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「多文化」ってこういうこと

相談窓口担当者のための





はじめに

皆さんは、言葉の通じない国で生活した経験はありませんか？ また、制度や文化、価値観などが違う

国で、困ったことやトラブルに巻き込まれたことなどはありませんか？

言語や文化の違う国で生活することは、時に大きなストレスを生むことがあります。そのようなストレ

スは、何か生活上で問題を抱えたり、理解できない、納得できないことに遭遇したりする際には、特に

強く感じることでしょう。

日本に暮らす外国人の中にも、表面的には何も問題がない生活を送っているように見えて、実際は

日々、様々なことで悩んだり、苦しんだりしている人がいます。その中には、誰にも頼れず、一人で悩み

を抱えている人もいます。

全国で2番目に外国人住民数が多い愛知県では、早くから多言語による相談窓口が市町村等に設

置されたり、NPOなどの支援活動が行われたりしてきましたが、外国人住民が抱える問題は、年々、多

様に、そして複雑で、深刻化しており、その解決には、さまざまな関係機関の連携が不可欠となってい

ます。

当協会では、そのような状況を踏まえ、当協会の多文化ソーシャルワーカーが中心となって、外国人

住民が必要な制度やサービスを適切に利用でき、安心して生活できるための環境づくりを目的として、

行政窓口や専門機関、学校、NPOなどに向け、外国人が抱える問題の解決に役立てていただくための

冊子を作成し、配布しています。2015（平成27）年度の「結婚・離婚」、 2016（平成28）年度の「子ど

もの教育」に続き、今年度は「社会福祉」をテーマに作成しました。

社会福祉の制度やサービスについて全てをきちんと理解し、正しく利用することは日本人でも容易

ではありませんが、外国人住民にはそれ以上に分からないことが多いでしょう。

近年は、日本で生まれ、育ち、老後まで過ごす外国人も増えています。そんな人たちが、必要とする

制度やサービスを利用できるためには、外国人からの社会福祉の相談にかかわる様々な立場の人た

ちが、外国人の文化や状況を知り、社会福祉の制度を正しく理解した上で、お互いに連携、協力するこ

とが重要です。

本書では、当協会の多文化共生センターをはじめとする外国人相談窓口や、社会福祉関係機関、

市町村の窓口などに寄せられた相談の中から「社会福祉」に関する事例を題材として、相談対応する

上で知っておくとよい基礎的な情報や留意点を中心に紹介しています。

これまであまり外国人の相談に対応する機会がなかった方にも、既に外国人の相談に関わっている

方にも、本書をお読みいただき、それぞれの母国の事情や文化的背景について再認識していただいた

上で、どうすれば日本の社会福祉制度を外国人相談者にわかりやすく伝え、抱える問題を解決でき

るかを考えていただければと思います。

最後に、本書を作成するにあたり、原稿執筆やアドバイス、アンケート調査、記載内容の確認などに

ご協力いただいた皆さまに心からお礼を申し上げます。

2018（平成30）年2月

公益財団法人 愛知県国際交流協会
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本書の使い方

愛知県は、全国でも２番目に外国人住民が多い県です。（2017（平成29）年6月末現在）

本書では、愛知県内の社会福祉関係の機関や市区町村の窓口、当協会を含む外国人相談窓口等に寄

せられた相談事例を挙げながら、日本に住む外国人が抱える社会福祉に関する問題と彼らの背景などを

紹介し、適切な相談対応を行う上で重要となるポイントをまとめています。

社会福祉に関する相談は、出生から亡くなるまでの人の一生の中の様々な場面に関係するもので、内

容も多岐にわたります。1つの機関や窓口ですぐに解決することができないケースも多く、相談者の抱える

問題の背景を把握し、適切な専門窓口や制度・サービスにつなぐことのできるスキルが、対応する相談員

には求められます。

さらに、外国人の場合は、たとえば、在留資格、言葉の違い、国による制度の違い…など、外国人特有の

問題も関係してきます。いくつかの問題が複雑に絡み合っていることも多く、本人自身も問題を理解してい

なかったり、よく話を聞いてみないと分からないということもあります。相談者それぞれの状況や想いが関係

してきますし、解決の方法もケースバイケースです。

本書は「このとおりに進めれば問題は解決する」というような、いわゆる『マニュアル』ではありません。ここ

に掲載していることがすべてではありませんし、絶対的な答えでもありません。ただ、日本人にとって「あたり

まえ」のことが実はあたりまえでないこと、日本人ならすぐに理解できることが実は外国人にとってはわかり

にくい場合があること…などに気づくきっかけとして、多くの窓口の担当者の方に活用していただければ幸

いです。

第１章 社会福祉と外国人に関する基礎知識
日本人にとってもわかりにくい社会福祉の仕組みを正しく理解し、よりわかりやすく外国人に伝えるこ

とができるよう、基礎的な情報を簡潔にまとめました。また、本書で扱う「外国人」がどのような人たちを

指すのかをここで説明しています。特に「在留資格」は、外国人が日本で暮らすにあたって、とても重要な

意味をもつものなので、詳しく説明しています。さらに、外国人が利用できる制度と利用できない制度が

あるため、それらを表でまとめてあります。ただし、こうした情報は、変更される場合がありますので、必要

なときは、必ず関係機関に確認するようにしてください。

○ 本章では、外国人のライフサイクルに合わせ、社会福祉の制度やサービスを以下の５つのテーマに分

けて紹介しています。

生まれる・育てる 病気・医療 老後を支えあう

生活 障害

そして、どのテーマにもかかわる宗教と在留資格についてを６つ目のテーマ「外国人対応で考えたい

宗教＆在留資格の問題」で紹介しています。

○ それぞれのテーマに関する法律や制度はとてもたくさんあります。

テーマのタイトルページに主な法律の名称を載せていますが、それが全てではありません。

また、本冊子では、外国人に特にかかわりのある制度を紹介しています。

第２章 相談対応で知っておきたい制度とポイント
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第４章 社会福祉と外国人に関する資料

外国人の社会福祉についてさらに詳しく情報を得たいときに役立つデータや資料、多言語による相談

窓口をはじめとする関係機関の情報などをまとめました。制度・サービスについての最新データなどを調

べる際にも参考にしてください。

対応のポイント：特に押さえておくといいポイントを挙げてみました。

コラム：さらに理解を深めるためのエピソードや情報を盛り込んでみました。日

本との違いを楽しんでもらうためのものや、最新の外国人の状況や制

度改正などを紹介するものなどがあります。

第３章 知っておこう！ それぞれのお国事情

本冊子では、愛知県内に在住する外国人の数が多い10か国を紹介しています。

この章では、それら10か国の社会福祉の状況や、文化、価値観等について、特徴や面白ネタを集めて

みました。もちろん、これもすべてではありませんし、地域や時代によって変わることもあります。一つの

情報として知っておくと相談の助けになります。

各テーマの構成は次のとおりです。

1～3では、テーマに関係のある法律や制度についての基本的な情報をまとめています。

また、2の「主な相談窓口」の表の一番右の欄は、その内容に対応した3の「関連する制度・サービス」や、

参考となる事例のページを記載しています。

なお、実際にはケースによってさらに細かい要素が加わってくる場合がありますし、制度やサービスは変

わることがあります。その都度、専門機関に必ず確認するようにしましょう。

4の「外国人対応のポイント」では、「当然わかるだろう」と思うことが相手にはわからなかったり、「当然

こうだろう」と思うことが実は違っていたり、という誤解や思い込みを避けるために、各専門機関や窓口の

担当者が対応の際に配慮したり、確認したほうがいいこと、伝えたほうがいい情報などをまとめています。

5では、 1～4で取り上げた事柄をより深く理解するため、具体的な相談事例を挙げて解説します。

事例の相談はわかりやすくするため、かなりシンプルにしていますが、いろいろな可能性が考えられます

ので、決め付けたり思い込んだりせず、相談者とじっくりコミュニケーションをとるようにしましょう。

◆ 国の順番は、国連加盟国一覧に基づき、アルファベット順としています。

◆ 在留資格を持っていない状態については、法務省などの表記に合わせ

て、「不法滞在」（→P.80）で統一しています。

◆ 外国人住民には、外国籍の人々だけでなく、日本国籍を持ちながらも、

外国につながりを持つ人なども含まれ、呼称についても様々あります

（→P.10）が、本冊子では「外国人」で統一しています。
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多文化ソーシャルワーカー
について

多文化ソーシャルワーカーって？

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

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

のことです。

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

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

適切な関係機関やサービスにつながっていけるようにサポートしていきます。

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

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

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

愛知県国際交流協会の多文化ソーシャルワーカー

愛知県国際交流協会内にある多文化共生センターでは、多文化ソーシャルワーカーが外国人からの相談

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

応じています。

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

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

など、多種多様な相談が入ってきます。

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

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

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

ワーカーが継続的に支援をします。自立した生活に向けて、相談者が必要な関係機関やサービスに繋がる

ことができるよう、関係調整や同行支援をしたり、時には相談者の代弁などをしたりします。また、必要に応

じ、関係機関等に相談者の本国の状況も理解してもらうように働きかけるほか、相談者が日本の機関や制

度を正しく理解した上でサービスを利用したり、安心した生活ができたりするように支援します。（→P.129)

あいち多文化ソーシャルワーカーの会

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

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

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

外国人支援団体や学習支援団体のスタッフなど、幅広い分野におよびます。

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

知識の向上、多文化ソーシャルワーカー養成講座修了者のネットワーク形成のために任意団体とし

て結成したのが、「あいち多文化ソーシャルワーカーの会」です。勉強会、情報交換会、外国人の生活

向上を目的とした諸活動を行っています。
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第１章

社会福祉と外国人に関する基礎知識



社会福祉に関する
基礎知識

社会福祉とは

日本の社会福祉は、日本国憲法の第２５条の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む

権利を有する」の考えを基礎としています。社会状況の変化とともに、現在は国籍に関係なく外国人も社

会福祉の対象として捉えられています。

社会福祉の概念は、社会福祉六法（生活保護法、児童福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉

法、老人福祉法、母子及び寡婦福祉法）が主たる枠組みとされてきた時代もありますが、少子高齢化や社

会生活の多様化とともに、福祉ニーズも多様化、複雑化、高度化しています。それに対応するべく含める範

囲を拡大し、変遷しながら多様な視点で議論がなされており、現在、一つの定義で説明することが困難な

状態にあります。

社会福祉の捉え方には、国民一人ひとりの幸福や生活の安定を目指そうとする考え方、社会的な理念

等の目的概念を指す場合と、国民の福祉に関わる制度や施策、サービスの内容、実践活動等の実体概念

を指す場合とがあります。社会福祉というと、実体概念で捉えられることが多いようです。

乳幼児から高齢者まで、一人ひとりが様々な制度やサービスにかかわることとなりますが、現在の社会

福祉は図１のように、様々な一般社会のサービスと重なり合いながら、多岐にわたる範囲で展開されていま

す。

例えば、教育では児童館、学童保育、学校ソーシャルワークなどがあり、所得保障では生活保護、貸付制

度など、保健サービスでは乳幼児、妊産婦の健診、老人保健サービスなど、医療サービスでは障害者の自

立支援医療、医療ソーシャルワークなどがあります。

社会福祉の構造

人
権
擁
護
・
後
見
制
度

消
費
者
保
護

健
康
政
策

教
育

雇
用
・
労
働
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策

所
得
保
障

保
健
サ
ー
ビ
ス
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療
サ
ー
ビ
ス

少
年
・
家
事
審
判
制
度

更
生
保
護

住
宅
政
策

ま
ち
づ
く
り

社
会
福
祉

図1 社会福祉の構造
出典：新・社会福祉士養成講座４ 現代社会と福祉（中央法規出版株式会社）

社会福祉は、福祉ニーズをもった利用者やシステムに対し

て働きかけますが、一定の理念、目的、目標（価値システム）の

もとに政策、制度、援助を通して利用者に提供されます。この

概念は、図２で表されます。

例えば、高齢化の進展に伴い要介護高齢者が増加する一

方、核家族化で家族の介護機能が低下し、高齢者の介護が

社会的な問題になりました。

制
度

政
策

援
助

自
立
生
活
の
支
援

社
会
の
統
合
発
展

図2 社会福祉の構成
出典：新・社会福祉士養成講座４ 現代社会と福祉 （中央法規
出版株式会社）※一部変更

そこで、高齢者の介護を社会全体で支える仕組みづくりが必要となり、介護保険が創設されました（政

策）。介護保険法に沿って地域の実情に応じて個々の事業をどのように運営するかが決定され（制度）、各

窓口や事業所等で利用者の相談や状況に応じて、デイサービス、ホームヘルプサービスなどの多様な形態

でサービスが提供されることとなります（援助）。
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利用者別の分野

◆ 児童福祉（→P.22）

満18歳未満の全ての子どもが対象です。両親が就労しているため保護者が不在である子ども、虐待な

どがあり健全な日常生活を送ることができない子ども、障害がある子どもなど、様々な状況にある子ども

に対する制度やサービスがあります。

関係する機関として保育所、児童相談所、乳児院、児童養護施設など、関係する制度やサービスとして

入院助産制度、地域子育て支援拠点事業などがあります。

◆ 貧困・低所得者福祉（→P.32）

健康で文化的な生活を営むことが困難な資力の貧困者、何らかの生活危機要因があって貧困階層に

陥るおそれのある低所得者が対象となります。

関係する機関として社会福祉協議会、福祉事務所など、関係する制度として生活福祉資金貸付制度、

生活困窮者自立支援制度、生活保護制度などがあります。

◆ 医療福祉（→P.46）

医療を受けている全ての人が対象です。関係する機関として保健所、病院など、関係する制度として生

活に困窮して医療費の支払いに困難な場合や、難病、障害者など継続的に医療が必要な人や子どもなど

に対する医療費の助成制度などがあります。

◆ 障害者福祉（→P.56）

身体障害や知的障害、精神障害、発達障害がある人たちが対象となります。日常生活を営むことに困難

を伴ったり、就労が困難であったり、差別や孤立があったりすることに対する制度やサービスがあります。

関係する機関として障害者支援施設、障害者基幹相談支援センターなど、関係する制度やサービスとし

て障害者手帳、障害福祉サービスなどがあります。

◆ 高齢者福祉（→P.66）

65歳以上の人を対象にしています。心身の健康の保持や安定した生活を送ることを目的としています。

加齢に伴う身体的・精神的機能低下のために日常生活を送ることが困難な人などに対する制度やサービ

スがあります。

関係する機関として地域包括支援センター、老人ホームなど、関係する制度やサービスとして、介護保険

制度、居宅介護事業などがあります。

利用者の年齢や家族背景など、状況によって利用する制度やサービスが違ってきます。どのような分野

に分けるかは議論もありますが、この冊子では次の分野に分けています。児童福祉の分野の対象者が、医

療福祉や障害者福祉の分野の対象となることもありますので、実際にはいろいろな分野が重なり合いなが

ら制度やサービスが提供されることになります。

相談援助をする人たち

生活上の困りごとを抱えた人たちに対して、相談援助をする人たちがいます。相談援助をする人の国家

資格として、社会福祉士、精神保健福祉士があります。しかし、この資格がないと相談援助業務ができない

というわけではありません。

児童相談所にいる児童福祉司、学校に通う子どもが抱えている問題の相談を受けるスクールソーシャル

ワーカー、医療に関わる生活問題の相談を受ける医療ソーシャルワーカーや精神科ソーシャルワーカー、障害

者に関する事業所などにいる相談支援専門員、介護保険に関する事業所などにいる介護支援専門員な

どが相談援助をしています。そのほか、社会福祉協議会などにいて地域住民の中で問題を抱えている人

たちを支援するコミュニティソーシャルワーカーなど、様々な機関で支援員や相談員、指導員と呼ばれてい

る人たちがいます。

多文化ソーシャルワーカー（→P.6）は、さまざまな分野の援助者と連携しながら、外国人に対する相談援

助を行っています。
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外国人に関する
基礎知識

外国人とは

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

定しています。

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

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

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

います。

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

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

ツをもつ（がある）人」などと表現することもあります。

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

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

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

知っておきたい様々な背景

◆ 日系人 ［主な在留資格は定住者、日本人の配偶者等］

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

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

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

◆ 中国帰国者 ［主な在留資格は定住者］

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

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

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

護を厚生労働省が行っています。

◆ 在日コリアン ［主な在留資格は特別永住者］

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

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

リアンと呼ばれています。

◆ 難民（→P.82）

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

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

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

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

民条約に加入し、1982（昭和57）年に発効しました。

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

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

プ等で一時的な庇護を受けた難民を、当初庇護を求めた国から新たに受入れに合意した第三国へ移動さ

せる「第三国定住」により、ミャンマー難民の受け入れも行っています。
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日本に入国・在留する外国人は、原則として、入管法に定める「在留資格」のいずれかを有する必要があ

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

入国・在留が可能であるかを明らかにしているものです。

在留資格は、次のように大別できます。

① その外国人が日本で行う活動に着目して分類された在留資格（活動資格）

② その外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格（居住資格）

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

がポイントであるといえます。

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

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

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

また、在留資格によって、日本で受けられる制度やサービスが変わるので、注意が必要です。（→P.16）

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

日本でのサービスは受けられません。

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

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

障がないという「推薦」の意味を持っています。在留資格は法務省の管轄、査証は外務省の管轄です。

在留資格って何？

知っておきたい在留資格

◆ 定住者

法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。日系３世、日

本人の配偶者の未成年未婚の実子、日本人の実子を養育する外国人の親などに認められます。

◆ 日本人の配偶者等

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

◆ 永住者

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

資格です。要件は、永住許可に関するガイドライン（２０１７（平成29）年4月改定、→P.109）で示されていま

す。法律上は、「素行が善良であること、独立の生計を営むに足りる資産または技能を有すること、その者

の永住が日本国の利益に合すると認められること」とされています。原則として引き続き10年以上日本に

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

き1年以上日本に住んでいる人や、定住者で5年以上継続して日本に住んでいる人なども、許可される場

合があります。

◆ 特定活動

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

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

在留資格で大学や専修学校を卒業後、就職活動を行うことを希望する場合もこれにあたります。

◆ 技能実習（→P.82）

開発途上国等からの外国人を日本に一定期間（最長５年間）受け入れ、日本での技能等を習得させ、

習得した技術を本国で活用して開発途上国の発展に寄与する目的で設けられている在留資格です。

２０１７（平成２９）年１１月、新しい技能実習制度がスタートし、介護職種が追加されました。

なお、入国直後の講習期間以外、技能実習生は雇用関係のもと、労働関係法令等が適用されます。

◆ 介護

日本の介護福祉士養成施設（大学や専門学校等）を卒業し、介護福祉士国家試験に合格して、介護福

祉士の国家資格を取得した外国人が、介護施設等で介護業務を行うための在留資格で、２０１７（平成２９）

年９月に創設されました。
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日本に中長期間在留する外国人（在留期間が３か月以下、短期滞在、外交または公用の在留資格が

決定された人、在留資格のない人などを除く）は、在留カードが入国管理局から交付されます。在留カー

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

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

特別永住者証明書は常時携帯する必要はありません。

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

すので、取り扱いに注意しましょう。

住所地以外の内容の変更（氏名など）があった場合は、１４日以内に入国管理局へ、住所の変更があっ

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

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

在留カードって何？

【在留カードの見方】

在留カード 表

在留カード 裏

帰化って何？

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

る制度のことをいいます。

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

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

によって行為能力を有すること、素行が善良であること、自己または生計を一にする配偶者その他の親

族の資産または技能によって生計を営むことができるなどの、条件を満たすことが必要です。手続き窓

口は、法務局です。帰化が許可されると、官報に告示され法務局から帰化者の身分証明書が交付され

ます。帰化後、氏名と本籍を設定し、告示の日から１か月以内に市区町村役場に届出をする必要がありま

す。日本国籍を取得することにより、戸籍がつくられ、参政権が得られます。

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

ることが必要です。本人の意思によってその国籍を離脱できない国もあり、日本人との親族関係や境遇

に特別な事情があると認められるときには、帰化が許可されることがあります。

就労ができない在留資
格の場合は、就労不可
と明記されています。

１６歳未満の人は、写真
がありません。

在留期間の更新や在留
資格の変更の許可申請
を行った場合、申請中で
あることが記載されます。

在留期間と満了日。在
留期間は、在留資格に
応じて審査の上、決めら
れます。（→P.13）

永住者も含め、在留カー
ドには、有効期限があり
ます。
在留期限と在留カードの
有効期限を混同しない
ようにしましょう。

住所変更をした場合、新
しい住所が裏面に記載
されます。

資格外活動の許可を受
けたときにその内容が記

載されます。
出典：法務省入国管理局ホームページ

※ 特別永住者の在留資格は在日コリアン等（→P.１０）に与えられる
もので、就労をはじめ在留活動に制限はありません。
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在留資格は28種類あり（除「特別永住者」）、決定された在留資格で認められている活動以外の活動を
行うことはできません。また、在留期間を超えて在留する場合は期間更新の許可が必要です。

（2017（平成29）年9月現在）

在留資格 在留期間 代表的な職業等
就労
制限

外交 外交活動を行う期間 外交官 △

公用 5年・3年・1年・3月・30日・15日 国際機関職員 △

教授 5年・3年・1年・3月 大学教授 △

芸術 5年・3年・1年・3月 音楽家、芸術家 △

宗教 5年・3年・1年・3月 宗教家 △

報道 5年・3年・1年・3月 外国の報道特派員 △

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

△

経営・管理 5年・3年・1年・4月・3月 企業の経営者、管理者 △

法律・会計業務 5年・3年・1年・3月 弁護士 △

医療 5年・3年・1年・3月 医師、看護師 △

研究 5年・3年・1年・3月 政府機関や私企業の研究者 △

教育 5年・3年・1年・3月 中学校・高等学校等の語学講師 △

技術・人文知識
・国際業務

5年・3年・1年・3月 システムエンジニア、通訳、デザイナー △

企業内転勤 5年・3年・1年・3月 外国の事業所からの転勤者 △

興行 3年・1年・6月・3月・15日 舞踊家、プロスポーツ選手 △

技能 5年・3年・1年・3月 外国料理コック △

介護 5年・3年・1年・3月 介護福祉士 △

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

技能実習生 △

文化活動 3年・1年・6月・3月 日本文化の研究者 ×

短期滞在 90日・30日・15日以内の日を単位とする期間 観光旅行者 ×

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

大学生、高校生、小中学生、日本語学校
生

×

研修 1年・6月・3月 研修生 ×

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

在留外国人が扶養する配偶者・子 ×

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

ワーキングホリデー、経済連携協定に基づ
く外国人看護師・介護福祉士候補者

△

永住者 無期限 永住許可を受けた者 ○

日本人の配偶者等 5年・3年・1年・6月 日本人の配偶者・子・特別養子 ○

永住者の配偶者等 5年・3年・1年・6月 永住者の配偶者・子 ○

定住者
5年・3年・1年・6月または法務大臣が個々に指定
する期間

日系3世、定住者の配偶者、日本人の6
歳未満の養子

○

※就労制限： ○ 制限なし、△ 一定範囲可、× 不可

在留資格一覧
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日本に在留する外国人が、当初の在留目的とは異なる新たな目的のために在留することや、当初に与

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

請を行い、法務大臣から許可を受ける必要があります。

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

① 在留資格の変更（→P.109）

現在の在留目的を変更して在留を希望する場合の手続きです。

② 在留期間の更新（→P.109）

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

る場合の手続きです。

③ 再入国許可

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

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

格・在留期間で在留できます。

○ みなし再入国許可について

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

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

ほか、現在の在留期間を超えて再入国ができませんので注意が必要です。

④ 在留資格の取得（→P.27）

日本で出生した外国人の子が、出生から60日を超えて日本に在留しようとする場合に行う手続きです。

日本で出生した場合、与えられる在留資格および在留期間は、通常、親の在留資格および在留期間に応

じて決定されます。

⑤ 資格外活動許可（→P.36）

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

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

管法違反となります。

⑥ 永住許可（→P.11、109）

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

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

在留カードの有効期間更新の手続が必要となります。

名称 所在地 電話番号 対応言語 受付日時

名古屋入国管理局

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

名古屋市港区正保町
5-18

052-559-2150 日本語
月～金

（祝祭日を除く）
9:00～16:00

名古屋入国管理局
豊橋港出張所

豊橋市神野ふ頭町
3-11
豊橋港湾合同庁舎

0532-32-6567 日本語
月～金

（祝祭日を除く）

9:00～16:00

外国人在留総合
インフォメーション
センター

名古屋入国管理局内
（窓口案内のみ。電話で
の問合せは右の全国共
通番号へ）

0570-013904
（全国共通）

03-5796-7112
(全国共通：PHS、
IP電話、海外から）

ポルトガル語、スペイン語、
英語、中国語、韓国・朝

鮮語、フィリピノ語/タガロ
グ語

月～金
（祝祭日を除く）
8:30～17:15

入国管理局
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通常、大使館や総領事館（領事館）では、次のような業務を行っています。詳しくは、それぞれの大使館

や総領事館（領事館）にお尋ねください。

◆ 自国民の保護

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

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

ります。

◆ パスポートの発行、再発行、修正、追加

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

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

（領事館）を案内しましょう。

◆ 委任状、認証状の発給

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

◆ 出生、婚姻、死亡に関する手続きやそれらの証明書の発給

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

や総領事館（領事館）で行います。

◆ 兵役に関すること

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

◆ 選挙に関すること

本国で選挙が行われる際の在外選挙の窓口になっています。

◆ 各種ビザの発給

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

公館名 所在地 電話番号

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

大使館・総領事館（領事館）

【外国人住民数上位10か国の在日公館】 ※愛知県管轄の公館 （アルファベット順）
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外国人も日本人と同じ制度を使えるの？

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

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

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

制度があります。在留資格上、制限がない場合でも、年齢や所得、雇用形態など、ほかの条件を満たす必要

があるため、実際はサービス等が利用できないこともあります。
以下の表では、在留資格別に各サービス等の利用の可否をまとめたものですが、個別のケースについては、

管轄窓口にご確認ください。

在留資格

サービス等

特
別
永
住
者

身分や地位に基づく
在留資格

特
定
活
動

原則として就労活動が
認められない在留資格

就労可能な
在留資格 在

留
資
格
な
し

永
住
者

日
本
人
の

配
偶
者
等

永
住
者
の

配
偶
者
等

定
住
者

家
族
滞
在

留
学

研
修

文
化
活
動

短
期
滞
在

技
能
実
習

そ
の
他

在留カードの有無
×

(*1)
○ ○ ○ ○

△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

×

マイナンバー制度 ○ ○ ○ ○ ○
△

(*2・3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△

(*2・3)

△
(*4)

就労の可否 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*5)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

×
(*7)

○
(*6)

△
(*5)

×

納税の義務
○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

○
(*8)

△
(*8)

○
(*8)

社会保険（健康保険
と厚生年金）

○ ○ ○ ○ ○
△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

○
△

(*2)
×

国民健康保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

△
(*4)

介護保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

△
(*4)

後期高齢者医療保険 ○ ○ ○ ○ ○
△

(*2・11)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

×
×

(*14)
△
(*2)

△
(*4)

国民年金 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

△
(*4)

雇用保険 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*9)

△
(*9)

×
△
(*9)

△
(*9)

△
(*9)

○
△

(*10)
×

労災保険 ○ ○ ○ ○ ○
○

(*12)
○

(*12)
○

(*12)
○

(*12)
○

(*12)
○

(*12)
○ ○

○
(*12)

生活保護
○

(*13)
○

(*13)
○

(*13)
○

(*13)
○

(*13)
× × × × × × × × ×

母子健康手帳の交付 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

障害者手帳の交付 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

×

入院助産 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

子どもの予防接種 ○ ○ ○ ○ ○ △
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○ △
(*2)

△
(*4)

乳幼児医療費の助成 ○ ○ ○ ○ ○
△
(*2)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

△
(*3)

× ○
△
(*2)

△
(*4)

就学の可否（公立小
中学校）

○ ○ ○ ○ ○
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)
△

(*１5)

在留資格別サービス等利用（可否）一覧

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

*2 活動内容により、一部対象とならない場合がある。

*3 在留期間が3か月以下の場合は対象とならない。

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

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

*6 在留資格で認められた活動しかできない。

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

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

*9 一定の要件を満たし、就労活動が認められる場合に限る。

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

*11 医療を受ける活動を目的とした外国人は原則加入しない。

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

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

*14 「技能実習」の在留資格の性質上、実際に利用しない。

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

○：対象となる、×：対象とならない、△：条件により異なる
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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。

● 20 ●



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？
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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。

利
用
者
が
申
込
み

（
市
区
町
村
役
場
へ
）

障
害
支
援
区
分
の
認
定

（
市
町
村
が
実
施
）

サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画
案
の
作
成

(

相
談
支
援
専
門
員
が
作
成
）

支
給
決
定
、
受
給
者
証
交
付

（
市
町
村
）

支
給
決
定
時
の
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

（
相
談
支
援
専
門
員
が
作
成
）

サ
ー
ビ
ス
利
用

支
給
決
定
時
の
サ
ー
ビ
ス
等
利
用
計
画

（
相
談
支
援
専
門
員
が
作
成
）

利
用
者
が

相
談
支
援
事
業
所
へ
依
頼

相
談
支
援
事
業
所
が

一
定
期
間
ご
と
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

サ
ー
ビ
ス
担
当
者
会
議

（
利
用
者
を
含
め
関
係
者
）

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
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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
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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。
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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

● 78 ●



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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ブラジル 多文化共生が当たり前

ブラジルは、歴史的に様々な国の移民を受け入れてきたため、いろいろな民族・人種が集まり、「人種のるつぼ」

とよく表現されます。日本では「多文化共生」社会の実現を目指し、様々な取り組みがなされていますが、ブラジ

ルは「多文化共生」が当たり前の国です。また、もともとカトリックの国であることから、困っている他人を助ける、協

力するという精神は、一人ひとりの中に色濃く影響していると言えるでしょう。

生活する

病気・医療

老後を支え合う

Banco de Leite Humano（母乳バンク）って何？
特に未熟児で生まれてきた乳児に対し、健やかな成長を支援するために母乳を提供するバンクで

す。未熟児を産んだ母親や母乳の出る母親が登録して母乳をバンクに寄付し、相互に助けあう仕組

みです。母乳は、感染症検査を行い、適切な処理のもと、安全に乳児に提供されています。ブラジルに

は、連邦区を含む26州のすべてに配置され208もの母乳バンクが存在します。WHO世界保健機関

もこのブラジルの取り組みを推奨しています。

2012 （平成24）年には159,308人の新生児に対し、126,062リットルもの母乳が提供されたとのこ

とです。

Bolsa Família（ボルサ・ファミリア）って何？
貧困に苦しむ家庭を支援する国の制度で、具体的には、食事に困らないように、また教育、医療を

受けることができるようにする給付型の支援制度です。現在、ブラジル国内で1,390万世帯が支援を

受けています。

給付対象となるのは、世帯一人当たりの所得が85.01～170.00レアル＊（3,021～6,042円）で、家

族の中に妊婦や0歳から17歳までの子どもがいることが条件となります。給付金額は、家族の構成員

等にもよりますが、2017年は、月額85.00～457.00レアル（3,021～16,242円）となっています。2017
（平成29）年のブラジルの月額最低賃金が937.00レアル（33,301円）であることと比較すると、貧困

層にとっては必要不可欠な支援になっていると言えるでしょう。

*1.00レアル＝35.54円 （2017 （平成29）年9月30日現在）

Sistema Único de Saúde-SUS（統一保健医療システム）って何？
SUS（スス）と呼ばれている公的医療保険制度。軽い症状から臓器移植まで、全国民が無料で医療

を受けることができます。また、SUSを利用して無料で出産することもできます。

しかし、実際のところ、SUSのみを取り扱う医療機関は少なく、SUSの利用を目当てに、患者がその医

療機関に集中し、病院の前には早朝から長蛇の列ができていることがしばしばあります。

SUSで患者を受け入れた場合、政府からの給付額が少ないため、SUSのみでは病院経営が成り立

たず、多くの病院ではSUSと民間保険の両方を扱っています。

中流階級以上の多くは、対応の迅速さや質の良い医療を求めて、民間保険に加入している傾向に

あります。

Casa de Repouso para Idosos（休養の家）ってどんなところ？
老人介護施設はブラジルにも存在し、大きく3タイプに分かれています。

Casa de Repouso（休養の家）

医師、看護師、セラピストの指導のもと、60歳以上の要介護の高齢者が生活する施設です。

Centros Dia（デイサービス）

家族が自宅で支援することができない場合、一日もしくは半日、60歳以上の高齢者が過ごすこ

とができる施設で、食事や移動、衛生面で日常生活、社会生活を援助していく場となっています。

Centros de Convivência（共生センター）

高齢者の社会文化活動、生涯教育活動、コミュニティ参加を促すことを支援する施設です。

多くはサンパウロ州に集中していますが、大都市圏、サンパウロ、リオデジャネイロ、ブラジリアなどに

約200件あります。代表的な施設としては、サンパウロ日伯援護協会（ENKYO）の厚生ホーム（休養の

家／日本の特別養護老人施設にあたる）があります。高齢者との長期滞在養護施設として1971（昭

和46）年に設立されたブラジルでもパイオニア的な老人福祉施設となっています。

日本の高齢者施設も入居する際に高額な費用がかかりますが、ブラジルでも同様に、月額約

3,000～5,000 レアルの費用が必要になるため、利用者の多くは中・上流階級の人です。ブラジル全

体をみると、自宅で家族が介護する、あるいは家政婦を雇って介護するなどのケースが大半と言える

でしょう。

生まれる・育てる
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2016（平成２８）年に一人っ子政策は撤廃されたものの、それまでの30年以上にわたる人口抑制策から、人口構

造にアンバランスが生じています。高齢化も予想を上回るスピードで進んでおり、2013（平成２５）年には、60歳以

上の人口が2億人を超えたという統計もあります。毎年800万人が高齢者の仲間入りをしています。

中国では、老齢化・失能化（＝介護が必要となっていくこと）・空巣化（＝夫婦のみや独居が増えること）・少子化

といった「四つの化」への対応が問われています。その一方で、都市と農村の不均衡、家族を支えるハード面・ソフ

ト面の不足など、課題は山積しています。

こうしたことへの一つの対策として、政府は2017（平成29）年12月、ボランティア活動を推奨するとともに、その

活動が適正に行われるための基準等を定めた「ボランティア活動サービス条例」を公布しました。

コミュニティソーシャルワークとしての社区福祉
社会や家族のあり方が変わる中、コミュニティ単位で社会福祉や社会サービスを提供する取り組み

が始まり、その単位を「社区」と言います。日本の町内会のような単位です。

「国家」「社区」「家庭」「非営利組織」の4部門を社会の基礎として、それぞれがそれぞれの役割を

果たすことが、社会福祉が成功する鍵といわれています。

「近くにいてくれて便利」「いろんなことの相談に乗ってくれる」「小回りが利く」社区の相談員には、

日常的に、親の扶養や遺産をめぐる家族間トラブルの相談や調停依頼、生活保護申請の相談など

が舞い込んでいます。

誰もが支援対象となれる制度への変更

病気になったり、働けなくなったり、老いたりして困窮することは誰にでも起こりうることです。

そのような事態になったときに、「誰もが国家の経済的発展の恩恵を受けられるような原則を設け

よう」という理念に基づいた普遍主義の福祉が中国でも始まりました。2007（平成１９）年に公表された

「適度普惠型福祉」です。

これにより、それまで社会保障制度から排除されていた農民に、年金・医療・最低生活保障を段階

的ながら普及していくことが優先事項として挙げられました。他方、それまで保険料を免除されてい

た公務員の年金の優遇策が撤廃されるといった改革も行われました。

車や自転車やスクーターが車線にお構いなくひっきりなしに走っている。このような中国都市部の風
景をイメージとして持っている人も多いのではないでしょうか。

実際、交通量の多い地域では、点字ブロックが自転車やゴミ箱で邪魔されていたり、自転車が超ス
ピードで歩行者の横を駆け抜ける場面もこれまでは多く見られました。危険が多い交通事情の中、小
さい子どもや障害のある人が１人で外出するのには少し厳しいこともあったようですが、近年は大都市
を中心に改善されてきました。2017（平成29）年には交通規則が改正され、横断歩行者を優先させ
なかった運転手には、罰金や減点の罰則が課せられるようになりました。

生活する

全 般

生活する

交通事情と歩行者

国家的政策「健康中国2030」で目指す健康社会
経済発展に伴い、国民の健康や生活の質への意識が高まったことから、政府は2016（平成28）年に

「健康中国2030」を公表しました。その中では、医療や高齢者対策、環境や食事を含む生活全般など、

幅広い分野に関する施策が打ち出されています。

医療分野では、公的医療保険制度、病院間の医療連携、中国医学と現代医学との連携による難

病治療などが改善強化されると述べられています。また、老人ホームの供給不足を空床の病院で引

き受けることも含めた、生活介護と治療とを一体化した新型養老サービスが、高齢者分野の方針の

一つとされています。身近な日常生活の対策としては、大気汚染の継続改善、太極拳などの伝統的

運動に科学的知識もプラスした体力作り、栄養知識を普及させる食事指導なども挙げられています。

こうした施策により、平均寿命の引き上げ、乳児死亡率や妊婦出産時死亡率の低下、日常的な運

動の促進などを図り、全国民の健康増進に繋げるとともに、今後も進む高齢化等の社会的な課題へ

の対策として期待されています。

病気・医療
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インドネシア 相互扶助の気持ちで支え合い

インドネシアは、１万数千以上もの島々からなっていて、そこに300とも500ともいわれる数の民族や種族が生

活しています。そのため、住んでいる地域や貧富の差によって、受けられる福祉サービスや医療に大きな違い

が生じています。また、公務員・軍人・警察といった業種ごとの医療保険や年金制度はありましたが、全国民を対

象とした社会保障制度は整備されていませんでした。

しかし、2005（平成１７）年にJAMKESMASという貧困者向けの医療保険制度ができたことからもわかるよう

に、国は全国民が対象となるような新たな制度作りに臨んでいます。

日本から学んだ「母子健康手帳」が活躍
誰もが必要な時に適切な保健医療サービスを受けることができる体制づくりの一環として、1985

（昭和６０）年からポシアンドゥ（＝統合保健ポスト）という組織作りが国内で推奨されてきました。

この組織では「自分たちのできることから始めよう」というコミュニティの自助自立の精神に基づき、

村のヘルス・ボランティアが中心となって、身体測定・栄養指導・家族計画指導・ビタミン剤投与など

を行っています。その結果として、乳児死亡率の急激な減少に大きく貢献したといわれています。ここ

で活用されているのが1990（平成２）年前後から導入されたインドネシア版母子健康手帳。この導入

にあたっては、日本での研修で母子健康手帳システムを学んだインドネシア医師が貢献しています。

「民生委員・児童委員」の活躍
貧困対策として国が200７（平成１９）年から始めた試みに家族希望プログラム（条件付き給付）があ

ります。ソーシャルワーク教育などを受けた地域のボランティアが家庭訪問を行い、経済状況や家庭

状況を確認し、学校や医療機関と連携しながら支援を行う、日本の民生委員・児童委員のようなプロ

グラムです。また、妊娠検査や予防接種などの母子保健サービスの利用と子どもの就学（85％以上

の出席）を条件に、最貧困世帯の母親に現金を給付することも行っています。これにより多くの人が

貧困を脱するという成果が出ていることから、実施する州が年々増えています。

貧困から脱することができず、更なる支援が継続的に必要な人は、KUBE（＝世帯レベル経済及び

生産活動推進事業（ミクロファイナンス））といった他の制度が支援を引き継いでいきます。KUBEは、

貧困層の10世帯が1組となり、共同で営利事業に取り組む組織です。資金的援助や専門的なノウハ

ウは国やNGOから得て、利益が出ると資金の返金を行っていきます。

「人類みな兄弟」の助け合い
稲作文化から生まれたといわれる「ゴトン・ロヨン（＝相互扶助）」の精神は今も受け継がれ、結婚式

や葬式はもちろんのこと、日常的にこの精神に基づく助け合いが行われています。インドネシア語で兄

弟のことを「ソウダラ」といいますが、このソウダラには他に、親類・仲間という意味もあり「人類みな兄

弟」という気持ちがここにも現れています。入院などの急な出費を要するときは、ゴトン・ロヨンの精神

で、幅広いソウダラ間にカンパが始まります。こうした人間社会の中で、一定程度の安心が担保され

ています。

また、地縁・血縁・職場などで定期的に人々が集まり、参加者が少額ずつ出し合い、くじ引きで1名

が全額を受け取る仕組みの「アリサン」という互助制度もあります。かつての日本の頼母子講のよう

なものです。この場合も、特別な出費がある人は、優先的に皆の出資金を受け取ることができ、生活

の担保となっています。

日・インドネシア経済連携協定に基づき、2008（平成20）年度から、看護師・介護福祉士候補者が

日本に毎年来ています。インドネシアの後に同じような協定を結んだフィリピンとベトナムも含めた累

計受入れ人数は4,700人を超えていますが、インドネシアからの人に限れば2,100人を超えています。

（2017（平成29）年9月1日現在）※ この制度は、経済活動の連携の強化の観点から実施されてい

るものであり、資格を取得し継続して日本の看護・介護の分野で活躍するインドネシアの人々が増

えていくことが期待されています。

インドネシアからの看護師・介護福祉士候補者受入れ状況

生活する

全 般

※出典：厚生労働省HP「インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受入れについて」

生まれる・育てる
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ネパール 古きよきものと新しいものとが共存

“障害“への理解を深めています
「障害」を「前世の罪の結果」「恥」と思い、家族とくに母親が家の中で世話をする風習が古くからあ

ります。また、「治療のために」と祈祷師に頼る人々が今も多いようです。

現在、障害者は、他の患者たちと同様に、治療され看護・介護を受けています。政府はこれらの

人々に多くの施設や職員を提供し、彼らの権利も守られています。

カースト制度による差別意識が壁となり、階層を越えた助け合いがなかなか進まない現状もありま

すが、政府は法律を制定したり、意識向上のための事業を導入したりして、こうした現状を打破しよう

と努め、今それらの効果が出はじめています。

高齢者の居場所は？
「親の世話は家族の義務」という国民性があり、高齢者の80％※２は家族と一緒に、住み慣れた地に

暮らしています。地域のまとめ役として尊敬される高齢者も多くいますが、寿命が伸びて認知症状を

持つ人も増え、家族との同居が難しくなった認知症高齢者の生活の場の問題がネパールでも出てき

ています。

また、公務員や大企業に勤めている人にしか年金制度がないことから、年金受給者以外の経済的

な課題もありますが、ここ10年、政府は70歳以上のすべての国民と、60歳以上の特定地域の住民お

よび特定カーストの国民に、一定額の手当てを支給してきました。

呪術医と近代医学の連携

人口1,000人に医師が0.2人という医師不足※１や、医療保険制度がないことによる経済的理由もあ

り、必要な治療を医師から受けることができない人が多くいます。また、昔から呪術医を頼るという風

習もありました。呪術医は、患者の話をじっくりと聞き、患者の心に働きかけてくれるので、今も人気

が高いようです。こうした中、近代医学の診療所が呪術医と連携をして治療したりする新しい動きも

あります。

国や病院は、呪術医や医療の専門家がいない農村部の保健サービスボランティアに対して、救急手

当ての方法と病院に到着するまでの患者の対処の仕方などの訓練や指導を行ったり、医薬品提供

の依頼を始めてもいます。こうした医療機関と住民やボランティアなどがともに取り組む草の根運動

は、熱や痛み、下痢などの対応に効果的です。

人々の健康への意識が徐々に高まるなか、他にも国立病院での無料受診・出産医療費の無料化・

乳幼児の予防接種といった改善策が「すべての人々を健康に」のスローガンの下に取られています。

人々の心の中にある助け合いの気持ち

釈迦が生まれた地ネパールでは、昔から寺院巡礼者に宿・休憩所・飲食の提供を行う「グティ」と呼

ばれる相互扶助組織がありました。時代の流れの中で、グティによる支援対象が孤児・病人・高齢

者・生活に困った人などにも広がり、食料をこうした人々にも分けるようになりました。グティは、地域

自治会、または協働組合として国民に知られています。

また、一般の人々が、道路などの整備や葬儀などの宗教的行事を協力して行うなど、グティの精神そ

のものがいろいろな形で、人々の日常やＮＧＯの活動に引き継がれているといわれます。

2,800万人近くの人々が北海道２つ分よりちょっと小さい国土に暮らしているネパールは、多民族国家です。ネ

パール憲法で無宗教国家であることを宣言していますが、宗教的には、ヒンドゥー教徒、仏教徒、イスラム教徒で構

成される多宗教国家です。

古代から続くヒンドゥー教の身分制度カーストが変容しつつも独特な形で残っていて、住居地や結婚、仕事など

の社会生活に影響を与えています。このために、長い「貧困の輪」から脱することができず、厳しい生活を余儀なく

されている人々もいます。しかし、法律においては全ての国民が平等であるとされており、公務員への道はすべて

の国民に開かれていますし、カーストに関する差別をした者は罰せられることになっています。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

全 般

※１ ※２ 出典：『世界の社会福祉年鑑 2009』
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医療費の無料化と目指す国民皆保険・皆年金
政府は、医療受診を無料化して安心して治療できるようにしたり、公立学校に通う3～17歳の児童

の就学を条件として加入できる無償学校保険制度（SEG）を設けたり、妊婦と３歳未満の幼児を対象

とした母子保険制度を発足したりしています。ただ、諸制度間の調整がうまく進まないこともあり、制度

間に重複も多く、費用対効果の検証や対象の絞り込みの再検討などの課題もあります。

医療保険に関しては、軍や警察には独自の制度があり、就業者や農業従事者にも社会健康保険

（EsSalud）があります。また、貧困層には、国からの補助金を財源とした総合医療保険（SIS）があります。

そこで、国民皆保険を目指す政府は、各保険制度の狭間となっていた自営業者や非正規就業者・定

期的収入を持たない低所得層なども加入できる諸制度を整備しました。そのため、2004（平成１６）年に

は37％だった保険加入率が、2010（平成２２）年には64％になったというデータ もあります。※

同じく年金についても、もともとあった公務員の制度に加え、一般の人が加入できる民間年金制度

（SPP)や国家年金制度（SNP)、小零細企業の労働者向けの社会年金制度（SPS)、75歳以上の極貧高

齢者向けの非拠出型年金制度など、諸制度が整いつつあります。

不可欠なNGOや自主団体
農村部や山岳地帯に住む人々は、交通手段がないために無償医療にもアクセスできない状況にあり

ます。また、貧困対策がバラマキ福祉政策として政治の道具として利用されることもあり、制度の実施

や継続性には少し問題もあるようです。

こうした事態を補完しているのが、カトリック教会などの宗教関連のNGOや国際的団体の支援を得

たNGOです。また、低所得者層居住区の人々の中には相互扶助制度で問題の解決を図ったり、イタリ

ア系・日系のような民族系コミュニティでは独自の医療・介護施設を設けて慈善事業を行ったりしてい

ます。

進む障害者福祉
障害者雇用促進企業の登録制度があり、障害者を雇用した企業への優遇策もとられています。しか

し、障害者向けの高等教育制度が整っていないこともあり、雇用者側のニーズと障害者の実情とが合

わず、実際の雇用にはなかなかつながらない面もあるようです。

また、2007（平成１９）年に障害者権利条約を批准したことを契機に、国家戦略として「障害者機会均

等計画2009-2018年」が制定され、障害者の保健医療・教育・社会参加・雇用促進の事業に着手して

います。その一環として、2012（平成２４）年に日本からの援助もあり、首都リマに国立障害者リハビリ

テーションセンターが新築されました。ここには38床のベッドと、ＣＴスキャンや超音波エコーなど最新機

材があり、義肢製作の工房もあります。今後も、ここを基点に世界の最先端に匹敵する医療やリハビリ

を手掛けていくようです。

動き出した自然災害対策
ペルーは、世界的にみても地震・洪水などの自然災害が多い国の一つです。自然災害に対する国策

が途上にあることもあり、人々はお互いに協力し合って生活復興を行っていきます。待ったなしの災害

に対して脆弱性を抱えてはいますが、社会的包摂が国の最大課題の今、「弱者を災害の犠牲者としな

いようにする」を政府は最大テーマの一つに掲げ、２０１０（平成２２)年の国家基本政策に「災害リスク管理

への取り組み」を加えました。法律・政策・組織の整備を積極的に行い、この取り組みの具体化を図っ

ています。

日本は、２００７（平成１９）年８月にペルー南部の太平洋沿岸で発生した大規模な地震に対し、ODAの

一環としてペルー政府と契約を締結し、学校再建や給水施設の再建工事、学用品などの調達業務に

関わりました。

鉱物資源の輸出国であるペルーは、世界的な鉱物価格の上昇に伴い安定した経済成長を遂げています。しかし、

国民の3割ともいわれる人々が貧困層に属し、特に山岳地域やアマゾン川流域には貧困者が集住しています。こ

うした地域の人々は、電気や水などのインフラも十分には供給されておらず、先進的な医療も受けられない生活

を送っています。歴史的・民族的な背景もあり、こうした生活環境の著しい格差が一朝一夕に埋まるものではなく、

国民全体としての統合が弱いとも言われています。

このような国情でありながら、「社会的包摂」という言葉の下、経済成長の恩恵を貧困層にも行き渡らせようと

いう試みを政府は行っています。

生活する

病気・医療
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※ 出典：『世界の社会福祉年鑑 ２０１2』
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フィリピン 大きな役割を担う家族やNPO・NGO

家族間で支え合う双方系拡大家族
フィリピンでは、父方と母方の双方の広範囲な親族と関わりを持って暮らしていくことが生活の基

本です。家族とみなされる範囲は広く、行き来や食事の分かち合いはもちろん、お金の貸し借りも頻

繁に行われています。誰か一人が財産を独占することはせず、広範囲な親族構成員と分かち合うの

が慣習的です。海外移住者が増えた現在、密接なつながりを保つ家族の絆が地理的にも国籍的に

も広範囲化しています。

親の代わりに子どもの世話をする者が近くにたくさんいるので、子育てを母親一人が担うことはま

ずなく、高齢者や障害を持つ家族の介護についても同じで、「フィリピンには、介護の問題は存在しな

い」と断言する人もいるほどです。このことは、入所施設が少ないことからも伺えます。

ただ、今日、高齢者に対する尊敬の気持ちといった風土は、伝統として人々の中に残ってはいます

が、都市化・核家族の波はフィリピンにも訪れており、支え合いの形が変化している面もあります。

「介護は天職」と言われるフィリピン人
「福祉」に関しては、フィリピンでは既に1965（昭和４０）年にソーシャルワークが一つの専門職制度

として確立しています。現在のソーシャルワーカーの受験資格には、1000時間の実習など少し厳しめ

の条件も含まれています。

実際の介護の現場では、家族思いで心優しいフィリピン人には「介護は天職」という自他共の認識

もあり、良質のケアが提供できています。2000（平成12）年以降、国内の介護求人需要を賄うためでは

なく、海外へ介護従事者を送り出すために、カナダのケアギバー（＝介護士）養成カリキュラムを元にした

資格が制定され、より専門的な技術や知識の習得が図られています。日本にも、多くの人が介護従事

者として来日しています。

コミュニティ・ベースド・リハビリテーション
公的な福祉施設があまりなく、リハビリの専門職員がいる施設も少ないこともあり、当事者や家族

を組織化し、その人々にリハビリの技術を覚えてもらって、日常的に地域や家庭でリハビリをやっても

らおうという試みです。こうした試みができるようになったのも、NGOや当事者団体が策定段階から、

全国障害者福祉協議会の協議に積極的に参画できたからということがあるようです。

再統合プログラム
フィリピンから海外に出稼ぎに出る人は多くいます。職種も母国を離れている期間も多様です。出

稼ぎの間あるいは本国に戻ってからも、フィリピンに残った家族のあり方や家族との関係が変わり、家

庭崩壊につながることも多く、そのことがもたらす社会的な影響も大きくなってきました。

そこで、出稼ぎ者が帰国した際にフィリピン社会に経済的・社会的にスムーズに適応し、自律した生

活を送ってもらおうと意図するのがこの再統合プログラムで、OWWA（海外労働者福祉庁）が主導

しています。実際には政府よりもNGOが担っている面が多いようですが、海外労働者の子弟向けの

教育融資プログラム、海外就労中にトラウマを負った女性に対する心理カウンセリングや生計プロ

ジェクト、帰国者がフィリピン国内で大学教育などに戻る際の学費支援プログラムなどがあります。

1898年にスペインからの独立を果たしたフィリピンは、その後の歴史的変遷を経て、今日では、日本と貿易や

ODA（政府開発援助）などにおいても深いつながりのある国の一つとなっています。

政局が安定しない時期もあり、法律や制度が形としては整っても、なかなか具体的な支援として人々に届くこと

が難しいフィリピンにあって、大きな役割を果たしているのは、NPOやNGOです。

フィリピン政府の2015（平成２７）年統計によると、総人口の1割にあたる1,000万人以上が外国に
暮らしています。その5割が永住者で、4割が正規の海外就労者、1割が非正規の就労者です。彼らが
祖国に残る家族に行っている送金額の総額は、日本円で約3兆円にのぼります。国家予算が約7兆円
であることを考慮すると、この総額がフィリピン社会にどれほどの影響を与えているかを伺うことがで
きます。※

これらの送金は、家族・親族の住宅改築・教育・消費財やサービスの購入などに充てられるほか、貯
蓄に回されます。他方、国全体の産業育成や地域振興に結び付くことにはなかなか投資されず、この
ことが課題ともなっています。

生活する
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在外フィリピン人からの送金

※出典：『現代フィリピンを知るための６１章』明石書店

生まれる・育てる
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儒教観の強い韓国では、孔子の教えが今なお生活や文化の中に生きています。常に年上の人を尊敬したり、親

孝行したり、そうした精神が言葉遣いだけでなく、食事のマナーや、日常の立ち居振る舞いなどの気遣いにも表れ

ます。儒教は古来日本にも伝来され、日本人の思想の根底にも少なからず流れていると考えられることもあり、韓

国と日本の社会福祉の制度には似ている点があります。

また韓国は、1997（平成９）年にタイで始まったアジア通貨危機による打撃を最も大きく受けました。復興に向け

て、IMF（国際通貨基金）などによる経済的支援や指導を受けたこともあり、国の諸方面の施策にその影響が見ら

れます。

介護保険
日本で２０００（平成１２）年にスタートした介護保険と同じような制度が、韓国では老人長期療養保険

として2008（平成２０）年7月にスタートしました。この老人長期療養保険によって、それまで行政が福祉

サービスの内容や提供者を一方的に決定してきた「措置」から、利用者が自由意思に基づいてサービス

内容や提供者を「選択」できるようになりました。それまで以上に、利用者の権利が重視される制度に

変わったのです。また、福祉を市場化して民間が持つ効率を最大限に活かせるような取り組みも行わ

れています。

皆保険制度・国民年金制度
韓国の民主化が1980年代後半に始まると同時に、公的な医療保険や国民年金も国民の声を取り

入れる形で成立しました。国民医療保険制度は、1989（平成元）年に「職場医療保険」「地域医療保

険」「公務員・私立学校の教員医療保険」といった日本と同じような分類の３種類で始まり、その後再

編を受け、2000（平成１２）年には皆保険制度として統一されました。

通貨危機を機に、対貧困者向けの社会保障ネットの強化に焦点が当たり、全国民が長期的な視点

で経済的に自立できるようにという施策が打ち出されていきます。国民年金制度が1998（平成１０）年

に成立し、「老齢年金」「疾病給付」「遺族年金」の3種類から始まりました。その後、対象者が自営業者

や農業や漁業に携わる人々にも広がったり、労災補償の対象が広がったり、また職業トレーニングの導

入も図られたりするなど、自立に向けた方策が盛り込まれてきています。

フードバンクシステム
通貨危機は失業世帯や貧困層の増大をもたらし、その救済策として、1998（平成１０）年からフードバ

ンクが試行されました。2006（平成１８）年には「食品寄付活性化に関する法律」が制定されて法的な根

拠も整ったことから、運営に継続性や安定性が担保されるようになりました。フードバンクシステムでは、

低所得階層の満足に食事がとれない子どもや単身高齢者・障害者などの利用登録者が、月１回、４品

まで選んで持ち帰ることができます。野菜や肉類は別枠でもらうことができます。

幼稚園児にこのシステムや寄付教育について知ってもらう「幼稚園の日」という日もあり、幼稚園児

が寄付品をバンクに持ち寄る取り組みも行われています。

民生委員・児童委員
複雑多様化する地域の福祉課題を、公民協働で改善・解決していこうと、2012（平成２４）年から全

国に希望福祉支援団という新たな福祉サービスデリバリーシステムが設置されました。設置単位は、

ちょうど日本の中学校区に一つといった範囲です。複合的ニーズを抱えている住民を支援し、貧困予

防やネットワーク作りをしたり、地域の潜在的福祉資源の発掘を行ったりしています。例えば、学校の担

任から「食事を与えないなどのネグレクトが疑われる父子家庭の児童がいる」という相談を受けると、

食品会社・教会・児童センターなどと連携して、食品の提供や学習支援を行います。また時には、スポー

ツ観戦の機会提供をするなど、総合的に幅広く支援を行っています。

1990年代から外国人労働者が急増したり、2000年代に国際結婚のために女性の移民が急増した

りしたことから、家父長制的な夫婦関係などの文化摩擦、言葉の問題、子どもの教育問題などが顕
在化しました。これらの解決を目指して2008（平成２０）年に、外国人や多文化家族を支援する「多文
化家族支援法」が施行され、多文化家族支援センターが定住化を前提とした長期的な視野に立った
総合的家族支援を行っています。

さらに、子どもが母親の母語を身に付けることで、母親や親戚と会話ができるようになったり、自ら
のルーツに自信や誇りを持ったりすることを目的とした二重言語教育政策も行われています。移住女
性が大学の一定課程を履修することで二重言語教授要員となり、この子どもたちへの言語指導にあ
たります。こうした職務に就けることは、移住女性のエンパワメントにも寄与していますし、多文化家
族が持つ言語や文化が、社会の資源として人々に認識されるようにもなっています。
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韓国 日本と似ている福祉制度を持つ国



知っておこう！それぞれのお国事情

タイ 人々の生活も社会も変わりつつある国

ニーズに合わせて整ってきた医療対応
富裕層は民間医療保険に加入して民間病院での診察を受け、一般層や低所得者層は公的医療

保険を利用して公立病院で受診しています。様々な宗教の人に対応するため、病院には仏教・キリス

ト教・イスラム教などの礼拝堂もあります。公的医療機関には、重篤緊急患者を受け入れ高度な治

療を行う救急病院、一般医療機関、第一次的な受入れを行うプライマリー・ケア・ユニット（ＰＣＵ）と言

われるヘルスセンターや地域病院の３種が階層的に配置されています。病院間の病診連携は取れて

おり、協力し合って治療にあたっています。地域密着のＰＣＵには、医師はおらず看護師による健康増

進活動や薬剤処方などがなされています。

また病院から遠い農村部には、医療資格はないけれども養成は受けた有償ボランティア（ＶＨＶ=Ｖｉｌｌａ

ｇｅ Ｈｅａｌｔｈ Ｖｏｌｕｎｔｅｅｒ）がバイタルチェックをしたり療養生活への助言をしたり、と患者や家族の在宅生

活を地域のネットワークで支援する環境も整っています。

地域の中で育まれる子どもたちの変化
もともと地域社会とのつながりが強いタイでは、妊婦や赤ちゃんは地域全体から大事にされていま

す。また、親族間の相互扶助ネットワークが強い大家族型なので、親族どうしが子育てのセーフティ

ネットの役割を果たしています。

ただ、今日の就労形態や、家族のあり方の変化などから、子どもをめぐる環境にも変化が生じ、子

育てへの無関心や家庭内暴力・棄児といった家庭内の問題や、不健全な性的行為・ＨＩＶ感染・薬物な

どといった問題も生じてきています。

こうした新しい問題に対し政府は、児童繁栄促進キャラバンと銘打って、育児方法などを学ぶ家族

力強化の研修・性や倫理教育のための合宿・子どもの創造性を育む芸術合宿・子どもの権利を学ぶ

活動などの諸策を行っています。

家族との同居が減少している高齢者
2007（平成19）年には90％以上とも統計された家族や親戚と同居している高齢者の割合は、2011

（平成23）年の時点で全国平均57％程度にまで減っているそうです。※１ その原因は、家族や社会の

変化によるものと考えられます。一方で高齢化は進んでおり、予測では、2025年に高齢社会（65歳以

上人口が人口の14％を占める）に、2035年に超高齢社会（同21％）になります。※２ 日常的な家庭環

境の変化に加え、急激な出生率の低下や未婚者の増加といった近頃の傾向もあり、誰がどのように

老親の面倒を見るのかが大きな問題になっています。

障害者の生活を支える体制
民間信仰（霊）への厚い信仰が見られるタイでは、障害は「前世の悪行の結果」と一般的には信じら

れ、家族は障害者を憐れみ過保護に接する感情と、悪行を恥じて障害者をひた隠しにする感情の二

局面を持ちます。こうした人々の意識改革を図る教育的意味も含め、1991（平成３）年に障害者社会

復帰法が制定されました。この法律により、障害者は登録することで障害者手帳を受け取り、リハビリ

サービスとその費用の給付・特殊教育の受講・法律問題や行政機関との折衝時の法律扶助などが

受けられるようになりました。また、貧困に陥っている障害者に食住の提供と技術の向上訓練を行う

施設もできました。これらの内容を決める推進委員会には、障害者自身も加わっています。

政府による十分な予算措置がない分、ＮＧＯの協力や企業からの寄付を受けながら、これらの障害

者施策や制度が継続的に運営されていくことが望まれています。

タイでは、以前から仏教の寺院や僧が人々の生活に深く関わり、教育・健康・文化といった分野で影響力をもっ

てきました。最近では、健康促進を国の大きな課題とする政府政策の一環として、寺院が更に積極的に人々の健

康増進の面で役割を果たすようになりました。例えば、朝の6時半から地域の老若男女が寺院に集まり、エアロビ

や太極拳で体を動かしたり、瞑想をしたりするようになったのです。

このように、伝統的な既存のものに新しい要素を盛り込んでいくことで、人々の生活習慣も考え方も、国のあり

方も変わりつつあるのがタイの現状です。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

※１ タイ老年学研究開発協会 調べ
※２ 出典：『タイを知るための72章』 明石書店
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児童虐待の対策は、州によって異なりますが、基本的には政府や公的機関が積極的に家族に介入
し、最終的には裁判所を中心に司法介入がなされます。

「通告法 Reporting Law」によって、医師などの特定職種者には通告義務があります。虐待が疑わ

れる場合は、保護者の同意を得ずにレントゲン診断の指示を出すことができ、電話で速やかに通告
しなければなりません。通告を怠ると罰金や懲役を科せられることとなります。

「保護者による虐待」とみなされる詳細な条件が、国の法律で定まっているわけではありませんし、
州によっても異なるようです。「7歳以下の子を、家・車・公園などに1人にさせてはならない」、「8歳か
ら10歳の子は、例え昼間でも1時間以上1人で家にいてはならない」、「11歳から12歳は3時間以内な
らよい」など、細かいガイドラインがあるのが一般的です。ただ実際はガイドライン以上に、親の責任
が問われることが多いようです。

知っておこう！それぞれのお国事情

「政府は個人の生活に干渉しない」という自己責任の精神が、もともとアメリカには強くあります。その精神が、

1996（平成８）年に施行された「個人責任及び就労機会調整法 The Personal Responsibility and Work 
Opportunity Reconciliation Act of 1996」の中で、「福祉から就労へ Welfare to Work」とさらに明文化さ

れました。例えば、若いシングルマザーに育児サービスを提供することで、就労の機会を与え自立に導くといったこ

とが行われています。また、契約社会のアメリカでは、民間企業が社会福祉や医療保険分野などで果たす役割に

も大きいものがあります。しかし、いずれも景気や雇用動向などに左右されるため「福祉からの安定的な自立につ

ながっているのか？」という疑問も投げかけられています。

高額な医療費はどうやって払っているの？
アメリカは自由診療が基本で、日本の国民健康保険のような公的な医療保険制度はありません。

各自が民間の保険会社から保険を購入しますが、医療費の高額化に伴い保険料も高騰して医療保

険に入ることができない国民が増加する一方、保険に加入していても更に高額な医療費を払えず自

己破産に陥る事態も珍しくありません。長年にわたり医療保険制度の見直しが検討され、2014（平成２

６）年「患者保護並びに医療費負担の適正化法 Patient Protection and Affordable Care 
Act」、通称「オバマケア」が施行されました。

オバマケアは、自営業者や、高齢者のための医療制度（メディケア）・貧困層のための医療制度（メ

ディケイド）では保障されないこれまで無保険であった人を主な対象としています。民間の保険会社に

は既往歴などによる保険適用の差別禁止もしくは緩和を課し、廉価な保険を提供させる一方、保険を

購入していない個人に対して罰金を科すことで加入を促し、健康保険加入率の増加を図っています。

オバマケアには欠陥があるとして現トランプ政権下で廃止の動きもありますが、明確な代替案がな

い混迷の中、オバマケアに基づく保険加入の受付は継続しています。

障害者にも求められる経済的自立
「アメリカ障害者法 ADA：Americans with Disability Act 1990」により、障害者の自立と完全社

会参加の権利の保障がなされ、障害者の雇用・教育・交通・情報などに対する「妥当な配慮」が義務

付けされました。

しかし、それでもなお就労率の低さなどから障害者の貧困率は高く、「チケット トゥ ワーク プログラ

ム」で、就労ネットワークス（EN)と呼ばれる政府と契約した民間団体や教会などが、職探しや職業リハ

ビリテーションなどのプログラムを障害者に提供し、自立を促す試みもなされています。

在宅生活を望む高齢者

ベビーブーマー世代が「高齢者」になってから、アメリカでは高齢者の居所とケアに対する関心が高

まってきています。高齢者の90％は地域社会の中で一般の住宅やアパートに住み、残りの人々はサ

ポート付き住宅やケア付き住宅、手厚い介護・看護・リハビリが提供されるナーシングホームに住んで

いるといわれます。※１

「歳をとっても、『一人の社会的存在』としての自分を大切にしたい」という意識が強いアメリカの高

齢者には、これまでの住まいや地域で暮らしていきたいという要望が強くあります。ソーシャルワーカーの

介入や宅食サービスなどといったソフト面と、住宅などのハード面の政策とが連携して、柔軟にニーズに

応え在宅生活を支えています。また、在宅の高齢者を支える家族や隣人の介護疲れ予防のための「家

族介護者支援 Family Caregiver Support」プログラムや、「街自体を住みやすくしよう」という市民

運動も2000（平成１２）年頃から始まっています。

病気・医療

障 害

老後を支え合う

守られる子どもたち

※１ 出典：「アメリカの高齢者住宅とケアの実情」
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知っておこう！それぞれのお国事情

女性中心に回っていた家庭や地域は？
地域によっては儒教的な男尊女卑の考え方が根強く残る一方で、長い戦争の間、社会や家庭の運

営が女性に大きく依存していたこともあり、妻・母としての女性の地位は確保されてきました。

隣近所との人間関係を大切にする国民性から、近隣の女性が冠婚葬祭を一緒に行う習慣なども

ありましたが、1986（昭和61）年に始まったドイモイ（刷新）政策によって市場経済が導入されてから、

人々のつながりや地域のつながりが希薄になりつつあります。

子育ての支援は？
ベトナムの二人っ子政策は、人口の抑制を目的に1988（昭和６３）年から始まりました。1990年代後

半頃からは「夫婦に子ども2人が幸せな家庭」というスローガンの横断幕が町に掲げられるようにもな

り、政策の普及が図られました。中国の一人っ子政策ほど強制的ではないものの、3人目からは罰金

が科せられたり、社会保険加入者に対する国からの分娩補助金や産休期間中の休業補償金が支払

われなかったり、公務員は解雇されたり、といった処遇もあったと言われています。

幼稚園は3歳からで、0歳児を預かってくれる保育施設はないので、出産後6か月の産後休業が終

わったあとは、多くの親は、子どもを祖父母にみてもらいます。祖父母の年齢層は50代前後と比較的

若く、孫の世話をする余裕があるからです。また、家政婦を頼んだり、謝礼を払って近所の人に世話を

してもらう場合もあります。

しかし、経済発展に伴う社会の変容で、若者は都会、父母や祖父母世代は農村に分かれるなど、数

世代同居の大家族が核家族へと形態が移行し、最近では父母等の助けを得られにくくなっています。

2017 (平成２９）年に二人っ子政策は廃止になりました。一方で、予想を上回るペースで高齢化が進

み、子育てと親の介護の問題が二人っ子世代に今後重くのしかかってくると予想されています。

ベトナムは、アジアの中でも群を抜いて経済が急速に発展し、社会的にも安定してきています。その理由の１つと

して、共産党一党独裁体制を維持しつつ市場経済化を進める一方、金融市場を対外的に開放しなかったために、

アジアの通貨危機やリーマンショックの打撃を大きく受けなかったことが考えられます。

この堅実な経済成長は、ベトナム国内の貧困削減に一定の成果を与え、貧困層比率が9割から6割に減ったと

いうデータもあります。※１ しかし、「ベトナム人の生活は豊かになった」とは必ずしも断言できません。物価の上昇率

が高いので、所得が少ない多くの人々にとっては、必ずしも生活は豊かになっていないのです。国全体の経済成長

が、今後人々の生活をどのように変えていくかが注目されています。

ベトナムには人口の８６％を占めるキン族のほか、5３の少数民族が住んでいます。2006（平成１８）年

から2010 (平成２２）年にかけて、少数民族や山岳などの困難地域に住む人々を対象に、政府による

新しいプログラムが実施されました。貧困家庭への優遇融資、無料の職業訓練、医療保険の支給、学

費免除、住居費補助などです。その結果、貧困比率が低減するなど一定の効果が出ました。政府は

最低賃金の引き上げも継続的に行い、こうした人々のさらなる生活向上を図っています。

また、ベトナムには、町と農村に住む人々のほか、船上や水辺にせり出した建物で生活をする「水上

生活者」もいます。雨季になると仕事がなくなるなど安定した生活を送ることが難しいこともあり、政

府は水上生活者の住居を陸に設けて陸に上がることを奨励し始めています。実際、水上の小学校が

閉校となるなど、水上生活者の数は減ってきており、水上村は観光コースになっています。

生活する

老後を支え合う

生活する

変わりつつある少数民族の暮らし

高齢者の介護の担い手は？
ベトナムには、「敬老得寿（＝老人を敬う者は、長寿を得る）」という思想があり、家族が互いに世話

をし合う慣習がありますが、政府は、婚姻家族法や高齢者法、高齢者保護法などの法整備によって

敬老思想を明文化し、家族中心の高齢者介護を進めようとしています。具体的な介護制度や政策は

確立されておらず、公的年金加入率は公務員を中心に1割強程度※２で、介護老人ホームはほとんど

ありません。

ベトナム人の平均余命は年々伸びており、高齢者介護は今後の大きな課題です。

※１ 三菱UFJリサーチ＆コンサルティング,2015,調査レポート

「ベトナム経済の現状と今後の展望」

※２ 「高齢化が進むベトナムにおける家族の役割認識」芝原君恵

生まれる・育てる

● 93 ●

ベトナム 生活に大きな変化をもたらした経済発展



アメリカ合衆国 United States of America

人口 3億875万人 面積 371万8,000㎢

人種・民族
白人 72.4%、黒人・アフリカ系 12.6%、
アジア系 4.8%、二種以上の混血 2.9%、先住民 1.1%

言語 主として英語（法律上の定めはない）

宗教 信教の自由を憲法で保障，主にキリスト教

一人当たり
GDP

56,054米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

77歳/82歳

ベトナム社会主義共和国 Socialist Republic of Viet Nam

人口 約9,270万人 面積 32万9,241㎢

人種・民族 キン族（越人）約86%、他に53の少数民族

言語 ベトナム語

宗教 仏教、カトリック、カオダイ教他

一人当たり
GDP

2,068米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

71歳/81歳

ブラジル連邦共和国 Federative Republic of Brazil

人口 約2億784万人 面積 851万2,000㎢

人種・民族
欧州系 約48％、アフリカ系 約8％、
東洋系 約1.1％、混血 約43％、先住民 約0.4％

言語 ポルトガル語

宗教
カトリック 約65％、プロテスタント 約22％、
無宗教 8％

一人当たり
GDP

8,528米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

71歳/79歳

中華人民共和国 People’s Republic of China

人口 約13.76億人 面積 約960万㎢

人種・民族 漢民族（総人口の約92%）および55の少数民族

言語 漢語（中国語）

宗教 仏教、イスラム教、キリスト教など

一人当たり
GDP

8,109米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

75歳/78歳

フィリピン共和国 Republic of the Philippines

人口 約1億98万人 面積 29万9,404㎢

人種・民族
マレー系が主体。ほかに中国系、スペイン系およびこ
れらとの混血並びに少数民族がいる。

言語
国語:フィリピノ語 / 公用語:フィリピノ語、英語
80前後の言語がある。

宗教
カトリック 83%、その他のキリスト教 10%、
イスラム教 5%

一人当たり
GDP

2,904米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

65歳/72歳

ペルー共和国 Republic of Peru

人口 約3,115万人 面積 約129万㎢

人種・民族
先住民 45％、混血 37％、欧州系 15％、
その他 3％

言語 スペイン語（他にケチュア語，アイマラ語等）

宗教 国民の大多数はカトリック教徒

一人当たり
GDP

6,069米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

73歳/78歳

ネパール連邦民主共和国 Federal Democratic Republic of Nepal

人口 2,649万人 面積 14万7,000㎢

人種・民族 パルバテ・ヒンドゥー、マガル、タルー、タマン、ネワール等

言語 ネパール語

宗教
ヒンドゥー教徒 81.3%、仏教徒 9.0%、
イスラム教徒 4.4% 他

一人当たり
GDP

725米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

68歳/71歳

インドネシア共和国 Republic of Indonesia

人口 約2.55億人 面積 約189万㎢

人種・民族 大半がマレー系（ジャワ、スンダ等約300種族）

言語 インドネシア語

宗教
イスラム教 87.21%、キリスト教 9.87%、
ヒンズー教 1.69%、仏教 0.72%，儒教 0.05%、
その他 0.50%

一人当たり
GDP

3,346米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

67歳/71歳

タイ王国 Kingdom of Thailand

人口 6,572万人 面積 51万4,000㎢

人種・民族 大多数がタイ族。その他 華人、マレー族 等

言語 タイ語

宗教 仏教 94％，イスラム教 5％

一人当たり
GDP

5,815米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

72歳/78歳

大韓民国 Republic of Korea

人口 約5,150万人 面積 約10万㎢

人種・民族 韓民族

言語 韓国語

宗教
宗教人口比率53.1%
（うち仏教 42.9%、プロテスタント 34.5%、
カトリック 20.6%、その他 2.0%）

一人当たり
GDP

27,397米ドル
男女別平均寿命
（男/女）

79歳/86歳

出典：

外務省ホームページ（人口、面積、人種・民族（アメリカを除く）、言語、宗教）

総務省統計局 「世界の統計2017」（人種・民族（アメリカのみ）、一人当たりGDP、平均寿命）
各国の概要
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第4章

社会福祉と外国人に関する資料



データで見る外国人の状況

外国人住民数の推移
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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、外国人住民にも日本人
と同じように住民票が作られるようになりました。

リーマンショック
景気不況のため失業者などが帰国。

※ 2012年以降の統計は中長期在留者および特別永住者の外国人。また、2015年末在留外国人統計から、「韓国・朝鮮」に係る表記が、「韓国」、
「朝鮮」と区別し表記されることとなりましたが、国籍別の推移がわかりやすいよう、このグラフでは「韓国・朝鮮」（同統計「韓国」および「朝鮮」の
合計）として記載しています。

出典：2005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、2017年のみ6月末現在）

東日本大震災

中国
ブラジル

韓国・朝鮮

フィリピン

ペルー

ネパール

インドネシア

アメリカ

タイ

ベトナム

2008（平成20）年の世界的金融危機により、失業した人など、多くの外国人が帰国しました。ブラジルやペ
ルーの外国人住民が一時的に減少しましたが、ここ数年はまた少しずつ増えています。

また、近年はベトナムやネパールなど、アジアからの外国人が増加しています。
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1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

外国人住民数（総数）

千人

年

愛知県の外国人住民数（国籍別）
千人

年

◆ 愛知県 ■ 全国 千人
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2017（平成29）年6月末現在、愛知県には156の国や地域の外国人が234,330人暮らしています。その数は愛

知県の総人口の3.1%です。国籍別には、ブラジル、中国、フィリピンおよび韓国が上位を占めており、全国統計と

比較すると、ブラジルやペルーが多いという特徴があります。

※ 中長期在留者および特別永住者の外国人（外交、公用、短期滞在および在留期間が3か月以下の外国人を含みません。）

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）
愛知県社会活動推進課多文化共生推進室ホームページ 「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）」

愛知県の中で、外国人住民数が最も多いのは、名古屋市です。また、総人口に対する外国人住民の割合が

高いのは、高浜市、知立市、碧南市などです。

市町村別外国人住民数（上位）

名古屋市 77,668人

豊田市 16,579人

豊橋市 15,725人

岡崎市 10,670人

小牧市 8,674人

西尾市 8,268人

中区 8,882人

港区 8,198人

中川区 6,250人

千種区 6,128人

中村区 5,954人

市町村総人口に対する外国人住民割合（上位）

高浜市 6.88% （3,260人）

知立市 6.73% （4,783人）

碧南市 5.86% （4,218人）

小牧市 5.82% （8,674人）

飛島村 5.66% （ 251人）

岩倉市 5.13% （2,461人）

愛知県（234,330人） 全 国（ 2,471,458人）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

名古屋市

豊田市

豊橋市

岡崎市

小牧市

西尾市

4,287人

6,157人

7,102人

3,600人

3,208人

3,261人

22,734人

2,768人

1,390人

1,720人

982人

737人

16,070人

1,184人

1,256人

1,285人

435人

271人

8,794人

1,734人

3,162人

1,739人

1,243人

1,208人

6,606人

1,080人

542人

914人

759人

1,202人

19,177人

3,656人

2,273人

1,412人

2,047人

1,589人

ブラジル

中国

韓国

フィリピン

ベトナム

その他

52,919 人
（22.6%）

46,861 人
（20.0%）

34,514 人
（14.7%）

30,704 人
（13.1%）

21,105 人
（9.0%）

7,598 人
（3.2%）

6,835 人
（2.9%）

6,093 人
（2.6%）

2,931 人
（1.3%）

2,803 人
（1.2%）

2,343 人
(1.0%)

19,624 人
(8.4%)

ブラジル

中国

フィリピン

韓国

ベトナム

ペルー

ネパール

インドネシア

タイ

アメリカ

朝鮮

その他

711,486 人
(28.8%)

452,953 人
(18.3%)

251,934 人
(10.2%)

232,562 人
(9.4%)

185,967 人
(7.5%)

74,300 人
(3.0%)

54,918 人
(2.2%)

54,358 人
(2.2%)

48,952 人
(2.0%)

47,861 人
(1.9%)

46,350 人
(1.9%)

309,817 人
(12.5%)

中国

韓国

フィリピン

ベトナム

ブラジル

ネパール

アメリカ

台湾

タイ

ペルー

インドネシア

その他

国籍別外国人住民数

愛知県内市町村別外国人住民数
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永住者
62.4%

定住者
28.8%

日本人の配偶者等
6.3%

永住者の配偶者等
1.7%

家族滞在
0.3%

その他
0.5%

永住者
39.3%

技能実習
19.2%

家族滞在
9.5%

技術・人文知識・
国際業務

8.1%

留学
7.2%

その他
16.7%

特別永住者
80.2%

永住者
10.5%

技術・人文知識・
国際業務

2.2%

日本人の配偶者等
2.1%

家族滞在
1.4%

その他
3.6%

永住者
47.8%

定住者
25.8%

日本人の配偶者等
11.9%

技能実習
8.5%

永住者の配偶者等
2.5%

その他
3.6%

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.13）。永住者や定
住者など、活動内容に制限がない、身分に基づく在留資格の外国人が多くなっています。

在留資格別の外国人住民数は、国籍ごとに特徴があります。
愛知県の外国人住民数が多い上位4か国を例に挙げると、ブラジルやフィリピンでは永住者が最も多く、次に

定住者が続きます。また、韓国は特別永住者が約8割を占めており、中国では1位の永住者に続き、2位が技能
実習、3位が家族滞在となっています。

ブ
ラ
ジ
ル

韓
国

中
国

※ 中長期在留者および特別永住者の外国人（外交、公用、短期滞在および在留期間が3か月以下の外国人を含みません。）
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）

愛知県の国籍別在留資格別外国人住民数

永住者・定住者などの割合の増加

全国 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年

帰化許可者数 10,622人 8,646人 9,277人 9,469人 9,554人

ワンポイント

フ
ィ
リ
ピ
ン

出典：法務省ホームページ 「帰化許可申請者数の推移」

日本に帰化（→P.10）する外国人も多くいます。

■ 身分に基づく在留資格 ■ 活動に基づく在留資格
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出典：2005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、2017年のみ6月末現在）
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2011（平成23）年の東日本大震災の影響により、外国人労働者は一時減少傾向にありましたが、2014（平成

26）年から再び増加傾向にあります。 2016（平成28）年10月末現在、愛知県には110,765人の外国人労働者が

働いています。（特別永住者、外交、公用の在留資格の外国人は除きます。）

出典：厚生労働省ホームページ「外国人雇用状況の届出状況について（報道発表）」（各年10月末現在）
※ 外国人雇用状況の届出状況の統計には特別永住者、外交、公用の在留資格の人は含まれません。

2010年に技能実習の在留資格が創設されました。それ以前は技能実習生は特定活動の在留資格で就労していました。

愛知県の外国人労働者の状況
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身分に基づく在留資格 資格外活動 技能実習 特定活動 専門的・技術的分野の在留資格

67,728
（24,881）

78,723
（30,765）

84,157
（32,826） 80,712

（28,832）
78,547

（27,266）

84,579
（27,984）

94,698
（30,406）

60,326
（24,626）

110,765
（34,065）

※ 赤の数値は派遣・請負の外国人労働者数

年

千人

0

愛知県の外国人労働者数の推移

その他の関連する指標

全国の難民申請者数・認定者数

出典：法務省ホームページ
「平成２８年における難民認定者数等について」
「難民認定申請者数の推移」

全国の65歳以上の外国人数
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から法務省 「在留外国人統計」（各年末現在、2017年
のみ6月末現在）
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外国人の社会福祉に関する
調査について

本マニュアルの作成にあたり、愛知県内の各相談窓口の状況や具体的

な相談事例、特に困っている事項等について調査を行いました。その結果

の一部を紹介します。

各機関・窓口を対象とした調査結果

調査の概要

◆ 調査方法：郵送

◆ 調査期間：2017（平成29）年8月8日～8月21日の13日間

◆ 調査対象者：

・ 愛知県内の社会福祉関係機関・窓口および外国人相談窓口 計１，３５１件

・ 各機関・窓口の相談員
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市町村福祉

窓口

199

高齢者関係

機関

104

障害者関係

機関

39

児童･子育て･

教育関係機関

199

病院・保健

関係機関

76

その他福祉関係

機関（社協等）

77

外国人相談

機関

59

回答件数
７５３件

回収率
57.3％

◆ 多言語での相談対応状況

◆ 2016（平成28）年度の外国人福祉相談件数

58

15

11

28

73

0 20 40 60 80

無回答

100件以上

50～100件

10～50件

10件未満
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その他

ベトナム語

フィリピノ語/タガログ語

中国語

英語

スペイン語

ポルトガル語

多言語スタッフを、窓口に配置

している

窓口にはいないが、施設内（役

所内等）に配置している

外部の通訳や電話通訳を利

用している

機関
・窓口数

39
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49

15

52
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6

1
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1
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その他

ペルー

ベトナム

フィリピン

韓国・朝鮮

中国

ブラジル
５人未満

５～１０人未満

１０～５０人未満

５０人以上

無回答

◆ 2016（平成28）年度の外国人福祉相談件数

機関
・窓口数

機関
・窓口数



◆ 外国人の福祉相談で必要と感じること

◆ 外国人の福祉相談で困っていること

★ 具体的な悩みの例
・ こちらの説明がどれだけ伝わっているかわかりにくい。
・ 宗教上の禁忌が制度利用のさまたげになる場合がある。
・ 誤解があってもお互いに気付けない。
・ 専門用語や制度についての理解が外国人には難しい。
・ 外国人を受け入れることのできる事業所が少ない。
・ 使える制度がない場合がある。
・ 家族関係が複雑で介入や把握しづらいことがある。
・ 婚姻やビザに関する知識がなく対応に戸惑うことがある。
・ 外国の法制度については情報もなく説明できない。
・ 在留資格関係の事がよくわからない。
・ 何でも通訳が解決してくれると勘違いされる。
・ 通訳者の制度に関する知識が足りない。
・ 国特有の文化や生活習慣があり、こちらの保健指導を納得してもらうことが難しい。
・ 本人が教育を十分にうけていなく、母語の読み書きもできない。
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市町村福祉

窓口

241

高齢者関係

機関

60

障害者関係

機関

79

児童子育て教育

関係機関

239

病院・保健

関係機関

183

その他福祉関係

機関（社協等）

90

外国人相談機関

75

不明

7

回答件数
974人

相談員を対象とした調査結果

◆ 外国人福祉相談の内容別相談者数（延べ人数）

3,275 
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その他

外国人の福祉相談で連携できる機関・窓口

外国人が利用できる制度の一覧

相談員の外国の制度についての知識

外国人の相談員の配置

外国語のできる相談員の配置

通訳

※回答のあった全ての機関で受け
た福祉相談の相談者数の合計
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◆ 市町村・市町村国際交流協会

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.129）に掲載しています。

多言語相談窓口

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

（公財）愛知県国際交流協会

052-961-7902
（2018（平成30）年4月1日～）

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

（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

※ハングル（木土日）、ベトナム語（日曜日のみ）13:00-17:00あり

豊橋市

0532-51-2067

火〜金 月〜金 月火

13:00-16:00 9:00-17:00 9:00-15:00

（公財）豊橋市国際交流協会

0532-55-3671

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（ドイツ語、イ

タリア語もあり）

10:00-17:00 9:00-17:00

岡崎市

0564-23-6480

月〜金 月〜金 月〜木

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-16:15

岡崎市りぶら国際交流センター

0564-23-3148

木土日 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

瀬戸市国際センター

0561-83-7719

第1・3水

（市役所市民課）

火（第2・4・5火は

市役所市民課）

月〜金

（要予約）

10:00-12:00

13:00-17:00

10:00-12:00

13:00-17:00
8:30-17:15

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 8:30-17:15

（公財）豊川市国際交流協会

0533-83-1571

月〜金 月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15

碧南市

0566-41-3311

月金 月金

9:00-12:00 9:00-12:00

刈谷市

0566-62-1058

月〜金 月〜金 火〜金 月火木金

8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00 8:30-17:00

豊田市

0565-34-6626

月〜金 月〜金 月〜金

8:30-17:15 8:30-17:15 8:30-17:15

（公財）豊田市国際交流協会

0565-33-5931

土日 火〜金 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
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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

安城市

0566-71-2266

月〜金 月〜金 月〜金

9:00-17:00 8:30-15:30 10:00-17:00

西尾市

0563-65-2178

第1・3金 第1・3金 第1・3金

13:00-16:00 13:00-16:00 13:00-16:00

蒲郡市

0533-66-1110

月〜金 月〜金 月〜金

9:00-16:00 9:00-16:00 9:00-16:00

犬山市

0568-44-0398

金 金 第1火 第1火 第1火

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 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

10:00-12:00

13:00-15:00

小牧市

0568-76-1120

月〜金 月火木 月火木

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

13:00-15:00

東海市国際交流協会

0562-32-5339

第2火 第2火

13:00-15:00 13:00-15:00

大府市

0562-45-6219

大府市国際交流協会

080-4525-5931

水（第2・4水19:00

まで）
第4水 月〜金 第2水

13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00 13:00-17:00

知多市

0562-33-3151

月 火

9:00-12:00

13:00-16:00

9:00-12:00

13:00-16:00

木金

9:00-12:00

知立市

0566-83-1111

月〜土

9:30-12:00

13:00-16:00

高浜市

0566-52-1111

月〜金

8:30-17:00

土日

8:30-12:15

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

※韓国・朝鮮語あり

みよし市(一般相談)

0561-32-2111

火金

13:00-16:00

みよし市(保育・子育て相談)

0561-32-2111

金

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

木 木

19:00-20:30 19:00-20:30

日 日

13:30-15:00 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

13:00-17:00

東浦町（東浦住宅集会所）

0562-83-0318

木

8:30-12:00
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◆ 民間団体

◆ 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

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）

（特活）在日ブラジル人を支援

する会（サビジャ）

03-3401-3893

月〜金

10:00-16:00

（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

毎月のスケジュールはfacebookに掲載（ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝

鮮語、ベトナム語、タイ語、ネパール語あり）

https://www.facebook.com/yorisoi2foreigners

外国人ヘルプライン東海

090-3968-5971
※上記5言語の他、ネパール語、ベトナム語の対応については、要相談。通訳事業は有料。

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

火木 月木 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

※ベトナム語（水金）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

リバーサイドコンサルティング

052-731-7707

月水木

（祝日除く）

月水木

（祝日除く）

13:00-17:00 13:00-17:00

労
働

厚生労働省

外国人労働者向け

相談ダイヤル

月〜金 火木金 月〜金 月〜金 火水

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

10:00-12:00

13:00-15:00

TEL: 0570-

001703

TEL: 0570-

001704

TEL: 0570-

001701

TEL: 0570-

001702

TEL: 0570-

001705

名古屋外国人雇用サービス

センター

052-264-1901

月〜金 月〜金 月〜金 月〜金 月木金

10:00-12:00

13:00-18:00

10:00-12:00

13:00-18:00

10:00-12:00

13:00-18:00

10:00-12:00

13:00-18:00

10:00-12:00

13:00-18:00

※祝日、年末年始を除く

※タガログ語は曜日変更する場合あり。

技
能
実
習

（公財）国際研修協力機構

(JITCO)技能実習生・研修生向け

母国語相談ホットライン

0120-022332・03-4306-1111

木 火木土 木

11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00

※ベトナム語（火木土）インドネシア語（火土）11:00-19:00

OTIT 外国人技能実習機構

母国語相談

0120-250-147（英語）

0120-250-169（中国語）

0120-250-197（タガログ語）

火土 月水金 火土

11:00-19:00 11:00-19:00 11:00-19:00

※ベトナム語、インドネシア語、タイ語の相談も有り
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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

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

9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00 9:00-17:00

※韓国語・ベトナム語 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

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サイトに掲載

http://nagoia.itamaraty.gov.br/

※2018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（通訳付き）による相

談を1回を予定。

留
学
生

（公財）名古屋国際センター

国際留学生会館

052-654-3511

月水金

9:00-20:00

火木土

9:00-17:00

医
療

（特活）AMDA国際医療情報センター
※電話医療通訳のほか、言葉の通じる医療機関や医療福祉制度の案内。

http://amda-imic.com/

（特活）HIVと人権・情報センター電話

相談 東京

03-5259-0256

第1土

12:00-15:00

（公財）名古屋国際センター

外国人こころの相談

052-581-0100

随時予約制 随時予約制 随時予約制 随時予約制

（特活）外国人医療センター（MICA）

052-588-7040

土

13:00-17:00

※祝日を除く 通訳は常駐していないため問合せはmica@r6.dion.ne.jp
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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

医
療

（特活）在日ブラジル人を

支援する会（サビジャ）健康相談

03-3401-3893

月〜金

20:00-22:00

日
系
人

（公財）海外日系人協会

日系人相談センター

045-211-1788

月〜金 月〜金

14:00-17:30 14:00-17:30

※祝日を除く

海外日系交流センター

03-5256-5301

月〜金 月〜金 月〜金

14:00-17:00 14:00-17:00 14:00-17:00

※フランス語、ロシア語（月〜金）14:00-17:00

帰
国
者

東海・北陸中国帰国者

支援・交流センター

052-954-4070

火〜日

9:00-17:00

※年末年始、祝日を除く

難
民

（公財）アジア福祉教育財団

難民事業本部

0120-090091・0120-925375

月〜金

9:30-17:00

※フランス語、ベトナム語、ミャンマー語（月〜金）9:30-17:00

面接相談（名古屋国際センター）

木（要予約）

10:00-12:00

13:00-16:00
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愛知県内の子どもの母語教室

言語 団体名 所在地 電話番号

ポルトガル語

（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

希望の光（ルース ダ エスペランサ） 豊田市 090-6644-5869

PECLA（公財）豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

（特活）ABT豊橋ブラジル協会 豊橋市 0532-39-3437

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601

小牧市大城児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-78-0046

小牧市味岡児童館ポルトガル語教室 小牧市 0568-75-4999

PINブラジリアンファミリー支援の会 小牧市 090-9902-7617

スペイン語
（特活）シェイクハンズ 犬山市 0568-61-0971

PECLA（公財）豊川市国際交流協会
ラテンアメリカ部会

豊川市 0533-83-1571

中国語
（公財）豊田市国際交流協会 豊田市 0565-33-5931

多文化ルームKIBOU子どもの母語保持クラス 西尾市 0563-65-3601
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外国語が通じる発達障害児向け機関

団体名 所在地 電話番号

こどもサポート教室「きらり」安城校 安城市 050-3533-0309

こどもサポート教室「きらり」豊橋校 豊橋市 0532-35-6030

こどもサポート教室「きらり」新豊橋校 豊橋市 0532-39-7147

こどもサポート教室「きらり」北山校 豊橋市 050-3533-0248

こどもサポート教室「きらり」豊田校 豊田市 050-3533-0247

こどもサポート教室「きらり」桃花台校 小牧市 0568-78-4976

こどもサポート教室「きらり」港第一校 名古屋市港区 052-387-8625

NAK-NÚCLEO DE APOIO「KIRARI」 安城市 0566-91-7117

児童デイほほえみ 豊田市 0565-43-3006

児童発達支援・放課後等デイサービスPoco a poco 豊橋市 0532-69-2333



社会福祉に役立つ
多言語資料

外国人対応の際に活用できる多言語資料を掲載しています。内容は変わる

ことがありますので、最新の情報は発行元に確認してください。

また、情報を使用する際は、発行元へ連絡してください。

○ ママとあかちゃんのサポートシリーズ 発行：多文化医療サービス研究会 RASC（ラスク）／2006年

対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、ベトナム語、タイ語、フランス語、ドイツ語

http://www.rasc.jp/momandbaby/

○ 「新生児訪問及び赤ちゃん訪問」訪問員用コミュニケーションツール

発行：（公財）かながわ国際交流財団／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語

http://www.kifjp.org/child/supporters

○ ６か国語版母子健康手帳 （有料） 発行：一般社団法人日本家族計画協会

対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、日本語（６か国語を併記）

http://www.jfpa.or.jp/

○ 外国語の母子健康手帳 （有料） 発行：株式会社母子保健事業団／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語（各言語に

日本語を併記） https://www.mcfh.co.jp/material/search/category:6

○ 在日外国人向け母子保健ガイド -DVDとテキスト （有料） 発行：（特活）AMDA国際医療情報センター

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語、タイ語、ベトナム語

http://amda-imic.com/modules/activity/index.php?content_id=5

○ 日系ブラジル人母子サポートマニュアル 発行：（公財）滋賀県国際協会／２００９年

対応言語：ポルトガル語、日本語

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/docs/shiga_boshihoken.pdf

○ 外国語版「予防接種と子どもの健康 2017年度版」 発行：（公財）予防接種リサーチセンター／2017年

【本文と予診票】対応言語：ポルトガル語、英語、中国語、タガログ語、韓国語

【予診票のみ】対応言語：スペイン語、タイ語、インドネシア語、アラビア語、イタリア語、ドイツ語、

フランス語、モンゴル語、ロシア語

http://www.yoboseshu-rc.com/publics/index/8/

母子に関する資料

◆ 母子保健

○ 外国人住民のための子育てチャート～妊娠・出産から小学校入学まで～

発行：（公財）かながわ国際交流財団／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、ベトナム語

http://www.kifjp.org/child/supporters

○ 児童手当に関する多言語での説明 発行：一般財団法人自治体国際化協会／2010年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、

インドネシア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語

http://www.clair.or.jp/j/multiculture/tagengo/child.html

○ 幼稚園・保育園ガイドブック 発行：愛知教育大学／２０13年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、日本語

http://www.resource-room.aichi-edu.ac.jp/kyozai_sonota_gaidobook.html

◆ 子育て
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◆ 住居

○ NPO法人かながわ外国人すまいサポートセンター TEL: 045-228-1752

住宅用語の解説や賃貸契約をするときの契約書、住宅に住むときの基本的なルール、マナーなど各種住宅マニュアルの

多言語版を提供しています。希望する場合は、直接センターへご連絡ください。

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ラオス語、ベトナム語、カンボジア語、タイ語、

ネパール語、やさしい日本語

http://sumasen.com/

◆ 年金

○ 国民年金制度の仕組み（外国語パンフレット） 発行：日本年金機構／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語、インドネシア語、ロシア語、日本語

http://www.nenkin.go.jp/pamphlet/kokunenseido.html

○ 短期在留外国人の脱退一時金請求書

発行：日本年金機構／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、フィリピノ語、韓国語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

ミャンマー語、カンボジア語

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

◆ マイナンバー

○ マイナンバーについて（外国人の方へ） 発行：内閣府／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語、ウズベク語、ウルドゥー語、カンボジア語、チベット語、トルコ語、

ネパール語、ビルマ語、ヒンディー語、ペルシア語、ベンガル語、マレーシア語、モンゴル語、ラオス語

http://www.cao.go.jp/bangouseido/foreigners/index.html

○ マイナンバー総合フリーダイヤル 運営：内閣府、地方公共団体情報システム機構

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国語

・マイナンバー制度、マイナポータルに関すること TEL：０１２０-０１７８-26 

・通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止 TEL：0120-0178-２７

◆ 在留資格

○ 在留資格の変更，在留期間の更新許可のガイドライン 発行：法務省入国管理局／2016年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri07_00058.html

○ 永住許可に関するガイドライン 発行：法務省入国管理局／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語（簡体字）、中国語（繁体字）、タガログ語、韓国語

http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan50.html

生活に関する資料

○ 愛知生活便利帳 発行：（公財）愛知県国際交流協会／２０17年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、日本語

http://www2.aia.pref.aichi.jp

○ 多言語生活情報 発行：一般財団法人自治体国際化協会

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、

インドネシア語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ミャンマー語、日本語、やさしいにほんご

http://www.clair.or.jp/tagengo/index.html

◆ 生活一般
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◆ 雇用保険

○ 日本で働こうとする外国人向けパンフレット

発行：厚生労働省／2014（平成26）年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国・朝鮮語

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000055578.html



○ 名古屋市国民健康保険のてびき 発行：名古屋市／2017年

ポルトガル語：http://www.city.nagoya.jp/pt/cmsfiles/contents/0000014/14313/portuguese2017.pdf

スペイン語：http://www.city.nagoya.jp/es/cmsfiles/contents/0000014/14360/spanish2017.pdf

英語：http://www.city.nagoya.jp/en/cmsfiles/contents/0000013/14894/English2017.pdf

中国語：http://www.city.nagoya.jp/zh/cmsfiles/contents/0000013/13964/chinese2017.pdf

フィリピノ語：http://www.city.nagoya.jp/tl/cmsfiles/contents/0000014/14353/philipino2017.pdf

ハングル：http://www.city.nagoya.jp/ko/cmsfiles/contents/0000014/14040/korean2017.pdf

ベトナム語：http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000099/99773/

17vnm-City_of_Nagoya_National_Health_Insurance_Program_Guide.pdf

ネパール語：http://www.city.nagoya.jp/kenkofukushi/cmsfiles/contents/0000099/99773/

17npl-City_of_Nagoya_National_Health_Insurance_Program_Guide.pdf

○ 健康保険証の使い方 発行：協会けんぽ栃木支部／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/tochigi/cat080/2014070709/2014070708

○ 傷病手当金リーフレット 発行：協会けんぽ三重支部／2016年

対応言語：ポルトガル語、英語 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/mie/cat080/seidoannai

医療に関する資料

◆ 健康保険

労働に関する資料

○ 日本で働く外国人向け労災保険請求のためのガイドブック

発行：厚生労働省 労働基準局 労災補償部補償課／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ペル

シャ語、日本語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/gaikoku-pamphlet.html

○ 外国人労働者向けモデル労働条件通知書 発行：厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、インドネシア語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

○ 労働条件に関するトラブルで困っていませんか？ 発行：厚生労働省 都道府県労働局 労働基準監督署／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語、タイ語、日本語

http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/leaflet_kijun.html

◆ 法律相談

○ 法テラス 多言語情報サービス （日本の法制度、相談機関を7か国語で情報提供）

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、ベトナム語

http://www.houterasu.or.jp/multilingual/

TEL：0570-078377
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○ 配偶者からの暴力の被害者へ（外国人の方へ） 発行：内閣府男女共同参画局／２０08年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語、タイ語、ロシア語、日本語

http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/book/index.html

◆ ＤＶ

○ UR都市機構 住まいのしおり 発行：独立行政法人都市再生機構／2017年

対応言語：英語、中国語、ポルトガル語

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

○ UR賃貸住宅申込み案内（東海エリア・愛知県） 発行：独立行政法人都市再生機構／2017年

対応言語：ポルトガル語 https://www.ur-net.go.jp/chintai/tokai/aichi/counter/nagoya/portuguese/index.html



○ あいち医療情報ネット 発行：愛知県

英語で医療機関、助産所、薬局を探すことができます。

http://iryojoho.pref.aichi.jp/

○ あいち救急医療ガイド 発行：愛知県

外国語で対応できる県内の救急医療機関を検索できます。

http://www.qq.pref.aichi.jp/

○ 医療機関等外国人対応マニュアル（日本語併記） 発行：あいち医療通訳システム

① 診療対応マニュアル 外国人患者の医療機関受診上の注意点、患者様への説明資料

（各種説明・同意書／子ども用お知らせ／精神用お知らせ／妊産婦用お知らせ）

②医療制度マニュアル

③保健所・保健センターマニュアル

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国語

http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/manual/index.html

○ 多言語医療問診票 発行：（特活）国際交流ハーティ港南台・（公財）かながわ国際交流財団／2017年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、

フランス語、ドイツ語、ロシア語、アラビア語、カンボジア語、ネパール語、ペルシア語、ラオス語、クロアチア語

http://www.kifjp.org/medical/

○ 暮らしの医学用語辞典

・ポルトガル語・日本語／中萩エルザ編／発行：アイピーシーワールド／2011年

・スペイン語・日本語／中萩エルザ編・ニバルド・アグレダ・カネド訳／発行：アイピーシーワールド 2006年

・タガログ語（英語）・日本語／中萩エルザ編・ヨランダ アルファロ津田訳／発行：アイピーシーワールド／2006年

○ 新版 病院で困らないための中国語と英語 松本洋子 編著 ／エンタイトル出版／2010年

◆ 医療

○ 介護保険制度 発行：名古屋市

ポルトガル語：http://www.city.nagoya.jp/pt/cmsfiles/contents/0000014/14459/Portugues.pdf

スペイン語：http://www.city.nagoya.jp/es/cmsfiles/contents/0000014/14473/Espanol.pdf

英語：http://www.city.nagoya.jp/en/cmsfiles/contents/0000032/32724/English.pdf

中国語：http://www.city.nagoya.jp/zh/cmsfiles/contents/0000014/14156/Chinese.pdf

韓国語：http://www.city.nagoya.jp/ko/cmsfiles/contents/0000014/14102/Korean.pdf

○ 「介護の仕事」ハンドブック 発行：（公財）かながわ国際交流財団／2014年

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語

http://www.kifjp.org/shuppan/multi

○ 多言語情報翻訳システム 発行：（公財）愛知県国際交流協会／２０16年

防災情報や生活情報のうち、よく使われる文例（テンプレート）について、ウェブ上で多言語に瞬時に翻訳することができ

るシステムです。

対応言語：ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、タガログ語、韓国・朝鮮語

http://tagengo.asia/tagengo/tagengo.html

○ 法務省 日本法令外国語訳データベースシステム 対応言語：英語

http://www.japaneselawtranslation.go.jp

介護に関する資料

その他の資料
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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

い 育児 criação dos filhos crianza

遺児 órfão huérfano

一時保護 proteção temporária protección temporal

移動支援 ajuda de locomoção ayuda para movilidad

医療保険 seguro de tratamento médico seguro medico

え 永住者 Residente Permanente Residente Permanente

か 介護保険 Seguro de Assistência à Terceira Idade Seguro de Asistencia a la Dependencia

貸付 empréstimo préstamo

家族 família familia

家族滞在 Familiar de Residente Familiar de Residente

患者 paciente paciente

き 給付 subsídio subsidio

行政 administração pública administración pública

く 訓練 treinamento entrenamiento

け ケアプラン planejamento de cuidados plan de cuidados

健康 saúde salud

研修生 estagiário aprendiz

減免 redução da taxa reducción de pago

こ 公営住宅 habitação pública vivienda publica

高額療養費 Despesas Médicas Elevadas Gastos Médicos Elevados

厚生年金 Aposentadoria Corporativa Pensión Social

高齢者 pessoa à terceira idade anciano

国籍 nacionalidade nacionalidad

国民健康保険 Seguro Nacional de Saúde Seguro Nacional de Salud

国民年金 Aposentadoria Nacional Pensión Nacional

こころの相談 consulta psicológica consulta psicológica

雇用保険 Seguro de Emprego Seguro de Empleo

さ
在留資格 qualificação de permanência permiso de residencia

里親
pessoa ou família de acolhimento
temporário, pais adotivos

persona o familia de acogida temporal, padres 
adoptivos

シェルター abrigo temporário refugio temporal

児童虐待 maus‐tratos contra crianças maltrato infantil
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● 制度の違いなどにより、単語を指差しただけで正しい意味
が伝わらない場合もあるので、丁寧に説明しましょう。

● 制度の名前などについては、そのまま日本語で覚えても

らった方がいいでしょう。



英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

childcare 育儿 pangangalaga sa bata

orphan 遗孤（孤儿） ulila

temporary protection 临时保护措施 pansamantalang proteksyon

transfer support 移动支援
guide helper / suporta sa transportasyon
kapag aalis ng bahay ang may kapansanan

Medical Insurance 医疗保险 segurong medikal

Permanent Resident 永住者 Permanenteng Residente

Long‐term Care Insurance 介护保险 Insurance sa Pangangalaga sa Pag‐aalaga

loan 贷款 utang

family  家庭 pamilya

Dependent (family resident) 家属滞在 Dependent (residenteng pamilya)

patient 患者 pasyente

benefits 支付 benepisyo

administration 行政 administrasyon / pangangasiwa

training 训练 pagsasanay

nursing‐care plan 介护计划 plano ng pangangalaga sa pag‐aalaga

health  健康 kalusugan

trainee 研修生 trainee

reduction on payments 减免 pagbabawas ng halaga ng bayarin

public housing 公营住宅 pampublikong pabahay

High‐cost Medical Expenses 高额疗养费 Mataas na Gastusin as Pagpapagamot

Employees' Pension 厚生年金 Pensyon ng mga Empleyado

elderly 老年人 matatanda

nationality 国籍 nasyonalidad

National Health Insurance 国民健康保险 Pambansang Seguro na Pangkalusugan

National Pension 国民年金 Pambansang Pensyon

psychological counseling 心理咨询 sikolohikal na pagpapayo

Employment Insurance 雇用保险 Insurance sa Pagtatrabaho

status of residence 在留资格
uri ng visa na hawak, status ng 
paninirahan

foster parent 寄养家庭、养父母 foster parent

shelter 避难所 pansamantalang bahay silungan

child abuse 虐待儿童 pang‐aabuso sa mga bata
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

児童相談所 Centro de Consultas aos Menores Centro de Consultas del Niño

児童手当 Auxílio Infantil Subsidio Infantil

児童扶養手当 Auxílio de Amparo Familiar Subsidio de Manutención Infantil

児童養護施設 Instituição de Proteção de Menores Centro de Protección de Menores

死亡 óbito muerte

社会福祉協議会 Conselho de Assistência Social Consejo de Asistencia Social

社会保険 Seguro Social Seguro Social

社会保障協定 Acordo de Previdência Social Convenio de Seguridad Social

市役所 prefeitura municipalidad

宗教 religião religión

出産育児一時金 Subsídio de Parto Subsidio por Parto y Crianza

障害者手帳 carteira de deficiente libreta de discapacidad

障害特性 característica de deficiência características de la discapacidad

助産制度 sistema de ajuda do parto sistema de ayuda al parto

助成 ajuda / subsídio ayuda / subsidio

女性相談センター Centro de Consultas para Mulheres Centro de Consultas de la Mujer

所得 renda renta

自立支援 ajuda para auto‐suficiência ayuda para la autosuficiencia

身体障害者手帳 Carteira de Deficiente Físico Libreta de Discapacidad Física

せ 生活困窮 pobreza extrema na vida situación de necesidad

生活保護 Auxílio de Subsistência Ayuda para la Subsistencia

精神疾患 doença mental enfermedad mental

精神障害 deficiência mental discapacidadmental

精神障害者保健福祉手帳
Carteira de Bem‐estar e Saúde para 
Deficiente Mental

Libreta de Bienestar y Salud para 
DiscapacitadoMental

精神保健福祉センター Centro de Bem‐estar e Saúde Mental
Centro de Salud y Bienestar para 
Discapacitados Mentales

成年後見 interdição tutela de mayores de edad

そ 相談窓口 balcão de consulta ventanilla de consulta

ソーシャルワーカー assistente social asistente social, trabajador social

た 大使館 embaixada embajada

短期滞在 Curta Estadia Visitante Temporal

ち 地域包括支援センター Centro de Apoio Geral da Comunidade Centro Local de Ayuda Inclusiva

て デイサービス assistência no dia‐a‐dia servicio de asistencia de día

定住者 Residente de Longa Permanência Residente Fijo
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

Consultation Center for Children 儿童咨询中心 Consultation Center para sa mg Bata

Children's Allowance 儿童补贴 Allowance ng mga Bata

Child Rearing Allowance 儿童抚养补助
Suportang Pinansiyal para sa Pagpapalaki ng
Bata

Children's Home 儿童之家 Pasilidad ng Pangangalaga ng Bata

death 死亡 namatay

Social Welfare Council 社会福利协议会 Lupon ng Kapakanang Panlipunan

Social Insurance 社会保险 Insurance sa Lipunan

Social Security Agreement 社会保障协定 Kasunduan sa Seguridad sa Lipunan

municipal office / city hall 市役所（市政府） tanggapan ng munisipyo

religion 宗教 relihiyon

Lump Sum Birth Allowance 一次性生育补贴 Kabuuang Allowance ng Kapanganakan

booklet for the disabled 残疾人手册 buklet para sa may kapansanan

characteristics of disability 残疾特征 mga katangian ng kapansanan

childbirth assistance system 助产制度 systemang tulong para sa panganganak

aid / subsidy 援助（补助）
tulong / tulong pinansiyal mula sa
pamahalaan / sabsidiya

Consultation Center for Women 女性咨询中心 Sanggunian Center para sa Kababaihan

income 收入 kinikita

self‐reliance support 自立支援 suporta sa tiwala sa sariling kakayahan

Booklet for the Physically Disabled 身体残疾人手册 Buklet para sa Pisikal na Kapansanan

financially troubled / poverty 生活贫困 may problema sa pananalapi/kahirapan

Public Assistance 生活保护 Suportang Pampubliko

mental illness 精神疾病 sakit sa pag‐iisip

mental disability 精神障碍 kapansanan sa pag‐iisip

Health and Welfare Booklet for the 
Mentally Disabled 精神障碍者保健福利手册

(Kalusugan at Kapakanan)Buklet para sa may 
Kapansanan sa Pag‐iisip

Health and Welfare Center for the 
Mentally Disabled 精神保健福利中心

Kalusugan at Kapakanan Center para sa may 
Kapansanan sa Pag‐iisip

adult guardian 成年人监护 adulto na tagapag‐alaga

consultation counter 咨询窗口 konsultasyon seksyon

social worker 社会工作师 manggagawang panlipunan/social worker

embassy 大使馆 embahada

Temporary Visitor 短期滞在 Maikling Pamamalagi/Temporary Visitor

Regional Comprehensive Support 
Center 地域包括支援中心

Malawak na Saklaw na Pagtulong ng 
Rehiyon Center

day services 日间照料服务 serbisyo sa pangangalaga

Long‐term Resident 定居者 Long‐term Resident
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

手続き procedimento trámite

と 特定活動 Atividades Especiais Actividades Especificas

特別永住者 Residente Permanente Especial Residente Permanente Especial

な 難病 doença de difícil tratamento enfermedad incurable

難民 refugiado refugiado

に 日系人 descendente japonês, nikkei descenciente japonés, nikkei

日本人の配偶者等 Cônjuge ou Filho de Japonês   Cónyuge o Hijo de Japonés

乳児院 Instituição de Proteção Infantil Centro de Protección Infantil

認知症 esclerose, caduquice demencia

認定 reconhecimento reconocimiento

は 発達障害 problemas no desenvolvimento trastorno del desarrollo

ハローワーク Agência Pública de Emprego Oficina Púbica de Empleo

ひ
引きこもり isolar‐se em casa hikikomori, aislamiento social

非行 delinquência conducta antisocial

ビザ visto visa

ふ ファミリー・サポート・

センター
Centro de Apoio Familiar Centro de Apoyo Familiar

福祉相談センター
Centro de Consultas de Assistente 
Social

Centro de Consultas de Bienestar Social

福祉用具 tecnologia de apoio de bem‐estar equipamiento de bienestar social

父子家庭 família de pai com filhos familia de padre con hijos

不法滞在 residente ilegal residencia illegal

ほ 保育園 creche guardería

放課後等デイサービス
Assistência no Dia‐a‐dia após a 
Aula de Escola

Servicio de Día Extraescolar

法テラス Centro de Apoio Legal do Japão Centro de Apoyo Legal de Japón

訪問介護 assistência domiciliar por helper asistencia domiciliarmediante cuidador

訪問看護
assistência domiciliar por 
enfermeiro

asistencia domiciliarmediante efermero

保健師 enfermeiro no posto de saúde enfermero de salud pública

母語 língua materna lengua materna

保護者 responsável tutor (persona responsable de otra)

保護命令 Ordem de Proteção Orden de Protección
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

procedure 手续 proseso

Designated Activities 特定活动 Designated Activities

Special Permanent Resident 特别永住者 Espesyal na Permanenteng Residente

intractable disease 难治之症 walang lunas na sakit

refugee 难民 refugee

Japanese descended 日裔 may lahing hapon

Spouse or Child of Japanese 
National

日本人配偶者等 Asawa o Anak ng Hapon

Infants' Home 婴幼儿福利院 Institusyon para sa mga Sanggol 

dementia 失智症 demensiya / pag‐uulyanin

recognition 认定评定 pagsang‐ayon

developmental disability 发育障碍 mga taong may kapansanan sa intelektuwal

Public Employment Security 
Office

职业介绍所 Public Employment Security Office

social withdrawal 家里蹲
kondisyon na ayaw makipag‐ugnayan sa ibang
tao

delinquency 不正行为 paglabag sa batas

visa 签证 bisa

Family Support Center 家庭支援中心 Family Support Center

Welfare Consultation Center 福利咨询中心 Sanggunian para sa Kapakanan Center

assistive equipment 生活辅助用具 gamit pangsuporta sa mga may kapansanan

motherless family 单亲父子家庭 pamilya na walang ina

illegal stay 非法滞在 iligal na pamamalagi

nursery school 托儿所 paaralan ng nursery

Day Care after School 课外日间照料服务俱乐部 Day Care Pagkatapos ng Eskuwela

Japan Legal Support Center 日本司法支援中心 Japan Legal Support Center

home‐visit long‐term care 上门介护
pagbisita sa bahay para mapangalagaan ang 
pag‐aalaga sa matanda

home‐visit nursing care 上门看护 pagbisita sa bahay pangangalaga sa pag‐aalaga

public health nurse 保健师 pampublikong kalusugan na nars

mother tongue 母语 sariling wika

guardian 监护人 tagapag‐alaga

Protection Order 强制保护命令 Utos para Mapangalagaan
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日本語 ポルトガル語 スペイン語

母子家庭 família de mãe com filhos familia de madre con hijos

母子健康手帳 Carteira da Mãe e da Criança Libreta de SaludMaterno‐infantil

保証人 fiador garante

み 未熟児 bebê prematuro bebé prematuro

民生委員 membro da comissão do bairro delegado de bienestar social local

よ 養育費 despesas de criação dos filhos gastos de crianza

要介護 necessidade de cuidados necesidad de cuidados

要支援 necessidade de ajuda necesidad de ayuda

予防接種 vacina preventiva vacunación preventiva

り リハビリ reabilitação / fisioterapia rehabilitación / fisioterapia

留学生 estudante internacional estudiante internacional

療育手帳
Carteira para Deficiente 
Intelectual

Libreta de Discapacidad en Desarrollo 
Intelectual

領事館 consulado consulado

老人ホーム casa de repouso para idosos residencia de ancianos
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英語 中国語 フィリピノ語/タガログ語

fatherless family 单亲母子家庭 pamilya na walang Ama

Mother and Child Health 
Handbook 母子健康手册 Talaan ng Kalusugan ng Mag‐ina

guarantor 保证人 tagapanagot

premature baby 早产婴儿 sanggol na kulang sa buwan

commissioned welfare volunteer 民生委员 inatasang welfare volunteer

childcare expenses 抚养费 gastos sa pangangalaga ng bata

requiring long‐term care （需）要介护
nangangailangan ng pangangalaga sa pag‐
aalaga

requiring support （需）要支援 nangangailangan ng tulong

vaccination 疫苗接种 pagbabakuna

rehabilitation 康复训练 rehabilitasyon

international student 留学生 internasyonal na mag‐aaral

Booklet for people with 
Intellectual Disabilities 疗育手册 Buklet para sa mga BatangMay Kapansanan

consulate 领事馆 tanggapan ng Konsulado

nursing home for the ederly 养老院 nursing home para sa matatanda

● 119 ●



第1章 社会福祉と外国人に関する基礎知識
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内閣府男女協同参画局「配偶者からの暴力被害者支援情報」
http://www.gender.go.jp/policy/no_violence/e-vaw/index.html (2017/12/15)

厚生労働省労働基準局労災補償部 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/sosikibetu/rousai.html   (2017/12/15)

厚生労働省 「生活保護制度」 「生活困窮者自立支援制度」 「生活福祉資金貸付制度」
http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/    (2017/12/15)

厚生労働省 「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000147318.pdf   (2018/1/23)

日本年金機構 http://www.nenkin.go.jp/   (2017/12/15)

名古屋市 「健康と暮らしを守る国の保険、国民健康保険と国民年金」
http://www.city.nagoya.jp/kurashi/category/12-4-0-0-0-0-0-0-0-0.html  (2018/1/23)

(福)愛知県社会福祉協議会 「生活福祉資金貸付制度の概要」
http://www.aichi-fukushi.or.jp/intoro/minsei/kikin_gaiyo.html   (2017/12/15)

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
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病気・医療

椋野美智子、田中耕太郎 「はじめての社会保障 - 福祉を学ぶ人へ 第7版補訂版」 有斐閣 2010年

愛知県保険医協会社保学術部 編集 「公費負担医療等手引 改訂版27版」 愛知県保険医協会社

カレン・ホランド、クリスティン・ホグ 「多文化社会の看護と保健医療 グローバル化する看護・健康のための人材育成」

福村出版 2015年

障害

老後を支えあう

相原洋子 監修 「マイノリティのための高齢者ケアガイドブック ～いつまでも住み慣れた地域で、安心して暮らしていくため
に～」 2017年

金宣吉 「在日コリアン高齢者のためのケアガイドブック」 神戸定住外国人支援センター（KFC） 2003年

社団法人日本社会福祉士会 編集 「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」 中央法規 2012年

外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト主催 中国語介護通訳養成研修カリキュラム 知識編／「要介護外国人を取り巻

く状況」について 2016年

（公財）愛知県国際交流協会 「愛知生活便利帳」 2017年

川村千鶴子・宣元錫 編著 「異文化間介護と多文化共生―誰が介護を担うのか」 明石書店 2009年

川村千鶴子・近藤敦・中本博皓 編著 「移民政策へのアプローチ：ライフサイクルと多文化共生」 明石書店 2009年

外国人対応で考えたい 宗教＆在留資格の問題

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）



● 125 ●

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


