【活動内容】生活相談・情報提供

E-mail: 758vietnamnet@gmail.com

NPO ABT豊橋ブラジル協会

（豊橋市）

0532-39-3437

月～金 【活動内容】メンタルヘルス相談・ラジオニッケイ(ウェブラジオ)での市政情報

の提供、アフタースクール、ポルトガル語教室、外国人のための税務相談会

等10:00-16:00

（特活）在日ブラジル人を支援する

会（サビジャ）（東京都）

03-3401-3893

月～金 【活動内容】法令・労働・教育・健康・心理・一般事項に関する電話相談・支

援等

在浜松ブラジル総領事館にて面談式相談：金 9:00～13:00

新城市役所内にて面談式相談：第3火 10:00～13:00

9:00～20:00

※予約受付は

9:00～16:00

豊川市国際交流協会

ラテンアメリカ部会（豊川市）

0533-83-1571

【活動内容】母語教育支援、ラテンアメリカの文化伝承、国際交流活動等

県内で活動する民間国際交流団体のうち、それぞれの国と交流を持つ団体の情報も当協会ホームページ
で検索できます。

民間国際交流団体検索http://www2.aia.pref.aichi.jp/kikaku/j/dantai/ngo.html

ここでは、本冊子の発行にあたり情報をご提供いただいた団体や、それぞれの国の言語で相談することが
できる団体の一部をご紹介します。
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指差し対訳一覧

日本語 ポルトガル語 スペイン語

あ 慰謝料 Indenização por dano pessoal Indemnización

委任状 Procuração Carta poder

印鑑 Carimbo pessoal Sello personal

浮気 Traição, adultério Infidelidad, adulterio

永住者 Residente permanente Residente permanente

永住者の配偶者等
Cônjuge ou filhos de residente 
permanente

Cónyuge o hijo de residente
permanente

夫 Marido, esposo Marido, esposo

親子関係不存在確認
Verificação de não existência de 
relação entre pais e filhos 

Verificación de no existencia de 
relación filial

か 外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター

Centro de Informação Geral para 
Estrangeiros Residentes

Centro General de Información
sobre Residencia para Extranjeros

外国人登録原票記載事項証明
書

Certificado de dados do registro de 
estrangeiro

Certificado de datos del registro de 
extranjería

外務省 Ministério das Relações Exteriores Ministerio de Asuntos Exteriores

確定証明書 Certificado de confirmação Certificado de confirmación

家族滞在 Familiar de residente Familiar de residente

家庭裁判所 Tribunal de assuntos familiares Tribunal de familia

監護権 Guarda Custodia

帰化 Naturalização Naturalización

偽装結婚 Casamento falso Matrimonio falso

偽造パスポート Passaporte falso Pasaporte falso

旧姓 Nome de solteira Apellido de soltera (o soltero)

協議離婚 Divórcio por mútuo acordo Divorcio por mutuo acuerdo

行政書士 Despachante administrativo Tramitador administrativo

近親者 Parentes próximos Pariente cercano

結婚 Casamento Matrimonio

国籍 Nacionalidade Nacionalidad

戸籍謄本 Registro civil Registro civil

子の奪取に関するハーグ条約
Convenção de Haia sobre o rapto 
de crianças

Convención de la Haya sobre 
secuestro de menores 

婚姻受理証明書
Certificado de aprovação de 
casamento

Certificado de aceptación de 
matrimonio

婚姻届 Registro de casamento Partida de matrimonio

婚姻届記載事項証明書
Certificado de itens mencionados 
no registro de casamento

Certificado de datos de la 
declaración de matrimonio

婚姻要件具備証明書
Certificado de cumprimento das 
condições do casamento

Certificado de cumplimiento de las 
condiciones de matrimonio
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Consolation money 赔偿费 Perang konsulasyon

Letter of attorney 委任状 Kapangyarihan ng abogado

Personal seal 印章 Sariling selyo

Infidelity 花心 Pangangaliwa

Permanent  resident 永住者 Permanenteng naninirahan

Spouse of permanent  resident or others 永住者的配偶等
Permanenteng naninirahan kasama ang
asawa atbp.

Husband 丈夫 Asawang lalaki

Verification  of absence of the parent‐
child relationship 确认没有亲子关系

Pagpapatunay ng kawalan ng relasyon
ng magulang sa anak

Immigration  Information Center 外国人在留综合信息中心 Impormasyong counter ng imigrasyon

Alien  registration certificate  of 
registered matters  外国人登录原件记载事项证明书

Katibayan ng rehistradong usapin ng 
dayuhan(alien  registration certificate)

Ministry of Foreign Affairs 外务省 Ministeryo ng ugnayang panlabas

Certificate  of judgment 确定证明书 Katibayan ng paghatol

Dependent 家族滞在 Umaasa sa pamilya

Family court 家庭裁判所 Hukuman para sa pamilya

Child custody 监护权 Anak‐iingat

Naturalization 归化 Naturalisasyon

Fake marriage 假结婚 Pekeng kasal

Fake  passport 假护照 Huwad na passport

Maiden name 旧姓 Apelyido sa pagkadalaga

Divorce by agreement 协议离婚
Diborsiyo sa pamamagitan ng 
kasunduan

Administrative  scrivener 行政书士 Administrative  na tagasulat

Close relative 近亲者 Malapit na kamag‐anak

Marriage 结婚 Kasal

Nationality 国籍 Nasyonalidad

Copy of family register 户籍誊本 Kontrata ng kasal

The Hague Convention  on child 
abduction 关于争夺孩子的海外条约

Ang Hague convention o kapulungan sa
pagdukot sa bata

Marriage acceptance  certificate 婚姻受理证明书 Katunayan ng pagtanggap sa kasal

Registration  of marriage 婚姻登记 Pagpaparihistro ng kasal

Marriage registration  certificate  of 
registered matters 婚姻登记记载事项证明书

Pagpaparehistro ng kasal na may 
katibayan ng rehitradong usapin

Certificate  of legal  capacity to contract 
marriage 婚姻要件具备证明书

Katibayan ng legal na kakayahan sa
kontrata ng kasal
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日本語 ベトナム語 ネパール語

あ 慰謝料 bồi thường सुिवधा शु क

委任状 giấy ủy nhiệm
आ नो अनुपि ततीमा अ  कसैको 
उपि थित जनाउने 

印鑑 con dấu िसल/छाप 
浮気 phản bội छल/ढा नु 
永住者 người vĩnh trú थायी िनवासी
永住者の配偶者等 người kết hôn của người vĩnh trú थायी िनवासीह  पित आिद
夫 chồng पित

親子関係不存在確認
không có giấy chứng nhận quan hệ 
cha mẹ con cái

अिभभावक-बाल स ब धको अनुपि थित 
जाँच

か 外国人在留総合インフォメーショ
ンセンター

trung tâm thông tin tổng hợp định cư 
người nước ngoài

िवदेशी िनवासी सामा य सूचना के द्र

外国人登録原票記載事項証明書

Giấy chứng nhận các vấn đề được 
liệt kê trên mẫu đăng ký người nước 
ngoài

िवदेशी दतार्  िववरणको प्रमाणपत्र

外務省 bộ ngoại giao िवदेश मंत्रालय
確定証明書 giấy xác nhận पुि टकरण प्रमाणपत्र
家族滞在 gia đình tạm trú पािरवािरक रहन
家庭裁判所 tòa án gia đình पािरवािरक अदालत
監護権 quyền chăm sóc अिबभाबक दािय व/स पित बाहेक 
帰化 nhập quốc tịch प्राकृितकरण
偽装結婚 kết hôn giả नक्कली िववाह
偽造パスポート hộ chiếu giả नक्कली पासपोटर्

旧姓
tên trước lúc kết hôn của người phụ 
nữ

प्रथम नाम

協議離婚 đàm phán li hôn सहमित स ब ध िब छेत

行政書士 công chứng tài chính प्रशासिनक क्रोयरर/लेखक 

近親者 người quan hệ huyết thống निजकको आफ तह

結婚 kết hôn िबबाह 
国籍 quốc tế राि ट्रयता
戸籍謄本 bản sao hộ khẩu पािरवािरक दतार् प्रितिलिप
子の奪取に関するハーグ条約 công ước hague về quyền nuôi con बाल अपहरणको हेग क वशन
婚姻受理証明書 giấy chứng nhận hôn nhân िबबाह वीकृत  प्रमाणपत्र
婚姻届 đăng kí kết hôn पासपोटर्
婚姻届記載事項証明書 Giấy chứng nhận đăng kí kết hôn िववाह दतार् िववरण व तु प्रमाणपत्र
婚姻要件具備証明書 giấy chứng nhận yêu cầu hôn nhân भीसा 
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インドネシア語 タイ語

Biaya penalti ค่าปลอบขวัญ เงนิค่าชดใช ้

Surat Kuasa Pengacara หนังสอื(ใบ)มอบฉันทะ  หนังสอื(ใบ)มอบอํานาจ

Cap Pribadi ตราประทบั(อุปกรณท์ีใ่ชป้ระทบั)

Selingkuh มีชู ้ นอกใจ หลายใจ 

Penduduk Tetap ผูอ้าศยัอยู่ไดต้ลอดไป

Pasangan dari Penduduk tetap คู่ครอง ฯ ของผูอ้าศยัอยู่ไดต้ลอดไป

Suami สามี

Verifikasi dan Konfermasi hubungan Orangtua dan anak การตรวจสอบความมีอยู่-ไม่มีอยู่ของความสมัพันธร์ะหว่างพ่อแม่กบัลูก

Pusat Informasi Umum untuk Penduduk Asing ศูนยร์วมขอ้มูลใหญ่ การพักอาศยัชว่งระยะหน่ึงของชาวต่างชาติ

Registerasi sertifikat orang asing tentang persoalan yang 
terdaftar 

ใบรบัรองรายละเอยีดตน้ฉบับการลงทะเบียนชาวต่างประเทศ

Kementrian  Luar Negri กระทรวงต่างประเทศ

Sertifikat Konfirmasi หนังสอืรบัรองการตดัสนิช ีข้าด

Tinggal bersama Keluarga พักอาศยัอยู่กนัในครอบครวั

Pengadilan Keluarga ศาลครอบครวั

Hak tahanan สทิธใินการดูแล ปกครอง

Naturalisasi เปลีย่น(โอน)สญัชาติ

Pernikahan Palsu แต่งงานแบบหลอก(ไม่จรงิ)

Passport Palsu พาสปอรป์ลอม   หนังสอืเดนิทางปลอม

Nama Gadis นามสกุลเดมิ

Diceraikan dengan Kesepakatan การหย่ารา้งดว้ยการเจรจา ตกลงกนั

Ahli Penulis Administrasi ผูทํ้าหนังสอื เอกสารยืน่ส่งทางราชการ(เป็นบรษัิทเอกชน)

Kerabat Dekat ญาตสินิท  ญาตทิีม่ีสายเลอืดใกลช้ดิ

Pernikahan สมรส  แต่งงาน

Kewarganegaraan สญัชาติ

Salinan Daftar Keluarga หนังสอืสําเนาสํามะโนครวั

Perjanjian Hague tentang Penculikan Anak สนธสิญัญากรุงเฮกว่าดว้ยการแย่งปกครองลูก

Sertifikat Penerimaan Pernikahan หนังสอืรบัรองการรบัจดทะเบียนแต่งงาน

Registerasi Pernikahan แจง้จดทะเบียนสมรส  แต่งงาน

Registerasi Setifikat Pernikahan tentang Persoalan yang 
Terdaftar

หนังสอืรบัรองหวัขอ้ระบุการจดทะเบียนสมรส

Sertifikat Kapasitas Hukum untuk Kontrak Pernikahan หนังสอืรบัรองการเตรยีมพรอ้มเงือ่นไขสําคญัการสมรส
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

さ 再婚 Segundo casamento Segundas nupcias

財産分与 Partilha dos bens Reparto de bienes

裁判離婚 Divórcio jurídico Divorcio mediante juicio

在留カード Cartão de residência Tarjeta de residencia

在留資格 Qualificação de residência Permiso de residencia

在留資格の更新
Renovação da qualificação de 
residência

Renovación de permiso de 
residencia

在留資格の変更
Alteração de qualificaçaõ de 
residência

Cambio de permiso de residencia

在留特別許可 Autorização especial de residência Permiso especial de residencia

市町村役場 Prefeitura Municipalidad

宗教 Religião Religión

重婚 Bigamia Bigamia

住民票 Registro de residência Hoja de residencia

出生届 Certidão de nascimento Declaración de nacimiento

出入国在留管理局 Departamento de Imigração Departamento  de Inmigración

受理 Aprovação Aceptación

準拠法 Lei aplicável Ley aplicable

証人 Testemunha Testigo

署名 Assinatura Firma

た 大使館 Embaixada Embajada

胎児認知 Reconhecimento de feto
Reconocimiento de paternidad antes 
del nacimiento

調停調書 Relatório da mediação Atestado de divorcio por mediación

調停離婚 Divórcio por mediação Divorcio por mediación

直系血族 Consanguinidade linear
Parentesco de consanguinidad en
línea recta

陳述書 Declaração escrita Declaración escrita

妻 Esposa Esposa, mujer

定住者 Residente de longa permanência Residente fijo

DV（家庭内暴力） Violência doméstica Violencia doméstica

同棲 Coabitação Concubinato, vida en común

独身証明書 Declaração de solteiro Certificado de soltería

特定活動 Atividades específicas Actividades específicas

特別永住者証明書 Certificado de residente especial
Certificado de residente permanente 
especial 

な
内縁関係 Concubinato, união estável Concubinato, relación de hecho

捺印 Carimbar Sellar

二重国籍 Dupla nacionalidade Doble nacionalidad

日本人の配偶者等 Cônjuge ou filho de japonês Cónyuge o hijo de  japónes
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Remarriage 再婚 Muling pag‐aasawa

Distribution of property  财产分配 Pamamahagi ng ari‐arian

Judicial divorce 裁判离婚 Isang diborsiyong panghukuman

Resident  card 在留卡 Katunayang naninirahan

Status of residence 在留资格 Katayuan ng naninirahan

Renewal of status of residence  在留资格的更新
Renewal  sa katayuan ng naninirahan
para sa extension ng tagal ng pananatili

Change of status of residence 在留资格的变更 Pagbabago ng katayuan ng naninirahan

Special permission  to stay in Japan 在留特别许可
Espesyal na pahintulot  upang manatili  sa 
Japan

Municipal  office 市町村政府 IsangMunisipyo

Religion 宗教 Relihiyon

Bigamy 重婚 Bigamya

Certificate  of residence 住民票 Isang katibayan na naninirahan

Report of birth 出生登记 Ulat o abiso ng kapanganakan

Immigration Bureau 入国管理局 Kawanihan ng imigrasyon

Acceptance 受理 Pagtanggap

Governing  law 依据法 Naaangkop o tamang batas

Witness 证人 Saksi

Signature 签名 Lagda

Embassy 大使馆 Embahada

Affiliation  before birth 胎儿认领 Kinasasapian bago kapanganakan

Record of mediated  compromise 调解书 Talaan na mamamagitan  ng kasunduan

Divorce by mediation 调解离婚 Diborsiyo sa pamamagitan ng pag‐iisip

Direct  lineal ancestor or descendant 直系血缘
Isang malapit na ninunong angkan o 
pinag‐apuhan

Statement of facts 陈述书 Isang pahayag

One's wife 妻子 Asawang babae

Long‐term resident 定住者 Isang pang matagalang paninirahan

Domestic violence DV（家庭暴力） Karahasan sa loob ng pamilya

Cohabitation 同居
Magkasamang naninirahan ng hindi
kasal

Affidavit of competency  to marry 单身证明书 Katunayang hindi pa kasal

Designated activities 特定活动 Itinalagang mga Gawain

Special permanent  resident certificate 特别永住者证明书
Katibayan na espesyal ng pananatiling
naninirahan

Relations by common law marriage 姘居关系 Pangangalunya

Seal 盖章 Selyo

Dual nationality 双重国籍 Dalawahang nasyonalidad

Spouse of Japanese or others 日本人的配偶等 May asawang Hapon o ibang lahi
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日本語 ベトナム語 ネパール語

さ 再婚 tái hôn पु;न िबबाह 
財産分与 phân chia tài sản स पि  साझेदारी
裁判離婚 tòa án li hôn परीक्षण स ब ध िब छेत
在留カード thẻ ngoài kiều िनवास काडर्/जाइरो काडर् 
在留資格 tình trạng cư trú जाइरो काडर् को ि थती 
在留資格の更新 gia hạn cư trú जाइरो काडर् को निबकरण 
在留資格の変更 thay đổi tình trạng cư trú जाइरो काडर् को पिरबतर्न 
在留特別許可 dạng đặc biệt được phép cư trú िबशेस बसोबास/िनवास को अनुमित 
市町村役場 văn phòng thành phố नगरपािलका कायार्लय
宗教 tôn giáo धमर् 

重婚 sự lấy 2 vợ (chồng)
ीमान/ ीमती संग स ब ध िब छेद 

नभई  एक या एक भ दा धेरै संग 
िबबाह गन 

住民票 giấy cư dân िनवासी काडर्

出生届 giấy khai sinh ज मदतार् 

出入国在留管理局 cục xuất nhập cảnh आप्रवास यूरो

受理 chấp nhận वीकृित

準拠法 luật chi phối शासन यव था

証人 chứng kiến साक्षी

署名 chữ kí ह ताक्षर
た 大使館 đại sứ quán दतूावास

胎児認知 nhận thức thai nhi आ नो ब चा हो भनेर प्रमाण गन/बुबाले 

調停調書 hòa giải उपचार समझाधारी को रेकडर् 

調停離婚 ly hôn hòa giải म य थता स ब ध िब छेत

直系血族 huyết thống िसधा पिरवार 

陳述書 bài phát biểu tuyên bố , trần thuật िववरण

妻 vợ प नी

定住者 người định cư लामो समय बसोबास गन 

DV（家庭内暴力） bạo lực gia đình घरेलू िहसंा

同棲 sống chung िबबाह आगाडी केटा/केिट संगै ब ने 

独身証明書 chứng nhận đôc thân एकल प्रमाणपत्र

特定活動 hoạt động cụ thệ िविश ट गितिविध

特別永住者証明書 chứng nhận thường trú đặc biệt िवशेष थायी िनवासी प्रमाणपत्र
な

内縁関係
mối quan hệ hôn nhân chỉ được 
những người xung quanh thừa nhận

आ तिरक स ब ध 

捺印 in dấu िसल/छाप लगाउने 

二重国籍 2 quốc tịch दबैु/दोहोरो रा ट्रीयता

日本人の配偶者等 đối tượng kết hôn là người nhật जापािनज नागिरक पित आिद 
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インドネシア語 タイ語

Menikah  lagi แต่งงานใหม่

Distribusi oleh Properti แบ่งทรพัยส์มบัติ

Jurisdiksi Penceraian หย่ารา้งโดยศาล

Kartu Tanda Penduduk บัตรผูอ้าศยั

Status Penduduk (ชนิด)วีซ่า

Pembaharuan Status Penduduk การต่อวีซ่า

Perubahan Status Penduduk การเปลีย่น(ชนิด)วีซ่า

Perizinan Tinggal Spesial  การอนุญาตอิอกวีซ่ากรณีพิเศษ

Kantor Balai Kota ทีว่่าการของหมู่บา้น ตําบล เมือง

Agama ศาสนา

Bigami สมรสซอ้น     แต่งงานซอ้น

Kartu Penduduk ทะเบียนบา้น

Akte Kelahiran แจง้เกดิ

Biro Imigrasi กองตรวจคนเขา้เมือง

Diterima การรบั  ไดร้บั

Peraturan pemerintah กฎหมายว่าดว้ยระเบียบการจัดการ การปฎบิัตงิาน

Saksi พยาน

Tanda Tangan ลงช ือ่ เซ็นช ือ่

Kedutaan สถานทูต

Pertalian Janin การยอมรบัลูกในทอ้ง

Laporan Mediasi Kompromi เอกสารการสอบสวนการไกล่เกลีย่

Penceraian Mediasi หย่ารา้งทีทํ่าการไกล่เกลีย่แลว้

Garis Keturunan ญาตพิี่นอ้งรว่มสายเลอืดโดยตรง

Pernyataan Fakta ใบแจ้งคําชีแ้จง

Istri ภรรยา

Penduduk Jangka Panjang ผูอ้าศยัอยู่ถาวร(ประจํา)

DV (Kekerasan dalam rumah tangga) การใชค้วามรุนแรงต่อบุคคลในครอบครวั

Kohabitasi ผูท้ีอ่ยู่กนิกนัอย่างสามีภรรยา(แต่ไม่ไดจ้ดทะเบียนแต่งงาน)

Surat Pernyataan wewenang untuk menikah หนังสอืรบัรองความโสด

Kegiatan yang ditujukan กจิกรรมทีแ่สดงความสามารถพิเศษ  การกระทําทีบ่่งบอกถงึความสามารถพิเศษ

Sertifikat penduduk permanent Khusus หนังสอืรบัรองผูอ้าศยัตลอดชพีพิเศษ

Hubungan dengan Hukum umum pernikahan ความสมัพันธอ์ย่างสามีภรรยาทีไ่ม่ไดจ้ดทะเบียนแต่งงานตามกฎหมาย

Segel การประทบัตรา

Kewarganegaraan Ganda 2สญัชาติ

Pasangan orang Jepang dan sebagainya คู่ครองของคนญี่ปุ่น ฯลฯ
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

認証 Autenticação Autenticación

妊娠 Gravidez Embarazo

認知 Reconhecimento Reconocimiento de paternidad

は 配偶者 Cônjuge Cónyuge

パスポート Passaporte Pasaporte

判決書 Documento de sentença Documento de la sentencia

ビザ Visto Visa

父子家庭 Pai solteiro Familia de padre con hijo(s)

不受理 Negado No aceptado

不貞行為 Infidelidade Infidelidad, adulterio

不法滞在 Estadia ilegal Residencia ilegal

父母の同意 Consentimento dos pais Autorización de los padres

扶養者 Dependentes Dependiente

別居 Morar em lar separado Separación

弁護士 Advogado Abogado

暴言 Abuso verbal, agressão verbal Violencia verbal

法務局 Secretaria da Justiça Departamento de justicia

傍系血族 Consanguinidade colateral
Parentesco de cosanguinidad en
línea colateral

暴力 Agressão Violencia

母子家庭 Mãe solteira Familia de madre con hijo(s)

母子生活支援施設（シェルター）
Instalação de auxílio para mães 
solteiras (shelter)

Centro hogar de apoyo a madres 
con hijos

本籍地 Domicílio de origem Domicilio legal

ま 未成年 Menor Menor de edad

身分証明書 Carteira de identidade Documento de identidad

民法 Código civil Código civil

無国籍 Sem nacionalidade Apátrida

申立人 Peticionário Solicitante

や
養育費

Custo de criação e educação dos 
filhos

Gastos de crianza y educación de 
los niños

養子 Filho adotivo Hijo adoptivo

ら 離婚 Divórcio Divorcio

離婚届 Registro de divórcio Declaración de divorcio

離婚届記載事項証明書
Certificado de itens mencionados no 
registro de divórcio

Certificado de datos de la 
declaración de divorcio

離婚届受理証明書
Certificado de aprovação do registro 
de divórcio

Certificado de aceptación de divorcio

離婚不受理届
Notificação de não aceitação do 
divórcio

Declaración de no aceptación de 
divorcio

領事館 Consulado Consulado
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英語 中国語 フィリピノ語／タガログ語

Authentication 认证 Pagpapatunay

Pregnancy 怀孕 Buntis

Affiliation 认知 Pagkakaugnay

One's spouse 配偶 Asawa

Passport 护照 Pasaporte

Judgment document 判决书 Dokumento ng paghatol

Visa 签证 Bisa

Father‐child  family 父子家庭 Walang ina‐anak

Non‐acceptance 不受理 Di‐pagtanggap

Act of unchastity 不贞行为 Pagkilos ng kawalang puri

Illegal stay 非法滞留 Ilegal na pananatili

Consent of parents 父母的同意 Pahintulot ng magulang

Supporter 抚养者 Isang tagataguyod

Separation 分居 Paghihiwalay

Lawyer / attorney 律师 Abogado

Abusive  language 谩骂 Mapang‐abusong wika

Regional  Legal Affairs Bureau 法务局 Ang Regional  Legal Affairs Bureau

Collateral relation by blood 傍系血族 Kamag‐anak

Violence 暴力 Karahasan

Mother‐child  family 母子家庭 Pamilyang walang ina o ama

Maternal and child  living support facility 
(shelter) 母子生活支援设施

Isang lugar na sumosuporta sa mga 
bata(shelter)

Domicile of origin 籍贯 Tirahan ng pinagmulan

Minor 未成年 Batang edad

Identification  card 身份证明书 Pagkakakilanlan

Civil  law 民法 Batas sibil

Statelessness 没有国籍 Walang nasyon

Petitioner 申请人 Mampepetisyon

Childcare expenses 养育费 Mga gastos sa pangangalaga ng bata

Adopted  child 养子 Ampon

Divorce 离婚 Pag‐hihiwalay

Report of divorce  离婚登记 Ulat sa pag‐hihiwalay

Divorce report certificate of registered 
matters 离婚登记记载事项证明书

Katibayang ulat ng rehistradong usapin
ng pag‐hihiwalay

Certificate  of acceptance of divorce 
report  离婚登记受理证明书

Katibayang pagtangap ng ulat sa pag‐
hihiwalay

Non‐acceptance  of marriage report 离婚不受理登记 Di‐pagtanggap ng ulat sa kasal

Consulate  领事馆 Konsulado
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日本語 ベトナム語 ネパール語

認証 xác thực प्रमाणीकरण

妊娠 mang thai गभार्व था

認知 nhận thức संज्ञा
は 配偶者 ngươi kết hôn  पित

パスポート hộ chiếu पासपोटर्

判決書 bản án फैसला

ビザ visa िभसा 
父子家庭 gia đình cha con बुवा-ब चा पिरवार 

不受理 không chấp nhận अ वीकृित 

不貞行為 sự không trung thành chung thủy अपिरहायर्ता कायर् 

不法滞在 cư trú bất hợp pháp अवैध रहन/बसोबास 

父母の同意 sự đồng ý của bố mẹ आमा बुवा को सहमित
扶養者 người phụ thuộc िनभर्रता/सहायेता 
別居 biệt cư छु टै बसोबास गन 
弁護士 luật sư विकल 

暴言 bạo ngôn अपश द

法務局 cục pháp lý कानूनी मामला यूरो

傍系血族 họ hàng huyết thống संपाि वर्क रगत को स ब ध/नाता 
暴力 bạo lực िहसंा

母子家庭 gia đình ( chỉ có mẹ và con ) आमा-ब चा पिरवार 

母子生活支援施設（シェルター）
tiện nghĩ hỗ trợ gia đình người mẹ 
đơn thân ( nơi ở )

मातृ र बाल जीवनको समथर्न सुिवधा 
(आ य)

本籍地 nguyên quán मूल थान
ま 未成年 tuổi vị thành niên २० वषर् मुिन को उमेर 

身分証明書 chứng minh thư पिरचय पत्र 
民法 luật dân sự नागिरकको कानुन
無国籍 không có quốc tịch रा ट्रीयता नभएको 
申立人 người khởi kiện उजुरी कतार् 

や 養育費 phí nuôi dưỡng पोषण खचर् 
養子 con nuôi पािलएको ब चा

ら 離婚 li hôn स ब ध िब छेत 
離婚届 giấy li hôn स ब ध िब छेतको सूचना 

離婚届記載事項証明書 giấy chứng nhận thông báo li hôn
स ब ध िब छेतको सूचना व तु 
प्रमाणपत ्

離婚届受理証明書 giấy chứng nhận chấp thuận li hôn
स ब ध िब छेतको सूचना वीकृित 
प्रमाणपत्र 

離婚不受理届 giấy li hôn bị từ chối
स ब ध िब छेतको सूचना अ वीकृित 
सूचना

領事館 lãnh sự quán क सुलर
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インドネシア語 タイ語

Otentikasi พิสูจนแ์ลว้ยอมรบั

Masa Kehamilan ตัง้ครรภ ์ตัง้ทอ้ง ทอ้ง

Afiliasi การยอมรบั

Pasangan Hidup คู่ครอง

Passport หนง้สอืเดนิทาง(passport)

Penghakiman dokumen หนังสอืคําพิพากษา

Visa วีซ่า

Ayah Tunggal ครอบครวัทีม่ี(แค่)พ่อกบัลูก

Penolakan การไม่รบั

Tindakan Ketidaksucian การนอกใจ

Pelanggaran Ijin Tinggal อาศยัอยู่อย่างผดิกฎหมาย

Persetujuan Orang Tua ความเห็นดว้ย(ยนิยอม)ของพ่อแม่

Pendukung ผูค้ํา้จุน ผูดู้แลเอาใจใส่

Tinggal Terpisah แยกกนัอยู่(แต่ยงัไม่หย่ารา้ง)

Pengacara ทนายความ ทนาย

Bahasa Kasar คําหยาบคาย

Biro Hukum สํานักงานกฎหมาย

Jaminan Hubungan dengan darah ญาตพิี่นอ้งรว่มสายเลอืดโดยตรง

Kekerasan ใชค้วามรุนแรง

Ibu Tunggal ครอบครวัทีม่ี(แค่)แม่กบัลูก

Fasilitas Penunjang Hidup  Ibu dan anak หน่วยงานทีส่นับสนุนการใชช้วีิตความเป็นอยู่ต่อแม่กบัลูก(สถานทีป้่องกันคุม้ครอง)

Alamat Permanent สถานที ่ทีอ่ยู่ตามสํามะในครวั

Dibawah umur เยาวชน

Kartu Identitas หนังสอืยนืยนั(รบัรอง)ตวับุคคล

Hukum Perdata ประมวลกฎหมายแพ่ง

Tidak memiliki  Kewarganegaraan ไม่มีสญัชาติ

Pemohon ผูย้ ืน่รอ้ง

Biaya Pengasuhan เงนิค่าเลีย้งดู

Anak Yang Diadopsi ลูกเลีย้ง

Penceraian หย่ารา้ง

Pendaftaran Penceraian แจง้หย่ารา้ง

Setifikasi data Pemberitahuan  Penceraian หนังสอืรบัรองหวัขอ้ระบุการแจ้งหย่ารา้ง

Sertifikat Penerimaan Pemberitahuan 
Penceraian

หนังสอืรบัรองการไดร้บัการแจง้หย่ารา้ง

Pemberitahuan  Penolakan Penceraian หนังสอืขอรอ้งไม่ใหร้บัแจ ้งการขอหย่ารา้ง

Konsulat สถานกงสุล
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第１章 外国人相談に関する基礎知識

外国人の日本滞在に関する基礎知識

●外国人のための日本のくらしと法律Q&A107 第3版／司法アクセス推進協会編／エディックス／2008

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝結婚・離婚編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2016

●愛知生活便利帳／（公財）愛知県国際交流協会／2019

●入国管理局の仕事―入国審査官・入国警備官になるために／松嶋美由紀／三修社／2003

●外国人と法（第3版）／手塚和彰／有輩閣／2005

●こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用Q&A／外国人労働者雇用研究会 編集／第一法規／2017

●数字が語る在日韓国・朝鮮人の歴史／森田芳夫／明石書店／1996

●総務省「マイナンバー制度とマイナンバーカード」

http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/   (2017/12/27)

●総務省「外国人住民に係る住民基本台帳制度」

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu/index.html   (2017/12/27)

●法務省入国管理局 「平成28年入管法改正について」

http://www.immi-moj.go.jp/hourei/h28_kaisei.html （2017/12/27）

●法務省入国管理局「難民認定制度」

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/nanmin/nanmin.html (2017/12/27)

●法務省入国管理局「平成28年版 出入国管理」

http://www.moj.go.jp/content/001211221.pdf  (2017/12/27)

●法務省入国管理局「新しい在留管理制度がスタート!」

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/  (2017/12/27)

●法務省「出入国管理及び難民認定法」

http://elaws.e-

gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=326CO0000000319&openerCode=1

(2017/12/27)

●法務省入国管理局「在留カードとは」

http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyukanri/whatzairyu.html （2018/1/31）

●法務省入国管理局「在留カードの見方」

http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/pdf/zairyu_syomei_mikata.pdf（2018/1/31）

●在留資格一覧表
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/kanri/qaq5.html （2019.8.17）

●出入国在留管理庁 制度概要 ①在留資格について
http://www.moj.go.jp/content/001293198.pdf （2019.8.17）

●外務省「在外公館の仕事」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/zaigai/shigoto.html (2017/12/27)

●外務省「駐日外国公館リスト」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/link/emblist/index.html    (2017/12/27)

●在名古屋ブラジル総領事館

http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/   (2017/12/27)

●文部科学省「外国人の子どもの就学機会の確保に当たっての留意点について」

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/004/1323374.htm   (2017/12/27)

●厚生労働省 「中国残留邦人等への支援」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/senbotsusha/seido02/index.html (2017/12/27)

引用・参考文献
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●厚生労働省「高齢者医療制度の見直しについて」

http://www.mhlw.go.jp/topics/2012/02/dl/tp120205-1-3.pdf    (2017/12/27)

●（公財）国際研修協力機構 「外国人技能実習生と労働社会保険Q&A（改訂第8版）」

https://www.jitco.or.jp/download/data/roudou_hoken.pdf (2017/12/27)

●愛知県「難病法に基づく特定医療費助成制度について」

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenkotaisaku/0000078618.html   (2017/12/27）

●内閣府男女共同参画局「被害者の要望別支援方法」

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/siensya/08.html (2017/12/27）

多文化ソーシャルワーカーについて

●多文化ソーシャルワークの理論と実践―外国人支援者に求められるスキルと役割／石河久美子／明石書店

／ 2012

●異文化間ソーシャルワーク 多文化共生社会をめざす新しい社会福祉実践／石河久美子／川島書店／2003

●多文化ソーシャルワーカーガイドブック／愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／2010

●多文化ソーシャルワーカーハンドブック／石河久美子監修 愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／

2011

●機関誌「あいち国際プラザ No. 111」／（公財）愛知県国際交流協会／2016.1

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝社会福祉編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2018

外国人対応に関する基礎知識

●多文化ソーシャルワーカーハンドブック／石河久美子監修 愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室／

2011

●異文化間ソーシャルワーク 多文化共生社会をめざす新しい社会福祉実践／石河久美子／川島書店／2003

●多文化ソーシャルワークの理論と実践～外国人支援者に求められるスキルと役割／石河久美子／明石書店

／2012

●滞日外国人支援の実践事例から学ぶ多文化ソーシャルワーク／（社）日本社会福祉士会／中央法規出版／

2012

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと＝社会福祉編＝ ／（公財）愛知県国際交流協会／2018

第２章 結婚するとき・離婚するとき

データでみる外国人の結婚・離婚

●厚生労働省 人口動態調査「夫妻の国籍別にみた年次別婚姻件数」 2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214861

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

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214862

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

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003216761

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

別」2017年

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214862

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

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214881

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

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0003214882

●厚生労働省 人口動態調査「日本における外国人の人口動態」 2017年

https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/81-1.html
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日本と10か国の婚姻届・離婚届必要書類

●これだけは知っておきたい！外国人相談の基礎知識／杉澤経子・関聡介・阿部裕監修／松柏社／2015.6.15

●改訂 設題解説 渉外戸籍実務の処理Ⅱ 婚姻編／渉外戸籍実務研究会／日本加除出版／2014.8.11

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ／木村光男 監修／日本加除出版／2015～2017

●在アメリカ合衆国日本国大使館「婚姻届」

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/marriage_top.html （2019.8.17）

●在アメリカ合衆国日本国大使館「離婚届」

http://www.us.emb-japan.go.jp/j/koseki/divorce_top.html （2019.8.17）

日本での国際結婚の手続き／日本での国際離婚の手続き

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅴ ／木村三男 監修／日本加除出版／2017.8.9
●国際私法入門 第7版／澤木敬郎・道垣内正人／有斐閣双書／2012.3.30
●国際私法／澤木敬郎・横山潤／三省堂／2012.3.31
●国際結婚の基礎知識 第3版／筑波君枝／明石書店／2001.7.18
●在サンパウロ日本国総領事館「領事情報」

https://www.sp.br.emb-japan.go.jp/itpr_ja/registro1_jp.html （2019.8.17）

各国の制度比較表

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ／木村光男 監修／日本加除出版／2015～2017
●EMA日本「同性婚」 http://emajapan.org/promssm/ （2019.8.26）
●BBCニュース「同性婚」 http://www.bbc.com/japanese/34742641 （2019.8.26）
●外務省「ハーグ条約 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約」

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/hague/index.html （2019.8.26）
●外務省「ハーグ条約 国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約／関連資料」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001672.html （2019.8.17）
●韓国国籍法改正と在日への影響（二重国籍・国籍取得）

http://www.interq.or.jp/asia/lee/topic/kokusekiho.htm （2019.8.26）
●MEMORVA「男女格差指数ランキング 2018年版」

https://memorva.jp/ranking/world/wef_global_gender_gap_report.php （2019.8.26）
●World Economic 「Forum Global Gender Gap Index 2018」

http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/rankings/  （2019.8.26）
●朝日新聞デジタル2015年3月5日記事 「ベトナム、同性愛でアジアをリード 結婚『容認』で注目

http://www.asahi.com/articles/ASH226KNZH22UHBI020.html （2019.8.17）
●世界経済のネタ帳 http://ecodb.net/ （2019.8.26）

第３章 相談対応で知っておきたいポイント

日系人とは

●DO JAPÃO AO BRASIL…RETORNANDO À ORIGEM, CIATE –VINTE ANOS DE HISTÓRIA 日本からブラ
ジルへ－原点への回帰 CIATE 20年の歴史／国外就労者情報援護センター／二宮正人、真田エレーナ恵子
／2012.7

●Relatório do Encontro dos Colaboradores Regionais do CIATE _2010 地域コラボラドーレス研修セミナー報告
書 講演：「日本のブラジル人コミュニティーの概要とその特徴・ブラジル国外務省の取り組み」 ブラジル国外務
省在外ブラジル人コミュニティー次官室・室長 ロドリゴ・アマラウ・デ・ソウザ／国外就労者情報援護センター／
二宮正人／2011.3

●顔の見えない定住化 日系ブラジル人と国家・市場・移民ネットワーク／梶田孝道、丹野清人、樋口直人／名
古屋大学出版会／2005.2.25

●日本社会とブラジル人移民 新しい文化の創造をめざして／リリ川村／明石書店／2000.5.30
●移住者が暮らしやすい社会に変えていく30の方法／移住労働者と連帯する全国ネットワーク編／合同出版／

2012.3.15
●日本を元気にする国ブラジル／秋山芳郎／早稲田出版／2011.8.28
●ブラジル人と国際化する地域社会 居住・教育・医療／池上重弘／明石書店／2001.8.25
●法務省「日系4世の方への手引き第2.1版」

http://www.moj.go.jp/content/001277056.pdf  （2019.11.11）
●（公財）海外日系人協会「日系人について知ろう」

http://www.jadesas.or.jp/aboutnikkei/index.html （2019.11.11）
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●alternativa, 22 de outubro de 2015, edição 372, “Os yonsei são a cereja do bolo, bisnetos de japoneses no
Brasil batalham para conseguir visto e realizar o sonho de morrar no Japão” ,Thassia Ohphata

●法務省「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の
下欄に掲げる地位を定める件（平成2年法務省告示第132号）」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_hourei_h07-01-01.html （2019.8.17）

●永住許可に関するガイドライン
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html （2019.8.26）

●在留資格「定住者」で入国・在留する日系人の方の入管手続について
http://www.immi-moj.go.jp/news-list/nikkei.html （2019.8.6）

●アメリカ大陸日系人百科事典／アケミ・キクムラ＝ヤノ／明石書店／2002.10.15
●ラテンアメリカ 家族と社会 ／三田代子・奥山恭子／新評論／1992.12
●ペルーを知るための66章 第2版／細谷広美／明石書籍／2012.2.10
●現代フィリピンを知るための61章 第2版／大野拓司・寺田勇文／明石書店／2009.9.20

不法滞在と結婚

●法務省「在留特別許可に係るガイドラインの見直しについて」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan85.html （2019.11.11）

●法務省「出頭申告のご案内～不法滞在で悩んでいる外国人の方へ～」
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html （2019.11.11）

●在留管理庁「退去強制手続と出国命令制度Q&A」
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/qa.html （2019.11.11）

●法務省「国籍・地域別 男女別 不法残留者数の推移」
http://www.moj.go.jp/content/001289212.pdf （2019.11.11）

●退去強制手続及び出国命令手続きの流れ
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/taikyo/taikyo_flow.html （2019.11.11）

●在留特別許可された事例及び在留特別許可されなかった事例について
http://www.moj.go.jp/content/001293717.pdf （2019.11.11）

離婚の方法

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ～Ⅵ（H29年3月）／木村光男 監修／日本加除出版／
2017.3.23

●詳解 国際結婚実務ガイド／榎本行雄・森川英一・中井正人／明石書店／2012.4.21
●国際私法・国籍法・家族法資料集 奥田安弘編訳／中央大学出版部／2006.6.20
●フィリピン－日本国際結婚－移住と多文化共生／佐竹眞明、メアリー・アンジェリン・ダアノイ／めこん

2006.5.1
●国際結婚・離婚ハンドブック／田代純子／明石書店／2011.5.9
●改訂 外国人よろず相談－事例と回答／東京都外国人研究会／2013.3.1
●第2回外国人相談窓口担当者研修会「ブラジル・フィリピン・日本の国際結婚、離婚、夫婦問題について」よ

り 「ブラジル人の国際結婚・離婚の手続き」資料／2015.7.29／（公財）三重県国際交流財団 アスト津
講師：静岡県弁護士会外国法事務弁護士 石川エツオ（ブラジル弁護士）／主催：三重県

●在名古屋ブラジル総領事館のホームページ「民事登録」の中の「離婚」手続きについての記載
http://nagoia.itamaraty.gov.br/pt-br/divorcio.xml （2019.8.17）

●国際離婚相談センター「ブラジル人との離婚手続き」
http://www.divorce119.com/brazil.html （2019.8.26）

●「行政書士法務相談室 日本人と外国人配偶者との離婚手続き」
http://yyhoumu.blog.fc2.com/blog-entry-61.html （2019.8.26）

●フィリピン共和国大使館
https://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/judicial-recognition-of-
foreign-divorce/#nav-cat（2020.2.8）

●法務省 在留外国人統計
https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files（2020.2.8）

● 世界経済フォーラムThe Global Gender Gap Report 2018
http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2018/data-explorer/（2020.2.8）
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離婚後の生活

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●愛知生活便利帳2019年版／（公財）愛知県国際交流協会／2019.3
●保険の教科書 「シングルマザー必見！母子家庭を支援する手当と助成金制度まとめ」

http://hoken-kyokasho.com/boshikatei-teat （2019.8.24）
●愛知県 母子・父子家庭及び寡婦への支援に関するその他各種制度

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000011021.html （2019.8.24）
●県営住宅入居申込案内書（平成27年度第3回定期募集）／愛知県・愛知県住宅供給公社

離婚後の親権

●外国人の法律相談Q＆A第三次改訂版／第一東京弁護士会人権擁護委員会国際人権部会／ぎょうせい
2016.2.20

●「ブラジル家族法」に関するセミナー 出生から死亡まで」資料（レジュメ）／2014.12.9／キャッスルプラザ
講師：二宮正人 （ブラジル国弁護士）／主催：愛知県行政書士会

●「在日ブラジル人の離婚問題に関する一考察」／二宮正人 ※上記セミナーの資料の一部
● NOLO LAW for ALL 「Divorce Basics」

http://www.divorcenet.com/topics/dissolution-marriage （2019.8.29）
● Chart: State Marriage License and Blood Test Requirements

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/chart-state-marriage-license-blood-29019.html （2019.8.29）
● 外務省「ハーグ条約（国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約）」

http://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/ha/page22_001672.html (2019.8.17）

DV（ドメスティック・バイオレンス）

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●愛知県男性DV被害者相談事業

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/dansei-hotline.html （2019.8.30）

婚外子の認知と国籍

●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●こんなときどうする外国人の入国・在留・雇用／外国人労働者雇用研究会編／第一法規
●法務省「国籍」

http://www.moj.go.jp/MINJI/kokuseki.html （2019.11.11）
●裁判所「家事事件」

http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/index.html （2019.11.11）

第４章 各国の情報

インドネシア

●イスラームと日本人／飯森喜助／図書刊行会／2011.2.17
●イスラームの世界を知る辞典／塩尻和子・池田美佐子／東京堂出版／2004.9.1
●イスラーム知の営み／佐藤次高／山川出版社／2009.10.1
●インタビュー 名古屋モスクにて「イスラームについて」／2015.9.18
●多言語主義再考～多言語状況の比較研究／砂野稔幸 編者／三元社／2012.3.25
●民族大国インドネシア～文化継承とアイデンティティ／鏡味治也 編者／木犀社／2012.9.25

韓国

●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅲ／木村光男 監修／日本加除出版／2017.3.23

●朝鮮学校物語 あなたのとなりの「もうひとつの学校」／地球村同胞連帯 「高校無償化」からの朝鮮学校排
除に反対する連絡会／花伝社／2015.6.1

●NPO法人国際結婚教会 在日韓国人（男性）と日本人（女性）の結婚について
http://www.itn-wedding.com/case/d185 （2019.8.29）

●国際離婚相談センター 韓国離婚手続き・方法
http://divorce119.com/post-40.html （2019.8.29）

●ASTキャスト 国際離婚・国際相続 国際離婚ケーススタディ5 在日韓国人の離婚のケース
http://www.cast-familyaffairs.com/2202/230/ （2019.8.29）
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●公益財団法人大阪府国際交流財団 離婚の手続：日本に住む外国人同士の夫婦の場合
http://www.ofix.or.jp/life/jpn/marriage/06.html （2019.8.29）

●在日コリアン支援ネット 結婚手続支援室
http://www.k-sup.net/kosekiemb/familyregist （2019.8.29）

●法務省 帰化許可申請者数等の推移
http://www.moj.go.jp/MINJI/toukei_t_minj03.html （2019.8.29）

●法務省 e-Stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 2018年12月末
https://www.e-stat.go.jp/stat-

search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20180&month=24
101212&tclass1=000001060399 （2019.8.29）
●在日コリアン支援ネット 国籍（変更）手続支援室

http://www.k-sup.net/kokuseki/meaning （2019.8.29）
●一般社団法人 在日コリアン・マイノリティー人権研究センター 在日コリアンとは

http://www.kmjweb.com/about/korean.html （2019.8.29）

タイ

●タイのしきたり／中島マリン／株式会社めこん／2012.3.1
●タイ人について

http://www.mlit.go.jp/common/000116956.pdf  （2019.8.17）
●インタビュー タイ女性友の会（名古屋市）「タイの結婚・離婚事情について」 2015.9
●さくらプロジェクト・タイ

http://sakuraproject.org/index.html （2019.8.17）
●アムネスティ・インターナショナル日本「タイ国内の先住民族

http://www.amnesty.or.jp/human-rights/topic/minority/world/minority_thailand.html  （2019.8.17）
●タイ映画ライブラリー「メナムの残照」

http://www.asia-network.co.in/Theme1.htm （2019.8.29）

中国

●外国人の法律相談チェックマニュアル第5版／奥田安弘／明石書店／2013.9.27
●結婚とパートナー関係 問い直される夫婦関係／善積京子／ミネルヴァ書房／2003
●中国高齢者産業調査報告書 日本貿易振興機構北京事務所／2013.3
●時事通信社記事／2015.12.27
●人民網日本語版／2016.1.18

ネパール

●もっと知りたい国ネパール／バッタライ・ナビン／心交社／2008.2.1
●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅴ／木村光男 監修／日本加除出版／2017.8.9
●図説 ネパール経済2013 ／在ネパール日本国大使館／2013
●「ネパールNGOハンドブック 2018年度版」 （2019.8.29）

https://www.jica.go.jp/nepal/office/about/ngodesk/ku57pq00000qghlp-att/ngo_handbook_2018.pdf
●平成23年度外国人留学生在籍状況調査結果

http://www.jasso.go.jp/statistics/intl_student/data11.html （2019.8.29）
●法務省「ネパールにおける現行民事法の現状と今後の立法動向」

http://www.moj.go.jp/content/000111943.pdf （2019.8.29）
●公益財団法人 国際労働財団 「2014年 ネパールの労働事情」

http://www.jilaf.or.jp/rodojijyo/asia/south_asia/nepal2014.html （2019.8.29）
●在ネパール日本国大使館

http://www.np.emb-japan.go.jp/jp/index.html （2019.8.29）
●在日ネパール国

https://jp.nepalembassy.gov.np/ja/ （2019.8.29）
●公益社団法人日本ネパール協会

http://koeki.or.jp/ （2019.8.29）
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フィリピン

●外務省「フィリピン基礎データ」
http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/philippines/data.html#section1 （2019.8.29）

●在フィリピン日本国大使館「フィリピンでの結婚手続きについて」
http://www.ph.emb-japan.go.jp/visiting/consular_j/consular_update/marriage_info.pdf  （2019.8.29）

●フィリピン共和国大使館「各種登録手続き」
http://tokyo.philembassy.net/ja/consular-section/services/civil-registration/#nav-cat （2019.8.29）

●きみにもできる国際交流⑫フィリピン／こどもくらぶ／偕成社／2000.3
●フィリピンと出会おう／ピナツボ復興むさしのネット・山田伸男・出口雅子／株式会社国土社／2005.9

ベトナム

●世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来ベトナム／(財)愛知県国際交流協会／2010
●ベトナム語を学ぶ／細井佐和子／株式会社あるむ／2001.8
●福島県男女共生センター広報誌 未来館NEWS／記念特集号 2010.9
●ベトジョー ベトナムニュース

http://www.viet-jo.com/news/statistics/150409052842.html  （2019.8.17）
●ベトナム進出支援ベトナム市場調査

http://www.support-in-vietnam.com/ （2019.8.29）
●特定非営利活動法人国際留学生協会「向学新聞2013年12月号 ベトナム人留学生４倍に」

http://www.ifsa.jp/index.php?1312-top （2019.8.17）
●在ベトナム日本国大使館

http://www.vn.emb-japan.go.jp/index_jp.html （2019.8.29）
●在ホーチミン日本国総領事館

https://www.hcmcgj.vn.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html （2019.8.29）

アメリカ

●アメリカの家族 ／岡田光世／岩波新書／2000.5.19
●現代アメリカ人に見る価値観／小山内大／三修社／2001.12.1
●全訂新版 渉外戸籍のための各国法律と要件Ⅰ／木村光男 監修／日本加除出版／2015.11.27
●世界の国を知る 世界の国から学ぶ わたしたちの地球と未来アメリカ／(財)愛知県国際交流協会／2010.3
●在日米国大使館・領事館「日本での結婚」 （2019.8.29）

https://jp.usembassy.gov/ja/u-s-citizen-services-ja/child-and-family-matters-ja/marriage-ja/ 
●海外移住情報「アメリカの国際結婚手続き」

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/uma.html （2019.3.29）
● NOLO LAW for ALL 「Marriage Laws in Your State」

http://www.nolo.com/legal-encyclopedia/marriage-laws-in-your-state-31014.html （2019.3.29）
●SANO&ASSOCIATES, P.C.「カルフォルニア・サンディエゴでの離婚手続き：カルフォルニアの法律」

http://www.sano-associates.com/16.html （2019.3.29）
● Global Note 「国別統計 掲載国一覧」

http://www.globalnote.jp/p2336/ （2019.3.29）
●経済開発協力機構（OECD）「OECD Family Database」

http://www.oecd.org/social/family/database.htm （2019.3.29）

ブラジル

●Dom Pedro I
https://www.suapesquisa.com/biografias/d_pedro_i.htm （2019.11.11）

●Origem do Sobrenome
https://www.origemdosobrenome.com.br/os-maiores-nomes-e-sobrenomes-do-brasil/ （2019.3.29）

●ブラジル家族法」に関するセミナー 出生から死亡まで」資料（レジュメ）／2014.12.9／キャッスルプラザ
講師：二宮正人 （ブラジル国弁護士）／主催：愛知県行政書士会

●「在日ブラジル人の離婚問題に関する一考察」／二宮正人 ※上記セミナーの資料の一部
●愛知県社会活動推進課多文化共生推進室「愛知県内の市町村における外国人住民数の状況」 (2018年

12月末現在）
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/gaikokuzinjuminsu-2019-6.html （2019.11.11）
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ペルー

●地球の歩き方ペルー／地球の歩き方編集室／ダイヤモンド・ビッグ社／2014.1
●第2版 「在日」の家族法 Q＆A／木棚照一／西山慶一・李光雄・小西伸男／日本評論／2006.1.31
●国際結婚・離婚／田代純子／明石書籍／2011.5.9
●国際結婚ガイドブック／もりさきかずみ／明石書籍／2000.1.25
●在ペルー大使館

http://embajadadelperuenjapon.org/ja （2019.8.29）
●海外移住情報「ペルーの国際結婚手続き」

http://www.interq.or.jp/tokyo/ystation/ma8.html  （2019.8.29）
●在名古屋ペルー総領事館「コミュニティーへの連絡」 2015.11.1
●ペルー統計情報庁（INEI） 2007年国勢調査結果(スペイン語)
“Censos Nacionales 2007: X1 de Población y VI de Vivienda, Perfil Sociodemográfico del Perú”
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1136/libro.pdf （2019.8.29）

第５章 結婚・離婚と外国人に関する資料

愛知県に住む外国人

●法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（2018.12月末）」
https://www.e-stat.go.jp/stat-
search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018034&cycle=1&year=20180&month
=24101212&tclass1=000001060399

愛知県に住む外国人の推移

●法務省「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表（各年末現在）」

http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html
● 2006年まで法務大臣官房司法法制調査部編「出入国管理統計年報」、2006年から法務省「登録外国人統

計」、2012年から法務省 「在留外国人統計」 （各年末現在）
http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html

外国人住民数上位

●外務省 国・地域
https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/index.html （2019.8.8）

多言語相談窓口及び専門機関

●愛知生活便利帳2019年版／（公財）愛知県国際交流協会／2019.3
●相談窓口担当者のための「多文化」ってこういうこと 社会福祉編／（公財）愛知県国際交流協会／2018.2
●国際交流ハンドブック あいちの国際交流団体／（公財）愛知県国際交流協会／2018.9
●在名古屋ブラジル総領事館

http://nagoia.itamaraty.gov.br/（2019.11.11）
●愛知県女性相談センター

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/0000012699.html （2019.8.30）
●愛知県男性DV被害者相談事業

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/jidoukatei/dansei-hotline.html （2019.8.30）
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◆情報収集・原稿作成・イラスト作成協力◆
本冊子の前身である「『多文化』ってこういうこと＝結婚・離婚編＝」（2016年）を作成するときに御
協力いただきました。
愛知淑徳大学 交流文化学部交流文化学科
榎田勝利ゼミ生（2016年当時）
荒谷留衣 石浜百華 井上ほのか 岡崎文香 岡本華歩 加藤弓奈 後藤まい 新宮美咲
杉本夏帆 武田えりな 田中唯 森田 愛 渡邉万紀子 (50音順)

あ イスラーム（イスラム教） 14,52,56,57,60,62,68

永住者
7,8,9,10,12,32,41,65,6
6,76,78

オーバーステイ 4,7,34

か 監護権 25,26,42,44,76,78

帰化 6,8,28,32,53,66,76,78

協議離婚
15,24,25,26,27,36,37,
38,76,78

国籍

6,8,12,14,18,19,21,22,
24,26,27,28,29,32,33,
36,40,42,43,44,48,49,
50,53,54,64,65,67,76,
78

婚姻要件具備証明書 21,22,76,78

婚外子 48,50

さ 裁判離婚
15,21,24,25,26,27,36,
37,80,82

在留カード 8,10,12,21,46,80,82

在留資格

6,7,8,9,10,12,14,32,
34,35,39,40,41,46,47,
49,50,65,66,67,80,82

在留特別許可 35,80,82

出入国在留管理局 8,10,32,35,40,47,49

索 引

出国命令制度 35

出生手続き 49

（結婚・離婚の）準拠法 22,24,36

（親子間の）準拠法 42,50

準拠法（訳語） 80,82

親権
25,26,37,38,39,42,
43,44,45

総領事館・領事館
11,21,22,25,26,37,
47,48,73,74,84,86

た 大使館
11,21,22,25,26,37,
43,48,74,80,82

多文化ソーシャルワーカー 13,98

調停離婚 21,24,26,36,80,82

定住者
6,7,9,12,32,40,47,
65,67,80,82

DV
13,40,46,47,73,80,
82

な 日系人 6,32,33,61,64,67

日本人の配偶者等
6,7,9,32,35,40,46,
65,80,82

認知 28,29,48,50,84,86

は 不法滞在 7,34,35,84,86
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