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は じ め に 
 

技能実習生の問題に取り組む若手を中心とした弁護士たちは，パスポートを取り上げて

の私生活の監視，残業代の不払，不満を述べた技能実習生の「強制帰国」など，様々な人

権侵害に対して，事件を担当して個々の問題を解決してきました。しかし，技能実習生に

関する人権侵害の事件はなお絶えることがありません。 

 

技能実習制度は，名目上は，日本の技術を海外に移転する国際貢献のための制度である

とされてきましたが，実態は，労働力不足の産業の労働力調達の手段として機能してきま

した。技能実習生は，技能の習得という名目上の目的があるゆえに，制度上，職場の移転

が原則として認められず，日本での在留を続けるためには，雇用主からの違法・不当な労

働条件や待遇を受け入れざるを得ない，という構造的問題を抱えています。日弁連は，こ

の構造的な矛盾を抱える技能実習制度の問題は，個々の事件で弁護士が奮闘するだけでは

解決しない，技能実習制度を廃止することが必要である，と意見を述べてきました。 

 

他方で，当面の労働力不足の解決策として，また，急激な人口減少を迎えつつある日本

社会が存続するための方策として，外国人労働者の受入れは，もはや避けられない大きな

流れとなっているように思われます。 

 

そうであれば，私たちは，ただ技能実習制度の廃止を訴えるだけではなく，正面から外

国人労働者の受入れを論じて，あるべき外国人の受入れ制度とは何かを考え，提案するこ

とが必要ではないかと考えました。これが本シンポジウムの第 1 のテーマであり，本報告

書第１編は，このテーマに関わる報告です。 

 

そして，正面からの外国人労働者の受入れが進むとすれば，言語や習慣など様々な違い

を持つ外国にルーツを持つ人々が日本社会の一員となっていくことになり，彼らの人権保

障，社会での共生が課題となります。 

 

しかし，日本は，近年増加しているヘイトスピーチや入居における差別など，在日コリ

アンを始めとする外国にルーツを持つ人々への差別の問題や，国際的基準と乖離した難民

認定基準，国際人権基準を軽視した在留特別許可の運用，収容の処遇の問題など，いまだ

解決しない問題を抱えています。さらに，増加している外国にルーツを持つ人々を正面か

ら社会の一員として迎え入れ，共生するための法制度を持っていません。 

 

社会の分断や新たな差別の発生を防ぎ，外国にルーツを持つ人々が日本社会で人権を保

障されるためにはどのような施策が必要であるのか，これが本シンポジウムの第 2 のテー

マであり，本報告書第２編は，このテーマに関わる報告です。実行委員会は，ドイツ，ス

ウェーデンでの調査，日本国内の様々な現場の実地調査を踏まえて，詳細な報告をしてい

ます。 

 

はじめに



次に，これらの第１編，第２編で挙げられた課題を実現するために，日本がどのような

法制度を持ち，また，国や自治体がどのような組織を創っていくべきかを，本シンポジウ

ムの第 3 のテーマとしており，本報告書第３編は，このテーマに関わる報告です。 

 

このシンポジウムを準備中の今年 6 月，政府は，いわゆる「骨太の方針 2018」を発表し，

新たな在留資格を創設して，これまで入国の条件としてきた専門的・技術的分野以外の外

国人であっても，労働者として受け入れる方針を明らかにしました。さらに今年 7 月末に

は「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」が開催され，「外国人の受入れ環境の

整備に関する業務の基本方針について」が閣議決定されるなど，共生のための種々の施策

の検討が始まっています。上川法務大臣は，この時の記者会見で，「法務省に入国管理庁の

ような外局を設けることを含め，適切な組織体制及び人員の確保について速やかに検討を

進める」としており，新たな組織の創設も検討されています。 

 

このように，本シンポジウムの開催準備と軌を一にして，政府も労働者受入れと受入れ

後の共生施策の検討に入っています。この状況も踏まえて，本シンポジウムとこの基調報

告書は，現状の問題点を把握した上で，在るべき法制度をより具体的に論じるように努め

ました。 

 

本シンポジウムは，新たな外国人労働者受入れ制度を契機として始まる日本社会の大き

な転換点に立って，外国にルーツを持つ人々の人権保障という視点から，今後の日本社会

の在るべき法制度，弁護士・弁護士会の取り組むべき課題を明らかにしようとするもので

す。 

 

実行委員会一同，本シンポジウムが，弁護士会・弁護士の今後の活動，外国にルーツを

持つ人々と関わる皆さんの活動の一助になることを願ってやみません。 

 

なお，ドイツ，スウェーデンでの調査，様々な教育や医療の現場，技能実習生のヒアリ

ングなどに当たっては，内外の関係者の皆様に多大なご協力をいただきました。深く御礼

を申し上げるものです。 

 

2018 年 10 月 4 日 

 

第 61 回人権擁護大会 

シンポジウム第 1 分科会 

実行委員長 市  川  正  司 
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第１編 あるべき外国人受入れ政策～特に労働者受入
れの側面で～ 

 

第１章 はじめに 
 

第１節 在留外国人数 
 

法務省入国管理局が 2018 年 3 月 27 日に発表した「平成 29 年末現在における在留外国人

数について（確定値）」によれば，日本における在留外国人数（中長期在留者1と特別永住

者の合計）は，2017 年末 256 万 1848 人となり，250 万人を超えた。在留外国人数は，前年

に比べ 17 万 9026 人（＋7.5％）増加となり過去最高となっている。 

 
【第１－１図】 在留外国人数の推移（総数） 

 
2018 年 3 月 27 日法務省入国管理局「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」より引用 

 

このうち，植民地支配の結果として日本での生活を余儀なくされた朝鮮や台湾などの旧

植民地出身者とその子孫である特別永住者（後述する 1989 年の入管法改正後に来日した

                                                   
1 法務省の在留外国人統計上，「中長期在留者」とは，入管法上の在留資格を持って我が国に在留する外国人

のうち，次の（ア）から（エ）までのいずれにも当てはまらない者とされている。また，次の（オ）及び（カ）

に該当する者も中長期在留者には当たらないとされている。 

（ア）「3 月」以下の在留期間が決定された者 

（イ）「短期滞在」の在留資格が決定された者 

（ウ）「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 

（エ）（ア）から（ウ）までに準じるものとして法務省令で定める者（「特定活動」の在留資格が決定された，

台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族） 

（オ）特別永住者 

（カ）在留資格を有しない人 
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「ニューカマー」と対比して「オールドカマー」と呼ばれることがある）は 32 万 9822 人で

ある。また，中長期在留者（その多くは 1989 年の入管法改正後に来日した「ニューカマー」

といわれる人々）は 223 万 2026 人に上っている。在留カード及び特別永住者証明書上に表

記された国籍・地域の数は 195（無国籍を除く。）に上っている。 

国籍・地域別にみると，在留外国人数の多い順に，中国（73 万 890 人，構成比 28.5％，

対前年末増減率＋5.1％），韓国（45 万 663 人，17.6％，－0.5％），ベトナム（26 万 2405

人，10.2％，＋31.2％），フィリピン（26 万 553 人，10.2％，＋6.9％），ブラジル（19 万

1362 人，7.5％，＋5.8％），次いでネパール，台湾，米国，タイ，インドネシアとなって

おり，アジア諸国が多数を占めていることが分かる。さらに，対前年末増減率をみても，

ベトナム（＋31.2％），ネパール（＋18.6％），インドネシア（＋16.6％）等のアジア諸国

が 10％以上の増加率を示している。 

このようにアジア諸国出身者が計 213 万 313 人と多数在留しているほか，南米 25 万 3663

人，ヨーロッパ 7 万 5704 人，北米 7 万 1053 人，アフリカ 1 万 5939 人，オセアニア 1 万

4725 人，無国籍 633 人の順に，多くの地域からの在留者もいる。 

 
【第３図】 在留外国人の構成比（国籍・地域別，平成２９年末） 

 
2018 年 3 月 27 日法務省入国管理局「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」より引用 

 

次に，在留資格別に見ると，多い順に，永住者（74 万 9191 人，構成比 29.2％，対前年

末増減率＋3.0％），特別永住者（32 万 9822 人，12.9％，－2.7％），留学（31 万 1505 人，

12.2％，＋12.3％），技能実習（27 万 4233 人，10.7％，＋20.0％），技術･人文知識･国際

業務（18 万 9273 人，7.4％，＋17.5％）となっている。 
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【第２－２図】 在留外国人の構成比（在留資格別，平成２９年末） 

 
2018 年 3 月 27 日法務省入国管理局「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」より引用 

 

また，都道府県別に見ると，多い順に，東京都（53 万 7502 人，構成比 21.0％，対前年

末増減率＋7.3％），愛知県（24 万 2978 人，9.5％，＋8.3％)，大阪府（22 万 8474 人，8.9％，

＋5.0％)，神奈川県（20 万 4487 人，8.0％，＋6.6％)，埼玉県（16 万 7245 人，6.5％，＋

9.7％)の順であり，日本人を含む日本全体の都道府県別人口分布と同様に，都市圏，特に

関東地方への集中が顕著である。特に在留外国人数が最も多い東京都は，全国の 21.0％を

占めている。 

そして，専門的・技術的分野での就労を目的とする在留資格，例えば，「技術・人文知識・

国際業務」の都道府県別在留者数をみると，多い順に，東京都（6 万 9705 人），神奈川県

（2 万 309 人），大阪府（1 万 5147 人）となっており，上記在留外国人全体の傾向とほぼ合

致している。 

他方，専門的・技術的分野の受入れとは位置付けられておらず，正面から就労が目的と

されていない在留資格で就労している者，例えば，「技能実習」の都道府県別在留者数をみ

ると，多い順に，愛知県（2 万 8805 人），茨城県（1 万 3841 人），広島県（1 万 3840 人），

千葉県（1 万 3362 人），埼玉県（1 万 2616 人），岐阜県（1 万 1600 人），大阪府（1 万 637

人），静岡県（1 万 482 人）となっており，必ずしも上記在留外国人全体の傾向と合致せず，

むしろ都市圏よりも地方に多く在留していることが分かる。 
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【第４図】 在留外国人の構成比（都道府県別，平成２９年末） 

 
2018 年 3 月 27 日法務省入国管理局「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」より引用 

 

このほか，2018 年 1 月 1 日現在 6 万 6498 人の非正規滞在者2も日本に居住している。 

また，この在留外国人数及び非正規滞在者数の中には，難民認定申請者や難民認定者も

含まれている（なお，難民申請者の中には，申請直後は 3 月以下の在留期間を許可される

ため，上記のいずれの人数にも含まれない者もいる。）。 

国連等の国際機関では，「通常の居住地以外の国に移動し，少なくとも 12 か月間当該国

に居住する人」を「移民（migrant）」と定義することが多く，このような国際的な定義に

従えば，日本は既に移民受入れ国であるとも言える3。 

 

第２節 在留外国人数増加の推移 
 

1989 年の出入国管理及び難民認定法（以下「入管法」という。）改正以来，在留外国人

数は，リーマン・ショック（2008 年 9 月）と東日本大震災（2011 年 3 月）の影響を受けて

2008 年から 2012 年にかけて減少した以外は，基本的には一貫して増加を続けている。 

                                                   
2 本報告書では，在留資格を有さずに本邦に在留する外国人について「非正規滞在者」との語を用いるが，そ

の理由については，第２章第１節第１の脚注で後述する。 
3 国際的な移民の定義について，国際移住機関（ＩＯＭ）は，「多くの専門家は，移住の理由や法的地位に関

係なく，本来の居住国を変更した人々を国際移民とみなすことに同意している。3 カ月以上 12 カ月未満の移動

を短期的または一時的移住，1 年以上にわたる居住国の変更を長期的または恒久移住と呼んで区別するのが一

般的である。 - 国連経済社会局」とホームページで説明している。この定義によれば，留学生や海外に長期

赴任する者，長期旅行者も「移民」に該当する。なお，ＩＯＭ自身は，移民について「当人の (1) 法的地位，

(2) 移動が自発的か非自発的か，(3) 移動の理由，(4) 滞在期間に関わらず，本来の居住地を離れて，国境を

越えるか，一国内で移動している，または移動したあらゆる人」として，滞在期間を問わない定義を採用して

いる。 
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1989 年の外国人登録者総数は 98 万 4455 人であったから，2017 年までの約 30 年間で，

総数だけでも少なくとも約 150 万人以上が増加したことが分かる4。 

以下の表5でも明らかなとおり，15 年前の 2002 年末と比べても在留外国人数は 80 万人以

上が増加している。国籍別でみると，中国・台湾が約 37 万人，ベトナムが約 24 万人，フ

ィリピンが約 10 万人以上増加しており，在留資格別でみると，永住者が約 52 万人，技能

実習が約 19 万人（2017 年の技能実習と 2002 年の技能実習及び研修の合計との差），留学

が約 15 万人(2017 年の留学と 2002 年の留学及び就学の合計との差)，技術・人文知識・国

際業務の在留資格を有する者が約 12 万人増加している。 

 

 
 

第３節 「外国人」以外の外国にルーツを持つ人々のカテゴリ 
 

上述した日本国籍を有しない「外国人」以外にも，さらに，出生後に日本国籍を取得し

                                                   
4 なお，外国人登録制度は 2012 年に廃止されており，1989 年の外国人登録制度に基づく外国人登録者数と 2017

年の在留外国人数とを単純に比較することは不正確であるが，外国人登録者の方が在留外国人よりも統計の対

象となる範囲が広いことから，少なくとも両者の差以上に増加したことは明らかである。 
5 法務省入国管理局 2018 年 3 月 27 日「平成 29 年末現在における在留外国人数について（確定値）」，及び 2013

年 6 月 14 日「平成 24 年末現在における在留外国人数について（確定値）」等に基づいて作成 

2002 2017 増減

在留外国人数 1,746,433 2,561,848 815,415

（国籍別）

中国 408,869 730,890 322,021
台湾*1 56,724 56,724
韓国（・朝鮮）*2 610,947 450,663 ▲ 160,284
ベトナム 20,409 262,405 241,996
フィリピン 153,572 260,553 106,981
ブラジル 263,580 191,362 ▲ 72,218
ネパール 2,840 80,038 77,198
米国 47,017 55,713 8,696
タイ 24,642 50,179 25,537
インドネシア 19,550 49,982 30,432
ペルー 45,115 47,972 2,857

（在留資格別）

特別永住者 489,900 329,822 ▲ 160,078
永住者 223,875 749,191 525,316
留学 157,613 311,505 153,892
　留学 110,415
　就学*3 47,198
技能実習*4 46,445 274,233 227,788
研修 39,067 1,460 ▲ 37,607
技術・人文知識・国際業務*5 65,213 189,273 124,060
　人文知識・国際業務 44,496
　技術 20,717
定住者 243,451 179,834 ▲ 63,617
家族滞在 83,075 166,561 83,486
日本人の配偶者等 271,719 140,839 ▲ 130,880
技能 12,522 39,177 26,655
永住者の配偶者等 7,576 34,632 27,056
経営・管理 5,956 24,033 18,077
企業内転勤 10,923 16,486 5,563
教育 9,715 11,524 1,809
高度専門職＊6 7,668 7,668
教授 7,751 7,403 ▲ 348
興業 58,359 2,094 ▲ 56,265

*1 2011年までの「中国」は「台湾」を含む
*2 2012年までは「韓国・朝鮮」の合計
*3 2010年以降は「留学」に一本化
*4 2002年の数は、
　　「特定活動」の内、就労していると推定される者の数（ワーキングホリデーを含む）
　　厚生労働省2004年5月28日「外国人労働者の適正な雇用・労働条件の確保
　　と不法就労の防止に理解と協力を」に基づく
*5 2015年以降は「技術・人文知識・国際業務」に一本化
*6 2012年に創設
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た人や外国籍の親から生まれた日本国籍を有する人等も日本で生活している。 

出生後に日本国籍を取得した人としては，国籍法 4 条以下の「帰化」の規定による者（概

ね年に 1 万人前後が日本国籍を取得している。1989（平成元）年～2017 年までの国籍取得

者数の合計は 35 万 8958 人。）のほか，国籍法 3 条（認知された子の国籍の取得）や 17 条

（国籍の再取得）の規定等により日本国籍を取得した者が含まれる（2017 年は 966 人）6。 

また，「外国人」親から生まれた日本国籍を有する子は，概ね年に 2 万人前後が出生して

おり（2016 年は 1 万 9118 人），出生数の約 2％を占めるに至っている7。すなわち，2016

年に生まれた新生児の 50 人に 1 人が両親のどちらかが日本人でもう片方が外国人であり，

日本国籍を持つ子どもの中にも，少なくない数の「外国にルーツを持つ子ども」が含まれ

ていることが分かる。 

このように，今，日本は，様々な国籍や外国にルーツを持つ人々が暮らす国となってい

る。これらの外国にルーツを持つ人々のほとんどは民族的少数者（社会を構成する民族集

団のうちで，多数集団を形成する民族集団とは異なる文化，言語，宗教等を持つもの，

“ethnic minority”，市民的及び政治的権利に関する国際規約（以下「自由権規約」という。）

27 条，子どもの権利条約 30 条等）でもある。 

なお，「外国人」との用語については，「『外国人』という言葉は，居住国の国籍の有無に

よって人間を分類し，外国籍者を『他者』化するニュアンスがある」という指摘がされて

いる8。このような文脈を踏まえて，近時，「外国人」に変えて「移民」や「移住者」との

語を用いる例もある。他方で，必ずしも「移民」という言葉は，その定義が一義的ではな

く（前述のとおり国連等の国際機関では 12 か月間居住する人を「移民」と定義することが

多いが，日本では，例えば 1 年間の在留期間を有する海外からの留学生を「移民」と定義

することには違和感がある人が多いのではないだろうか），また，本シンポジウムが広く弁

護士一般を対象としているところいまだ「外国人」という用語が一般的であると思われる。

そこで，本報告書においては，特に海外からの受入れや国籍に着目した場面においては「外

国人」の語を用い，それ以外の場面，特に共生社会の実現の場面においては「外国にルー

ツを持つ人々」との語を用いることとした。 

 

第４節 在留外国人増加の原因 
 
第１ 在留外国人増加の原因 

 

在留外国人の増加傾向は，さらに加速しており，前述のとおり，2016 年から 2017 年へ

の 1 年間だけで，238 万 2822 人から 256 万 1848 人へと 17 万 9026 人増加している。 

併せて外国人労働者の受入れも着実に進んでおり，特別永住者を除く外国人労働者数（外

国人雇用状況届出数）が 2016 年 10 月末には 108 万 3769 人，2017 年 10 月末には 127 万 8670

人となり，100 万人を超えて，年間 20 万人近いペースで増加している。 

                                                   
6 法務省ホームページ「帰化許可申請者数等の推移」。なお，帰化制度の問題点については，第２編第３章第

３節第３も参照。 
7 厚生労働省・平成 28 年度人口動態統計上巻・出生・第 4.32 表「父母の国籍別にみた年次別出生数及び百分

率」 
8 元百合子『現文研』（専修大学現代文化研究所，2012 年）88 号 13 頁 
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この主たる要因は非熟練労働者の増加にある。 

 
図１ 在留資格別にみた外国人労働者数の推移 

 
厚生労働省 2018 年 1 月 26 日「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（平成 29 年 10 月末現在）より引用 

 

上記の表からも明らかなとおり，2016 年 10 月末と 2017 年 10 月末とでは，専門的・技

術的分野の在留資格が 20 万 944 人から 23 万 8412 人と 3 万 7468 人増加したのに対して，

技能実習生が 21 万 1108 人から 25 万 7788 人と 4 万 6680 人，資格外活動（主にアルバイト

で働く留学生9）が 23 万 9577 人から 29 万 7012 人と 5 万 7435 人と合計で 10 万 4115 人と

大幅に増加している。 

そして，日本における「外国人労働者」は，「専門的・技術的分野」の在留資格によって

正面から受け入れている者は全体の 20％にも満たず，「専門的・技術的分野」以外の非熟

練労働の担い手は，技能実習生，アルバイトで働く留学生等，本来は，労働者の受入れを

目的としない制度によって入国した人々であることも，「外国人雇用状況」の届出状況から

明らかである。 

 

                                                   
9 他にも「家族滞在」の在留資格を有する者の就労が含まれる。 

第１章　はじめに
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図３ 在留資格別外国人労働者の割合 

 
厚生労働省 2018 年 1 月 26 日「外国人雇用状況」の届出状況まとめ（平成 29 年 10 月末現在）より引用 

 

さらに，日本においては，上記「身分に基づく在留資格」として，例えば，ブラジルや

ペルーなどに移住した日本人の子孫である日系二世，三世やその家族が，「定住者」の在留

資格で，愛知，岐阜，静岡，三重，群馬等の自動車・機械やその部品メーカーが所在する

地域で工場労働等の非熟練労働に従事したり，また，「日本人の配偶者」の在留資格で就労

に従事する者等が，35.9％を占めている。 

また，「特定活動」の在留資格を有して就労する者が 2.1％を占めているが，これらの中

には，例えば，ワーキングホリデーで就労する者や，次章で後述する外国人建設労働者及

び外国人造船労働者等のほか，適法な在留資格を有する間に難民申請を行い 6 か月が経過

した者も含まれる。 

 
第２ 「非熟練労働」との用語について 

 

なお，本報告書では，入管法の想定する「専門的・技術的分野」の在留資格を有さず，

本来は，労働者の受入れを目的としない在留資格を有しているが，実際には主に第一次・

第二次産業の労働現場・現業部門で就労している外国人労働者の労働について「非熟練労

働」との語を用いている。 

第２章第１節第１で述べるとおり，1989 年の改正入管法は，入管法別表第一の在留資格

について，「技術」，「人文知識・国際業務」のほか「教授」，「投資・経営」等の 14 の在留

資格に該当する労働者のみを専門的・技術的労働者とみなし，これらに該当しない職種は

全て入管法上「単純労働者」に分類している。そして，日本政府もかかる理解を前提に「単

純労働者」を受け入れないとの建前を堅持してきた。 

第１編　あるべき外国人受入れ政策～特に労働者受入れの側面で～



－ 11 －

9 

しかし，労働について「専門的・技術的」とそれに劣る「単純」とが存在するという二

分論は，特に「単純」労働であるとされる労働分野に対する差別的意味合いを含む。かか

る問題意識の下で，両者の差異を，当該労働分野において要求される技術・スキルの差，

すなわち熟練の有無に求める立場から，「専門的・技術的分野」の労働者に対して「非熟練

労働者」という語を用いる立場が次第に一般的になり（英語の unskilled worker に対応），

本報告書もそれに倣っている。 

したがって，本報告書における「非熟練」労働とは，入管法が「専門的・技術的」分野

と認めていない労働分野における労働である。かかる労働分野は，多くが労働力不足とな

っている第一次・第二次産業の労働現場・現業部門と一致することが多いが（これらはほ

とんどが技能実習制度における受入れ対象職種である），近時の受入れ議論の対象となって

いる，第三次産業の介護やコンビニエンスストアの店員等も含む概念である。入管法が「専

門的・技術的」分野と認めている分野が限定的であるため，「非熟練」労働は，かなり広範

な労働分野を含む概念とならざるを得ない。 

もっとも，労働には様々な側面があり，そもそも「専門的・技術的」か「単純」か，「熟

練」か「非熟練」かの二分論では捉えきれない側面もあるのは事実である。 

例えば，製造業の現場・現業部門においても熟練工が存在するのであり，外国人労働者

についても，「定住者」の在留資格を有する者が，生産工程（ライン）の最終段階における

品質管理の工程（全工程に熟練していないと十分な品質管理ができない）に従事している

例も報告されている10。また，例えば，日本人の大卒労働者が，ＩＴ分野等のいわゆる「専

門的・技術的」分野の企業に就職した場合にも，大卒 1 年目の時点においては「非熟練」

であることが通常である。 

また，厚生労働省が技能検定の対象としている職種には，配管，建設大工，塗装，金属

プレス加工，めっき，石材施工，印刷，製本，調理などがあるが，仮にこれらの職種の技

能検定において特級，1 級等の高度の検定に合格したとしても，入管法がこれらの職種を

「専門的・技術的」分野と認めていないため，「単純」「非熟練」労働と扱わざるを得ない。

他方で，1989 年の入管法改正以前においては，法務省入国管理局も，上記技能検定の対象

を含む，金属材料製造作業者，金属加工作業者，一般機械器具組立・修理作業者，印刷・

製本業者，建設作業者等について，在留外国人統計上，「単純労働者」とは別の「技能工・

生産工程従事者」に分類しており，これらの職種を単純労働とは認識していなかったはず

である11。 

すなわち，現在の入管法の予定する「専門的・技術的」分野は限定的に過ぎるし，そも

そも何が「単純」労働であるかについても明確な定義がなされてこなかったといってよい。

むしろ，非正規滞在者や資格外活動者が行う就労がいわゆる「単純労働」であり，受入れ

に伴って労働市場や社会的なコスト等の側面で多大な「問題」が発生するような労働であ

ると認識されていたのである12。 

「非熟練労働」分野での外国人労働者の受入れにあたっては，上記二分論の「限界」を踏

まえ，また，労働の実態に即した議論が必要である。 

                                                   
10 丹野清人教授（首都大学東京）より聴取 
11 鈴木江理子『日本で働く非正規滞在者 彼らは『好ましくない外国人労働者』なのか？』（明石書店）85 頁

以下 
12 前掲脚注 11 と同じ。 
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第５節 人口減少社会 
 

このように「外国人労働者」が増加している背景には，日本の労働市場における，特に

建設業，農業，介護等の分野での，非熟練労働者を始めとする慢性的な労働力不足がある。 

既に 2018 年 2 月には，景気回復で仕事が増えているにもかかわらず，働き手が足りない

ことから仕事を受けられずに事業継続の断念を余儀なくされる現象が全国各地で相次いで

いるとの報道もなされている13。 

総務省統計局「国勢調査報告」によれば，2016 年 10 月 1 日時点の日本の人口は 1 億 2693

万 3000 人（外国人を含む。）であり，前年より 16 万 2000 人減少し，生産年齢人口も減少

している。都道府県別の人口増加率を見ると，2016 年 10 月 1 日時点で前年より増加した

都道府県は，埼玉県（0.31％），千葉県（0.21％），東京都（0.8％），神奈川県（0.2％），

愛知県（0.32％），福岡県（0.05％），沖縄県（0.4％）のみであり，大都市部への人口集中

の様子がうかがわれる。最も増加率が大きいのは東京都であり，東京一極集中が進んでい

ることが分かる。以上のような日本全体の人口減少と大都市部への人口集中の結果，地方

では加速度的な人口減少が進み，労働分野における人手不足が深刻化している。 

そのため，既に地方では特に縫製業，食品加工業及び農業等の非熟練労働の分野におい

て外国人労働力に対する需要が大きくなっている。そのような背景を受け，近年，地方に

おける在留外国人の増加は著しく，2017 年 6 月末時点における在留外国数にかかる都道府

県別対前年末増加率をみると，上位 3 都道府県は，青森県（7.5％），熊本県（6.8％），佐

賀県（6％）であり，いずれも地方である。 

このように，既に人口減少社会において特に地方において慢性的な人手不足を外国人労

働者が補っている現状が発生していることに加え，さらに将来的にも，国立社会保障・人

口問題研究所の「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」は，生産年齢（15 歳～64 歳）の

人口は 2015 年時点で 7728 万人であったところ，2035 年には 6463 万人から 6527 万人の間

のいずれかとなり，少なく見ても 1200 万人の労働人口が減少すると推計している。また，

2065 年には 4147 万人から 4950 万人の間のいずれかとなり，少なく見ても 2778 万人の労

働人口が減少すると推計されている。他方で，65 歳以上の高齢者は，2015 年時点で 3368

万人であったところ，2035 年には 3781 万人，2065 年には 3381 万人と推計されている14。 

                                                   
13 NHK NEWS WEB 2018 年 2 月 2 日付け「“人手不足倒産”現場でなにが？」 
14 以下の表は，国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成 29 年推計）」の「出生中位（死亡

中位）推計」等を基に作成 
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このような急速な少子高齢化社会の進展の中で，日本社会の抱える中長期的な課題とし

て，日本の生産能力，社会保障負担，高齢者の介護等の課題がますます突き付けられてい

る。これに対する解決策として，出生率の大幅な増加には限界があることを指摘する声も

あり，女性や高齢者の就業率の増加などの他，外国人人口増による生産年齢人口の増加を

通じて，現実の労働，社会保障負担，介護等の担い手の増加を図る方向が，重要な選択肢

となっている。 

 

第６節 人口減少社会の中で，外国人労働者を求める声 
 

これを受けて，日本経済団体連合会（経団連）は「外国人材受入促進に向けた基本的考

え方」（2016 年 11 月）を，日本商工会議所（日商）は「専門的・技術的分野の外国人材受

け入れに関する意見～新たな在留資格「中間技能人材」の創設を～」（2018 年 4 月 26 日）

を発表した。 

経団連の案は，「経済のみならず社会の活力の維持・強化にとっても，外国人材の受け入

れ促進は不可欠」との基本認識の下，いわゆる高度人材のほか，社会基盤を整備・維持・

管理する建設業や，造船等の製造業を含め一定の技能を有する「社会基盤人材」や，介護

現場の人手不足の緩和や女性の活躍促進に資する外国人の介護人材，家事支援人材といっ

た「生活基盤人材」の活用・受入れ拡大を求める内容を含んでいる。また，日商の案は，

「一定の専門性・技能を有する外国人材を「中間技能人材（仮称）」と定義し，新たな在留

資格を創設した上で，受け入れを積極的に進めていくべき」，「「中間技能人材」の創設にあ

たっては，原則，人手不足の業種・分野であることを受け入れの基本的な条件とし，期間

は他の在留資格と同様に 5 年を上限に更新可とすべき」との内容を含むものである。 

さらに，農業労働者の不足に悩む地方自治体等も外国人労働者受入れに向けた意見を述

べ始めている。 

第１章　はじめに
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例えば，愛知県は，2015 年 11 月，「過去に「技能実習制度」を優秀な成績で修了した外

国人や，それに相当する資格・能力を持つ外国人のうち，我が国の労働者として雇用され

ることを希望する者に，新たな在留資格「産業人材」を認め，我が国での就労・居住を許

可する」との外国人雇用特区の提案をしており，受入れ期間は 5 年としつつも，在留資格

の更新を認め，配偶者等の帯同も認める提案をしている。 

また，多くのメディアでも外国人労働者受入れに関する議論がなされている。 

 

第７節 骨太の方針 
 

しかし，このように 100 万人を超える外国人労働者が日本で働き，生活する一方で，日

本政府の対応としては，いわゆる単純（非熟練）労働者は受け入れないとの建前を維持し

続けてきた。 

ようやく政府は，2018 年 6 月 15 日，経済財政諮問会議で「経済財政運営と改革の基本

方針 2018」を取りまとめ，いわゆる「骨太の方針 2018」（以下「骨太の方針」という。）を

閣議決定した。また，政府が同日閣議決定した「まち・ひと・しごと創生基本方針 2018」

は，地方における外国人材の活用を謳い，「在外の親日外国人材を掘り起こし積極的に活用

する仕組みを構築する」として，地方創生のために外国人材の受入れを促進することが示

唆されている。さらに，政府は，同年 7 月 24 日，「外国人材の受入れ・共生に関する関係

閣僚会議」を設置するとともに，骨太の方針を踏まえて，「外国人の受入れ環境の整備に関

する業務の基本方針について」（以下「受入れ環境の整備に関する基本方針」という。）を

閣議決定した。 

骨太の方針において，政府は，「就労を目的とした新たな在留資格」を創設する方針を示

している。「新たな在留資格」は，「従来の専門的・技術的分野における外国人材に限定せ

ず，一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材」を対象にするとしており，正面か

ら「単純労働者」の受入れを認める文言とはなっていない。とはいえ，第２章第１節第１

で後述のとおり，従来は「専門的・技術的分野」でないものは全て「単純労働者」とみな

していたことからすれば，従来の「単純労働者」の中から一定の者を受け入れる方針であ

ると言える。さらに，報道によれば，建設，農業，介護，造船，宿泊の 5 分野のほか，金

属プレスや鋳造など一部の製造業や非製造業の外食産業も対象にする見込みとされており15，

これらはほとんどが技能実習の対象職種であるから，「新たな在留資格」は，実質的には正

面から「非熟練」分野への外国人労働者受入れを目的とするものである。 

しかし，新たな在留資格では，在留の期限は原則 5 年以内とされ，家族の帯同が認めら

れず，また，この在留資格の創設後もなお技能実習制度は存続することとしている。 

その詳細や評価は第３章第１節第２以下に譲るが，ここでは，骨太の方針には，新たな

在留資格の創設も「移民政策とは異なる」ことを強調している点で基本的な発想に大きな

問題があることを指摘しておく。前述のとおり国際的には 12 か月間居住する人を「移民

（migrant）」と定義することが多く，その定義はともかく，多くの国が，受け入れた外国人

労働者について，労働力としてだけではなく，社会で生活する「人」であることに着目し

て，共生のための政策を採っている。骨太の方針と受入れ環境の整備に関する基本方針も，

                                                   
15 日本経済新聞 2018 年 7 月 25 日付け 

第１編　あるべき外国人受入れ政策～特に労働者受入れの側面で～



－ 15 －

13 

「外国人材への支援」や「受入れ環境の整備」を掲げているのであるから，共生のための施

策を受入れ企業等のみの責任とするのではなく国の責務として明確に位置付け，実行する

体制を早急に構築すべきである。 

外国人労働者の受入れが更に増加すると見込まれる今こそ，これらの問題を正面から議

論し，また，外国人労働者も含めて外国にルーツを持つ人々を受入れた後の共生社会の実

現を目指さなければならない。 

第１章　はじめに
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第２章 外国人労働者受入れの現状と課題 
 

第１節 非熟練労働者 
 
第１ 総論～1989 年改正入管法以来の外国人労働者受入れ状況 

 

1989 年の入管法改正は，在留資格を拡充整備した大幅な改正であったが，以降，在留資

格は，その者の行おうとする活動に着目して与えられる在留資格（入管法別表第一に列挙）

と，その者の身分又は地位に基づいて与えられる在留資格（入管法別表第二に列挙）とに

大別され，後者の別表第二の在留資格，すなわち「永住者」，「日本人の配偶者等」，「永住

者の配偶者等」，「定住者」のいずれかを有する者には就労活動の制限はない。これに対し

て，入管法別表第一の在留資格については，在留資格の予定する活動しか行うことができ

ない。 

そして，1989 年入管法改正に先立つ 1988 年の第 6 次雇用対策基本計画においては，外

国人労働者の受入れの是非について，専門的・技術的労働者は「可能な限り受け入れる方

向で対処する」一方で，いわゆる「単純労働者」は「十分慎重に対応する」（すなわち，受

け入れない）という基本方針が閣議決定されている。これを受けて，1989 年の改正入管法

は，入管法別表第一の在留資格について，「技術」，「人文知識・国際業務」のほか「教授」，

「投資・経営」等の 14 の在留資格に該当する労働者のみを専門的・技術的労働者とみなす

こととなった。その結果，これらに該当しない職種は全て，入管法上「単純労働者」に分

類され，労働者としてフロントドアから入国する途が閉ざされてしまった1。 

その後も，例えば，1999 年に閣議決定された第 9 次雇用対策基本計画においては，経済

のグローバル化という観点から，「我が国の経済社会の活性化や一層の国際化を図る観点か

ら，専門的，技術的分野の外国人労働者の受入れをより積極的に推進する」とされる一方，

いわゆる単純労働者の受入れについては，「国内の労働市場にかかわる問題を始めとして日

本の経済社会と国民生活に多大な影響を及ぼすとともに，送出し国や外国人労働者本人に

とっての影響も極めて大きいと予想されることから，国民のコンセンサスを踏まえつつ，

十分慎重に対応することが不可欠である。」とされる等，前記方針は踏襲されてきている。 

このように，日本政府の外国人労働者の受入れにおける基本的立場は，「単純労働者」の

受入れは行わないとするものであったが，現実には，非熟練労働者の不足が感じられるよ

うになった 1980 年代から，外国人が非熟練労働者として就業してきている。 

まず，1989 年入管法改正以前においては，側面からであっても非熟練労働者を受け入れ

る在留資格が存しなかったことから，「不法就労者」，すなわち非正規滞在者の増加という

形で，外国人が非熟練労働者として就業してきた2。 

                                                   
1 鈴木江理子「外国人受入れ政策の歴史的展開と今後：人口急減社会・日本の選択」『自由と正義 2015 年 11

月号』（日弁連）12 頁 
2 本報告書では，在留資格を有さずに本邦に在留する外国人について「非正規滞在者」との語を用いている。

政府の用語である「不法滞在者」では，（入管法違反以外の）犯罪等のイメージと結びつきやすいためである。

なお，さらに「非正規」という語にも「正規でない」との点でネガティブなイメージがあるとして，近時，単

に「在留資格を有しない人」または「在留資格に係る文書を有しない人」（英語の undocumented に対応）とい

う語を用いる場合もある（第２編第３章第２節第２では，この語を用いているが，意味するところは同じであ

る。）。 
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非正規滞在者の数は，バブル経済末期の 29 万 8646 人（1993 年 5 月）をピークとして，

以後景気の後退の影響等により減少を始め，さらに，法務省入国管理局が 2004 年から実施

した「不法滞在者 5 年半減計画」等の取締りの強化によって，この間だけでも 21 万 9418

人（2004 年 1 月）から 11 万 3072 人（2009 年 1 月）に半減し，2018 年 1 月現在では 6 万

6497 人まで減少している（なお，このように全体的には減少傾向にあるが，2018 年 1 月は

前年の 2017 年 1 月と比して 1228 人増加する等，近時は 4 年連続して増加している。）。 

これらの非正規滞在者は，その多くが，製造業・建設業等の現場で非熟練労働者として

働いており，特にバブル経済期等の好況期において，事実上，日本の労働市場における非

熟練労働力の需要を満たす存在として認識されてきた側面がある。 

非正規滞在者に次いで，1989 年の入管法改正後は，後述のとおり，日系二世・三世，研

修・技能実習生，そして留学生等，表向き労働力不足への対応を目的とするものではない

とする制度を通じて，実質的には非熟練外国人労働者が日本に入国・在留し，過酷な労働

現場を担ってきたという歴史，そして現状がある。 

これらの現実と，「単純労働」を行う者は受け入れないという建前が既に乖離しているこ

とは，前章で述べたとおり，「外国人雇用状況」の届出状況によれば，外国人労働者（特別

永住者を除く）は，2016 年 10 月末に初めて 100 万人を突破する一方，これらのうち，政

府が正面から労働者として受け入れている専門的・技術的分野の外国人は 20％に満たず，

その多くを，技能実習生や資格外活動の者が占めていることからも明らかである。 

にもかかわらず，政府がこれまで上記「建前」を維持してきた結果，非熟練労働者の受

入れについては，いまだ中長期の対応策が存在せず，上述のとおり，いわば「場当たり的」

な受入れが続いてきた。その結果，これら外国人が対等な労使関係を築いて労働者として

の権利を保障されるための仕組みや，外国人が日本社会でどのように共生していくかとい

った議論に正面から取り組むことは，これまでなされてこなかった。 

以下では，主に第２～４の技能実習生，留学生，日系二世・三世の各項において，1989

年以降の「場当たり的」な受入れの現状と課題について確認するとともに，第５以下では，

ここ数年において政府が模索してきた新たな「場当たり的」な受入れ策について確認して

おくこととする。 

 
第２ 技能実習生 

 
１ 技能実習制度の歴史・制度概要 

(1) 外国人研修・技能実習制度の歴史 

外国人研修・技能実習制度は，主に開発途上国から外国人を招き，各種の技能・技

術・知識等の習得を援助・支援して人材育成を行い，わが国が有する汎用性の高い技

術を移転することで，もって，国際社会に貢献することを目的とする制度である。こ

の制度の沿革は，概要，以下のとおりである。 

1981 年，海外に支店や関連会社を有する企業が，在留資格「留学」の下でいわゆる

「技術研修生」として海外から研修生を受け入れる制度が設けられ，1983 年にはその

人数が 1 万人を超えた。 

これを受けて，1989 年の入管法改正により，独立した在留資格として「研修」が設

けられた。 
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1991 年には，法務省告示により企業単独型に加え，団体監理型の受入れが認められ，

従前の企業単独型の受入れに加えて，海外企業との関係がない国内中小企業でも，事

業協同組合や商工会議所などの中小企業団体を通じた研修生の受入れが可能となった。 

1993 年には，法改正によることなく「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱いに

関する指針」と題する法務省告示が出され，在留資格「研修」での 1 年間の研修を終

了した者について，引き続き 1 年を限度として，在留資格「特定活動」の一つとして，

技能実習を行うことを目的としての在留が可能となった。さらに，1997 年には，上記

滞在期間の上限が 2 年に延長された（在留資格「研修」での滞在期間と併せて最長 3

年間）。しかし，「研修」の期間については，「労働者」ではないとの理由から，労働関

係諸法令の適用対象ではないとされていた。 

その後，2009 年の入管法改正により，在留資格は「技能実習」に一本化され，技能

実習生は，来日 1 年目から労働関係諸法令の適用対象となり，最長 3 年間の実習期間

となった。しかし，同法改正後も，後述するような労働関係諸法令違反，人権侵害，

中間団体による搾取，強制帰国及び送出し国での諸契約等の問題が頻発し，技能実習

制度の問題点は解消されなかった。 

これに対応する形で，2017 年 11 月 1 日，「外国人の技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護に関する法律」（以下「技能実習法」という。）が施行された。同法では，

これまで最長 3 年間であった実習期間が最長 5 年とされ，受入れ可能人数も，優良な

受入れ先に限ってではあるものの，大幅に拡大された。 

(2) 制度の概要 

既に述べたとおり，技能実習生の受入れ方法には，企業単独型と，事業協同組合や

商工会議所などの中小企業団体を通じて受入れを行う団体監理型の 2 種類がある。法

務省によると，2017 年末時点において，企業単独型での受入れは 3.4％であるのに対

して，団体監理型での受入れは 96.6％となっており，技能実習生の大部分が団体監理

型の下での受入れである。また，団体監理型における実習実施者の半数以上が，従業

員 19 人以下の零細企業である3。以下，団体監理型を念頭において，述べる。 

 

                                                   
3 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11800000-Shokugyounouryokukaihatsukyoku/0000212063.pdf 
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法務省入国管理局・厚生労働省人材開発統括官 2018 年 7 月 26 日「新たな外国人技能実習制度について」よ

り引用 

 

技能実習生となろうとする者は，送出し国の送出し機関に応募し，出国前研修・送

出し実務に対する対価として，一定の手数料を支払う。送出し機関は，日本国内の監

理団体との間で契約を締結しており，両者の間で，実習生と実習実施者（受入れ企業）

のマッチングを行い，入国・在留資格に関する手続を行い，実習生は来日する。実習

生は，来日後，監理団体において，1 か月から 2 か月の座学の講習を行い，その後，

監理団体傘下の実習実施者の下へ配置され，実習を開始する。 

1 年目（在留資格「技能実習 1 号」）から 2 年目へ移行する際に技能評価試験が実施

され，合格者は 2 年目へ移行することとなり，2 年目から 3 年目に対応する在留資格

「技能実習 2 号」の変更許可を受ける。その後，3 年目終了時に再度技能評価試験を受

験し，これに合格した場合，1 か月以上の帰国期間を経て，4 年目から 5 年目に対応す

る在留資格（在留資格「技能実習 3 号」）の変更許可を受けて来日する。なお，3 号の

実習生を受け入れることができる実習実施者は，「優良」認定を受けたものに限られる。

その後，5 年目を終了した段階で，技能評価試験を受験し，帰国することが予定され

ている（なお，2018 年 8 月時点では，5 年目を終了した実習生は存在しない）。 

技能実習の対象となっている職種は，77 職種 139 作業（2017 年 12 月 6 日時点）あ

り，農業関係では畑作・野菜，酪農など，漁業関係では延縄漁業，ほたてがい・まが

き養殖など，建設関係では大工工事，タイル貼りなど，食品製造関係では缶詰巻締，

そう菜加工など，繊維・衣服関係では織物・ニット浸染，靴下製造，婦人子供既製服
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縫製など，非熟練労働が多く含まれている。受入れ人数の多い職種は，①食品製造関

係，②機械金属関係，③建設関係の順である4。 

都道府県別で技能実習の受入れ状況を見ると，2017 年末時点で，愛知県が 2 万 8803

人と最も多く，茨城県，広島県，千葉県，埼玉県と続く。技能実習生の総数は，2017

年末時点で，27 万 4233 人と過去最高を記録しており，その国籍は，ベトナム（45.1％），

中国（28.3％），フィリピン（10.1％），インドネシア（8.0％），タイ（3.1％）となっ

ており，アジア諸国からの実習生がほとんどを占めている5。 

 
２ 制度の問題点 

(1) 制度目的と実態の乖離 

技能実習制度は，技術移転による国際貢献という目的を掲げていながら，実際の就

労現場では技術修得ではなく，低賃金の非熟練労働者としての受入れがなされており，

目的と実態との間に大きな乖離が存在する制度である。 

既に述べたように，技能実習の対象職種には，非熟練労働が幅広く含まれている。

実際の就労現場においても，技術を修得させるための指導員が配置されているとは言

えず，技術の修得に向けた指導・教育がなされているとは言い難い6。また，マッチン

グにおいては，送出し国での対象職種と同様の職務経験が重視され，帰国後，実習先

で身につけた技術・技能を生かすことができるかという視点からの検討は十分とはい

えない。後者について言えば，例えば農業のように就労先の気候が極めて重要な要素

を果たす職種について，日本で身につけた特定の作物栽培や農業技術を帰国後に利用

できるか等について，厳密な検討がなされていないままマッチングが行われている。 

以上のとおり，技能実習の対象職種や，受入れ人数の多い地域の分布状況，受入れ

現場での状況に鑑みれば，技術移転による国際貢献という目的と安価な非熟練労働力

受入れという実態との間には大きな乖離が存在することが明らかである。 

(2) 職場移転の自由がないこと 

また，前述のとおり，技能実習制度は技術移転という名目が存在することから，技

能実習生は，在留資格を得るに先立ち特定の実習実施者の下での技能実習計画を策定

され，その審査を経て来日しており，制度上，固定された職場で一貫して技能実習を

行うことが予定されている。そのため，労働者であるにもかかわらず，同じ業種の範

囲内であったとしても，自発的に退職し，次の職場に移転する職場移転の自由がない。

例外的に，倒産や不正行為等，技能実習生の責めに帰すべき事由がないのに，実習実

施者において技能実習が継続できなくなった場合には，職場移転が認められる場合が

あるものの，その場合でも，倒産や不正行為等が認められ，さらに新たな実習実施者

を見つけなければならない負担を負うことから，労働組合等の支援者がいなければ，

次の職場を見つけることが極めて困難な状況に陥る。 

このような制度上の制約により，技能実習生は，職場で人権侵害や労働関係諸法令

違反の被害にあったとしても，職場移転がかなわず，中途で帰国せざるを得なくなる

                                                   
4 前掲脚注 3 と同じ。 
5 法務省ホームページ「在留外国人統計（旧登録外国人統計）統計表」 
6 外国人研修生権利ネットワーク編『外国人研修生 時給 300 円の労働者２』（明石書店，2009 年），安田浩一

『ルポ 差別と貧困の外国人労働者』（光文社，2010 年） 
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ことを恐れて，外部への相談をためらい，当該職場で就労を続けざるを得ない構造と

なっている。 

(3) 中間団体による搾取 

実習生は，送出し国において，送出し機関から多額の手数料を徴収されている。ま

た，日本国内の監理団体は，非営利団体であることとされているが，傘下の実習実施

者（受入れ企業）から実習生 1 人当たり月に 3～5 万円程度の「管理費」を徴収するた

め，実習実施者に経済的な負担を与え，結果的に，実習実施者から実習生に支払われ

る賃金を低下させる要因となっている。 

また，2017 年 12 月 12 日のテレビ東京「ガイアの夜明け」において，日本の監理団

体がベトナムにおいて送出し機関から過剰な接待を受け，さらに送出し機関関係者か

ら技能実習生一人の受入れを決めるごとに利益を要求する「キックバック」等の実態

が報道される等，悪質な監理団体が介入している事実も明らかとなっている。このよ

うな中間団体における過剰な接待や「キックバック」の存在は，技能実習生が送出し

機関に納める手数料や保証金に跳ね返る危険性がある。 

このように，現行制度で受入れの大半を占める団体監理型は，技能実習生と実習実

施者との間に送出し国及び日本の双方で中間団体が加入しなければならないという点

でも問題が大きい。 

(4) 強制帰国について 

さらに，労災の発生，結核等の病気への罹患，支援者への相談又は有給休暇の申請

等を行った実習生に対する強制帰国が行われている。これは，監理団体の協力の下で，

上記のような実習生を強制的に空港に連行し，外形的には当該実習生の自由意思で送

出し国へ帰国させるというものである。実習実施者や監理団体からすれば，紛争の原

因となった実習生を帰国させることにより，その後のトラブルや法的責任の追及を回

避することができるためである。 

実習生が一旦帰国した場合，日本の実習実施者や監理団体等に対する法的請求を行

うことは極めて困難となる。 

(5) 送出し国での諸契約について 

加えて，実習生は，送出し機関に対する手数料の支払だけでなく，保証金の預託，

違約金契約，同契約を保証する趣旨での不動産担保契約又は実習生の親族等による保

証人契約といった様々な契約を締結していることが多い。これらは，実習生が実習期

間途中で帰国や失踪した場合，預託した保証金の没収，実習生及び保証人となった親

族等に対する違約金の請求を内容とする諸契約である。例えば，ミャンマーにおいて

は，失踪した実習生の親族 2 名に対して，送出し機関から違約金 1500 万チャット（約

115 万円）の支払を求める訴訟が提起された例が存在する。 

このような諸契約は，権利侵害を受けた技能実習生が国家機関，弁護士，労働組合，

支援者等に支援を求めることを著しく阻害する要因となっている。また，母国におけ

る法律問題となるため，日本の弁護士等による権利救済を極めて困難なものとしてい

る。 

政府も送出し機関における問題点を認識し，2017 年 6 月 6 日にベトナムとの間で技

能実習に関する協力覚書きを締結したことを皮切りに現在 9 か国（2018 年 7 月 30 日
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現在）の間で技能実習に関する覚書きを締結し，送出し国による送出し機関の適正化

を促している。 

しかしながら，同覚書は送出し機関に対し，直接法的拘束力を及ぼすものではなく，

悪質な送出し機関への抑止力は弱いと言わざるを得ない。 

(6) 小括 

このように職場移転の自由もなく，団体管理型において技能実習生と実習実施者と

の間に送出し国及び日本の双方で中間団体が加入して実質的な中間搾取を行い，また，

技能実習生が送出し機関との間で複数の不当な契約を結ばされているという構造が，

実習生が実習実施者及び監理団体から支配され，それに忍従せざるを得ないという状

況を引き起こしており，以下で述べるような，労働基準法や最低賃金法違反といった

労働関係諸法令違反及び人権侵害の温床ともなっている。 

 
３ 労働関係諸法令違反・人権侵害事例 

技能実習制度については，その前身である外国人研修制度の導入時より，労働関係法令

違反，人権侵害について，様々な問題が指摘されてきた。こうした問題は，2009 年の入管

法改正によって，技能実習制度に一定の変更が加えられて以降も，依然として頻発してい

る。 

(1) 労働関係諸法令違反 

2018 年 2 月 19 日発表の法務省入国管理局による「平成 29 年の「不正行為」につい

て」によると，2017 年に，監理団体・実習実施機関について「不正行為」を通知した

機関は，213 機関であった。一つの機関について複数の類型により「不正行為」を通

知するケースもあり，「不正行為」の類型別件数は，299 件に上っている。このうち，

「賃金等の不払い」が 139 件（46.5％）と極めて多く，「偽造変造文書の行使・提供」

が 73 件（24.4％），「労働関係法令違反」が 24 件（8.0％）となっている。「賃金等の

不払い」を含む労働関係法令違反に関する「不正行為」は，163 件（54.5％）であり，

同類型の「不正行為」は，従前から高い割合を占めている。 

また，2018 年 6 月 20 日発表の厚生労働省による「外国人技能実習生の実習実施者

に対する平成 29 年の監督指導，送検等状況」によると，全国の労働基準監督機関にお

いて，実習実施者に対して 5966 件の監督指導を実施し，その 70.8％に当たる 4226 件

で労働基準関係法令違反が認められた。違反事業場数は，2013 年に 1844 件であった

ものの，毎年増加している。主な違反内容は，①労働時間（26.2％），②使用する機械

に対して講ずべき安全基準（19.7％），③割増賃金の支払（15.8％）である。そして，

34 件について，重大・悪質な労働基準関係法令違反として送検がなされている。同発

表は毎年行われているが，2012 年の申告処理及び送検事例として，割増賃金の時間単

価が 300 円～450 円しか支払われなかったケースが複数報告されていた。このような

最低賃金を大幅に下回る悪質なケースがその後も毎年報告され続けており，最新版と

なる上記 2017 年の発表においても，割増賃金の時間単価が 350 円という事例が報告さ

れている。他方で，同発表によると，技能実習生から労働基準監督機関に対して，申

告がなされたのは僅か 89 件であり，技能実習生自身による救済申立ルートが機能して

いないことが浮き彫りとなっている。 
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(2) 人権侵害 

人権侵害の例としては，旅券・在留カードの取上げのほか，暴力，セクハラ等が挙

げられる。女性の実習生が，実習実施者の経営者又は従業員によって，性犯罪の被害

に遭う例も報告されている。また，私生活の制限として，携帯電話の所持，架電，外

出，手紙の送付，インターネットカフェの利用，受入れ企業職員以外との会話の禁止，

異性との交際・電話・妊娠の禁止，トイレの使用制限と使用時の罰金といった日本人

労働者では到底考えられないような制限が課されている7。 

 
４ 新法は同制度の構造を根本的に変えるものではないこと 

2017 年 11 月 1 日，技能実習法が施行された。同法は，既に述べたように多数の問題が

生じていた技能実習制度を適正化し，技能実習生の保護を図るという目的で制定されたも

のである。同法の施行に先立ち，外国人技能実習機構が設立されている。そして，同法に

より，実習実施者の届出制及び監理団体の許可制の導入による監督の強化がなされ，また，

旅券・在留カードの保管，私生活の不当な制限といった実習生に対する人権侵害に対する

罰則化も行われた。また，同機構では，技能実習生からの母国語による相談受付を開始し

ている。さらに，優良な実習実施者及び監理団体については，これまで 3 年間であった実

習期間を最大 5 年へと拡大し，同時に受入れ可能な人数も拡大されている。 

しかしながら，同法は，その目的として，「人材育成を通じた開発途上地域等への技能，

技術又は知識の移転による国際協力を推進すること」を掲げ続けている（1 条）。また，「職

場移転の自由」についても，「技能実習 2 号」から「同 3 号」へ移行する場合（技能実習法

施行規則 10 条 2 項 4 号。なお，技能実習制度運用要領(平成 30 年 6 月 8 日一部改正版)59

頁も参照）を除いて規定せず，実習実施者間を移動する転籍についても，実習実施者及び

監理団体間の連絡調整義務として規定されているに留まっている（51 条）。さらに，送出

し国における送出し機関についても公的機関ではなくこれまでどおり民間団体が担当して

いくことになる。さらに，日本国内における監理団体についても，そのまま存続させてい

る。 

このように，同法は，同法施行前の技能実習制度における様々な問題を生じさせた同制

度の構造について，根本的な変更を加えることなくそのまま存続させている。したがって，

既に述べた，目的と実態の乖離，職場移転の自由の不存在，送出し機関及び監理団体によ

る中間搾取並びに強制帰国といった諸問題については，今後も継続的に発生することは避

けられない状況にあると言わざるを得ない。 

また，労働基準関係諸法令違反及び人権侵害についても，外国人技能実習機構による実

習実施者及び監理団体に対する実効的な監督並びに技能実習生からの権利救済申立て窓口

としての機能については，例えば，技能実習法の国会審議において，同機構の実施体制に

関して，実習実施者に対する検査が 3 年に 1 回しか実施できないことについて検査の実効

性の観点から疑義が出されていたこと等から，いずれも十分に実施されない懸念があり8，

今後も同様の問題が生じることが予想される。 

                                                   
7 日弁連 2015 年 4 月 15 日｢外国人技能実習制度の廃止に向けての提言｣，日弁連人権擁護委員会 2014 年 11 月

20 日「中国人技能実習生に関する人権救済申立事件調査報告書」 
8 移住連 2017 年 1 月 13 日「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の施行に伴う

技能実習制度の見直しに係る法務省・厚生労働省関係の政省令等の制定・改正について（意見の提出）」 
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このように，技能実習法が施行された現時点においても，同制度にまつわる労働関係法

令違反，人権侵害，中間搾取，強制帰国及び送出し国における諸契約といった各問題につ

いては，今後も継続的に発生し続けることが予想される。 

 

５ 韓国の外国人雇用許可制度の紹介9 

韓国は，1993年に，日本の技能実習制度に倣って外国人の産業研修生制度を採用したが，

失踪者が多数発生する等の問題が生じ，2004 年 8 月から「外国人雇用許可制度」という，

労働者受入れが目的であることを正面から認めた，「国内の労働力を雇えない企業が適正規

模の外国人労働者を合法的に雇うことを許可する制度」を構築し，2006 年末に，産業研修

制度は廃止されるに至った。本制度により，韓国は，2016 年 1 年間で，約 5 万 8000 人の

新規外国人労働者を受け入れている。 

韓国における産業研修制度によって生じた問題点と，それを解消すべく構築された外国

人雇用許可制度を知ることは，日本の新たな制度を考える重要なヒントになるものと思わ

れる。 

(1) 外国人雇用許可制度の概要 

本制度は，製造業，建設業，農業，漁業，畜産業，サービス業等の分野で，従業員

300 人未満の企業を受入れ企業とする制度である。 

本制度によって韓国での就労を認められた外国人は，原則として 3 年間の就労が認

められ，契約更新により最長で 1 年 10 か月の延長が可能である。その後，3～6 か月

の帰国期間を経た後，一定条件の下で，再入国を申請すると，更に最長 4 年 10 か月の

間，雇用許可制の下で労働することが認められている。 

(2) 外国人雇用許可制度の特徴 

ア 二国間協定の締結 

韓国政府と送出し国の政府間で，求職者の選抜条件・方法・機関，相互の権利義

務等に関する覚書（協定）を交わすこととされており，これによって，選抜方法や

監理費の徴収など管理体制の問題が発生した場合には，これらの不正について送出

し国政府にも一定の責任があることを明確にしている。 

イ 就業先の決定と職場変更 

国の機関である雇用センター（日本のハローワークに相当）は，選抜された労働

者と雇用者との組み合わせ業務（以下「マッチング」という。）を行う。 

受入れ事業者となるためには，政府が決定する外国人労働者受入れの対象業務と

して指定されている業種に従事していること及び，労働市場テストを実施し，韓国

人労働者からの応募がなかったことが要件となっており，国内市場とのバランスが

図られている。過去に受け入れた外国人労働者の在留状況等により，高評価の事業

者から優先して受入れが認められる。 

外国人労働者は原則として入国時に許可を受けた雇用先で勤務することが原則で

あるが，最初の 3 年間は 3 回，勤務期間を 1 年 10 か月延長した場合には，この間 2

回職場を変更することが可能である。給料の不払い等，雇用主の責めによる転職の

場合，この回数にはカウントされない。転職先を探す場合も，入国時と同様，雇用

                                                   
9 詳細は，日弁連人権擁護委員会 2017 年 7 月「韓国の『外国人雇用許可制度』に関する現地調査報告」参照 
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センターに登録をし，マッチングを受ける方法による。 

ウ 労働者に対する権利保護 

外国人労働者を国内労働者と差別することが法文上明確に禁じられており，外国

人労働者は韓国人労働者と同様に，労働関係諸法の適用を受け，健康・労災保険も

全て適用される。雇用保険は任意加入，国民年金は相互主義の原則に沿って適用さ

れる。 

加えて，外国人労働者を雇用する使用者は出国満期保険（信託）と賃金滞納保障

保険に加入することとされている。出国満期保険とは，常時 5 人以上の労働者を雇

用している使用者に加入義務があり，労働基準法上の退職金に当たるものを外国人

労働者が出国時に一時金として請求できる（事業所を離脱しないで 1 年以上就労す

ることが条件である。）。 

賃金滞納保障保険は，外国人労働者を雇用しているほとんどの使用者がその対象

で（家事サービス業を含む），使用者が賃金を支払わなかった場合に外国人労働者が

保障保険会社に保険金を請求できる。 

エ 外国人労働者支援制度 

産業人力公団が，労働者入国時に 2 泊 3 日の研修を実施し，入国後 3 か月以内に

「入国初期モニタリング」を実施して苦情の聴き取り等を行う。帰国時の支援として

「職業能力開発制度」を実施する。産業人力公団の委託に基づいて，外国人力支援セ

ンター（全国 8 か所）が，雇用許可制労働者を対象として，多言語で，職場への訪

問相談，電話相談，センター相談を実施し，また，韓国語教育，ＰＣ教室，文化事

業も実施している。 

オ 定住化の可否 

期間満了後は帰国することが原則となっている。ただし，35 歳未満で，技能資格

試験及び韓国語試験 3 級に合格した者については，専門職の在留資格に変更し，家

族の呼び寄せが可能となる。2013 年から 2017 年 3 月までの間に 714 名が専門職の在

留資格に資格変更している。 

(3) 小括 

韓国においては，政府の出先機関が送出し業務を行うことによって，民間業者の介

入を防止し，一定回数の職場移転を認め，公的機関がマッチング業務を担当すること

によって，人権侵害を防ぐ役割を果たしている。また，賃金未払いが発生しないよう，

保険制度を整えるなど，外国人労働者の権利保護を主眼に置いた，合理的な制度設計

が進められている。これらは，日本の技能実習生が直面している問題解決策について

の示唆を与えるものである。 

 
第３ 留学生 

 
１ 留学生増加の背景 

2017 年 12 月末時点における，外国人留学生の数は 31 万 1505 人であり，2012 年 12 月末

時点より約 13 万人も急増している10。これは日本政府が，日本を世界により開かれた国と

                                                   
10 前掲脚注 5 と同じ。 

第１編　あるべき外国人受入れ政策～特に労働者受入れの側面で～



－ 29 －

25 

し，アジア，世界の間のヒト・モノ・カネ，情報の流れを拡大するグローバル戦略を展開

する一環として，2008 年に留学生 30 万人計画を策定し，留学生の積極的な受入れを進め

ていることによる。 

実務上，留学生の資格外活動許可による就労は，就労可能な職種に制限が少なく，非熟

練労働も行うことができるものとして運用されている。そのため，同政策による留学生の

受入れは，現実には，留学生を労働力として活用しようとする産業界の需要に応えるもの

として機能し，拡大を続けている側面があることも見逃せない。その結果，2017 年 10 月

末時点では，25 万 9604 人の外国人留学生が資格外活動許可によって就労しており，外国

人労働者全体の約 20％を占めるに至っている。この人数は 2013年 10月末時点の 10万 2534

人と比べると約 2.5 倍である11。 

 

２ 留学生の就労状況12 

留学生は，資格外活動として週 28 時間以内の就労が認められている。しかし，留学生に

はこの就労制限を知らされずに，日本に行けば勉強しながら月に 20～30 万円稼げるとのブ

ローカーの言葉を信じ，来日している者が多い。そのため，本国での年収の何倍もの借金

をして渡航費用や 1 年目の学費，ブローカーの手数料を捻出し，来日する留学生が後を絶

たない。 

もっとも，週 28 時間以内の就労制限を守れば，借金の返済や 2 年目の学費の支払，本国

の家族への仕送りができない。 

そのため，留学生の中には，違法であることを知りながら学校の授業に出席することに

加え，アルバイトを 2 つ以上掛け持ちして過酷な長時間労働を余儀なくされている者もい

る。その結果，授業に出席することができずに退学となったり，違法な資格外活動が発覚

して留学生の在留資格を失い，借金を抱えたまま帰国する者が相次いでいる。借金が残っ

たままでは経済的に破綻するため帰国できないと考え，不法に残留して働き続ける者もい

る。 

これが名目上「勉学」を目的として来日している留学生の実態である。この名目と実態

の乖離という構造的問題により，出稼ぎを目的として来日する留学生は，借金を返すため

に就労制限を超えて働かなければならない一方で，常に在留資格が取り消されることに脅

えながら，日々生活を送っている実態がある。 

 

３ 日本語学校の問題13 

現在，日本語学校の数は全国で 600 校以上あり，この 5 年間で 200 校以上増加したと言

われている。この中には，現地国のブローカーに月に 20～30 万円稼げると宣伝させ留学生

を集めてもらい，学費の支払を受け，学校側が借り上げたアパートに共同生活をさせ，法

外な寮費の支払を求める学校もある。また，日本語学校が紹介料を受け取り，職業あっせ

んを行うケースもある。学校の経営者が利益を得るため，当初から出稼ぎを目的とした留

                                                   
11 厚生労働省 2018 年 1 月 26 日「『外国人雇用状況』の届出状況まとめ（平成 29 年 10 月末現在）」

https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000192073.html 
12 出井康博『ルポニッポン絶望工場』（講談社，2016 年），西日本新聞社編『新移民時代‐外国人労働者と共

に生きる社会へ』（明石書店，2017 年），芦澤健介『コンビニ外国人』（新潮社，2018 年）参照。 
13 前掲脚注 12 と同じ。 
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学生の受入れを行っているのである。 

2016 年 1 月，福岡県の日本語学校の理事長らが，自らの学校の留学生に複数のアルバイ

ト先を紹介し，就労制限を超えて労働させていたとして，不法就労助長罪の疑いで逮捕さ

れ，同年 5 月に有罪判決を受けた。学校側は，それぞれのアルバイト先で週 28 時間を超え

ないように一覧表を作成し，さらには学費を徴収するために通帳も管理していた14。 

2016 年 11月には栃木県の日本語学校の理事長が不法就労助長罪の疑いで逮捕され，2017

年 3 月に有罪判決を受けた。学校側は逃亡防止のため留学生のパスポートを 1 年以上にわ

たり取り上げた上で，自身が経営する派遣会社において雇用し，留学生によっては月 500

時間以上の就労をさせていた。また，留学生複数人を学校側が借り上げたアパートに共同

生活させ，給与から天引きする方法で各人から寮費を得ていた15。 

資格外活動許可は，留学先の教育機関に紐付けされた「留学」の在留資格が前提である。

留学生が日本語学校側に不満を訴えて退学となれば，在留資格を失い，借金を残したまま

の帰国を余儀なくされる。そのため，留学生は，日本語学校等の教育機関に従わざるを得

ないのであり，上記事例はその典型である。一部の日本語学校は，技能実習制度にも似た

新たな人権侵害の温床となっている実態がある。 

 
４ 留学生の就労及び教育機関の実態調査と今後の対策 

一方，年々増加する留学生について，自由民主党一億総活躍推進本部の「一億総活躍社

会の構築に向けた提言」（2017 年 5 月 10 日）の「誰もが活躍する社会をつくるＰＴ提言」

では，「真の入学目的が勉学でなく就労であり，資格外活動許可で認められている週 28 時

間を超えてアルバイトを行っている留学生も多数見受けられる。」とした上で，日本での生

活のために必要という外国人留学生の切実な環境に配慮し，就労実態の管理を充実強化し

て労働時間制限を緩和すべきである旨提言している。 

しかし，この提言は，留学生の置かれた現状に目を向けず，単に労働力不足に喘ぐ産業

界の需要に応えるため，場当たり的に留学生を利用しようとしているというほかない。「勉

学」という留学生の本来の目的を踏まえれば，安易に労働時間制限を緩和すべきではなく，

まず日本政府は，直ちに留学生の就労及び教育機関の調査を行い，留学生の置かれている

実態に目を向けるべきである。 

加えて，乱立した日本語学校に対して，法務省において，原則として抜き打ちで検査を

行うなど実効的な点検の仕組みを設け，文科省においても教育の質を継続的に確認する仕

組みを構築する等，認可された日本語学校のチェック機能を充実させなければならない。

さらに，就労先や教育機関において被害に遭った留学生の救済のための相談窓口を直ちに

設けることも必要である。 

 
第４ 日系人 

 
１ 労働者としての日系人 

1989 年の入管法改正により，日系二世が「定住者」や「日本人の配偶者等」，日系三世

が「定住者」の在留資格で日本への入国が認められるようになった。当時の日本はバブル

                                                   
14 毎日新聞 2016 年 1 月 23 日付け，同 2016 年 5 月 25 日付け 
15 産経新聞2016年11月8日付け，同2016年12月14日付け，同2017年2月4日付け，同2017年3月11日付け 
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景気に沸いており，あらゆる分野での労働力不足が生じていた一方，日系人が多く住むブ

ラジルやペルーでは経済が停滞していた。その結果，多くの日系二世，三世が非熟練労働

の担い手として来日した。 

1985年には1955人であったブラジル国籍の在留者は，2017年 12月末時点では19万 1362

人となっている16。ペルー国籍の在留者は，2017 年 12 月末時点では 4 万 7972 人となって

いる。また，ブラジル国籍の労働者総数は 11 万 7299 人，ペルー国籍の労働者総数は 2 万

7695 人となっている17。そして，居住地は，愛知，岐阜，静岡，三重，群馬などの自動車・

機械やその部品メーカーが所在する地域に集中している。 

もっとも，日本の受入れ企業の多くは「労働者」の受入れというよりはむしろ「労働力」

の受入れとして日系人の受入れを捉えており，健康保険や年金の加入について十分に配慮

されていなかったことも多い。日系人は，当初はいわゆる正規雇用として企業に採用され

ることは少なく，その多くが派遣会社を通じた派遣労働により就労していた。現在でも派

遣労働で就労する者の比率は高い。ブラジル国籍の労働者総数は 11 万 7299 人であり，う

ち派遣・請負形態のものは 6 万 4622 人であり，その割合は約 55％である18。また，ペルー

国籍の労働者総数は 2 万 7695 人であり，うち派遣・請負形態のものは 1 万 2468 人であり，

その割合は約 45％である19。このような不安定雇用形態であるから，企業の仕事の受注量

によって仕事量が変動する状況にあり，雇用の安全弁としての機能を担わされていたので

ある。 

そのため，2008 年のいわゆるリーマンショックの際には，自動車メーカーなどの生産調

整による雇い止めにより，日系人労働者が大量に失業するという問題も生じた。日本政府

は，職を失って帰国をする日系人に対し，帰国費用を支援する事業（帰国支援事業）を行

った。しかし，この事業により帰国した日系人は，再入国が認められないという運用がな

されたのである。この再入国禁止の制度は批判が強く，2013 年には一定の条件の下で再入

国が認められるようになった。 

このように，日系人労働者は不安定な地位に置かれていた。 

 
２ 日系人受入れ体制の不備 

また，当時の日本は日系人の受入れについて，十分な受入れ体制を構築できてはいなか

った20。その結果，労働者は十分な職業訓練を受けないまま来日し，非熟練の仕事しか行う

ことができなかった。また，日本語の教育を行う体制も構築できておらず，来日した日系

人らが日本社会に溶け込むことは困難であった。日系二世，三世は家族を帯同して来日す

ることが可能な身分であり，実際に家族を帯同して来日をする者も多かった。しかし，日

本側の受入れ体制が整っていない中で労働者の家族も来日したことから，家族が日本社会

の中に溶け込むことも困難であったのである。その結果，日系人の子の不就学率が高いと

                                                   
16 政府統計の総合窓口 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250012&tstat=000001018

034&cycle=1&year=20170&month=24101212&tclass1=000001060399 
17 前掲脚注 11 と同じ。 
18 前掲脚注 11 と同じ。 
19 前掲脚注 11 と同じ。 
20 丹野清人『「外国人の人権」の社会学』（吉田書店，2018 年）175 頁参照。 
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いった影響が生じていた21。 

このような日系人の不安定な地位，受入れ体制の構築不足から，現在でも日系人は経済

的な地位が不安定であるほか，地域社会との結びつきが十分ではないという問題を抱えて

いる。 

 
３ 日系四世の新たな受入れ制度について 

2018 年，日本政府は一定の要件の下で日系四世を「特定活動」の在留資格で受け入れる

方針を明らかにした。この制度は，日本と日系人社会の結び付きを強める架け橋となる人

材を育成することを目的として，18 歳以上 30 歳以下の日系四世を，最長 5 年の期間受け

入れる，というものである。また，家族の帯同は認められない。そして，受入れに際して

は，日本側の「サポーター」が当該日系四世に関する入管への報告や活動支援を無償で行

うことが前提となる。 

しかし，この制度の前提となる「サポーター」が現実にどの程度存在するのかは定かで

はない上，日系四世の就労活動に制限がないことから，現実には非熟練労働者の受入れ制

度として機能するという疑念が残る。また，日系四世の雇用主が「サポーター」となるこ

とも想定される。その場合，仮に日系四世が雇用主に対して待遇面での不満をもらした場

合，雇用主が入管に対して当該日系四世の就労継続が困難などと報告することが可能とな

ってしまい，結果として日系四世が雇用主を離職することが難しくなるおそれがある。ま

た，「サポーター」は入管への届出業務という重要な役割を日系四世に代わって行うことか

ら，その費用などを不当に日系四世に請求することや，給料から天引きするといった搾取

がなされるおそれがある。 

さらに，「サポーター」が日系四世の雇用主として，日系四世の現地団体等とつながるこ

とで，日系四世が現地の団体等に保証金を支払ってから来日するなど，中間団体による搾

取がなされることも想定される。その場合，来日した日系四世は帰国することが困難とな

り，劣悪な環境下で就労を続けるということになりかねない。 

このように，新たな日系四世の受入れ制度は，その目的に反し労働者の受入れ制度とし

て機能し，さらに日系四世の労働者としての権利や自由を制約するものとなるおそれをは

らんでいると言わざるを得ない。この制度の下で日系四世を適切に受け入れるのならば，

「サポーター」は公的機関が担う必要があるのではないか。 

 
第５ 介護 
 

介護人材の受入れは，2008 年の経済連携協定(ＥＰＡ）に基づくインドネシア人介護福

祉士候補者に始まる。その後，送出し国はフィリピン，ベトナムに拡大しているが，参加

要件が厳しく，後述のとおり規模としては限定的である。 

その後，2016 年 11 月 18 日，「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」によ

り，「介護」の在留資格が創設され，2017 年 11 月 1 日の技能実習法の施行に併せ， 外国

人技能実習制度の対象職種に介護職種が追加された。 

 

                                                   
21 日系人を含む外国につながる子どもの不就学の問題については，第２編第１章第４節も参照。 
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１ ＥＰＡに基づき在留する介護福祉士候補者及び介護福祉士 

日・インドネシア経済連携協定（2008 年 7 月 1 日発効）に基づき 2008 年度から，日・

フィリピン経済連携協定（2008 年 12 月 11 日発効）に基づき 2009 年度から，日・ベトナ

ム経済連携協定に基づく交換公文（2012 年 6 月 17 日発効）に基づき 2014 年度から，年度

ごとに，外国人看護師・介護福祉士候補者（以下「外国人候補者」という。）の受入れが実

施されている。その内，介護福祉士候補者については，しかしながら，参加要件として，3

年制又は 4 年制の看護課程の修了に加えて日本語能力Ｎ3 以上（ベトナムの場合。国によ

って異なる。）等が課されており，介護福祉士候補者の受入れ人数は，2017 年までの約 10

年間で，3492 人22に留まる。この内，介護福祉士の資格を取得した者は 2016 年度試験まで

で 504 人（受験者数 910 人）である23。 

外国人候補者は，在留資格「特定活動」の下で受入れ施設と雇用契約を締結した上で，

就労しながら国家試験の合格を目指し，最大 4 年間（介護の場合）就労及び研修に従事す

る。雇用主は日本人が従事する場合に受ける報酬と同等以上の報酬を支払う必要があるほ

か，外国人候補者には，日本の労働関係法令や社会・労働保険が適用される。介護福祉士

の資格取得後は，在留期間の更新回数に制限無く本邦に滞在が可能である。 

本制度は，基本的に国家間の取決めにより受入れ機関と外国人介護福祉士候補者らのマ

ッチング等が行われるため，ブローカー等が入り込みにくい制度が構築されている。しか

しながら，経済活動の連携の強化が目的とされていることから，外国人技能実習制度と同

様に，介護福祉士の資格取得前は，転職することが前提とされていない。そのため，労使

間で問題が発生した場合に転職を希望しても，ＥＰＡ候補者の受入れができる施設は限ら

れており，転職先が見つからない場合には，場合によっては帰国を余儀なくされる可能性

もある。来日後に，契約とは異なる内容の仕事をさせたり，給与水準を切り下げると言っ

た問題は，外国人労働者に共通の問題として，ＥＰＡ候補者らにおいても発生し得る。 

 
２ 在留資格「介護」 

在留資格「介護」は，日本の介護福祉士養成施設（都道府県知事が指定する専門学校等）

を卒業し，介護福祉士の資格を取得した者が（ただし，2021 年度までの卒業者には，卒業

後 5 年間の猶予が設けられている），本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の

指導を行う業務に従事する場合に付与される。 

それまでは，専門学校等において，介護福祉士の資格を取得しても，介護福祉士として

活動を行うことができる就労系在留資格が存在しなかったため，本邦で介護業務に従事で

きなかったが，かかる状況を解消するものとして創設された。 

介護の在留資格を取得した場合，転職は自由であり，日本人が従事する場合に受ける報

酬と同等額以上の報酬を受けることが要件とされていることから，他の就労系在留資格と

同様の扱いを受けていると言える。 

もっとも，同在留資格を取得するためには，専門学校等での就学が前提となっているこ

                                                   
22 厚生労働省ホームページ

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu

/epa_base_2909.pdf 
23 前掲脚注 22 と同じ。 

受験のためには 3 年以上実務経験が必要であるため，制度開始後，最初の 3 年は受験者がおらず，2016 年度

は，ベトナムの受入れ開始から 3 年が経過していないため，受験した候補者らは存在しない。 
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とから，介護施設や団体が，資格取得後に特定の介護施設で働くことを条件に奨学金を提

供して海外から学生を集め，資格取得後に，当該施設で勤務することを担保するため，送

出し国において保証金を提供させることや，違約金の支払を約束させるなどといったケー

スが起こり得る。 

 
３ 技能実習制度における介護職の追加 

外国人技能実習制度において，介護は，初めての，対人サービスを行う業種となる。介

護が対象職種に追加されるに当たっては，言葉の問題がある中で，高齢者の身体，生命の

安全を確保できるのか，また，人材不足に悩む介護業界において，技術移転による国際協

力という趣旨に反し，安価な労働力供給策として利用され，介護業界の更なる労働条件悪

化を引き起こすのではないか等といった種々の懸念が提起された。 

こうした懸念に対応するものとして，政府は，介護人材の確保を目的とするのではなく，

技能移転という制度趣旨に沿って対応すること，介護が「外国人が担う単純な仕事」とい

うイメージとならないようにすること，外国人について，日本人と同様に適切な処遇を確

保し，日本人労働者の処遇・労働環境の改善の努力が損なわれないようにすること，介護

のサービスの質を担保するとともに，利用者の不安を招かないようにするためとして，「介

護」職種を受け入れるに当たっての固有要件を定めた。具体的には，必要なコミュニケー

ション能力を確保するために，来日時に，日本語能力「Ｎ4」程度，2 年目に移行する際に

「Ｎ3」程度を要件とすること，日本人と同等処遇の担保，研修や受入れ数上限の設定等の

適切な実習体制の確保，適切な実習実施機関の対象範囲の設定等を要件とした（厚生労働

省告示第 320 号）。 

しかしながら，現在，介護業界は深刻な人手不足にある中，介護の現場に，技術を移転

し，国際貢献をする意思と意欲を持って技能実習生を受け入れる実習実施機関がどの程度

あるのかは極めて疑問である。しかも，2017 年 12 月 1 日の経済財政諮問会議で，介護職

種の技能実習生について，介護福祉士の国家資格を取った場合に「介護」（最長 5 年，更新

可）の在留資格を与えることを検討していく方針を打ち出している。これが制度化された

場合，「技能実習」の在留資格から「介護」への在留資格変更の途が開かれ，送出し国に帰

国せずそのまま日本で就労を継続することが可能となる。これまで政府が，実態と乖離し

ていると非難されながらも維持してきた，送出し国への技能移転という技能実習制度の根

幹を覆すものである。 

このような制度設計を行うのであれば，介護人材を，「技術移転」を目的とした技能実習

制度で受け入れるべきではない。 

必要なコミュニケーション能力の確保についても，介護施設の約 9 割が，介護現場で必

要とされる日本語能力として，Ｎ3 以上を求めている24。技能実習生は，来日後，遅くとも

2 か月後には実習が開始されることになるが，来日時Ｎ4 程度の日本語のレベルで，他の日

本人と比較し，サービスの水準が著しく劣ることがなく，安全性や確実性が担保されてい

ると言えるのか，また，指導監督を徹底することが可能であるのか大いに疑問である。結

局のところ，技能実習生が関わる仕事は，言葉を必要としない，清掃，洗濯，調理補助等

                                                   
24 平成 26 年度入国尼・比人介護福祉士候補者受入れ機関マッチング・アンケート，平成 26 年度社会福祉推進

事業 EPA 介護福祉士の定着促進の課題に係る調査 
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の介護業務以外の業務のみとなる可能性も払しょくできない。 

また，「介護」職種で来日する技能実習生は，来日前に，Ｎ4 程度の日本語を習得して来

日することになる予定であるが，2 年目にＮ3 程度の日本語能力を身につけなければ，帰国

を余儀なくされる。現在，当該要件の緩和が議論されているところではあるが，かかる制

度設計は，技能実習生に大きなリスクを背負わせるものである。 

さらに，日本人と同等の処遇という点においても，技能実習制度においては，これまで

も，来日直後に労働条件の切り下げを要求されるといった事態が多数報告されており，同

様の問題が発生することは容易に想定される。 

 
第６ 家事労働者 

 

政府は，国家戦略特別区域法を改正して，国家戦略特別区域内において，外国人が「家

事支援活動」を行うことができるものとし，2016 年 3 月より，神奈川県においてこの「家

事支援外国人受入事業」が開始され，その後，大阪府（当面は大阪市内に限る），東京都，

兵庫県，愛知県においても同事業が開始されるに至っている。政府は，女性の活躍促進や

家事支援ニーズへの対応，中長期的な経済成長の観点をこの事業導入の理由に挙げている25。 

家事支援外国人の受入れについて，法律上は国家戦略特別区域法 16 条の 3 で入管法の特

例である旨が定められているにすぎず，詳細は指針等に委ねられている。指針等において

は，「特定機関」と呼ばれる受入れ企業が外国人家事労働者をフルタイムで雇用した上で，

家事支援活動を利用する世帯と受入れ企業とが請負契約を結んで家事支援活動の提供を受

けること，家事支援活動の内容として，介護は禁止されていること，原則としては日本語

の能力が必要であることなどが定められている。また，報酬は日本人が従事する場合と同

等額以上とすることや，労働者の利用世帯への住込みは禁止とされていることなど，労働

者の権利擁護に配慮している面もある。 

しかしながら，住込みは禁止であるとはいえ，家事労働は，業務の密室性が高く，問題

が起こった場合に，他の職種と比較して外部に助けを求めにくいという性質があり，外国

人の場合にはさらに困難であるということができる。また，原則としては日本語の能力の

ある人材を受け入れることになっているものの，利用世帯が同意する場合にはこれを免除

することができるとの例外が定められており，外国人投資家やビジネスエリート世帯を呼

び込むための制度との見方もあるが，日本語を要件としないことは，問題が起きた場合の

リーガルアクセスの点で問題がある。さらに，利用世帯が家事労働者に対して直接指示を

行った場合に，それは利用世帯と受入れ企業の請負契約という枠組みの中では違法である

はずだが，現場の家事労働者はこれを拒否できないという事態も容易に想像される。そし

て，こうした家事労働の特殊性に由来する人権侵害のおそれについての対策は十分に検討

されていない。 

また，報酬額を日本人と同等以上とするといっても，日本人で同様の形態で雇用されて

いる者は少ないと考えられ，どのようにこの点を担保するのか定かではない。 

家事労働者は，住込みが禁止である反面，受入れ企業が寮を用意することになっている

が，寮の費用は家事労働者の負担として良いことになっているため，寮費が適切か否かと

                                                   
25 内閣府ホームページ http://www.kantei.go.jp/jp/singi/tiiki/kokusentoc/kajishien.html 
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いう問題は起こり得る。家事労働者の転職は制限されていないようであるが，受入れ企業

の要件が絞られていることもあり，現状で受入れ企業（特定機関）として認められている

企業は数社しかなく，事実上，転職は困難であることが予想される。 

さらに，在留期間は最大 3 年間とされ，定住は想定されておらず，労働者の家族生活へ

の配慮はない。 

また，法律で定められている事項がほとんどないことから，提供できる家事支援活動の

範囲がなし崩し的に広がることが危惧される。例えば，介護については，身体介護を提供

する行為は，家事労働者が行う家事支援活動に含まれないとしながらも，「要介護者等の付

き添いや手伝い，例えば，食卓への利用者の移動の手助け，買物など外出時の付き添いや

それに伴う衣服の準備及び着替えの手伝いのような業務も，通常は，家事支援活動に含ま

れる」として，範囲が不明確となっている。家事労働者が利用世帯から要介護者の世話を

依頼された場合に，それを明確に断ることができるのか， 前記の構造上の問題と相まって，

疑問が残る。 

一般に，家事労働については，その性質上，特に人権侵害の対象となりやすいことから，

国際労働機関は家事労働者について特に「家事労働者の適切な仕事に関する条約」（ILO189

号）を策定し，批准を呼びかけている。同条約は，家事労働が過小評価され，軽視され，

主として女子によって行われており，特に雇用条件及び労働条件についての差別及び他の

人権侵害について被害を受けやすい外国人女子などによって担われていることを指摘して

特別な対策を定めている。しかしながら，日本はこれを批准していない。 

家事労働が家庭内の閉鎖的な環境の中で行われることに鑑みても，外国人家事労働者を

受け入れる場合には，当該外国人家事労働者が差別や虐待などの被害を受けないよう，特

別な考慮が必要である。また，受入れ企業からの職場移転の自由が実質的に保障されなけ

れば，外国人家事労働者が，在留資格を継続するために雇用主との関係で従属的な立場に

甘んじることとなる危険性があること，技能実習制度で問題となっているような送出し機

関による保証金徴収などの問題が発生し得ること，監督体制の確保などの権利保護の体制

の検討が必要なことなど，外国人の人権保障の観点からの慎重な検討が必要となるところ，

このような観点からの検討は十分になされていない。 

今回の特区による家事労働者の受入れ以前から，外交官や「投資・経営」の在留資格を

有する外国人の世帯では，家事使用人の帯同が認められていたが，このような類型の家事

使用人は，職場環境の閉鎖性や在留資格上の従属性のために，人権侵害を受け，人権侵害

があっても救済を求めにくいなどの事案が散見されており，また，長く日本で働いても定

住ができないなどの問題があった。今回の特区では，そうした問題の検証や改善もなされ

ないままに，同じ問題をはらむ家事労働者の受入れを拡大することになる26。 

移民政策を否定し，権利保障が不十分な制度によって家事労働者に門戸を開くことは，

労働力を使い捨てるとの意図の裏返しであり，それは「外国人家事支援人材」という政府

の用語にも表れている。そもそも家事労働者の受入れにより女性の活躍を推進するという

発想自体に疑問があり，女性の活躍を目的として家事労働者を受け入れるという建前によ

り，家事労働の社会化や男女の平等な分担が進んでいない現状を固定化するという影響も

                                                   
26 nippon.com 2018 年 7 月 10 日付け「誤解? メイド特区に見る不幸な一例」

https://www.nippon.com/ja/column/g00543/ 
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あり得る。また，現状では，不十分な制度であっても出稼ぎに来る人はいるが，それは，

積極的な選択ではなく，経済格差や本国での事情などによりこの制度を使わざるを得ず来

日している可能性があるし，家族の帯同を認めないことにより本国で家族が分断される可

能性があるなど，日本の制度設計により，出稼ぎに来る労働者やその家族，出身国が受け

る影響という観点からの検討も必要不可欠である。しかしながら，これらの観点について

も必ずしも具体的な検討はなされていない。 

もともと家事支援労働者の既存の需要に対して供給が不足していたとは考えにくいとこ

ろ，本事業導入後，受入れ人数は低水準で推移しているとの報道もあるところであり，今

後は安易に事業を拡大するのではなく，ＩＬＯ条約に則った権利擁護の充実などを十分に

検討・整備する必要がある27,28。 

 
第７ 農業労働者 

 

農林水産省によれば，2015 年の農家戸数は 215.5 万戸であり，5 年で 69.3 万戸も減少し

ている29。また，農業就業者の平均年齢は 65.8 歳であり高齢化も進んでいる。農業人口が

縮小・高齢化しつつある中，外国人の労働力への依存が高まっている。2010 年の農業従事

常雇人数に占める外国人就業者数は，15 万 3579 人中 1 万 7645 人と 11.5％を占め，茨城県

では 48.9％に上っているとの報告がある30。 

こうした状況を受けて，政府は，2017 年 6 月 16 日に国家戦略特別区域法を改正し，国

家戦略特別区域での農業支援外国人の受入れを可能とした。本改正の目的は，我が国の農

業の国際競争力強化を図る観点から，特区内において試行的に農業支援外国人を受け入れ

る事業であり，将来的に特区以外での規制緩和にも含みを持たせている31。 

同法の農業支援外国人の受入れに関する条文は16条の 5でわずか1条しか規定されてお

らず，受入れ事業の詳細は「国家戦略特区域農業支援外国人受入事業における特定機関等

に関する指針」（以下「指針」という。）に委ねられている。指針等によれば，農業支援外

国人は，派遣業者として許可を受けた特定機関との雇用契約によって受け入れられ，通算

3 年を上限として，農業経営体に派遣されて農業支援活動に従事することになる。また，

指針等では特定機関や派遣先農業経営体の基準適合性の定めや，報酬額は同等の農業支援

活動に日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であることや保証金の徴収や雇用契約の

不履行に係る違約金等を禁止するなど，人権侵害に配慮した規定が置かれている。 

                                                   
27 日弁連 2014 年 10 月 31 日付け会長声明

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/statement/year/2014/141031_2.html 
28 伊藤るり「移住家事労働の拡大と「人間の安全保障」–日本にとっての含意–」（日本学術会議公開シンポジ

ウム「移民と人間の安全保障をジェンダー視点で考える」（2018 年 6 月 9 日））参照。 
29 農林水産省ホームページ 

http://www.maff.go.jp/j/tokei/sihyo/data/07.html 
30 軍司聖詞・堀口健治「大規模雇用型雇用型経営と常雇労働力」『農業経済研究第 88 巻第 3 号』（2016 年）

264 頁は，全国では常雇人数 15万 3579 人中外国人は 1万 7645 人(11.5％)，茨城県は 7680 人中 3753 人(48.9％)

と報告している。 
31 「国家戦略特区域農業支援外国人受入事業における特定機関等に関する指針」には，その目的・趣旨として

「我が国農業経営者等が経営規模の拡大や成長産業化の推進などによる『強い農業』を実現し，農業の国際競

争力の強化を図る観点から，国家戦略特区域内において試行的に，国家戦略特区域会議の下に置く適正受入管

理協議会による管理体制の下，農業支援活動を行う外国人（同項に基づく政令で定める要件をみなすものに限

る。以下「外国人農業支援人材」という。）を特定機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業」と定めている。 
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しかしながら，このような定めをもってしても，外国人の人権上，いくつかの懸念があ

る。 

一つは，特定機関間の移動の自由がないことによる弊害である。農業支援外国人の特定

機関の移動は，特定機関に起因する理由により雇用継続が不可能になった場合で，農業支

援外国人本人に責がなく，かつ，本人が在留を希望する場合に限り認められることになる。

しかしながら，職場移転の自由がないことによる弊害は，外国人技能実習制度でも顕在化

しているとおりであり，農業支援外国人受入れ事業においても，同様の弊害が生じるおそ

れがある。 

また，農業支援外国人の長時間労働時間のおそれである。外国人受入れ事業は，特定機

関から複数の農業経営体に派遣されることが想定されているが，農業は農繁期に労働力需

要が高まるため，農業支援外国人は，常時，農繁期等に従事することで長時間労働になる

懸念がある。指針では，特定機関に，労働時間，休憩及び休日への適切な配慮を求めてい

るが，年間等の総労働時間規制等の措置は有無や内容は定めておらず，長時間労働への懸

念はなお払拭できていない。 

さらに，農業支援外国人は，農作業の他に製造・加工作業そのほか農業に付随する作業

に従事することもできることになる32。農業では労働基準法の休憩及び休日の規定が適用除

外になるが（労働基準法 41 条 1 号），派遣先農業経営体が農業のほかに，製造・加工等の

農作業以外の事業を営んでいる場合，農業支援外国人の作業内容によって労働基準法の労

働時間規制の適用の有無が適正になされるか不安が残る。 

 
第８ 外国人建設労働者及び外国人造船労働者の受入れ 

 

政府は，2014 年 4 月，東日本大震災の復興及び 2020 年の東京オリンピックに向けた建

設需要に伴う建設労働者の不足を緊急的に補うためとして「建設分野における外国人材の

活用に係る緊急措置」を閣僚会議で取りまとめ，これを受けて，「特定活動」の在留資格で，

外国人建設労働者の受入れを可能とする法務大臣告示の改正が行われた。この制度は，技

能実習の修了者を対象とするものではあるが，就労そのものを目的としている。この受入

れは，造船労働者にも拡大された。このように，緊急措置の名目で，立法によらず外国人

就労者の受入れが拡大された。 

かかる外国人建設労働者及び外国人造船労働者の受入れは，技能実習制度の存続を前提

とするものである。しかし，技能実習制度は，前述のとおり，日本の技術の海外移転とい

うその名目上の目的ゆえに受入れ先である雇用主の変更が想定されていないため，受入れ

先との間で支配従属的な関係が生じやすく，また，送出し機関による保証金の徴収などの

人権侵害が横行している。したがって，外国人建設労働者及び外国人造船労働者の受入れ

は，技能実習制度の存続を前提としている点で，その制度設計に疑問がある33。 

さらに，政府は，未来投資戦略 2017（2017 年 6 月 9 日閣議決定）により，従来，2020

                                                   
32 農業支援外国人は，「農作業に従事し，又は農作業及び農畜産物を原料若しくは材料として使用する製造若

しくは加工の作業その他農業に付随する作業であって政令で定めるものに従事」することができる（法 16 条

の 5） 
33 日弁連 2014 年 4 月 13 日「外国人の非熟練労働者受入れにおいて，外国人技能実習制度を利用することに反

対する会長声明」 
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年度で終了する緊急かつ時限的措置と位置付けられていた制度を，関連工事が引き続き行

われることが見込まれる 2018 度以降に入国して外国人建設労働者・造船労働者となる者が

減少するおそれがあるとして，2020 年度入国者にも 2022 年度末まで 3 年間の在留を認め

るとの運用見直しを行い，さらに受入れを拡大した。 

外国人建設労働者については，2017 年 7 月 31 日時点での就労者数は 1895 人となってい

る。また，外国人造船労働者については，2018 年 1 月末時点での就労者数は 2511 人で，

職種は溶接が約 90％を占めており，その割合は中国，フィリピン，ベトナムで 90％以上を

占めている。 

 

第２節 専門性ある職種 
 
第１ 政府の方針 

 

政府は，既に専門的・技術的分野に従事する外国人については，技術・人文知識・国際

業務，企業内転勤，技能，教授，投資・経営，会計・法律業務，医療，研究，教育等の在

留資格を設けて受入れを進めてきたが，2012 年 5 月に「高度人材ポイント制」を導入し，

専門的技術的分野の在留資格の外国人の中でも特に学歴，職歴，年収等が高い人材につい

ては，「高度外国人材」として出入国管理上の優遇措置を与えることとし，優秀な人材の日

本への獲得・受入れ促進策を図っている34。政府は，「未来投資戦略 2017」（2017 年 6 月 9

日閣議決定）において 2020 年末までに 1 万人の高度外国人材認定を，さらに 2022 年末ま

でに 2 万人の高度外国人材認定を目指すとしている。実際，制度発足の 2012 年 5 月の認定

数は 12 人に過ぎなかったが，2017 年 12 月時点では 1 万 572 人となっている。 

 
第２ 専門性ある職種の権利侵害の複雑性と特性 

 

外国人労働者の権利の保護が問題となる場合，中国や東南アジア諸国等から来日する技

能実習生や留学生などが低賃金の非熟練労働者として搾取されている事案がクローズアッ

プされがちである。しかし，日本語能力や法的知識の不十分さ，労働・雇用慣行の違い，

法的救済へのアクセス障害，在留期間や在留資格による活動及び滞在期間の制限等，外国

人としての立場の脆弱性ゆえに専門的・技術的分野に従事する外国人も不当解雇，ハラス

メント，賃金不払等の権利侵害を受けやすく，権利の行使の機会の保障が不十分であるこ

とは非熟練労働者と何ら変わらない。 

むしろ専門的・技術的分野に従事する外国人は，金融・証券，ＩＴ，教育（語学学校講

師を含む）・研究職，法律会計業務，広告など分野に従事しており，比較的，高学歴であり，

                                                   
34 高度人材ポイント制とは，日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国

人を対象に，活動類型を「高度学術研究活動」，「高度専門・技術活動」，「高度経営・管理活動」の 3 つに分類

し，それぞれの活動の特性に応じて，「学歴」，「職歴」，「年収」といった項目ごとにポイントを設け，その合

計が 70 点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定する制度。認定により取得可能となる在留資格「高

度専門職」には，最短，在留期間 1 年で永住許可申請が可能となり，親・家事使用人の帯同などの優遇措置が

ある。 

第２章　外国人労働者受入れの現状と課題



－ 40 －

36 

労働条件も恵まれているかのように思われるが35，権利侵害の形が極めて複雑であり，法的

救済がより困難な側面がある。 

すなわち，これらの分野は，グローバル経済に伴う国際的な労働市場での熾烈な人材獲

得競争にさらされ，世界各国に拠点を有する人材紹介会社の介入も手伝って，人材の流動

性が激しいことに加え，海外に本社がある多国籍企業の日本市場への進出が進む一方，人

事・労務管理部門がグローバルな統一的人事政策の下で海外本社に一任されていたり，社

員構成の多数が出身国の異なる外国人であるため，日本の労働法を無視した乱暴な解雇等

が行われていたり，ＩＴＣの発達による国境を越えたクラウドワーキングという働き方が

出現し，雇用主と労働者の就労場所が異なる国に所在するため不当解雇されても裁判管轄

や適用法令，判決の執行力の問題が生じ，法的救済が事実上，不可能となっている場合も

ある。労働市場についてはもはや国境の概念が意味をなさなくなりつつあると言えるほど，

企業の多国籍化，雇用関係のクロスボーダー化，クラウドワークの出現，ヘッドハンティ

ング会社の存在，雇用・労働慣行の違いにより，国際裁判管轄，適用法令，執行の問題が

生じており，日本国内の法制度や労働慣行のみではもやは救済しきれない事態が生じてい

る。特に高度人材専門職は，家族帯同が認められており，また，日本で就労する際に海外

から多額の転居費用をかけて来日するため，いったん解雇となり職を失うと，経済的損失

も大きく，子どもの教育や配偶者の就労にも大きな影響を及ぼす。 

したがって，高度人材専門職を含め，専門的・技術的分野に従事する外国人労働者の権

利については，日本国内のシステムで救済が可能な非熟練労働者と異なる視点でより多角

的かつ実効的な救済手段の検討が求められる。 

 

                                                   
35 専門的技術的な分野の職業・職種は多種多少であり，賃金水準も一律に高額であるとは言えない。金融・証

券等については年俸が数千万円に上る場合もあるが，厳しい成果主義により短期的に結果を出せない場合は 1

年以内に解雇されることも珍しくない。また英会話学校の講師の多くは，「技術・人文知識・国際業務」の在

留資格で就労しているが，就労先企業との契約関係は雇用契約ではなく「請負」や「業務委託契約」でも可能

であるため，労働者性（労働法の適用）を否定され，賃金未払い，一方的不利益変更，違約金の不当請求，有

給休暇を取得できない，社会保険に加入させないなどのトラブルが少なくない。 
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第３章 今後の制度設計に向けて 
 

第１節 非熟練労働者受入れについて 
 
第１ 技能実習制度廃止に向けて 

 

新たな外国人労働者受入れ制度を設計するに当たり，前述のとおり，実体として外国人

労働者受入れ制度として機能している現行の技能実習制度は，速やかに廃止すべきである。 

この点について，日弁連は，かねてより外国人技能実習制度が，開発途上地域等への技

能等の移転による国際協力を推進するという制度理念とは乖離して，人手不足を解消する

手段として用いられており，その名目上の目的が維持されるゆえに，職場移転の自由が制

限され，対等な労使関係を構築できず，人権侵害が生じやすいという制度の構造的な問題

点を指摘し，同制度の廃止を求めてきた。 

しかし，同制度は，実体と名目の乖離という構造的な問題点を全く解消できないまま，

2017 年 11 月 1 日，技能実習法が施行されるとともに技能実習生の滞在期間の上限や優良

企業における受入れ人数枠の点でむしろ以前より拡大されるに至っている。 

政府の骨太の方針で打ち出された新しい枠組みにより，技能実習修了後も長期間滞在す

ることが予定され，さらに，技能実習を修了していることにより，技能試験や日本語能力

試験が免除される等の優遇が受けられるとなれば，実習実施者の下で円満に技能実習を修

了させることに，制度上，インセンティブを働かせることになる。そうすると，仮に，監

理団体や実習実施者の下で労働関係法令違反や人権侵害が生じたとしても，技能実習生は，

監理団体や実習実施者との関係悪化を避けようと，技能実習期間中は権利行使ができなく

なる懸念がある。 

したがって，人手不足解消の手段として技能実習制度を存続させたまま，新たな「外国

人材」受入れの議論を推し進めることには反対であり，技能実習制度は速やかに廃止すべ

きである。その上で，新たな外国人労働者の受入れ制度は，現行の技能実習制度の延長線

上に位置付けたり，技能実習修了者を優遇して受け入れたりすることなく，労働者を正面

から受け入れる新たな枠組みを設けるべきである。 

 
第２ 「骨太の方針」の問題点 

 

第１章第７節で述べたとおり，政府は，2018 年 6 月 15 日，骨太の方針を閣議決定し，

人手不足の深刻化を受け，新たな在留資格を創設し，「外国人材」を受け入れる方針を発表

した。同年 7 月 24 日には，関係閣僚会議において，首相が「外国人材」を幅広く受入れて

いく仕組みが必要であると指摘し，秋の臨時国会には，入管法改正案を審議し，2019 年 4

月から本格的に受入れを開始することを目指すと報じられている。受入れ人数としては，

2025 年までに新たに 50 万人の外国人労働者受入れを目指すとされ，現在の外国人労働者

数に照らし，そのインパクトは極めて大きい。 

新たに受入れを開始する業種は，生産性向上や国内人材の確保のための取組を行っても

なお「外国人材の受入れが必要と認められる業種」とされており，農業，建設，宿泊，介

護，造船の 5 分野のほか，業界団体の要請により金属プレスや鋳造等，一部の製造業や非
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製造業の外食産業も対象にする見込みだと報じられている。 

政府は，これらの業種について「単純労働」であるとの言及を避けているものの，いず

れもこれまでは専門的・技術的分野の労働に含まれない「単純労働」として分類してきた

き業種における外国人労働者の受入れであることには違いない。 

したがって，骨太の方針は，深刻な人手不足を背景として，これまで日本が維持してき

た専門的・技術的分野の労働者しか受け入れないという方針を大きく転換するものであり，

非熟練労働者を正面から労働者として受け入れる制度を整えようとするものであるから，

歴史的な意義がある。 

他方で，骨太の方針は，移民政策とは異なるものと位置付けられ，移民政策は行わない

ことが繰り返し強調されている。そして，新制度により受け入れる外国人労働者は，滞在

期間の長短にかかわらず，家族の帯同が認められないことも明らかにされている。 

さらに，在留期間についても，上限を通算 5 年として，それ以上の滞在継続には，別の

専門的・技術的分野の在留資格への変更を求める等，定住化を回避する制度が想定されて

いる。 

このような状況において，新たな制度の設計に当たっては，外国人労働者一人一人を生

活者として受け入れる視点が欠落しており，生活支援のための方策や多文化共生策につい

ては，議論がほとんど進んでいない。 

しかしながら，新たな受入れ制度により，外国人労働者は，最長で 10 年にわたり日本で

暮らすことになるのであり，その間，地域で生活者として暮らすことになる。 

国際的には，1 年程度以上の在留をする者は「移民（migrant）」と定義されることもあ

り，先進諸国は，住民・生活者としての移民と共生するための国の政策を設けている。そ

の意味では，日本には既に多くの移民がおり，骨太方針の採用により，さらに移民が大幅

に増加することになる。 

したがって，新たな制度の設計に当たっては，移民政策を行わないことを前提とするの

ではなく，以下に述べる従前の受入れ制度の反省を踏まえ，今後の外国人労働者受入れの

在り方，従前の受入れ制度における問題点等について，国民的な議論を十分に尽くした上

で，外国人労働者を一人一人の生活者として受け入れ，多民族・多文化の共生する社会の

構築に向けた法制度も同時に行われなければならない。 

 
第３ 新たな外国人労働者受入れ制度の設計において必要な視点 

 
１ 労働者に少なくとも職場移転の自由を保障すること 

既に述べたとおり，現在の技能実習制度は，実体としては，非熟練労働者受入れ制度と

して機能しており，技能実習生は労働者であるにもかかわらず，職場移転の自由が認めら

れていない。 

そのため，技能実習生は，実習実施者において人権侵害や労働関係法令違反が起きても，

それを申告することにより技能実習が継続できなくなり，かえって中途で帰国を余儀なく

される不利益を被るおそれがあるとして，権利主張が困難となる。 

本来，人には，職業選択の自由（憲法 22 条 1 項）が保障されているところ，外国人労働

者は，現在の在留資格制度により，入管法別表第 1 の在留資格を保有していれば，必然的

に在留中の活動に制限があり，職業選択に一定の制約が課せられる。 
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しかるに，外国人労働者の在留資格と使用者との雇用契約が紐づけられ，職業選択の自

由が過度に制約されることとなれば，外国人労働者は，在留資格を失うことを恐れて，使

用者に対して権利を行使することができなくなり，使用者との間で支配従属的な立場に置

かれることになる。 

技能実習生は，職種や期間の制限のみならず，同業種でも職場移転の自由がないことか

ら，実習実施者との間で支配従属的な立場に置かれる典型である。 

このような状態が人権侵害の温床となることを避けるため，新たな外国人労働者受入れ

の枠組みを検討するに当たっては，現在の技能実習制度における問題を踏まえ，労働者が，

少なくとも職場を自発的に退職し，別の職場に移転できるよう職場移転の自由を認めなけ

ればならない。 

この点につき，仮に，職種，地域，滞在年数等の点で職場移転の範囲に制限を設けると

すれば，その是非，内容については，上記の問題点を踏まえ，慎重な検討がなされなけれ

ばならない。その際，外国人労働者の支援に取り組むＮＧＯ等の団体，労働組合，弁護士

会等，幅広い立場の意見を聴取し，十分な議論，検討がなされるべきである。 

 
２ 中間団体の排除等 

労働基準法 6 条は，中間搾取を排除する趣旨から，何人も法律に基いて許される場合の

外，業として他人の就業に介入して利益を得てはならないことを定めている。 

しかるに，現行の技能実習制度については，既に述べたとおり，受入れの大半を占める

団体監理型の受入れにおいて，労働者と使用者との間に本国の送出し機関及び日本の監理

団体という中間団体の介在が制度上許容されている。 

そして，本国の送出し機関は，技能実習生の来日前に高額な保証金を徴収したり，失踪

等により予定された技能実習期間を全うしなかった場合の違約金を定めた契約を締結する

等，日本の労働関係法令に適合しない約定を交わしている例が報告されているが，かかる

事態に日本の法令を適用し，技能実習生を救済することは極めて困難である。しかし，保

証金や違約金の定めは，技能実習生が来日後，過酷な労働環境に置かれてもその職場から

逃れられない状況を作出し，日本での労働関係法令違反や人権侵害とも深く結びついてい

る。 

また，外国人労働者受入れに当たり，中間団体が介在することにより，中間団体が高額

な手数料や管理費を徴収する結果，外国人労働者が多大な経済的負担を負うことも看過で

きない。 

したがって，外国人労働者受入れに当たり中間団体が介在することにより労働者の権利

が不当に妨げられることがないよう，例えば，労働者の募集，選抜，雇用主のあっせん等

を公共職業安定所等の公的機関が直接行う方法，送出し国との間で二国間協定を締結し，

送出し機関において日本の法令に適合しない保証金や違約金の徴収等の事実が発覚した場

合には，当該送出し国においてこれを禁止する立法措置が講じられる等，実効的な措置が

講じられるまで一旦受入れを停止する方法等，中間搾取を実質的に排除できる策が採られ

なければなければならない。 

この点，骨太の方針では，「受入れ企業，又は法務大臣が認めた登録支援機関が支援の実

施主体となり，外国人材に対して，生活ガイダンスの実施，住宅の確保，生活のための日

本語習得，相談・苦情対応，各種行政手続に関する情報提供などの支援を行う仕組みを設
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ける」とされているが，技能実習制度と同様に，登録支援機関が民間の中間団体であり，

技能実習制度における監理団体同様に，傘下の外国人労働者受入れ企業から管理費を徴収

して運営する機関であれば，中立性・公平性を期待することはできず，技能実習制度同様

の問題を生じさせる危険性が高い。 

したがって，労働者の募集，選抜，雇用主のあっせん等のマッチングについては公的機

関が担う等中間搾取を実質的に排除できる策が講じられなければならず，「登録支援機関」

は，外国人労働者の管理のための機関ではなく，純粋に「支援」のための機関でなければ

ならない。そして，「登録支援機関」の「支援」は，ドイツ等の諸外国のように多文化共生

に専門的に取り組んでいる福祉団体やＮＰＯが実施すべきであり，そのための予算につい

ても，受入れ企業のみに負担させるのではなく，国が自らの責任として財政的措置を講じ

るべきである。 

 
３ 家族帯同について 

前記のとおり，骨太の方針で打ち出される外国人労働者受入れ制度では，技能実習修了

者は，最長で通算 10 年間という長期間にわたり，適法に滞在し，就労することとなるが，

10 年という長期間であっても，家族を全く帯同できないこととされている。 

しかしながら，正規に滞在し，就労する労働者が，国境を隔てて家族と分離される期間

としては，通算 10 年間はあまりに長い期間である。 

この点，国際法の規律として，世界人権宣言 16 条が家族の権利を定めている。これを受

けて，自由権規約 17 条が家族の「恣意的に干渉されない権利」を定め，同 23 条は，「家族

が，社会の自然かつ基礎的な単位であり，社会及び国による保護を受ける権利を有する」

と規定している。 

また，子どもの権利条約 3 条は，子どもの福祉に配慮すべき義務を定め，同 9 条は，締

約国に，子どもがその父母の意思に反して父母から分離されないことを確保することを求

め，同 10 条は，家族呼び寄せを許可する国家の努力義務を規定している（日本政府は 9 条

について出入国管理の場面においては適用されないとの解釈宣言を行っているものの，国

連の子どもの権利委員会からはこの政府の対応に懸念が表明されているところである。）。 

さらに，日本はいまだ批准していないものの既に発効している，「すべての移住労働者及

びその家族の構成員の権利の保護に関する国際条約」も，締約国に対し，移住労働者の家

族の同居の保護を確実にするために適切な措置を採ることを求めている。 

これらの人権諸条約等が家族の結合や子の利益を図った趣旨を勘案すれば，日本におい

ても，今後の非熟練労働者の受入れに当たり，外国人労働者に家族が同行して滞在するこ

とや，一定期間経過後に家族を呼び寄せることを認めるなどの制度設計が検討されるべき

であろう。 

ヨーロッパでは，欧州人権条約 8 条が家族生活の尊重を規定しており，2003 年の「家族

の呼び寄せに関するＥＣ指令」により，加盟国に一定の制限をかける可能性が留保されて

はいるものの，加盟国の移民法に従い，同国に適法に 1 年以上居住した域外国民で，同国

において適切な住居と疾病保険と十分な資力を持つ者は，配偶者及び未成年子を呼び寄せ
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て居住させる権利を持つことが規定された1。現時点では，加盟国が，3 年を超えない範囲

で，家族の呼び寄せに必要な適法滞在年数を定めることが許容されている2が，このような

国際的基準に照らし，通算 10 年間にわたり適法に滞在し就労するにもかかわらず，家族の

帯同を一切認めないという骨太の方針の外国人労働者受入れ制度が人権保障の観点から問

題があることは明白である。 

今後，外国人労働者の家族帯同に関し，日本での適法滞在年数，扶養能力等，家族帯同

に条件を付すとすれば，職場移転の自由と同様に，条件の内容につき，関係省庁のみなら

ず，外国人労働者支援に携わる弁護士，ＮＧＯ，労働組合等も含めた関係者の意見を十分

聴取した上，その内容について十分に議論がなされなければならない。 

 
４ 定住化について 

また，骨太の方針で打ち出される外国人労働者受入れ制度では，技能実習修了者を最長

の 5 年間修了した者は，上記のとおり，通算 10 年間という長期にわたり，日本に滞在し，

その間，納税義務を果たし，国民年金や健康保険へ加入することを求めることとなるにも

かかわらず，その後は，専門的・技術的な分野の在留資格に変更が許可されない限り，永

住許可を得る途がなく，帰国を余儀なくされることとなる。 

しかしながら，最長 10 年という長期間にわたり日本で就労し，日本を生活の本拠として

生活するようになった場合には，本国に生活基盤を失うこともあり，一律に帰国を強いる

ことが酷な場合も想定される。前述のとおり長期間の家族分離を強いるべきではなく，日

本での滞在中に家族を伴って滞在するに至った外国人労働者については，なおさら帰国が

困難となる場合があることが予想される。 

したがって，一律に上限を設けて帰国を強いるのではなく，入管法別表第一で定められ

た専門的・技術的分野の在留資格の外国人と同様に，定住化へつなげる途を設けるかどう

かにつき，その是非，範囲及び要件等についても，本人や家族の生活基盤を尊重し，在留

期間の更新や別の在留資格への変更をより広く認める方向で議論を開始すべきである。 

 

第２節 外国人労働者全体の権利保障に向けた施策 
 

次に，国は，業務の内容が専門的・技術的分野であるか，あるいは非熟練労働であるか

にかかわらず，外国人労働者を受け入れるに当たって，その権利保障を実現するための施

策を検討するべきである。具体的には，以下の①～③の施策を検討すべきである。 

① 賃金等の労働条件における国籍や民族を理由とする差別の禁止を徹底すること 

賃金等の労働条件における差別禁止を徹底し，言語や習慣等に基づく相違を認

めてこれを尊重する労働環境の整備を行い，実質的にも差別が行われない環境を

作るよう施策を充実するべきである。 

この点に関し，労働基準法 3 条は，使用者は，労働者の国籍，信条又は社会的

身分を理由として，賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的取扱いを

してはならないとして均等待遇を定め，国は，「外国人労働者の雇用管理の改善等

                                                   
1 大西楠・テア「グローバル化時代の移民法制と家族の保護－家族呼び寄せ指令とドイツの新移民法制－」『社

會科學研究 第 65 巻 第 2 号』（2014 年） 
2 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32003L0086 
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に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成 19 年 8 月 3 日厚生労働省告

示第二百七十六号)等を出し，外国人労働者の雇用主に対し，雇用管理の改善，再

就職支援等に務める義務を課し，外国人雇用状況の届出をも義務付けるようにな

ったが，法的拘束力が無く，実効性が担保されているとは言えない。 

政府は，2018 年 7 月 24 日の外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議にお

いても，「労働環境の改善，社会保険の加入促進等」を掲げているが，上記の「外

国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を

上回る均等待遇等の実現化策はいまだ明らかにされておらず，今後は，指針レベ

ルではなく，より実効的な施策が講じられなければならない。 

② 労働者の権利の保障等のための相談，紛争解決の仕組みを充実させること 

相談に当たっては，多言語での対応を可能とすること，法テラスや弁護士会等

との連携を充実させることが必要であり，紛争解決の仕組みにおいては，例えば，

就業先との間で解雇や賃金未払い等を巡る紛争が発生した場合に，労働者として

の権利保障を全うするまでは在留資格を失わないようにする，国の負担の下で一

時的な住居（シェルター）を提供する等の仕組みも含めた検討が必要である。 

③ 日本語教育を含む職業訓練や職業斡旋制度を充実させること 

日本に定住する日系二世や三世，日本に定着した外国にルーツを持つ人々は，

言語等の面で日本の労働市場で，就職活動等を行うことの困難に直面する。職業

訓練や職業斡旋に当たっては，これらの特質を踏まえて，これらの人々が実質的

に労働市場に参入することができるような仕組みを構築するべきである。 

なお，ドイツでは，職業訓練の一環として，国の負担の下で就業に結び付くド

イツ語講習が実施されていること等も参考にするべきである。 

以上の各施策の実施により，外国人の人権保障に適った受入れ制度の確立が必要である。 
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第２編 多文化共生社会の確立のための現状と課題 
 

第１編で述べたとおり，今，日本は，様々な国籍や外国にルーツを持つ人々が暮らす国

となっている。さらに，少子高齢化社会の進展や人手不足を背景として，骨太の方針の実

行を始めとして，多くの外国人労働者が日本に入国し，社会の一員となることが見込まれ

る。 

このような中で，日本で生活する外国にルーツを持つ人々の権利を保障し，また，市民

社会の中でこれらの人々が分け隔てなく共生することのできる環境を創ることが，日本社

会の喫緊の課題となっている。 

しかし，これまで，外国にルーツを持つ人々の権利の保障や多文化共生社会を創造する

ための法制度や施策は十分ではなく，結果として，既に日本で生活する外国にルーツを持

つ人々が権利を侵害され，共生社会もいまだに実現していないとの現状がある。 

そこで，本編では，多文化共生社会を確立するためにいかなる法制度や施策が必要かを

検討する前提として，第１章では主に外国につながる子どもの教育，第２章では外国にル

ーツを持つ人々に対する差別，第３章では在留制度と国籍，第４章では医療・社会保障・

法的アクセスについて，既に日本で生活する外国にルーツを持つ人々の置かれた現状と課

題を検討する。 

 

第１章 教育 
 

第１節 はじめに 
 

第１編「第１章 はじめに」で述べたとおり，現在，日本における在留外国人の数が増

加しており，日本は様々な国籍の人々，外国にルーツを持つ人々が暮らす国となっている。

それに伴い，日本国籍を有していない子どもたちや，日本国籍を有してはいても国際結婚

の両親から生まれた子どもたちなど外国にルーツを持つ子どもたちも増加している。これ

ら，外国にルーツを持つ子どもをこの章では，教育の現場で最も一般的な呼び方に倣って

「外国につながる子ども」と表現して述べていく1。 

外国につながる子どもたちが日本で生活する以上，教育を受ける権利は十分に保障され

なければならない。 

しかしながら，現在の日本において外国につながる子どもたちは，教育を受ける権利が

十分に保障されているとは言い難い状況にある。 

そこで，この章では，主に外国につながる子どもたちの教育の実情や各地での取組を取

り上げ，今後の対応策としての提言を述べる。 

その前提として，この節では，外国につながる子どもたちの教育を受ける権利が保障さ

れるべき法的根拠を明確にするべく，第１で日本政府における外国籍の子どもの教育に対

する扱い，第２では子どもの教育を受ける権利に関する国連の条約，第３では国連からの

                                                   
1 本報告書において，「外国につながる子ども」を表すために「外国人児童生徒」「外国につながる児童生徒」

などの記載もあるが，それは文部科学省等の調査者が使用した表現の援用であり，定義上区別しないことにす

る。 
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勧告等を挙げ，子どもの教育に関する国際人権条約から見た日本政府の取扱いの問題点を

指摘し，第４では子どもの教育を受ける権利の内容について整理する。 

 
第１ 日本政府における外国籍の子どもの教育に対する扱い 

 

文部科学省は，就学義務を，日本国民である保護者に対し，子に小学校（特別支援学校

の小学部を含む。）6 年間，中学校（特別支援学校の中学部等を含む。）3 年間の教育を受け

させる義務を課したものと解釈している。 

すなわち，憲法は，26 条 2 項で「すべて国民は，法律の定めるところにより，その保護

する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。」と規定し，また，教育基本法 5 条 1 項に「国

民は，その保護する子に，別に法律で定めるところにより，普通教育を受けさせる義務を

負う。」と規定している。 

かかる規定を受けて，文部科学省は，外国籍の者については，「就学義務を負う者は，日

本国民である保護者であり，外国人の場合はこの義務は課されていません。ただ，外国人

であっても本人が希望すれば就学させることができます。なお，インターナショナルスク

ール又はいわゆるフリースクールなどへの就学については現行制度では学校教育法第 1 条

に定める学校への就学とは異なり，就学義務を履行していることにはなりません。」という2。

また，文部科学省は，「憲法及び教育基本法は，国民はその保護する子女に普通教育を受け

させる義務を負うものとしていることから，普通教育を受けさせる義務は，我が国の国籍

を有する者に課されたものであり，外国人には課せられないと解される。しかしながら国

際人権規約等の規定を踏まえ，公立の小学校，中学校等では入学を希望する外国人の子ど

もを無償で受け入れる等の措置を講じており，これらの取組により，外国人の子どもの教

育を受ける権利を保障している。」としている3。 

そして，外国籍の保護者に就学義務がないとする解釈の下，同省は，「学校教育行政に必

要な学校に関する基本的事項を明らかにすることを目的」4として行う学校基本調査の不就

学学齢児童生徒調査で，「外国人は，対象から除外」している5。文部科学省は，別個に「外

国人の子どもの不就学実態調査」を行うものの，調査を行う地域などが限られており，限

定的な調査である。 

このように外国籍の保護者に就学義務がないとする扱いは，外国籍の子どもの教育に関

して，全国的に実態を把握することや，自治体関係者が取組を行うことを困難にし，外国

につながる子どもの教育につき日本国内に非常に大きな格差を生み出している。 

しかし，後述するとおり，国際人権に関する条約，宣言，勧告等や旧植民地出身者に対

する歴史的経緯に照らすならば，「教育を受ける権利」は「国民」に限られるのではなく，

社会の構成員である外国人にも保障され，かつ，教育の内容としては「アイデンティティ

を保持するための教育」としての教育を受ける権利が保障されている。そうであるのに，

文部科学省が外国籍の保護者に就学義務がないとの解釈によって，外国籍の子どもの教育

を受ける権利を「恩恵的」なものと位置付け，結果，外国につながる子どもの教育を受け

                                                   
2 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/shugaku/index.htm 
3 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/042/houkoku/08070301/004.htm 
4 学校基本調査規則 2 条 
5 http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2018/03/09/1355800_10.pdf 
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る権利が実質的には保障されていない現実がある。 

 
第２ 子どもの権利条約，自由権規約等の人権諸条約の諸権利 

 

経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規約（以下「社会権規約」という。）13 条

は，全ての者に教育を受ける権利を保障し，初等教育は義務教育とし，中等，高等教育に

おいても全ての者の教育を受ける権利を機会均等に保障し，保護者には子どものために公

立・私立学校（外国人学校を含む）を選択する自由を保障する。 

教育を受ける権利は，非差別・平等に保障されなければならず（社会権規約 2 条 2 項，

自由権規約 24 条，26 条，人種差別撤廃条約前文，2 条 2 項，5 条，7 条），民族的少数者に

は，その言語，宗教，文化，アイデンティティを保持し教育し又は教育を受ける権利を保

障している（自由権規約 27 条，子どもの権利条約 28～30 条）。 

 
第３ 各種国連勧告等 

 

国連からは，以下のとおり，外国人教育を巡る問題につき，再三にわたり勧告等がなさ

れており，2004 年以降だけでも，次のとおりの勧告等を受けている。なお，各勧告等の日

本語訳については，日弁連ホームページ「国際人権ライブラリー」より引用した6。 

 
１ 子どもの権利委員会の最終見解（2004 年 2 月 26 日） 

第 2 回政府報告書に対する 2004 年の子どもの権利委員会の最終見解は，マイノリティ・

グループや移住労働者の子どもたちに社会的差別が根強く残っていること，外国人学校を

卒業しても高等教育へのアクセスを否定された者がいること，マイノリティの子どもたち

が自己の言語で教育を受ける機会が限定されていることに懸念を示し，日本政府に対しあ

らゆる必要な積極的措置を採ること，マイノリティ・グループの子どもたちが自己の文化

を享受し，自己の宗教を表明し又は実践し，かつ自己の言語を使用する機会を拡大するこ

となどを勧告している。 

また，外国につながる子どもたちも多く在籍している東京都の夜間定時制高校について，

閉鎖されようとしている動きに対して懸念を示し，定時制高校閉鎖の再検討の奨励，代替

的形態の教育の拡大を勧告している。 

「24．委員会は，法制度が婚外子を差別していること，および女児，障害のある児童，ア

メラジアン，韓国・朝鮮人，被差別部落民，アイヌや他の少数民族の子どもそして移民労

働者の子どもに対する社会的差別が現存していることについて懸念する。」 

「25．委員会は，締約国が，婚外子に対するあらゆる差別，特に相続や市民権，出生登録

における差別や「非嫡出」なる差別的用語を法律及び規制から撤廃するために法律を改正

するよう勧告する。また，委員会は，締約国に対し，特に公教育や意識啓発キャンペーン

を通じ，特に女児，障害のある児童，アメラジアン，韓国・朝鮮人，被差別部落民，アイ

ヌその他の少数民族，移民労働者や難民の児童のために，社会的差別と闘い，基本的サー

ビスへのアクセスを確保するよう，全ての必要で将来を予見した措置をとるよう勧告する。」 

                                                   
6 https://www.nichibenren.or.jp/activity/international/library.html 

なお，上記ホームページから更に外務省ホームページにリンクされている場合には，リンク先より引用した。 
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「49．委員会は，締約国の，教育制度を改革し，条約により適合させるための努力につ

いて留意する。しかしながら， 

（略） 

(d) 日本における外国人学校卒業生の大学入学資格が広げられたのにもかかわらず，未

だに高等教育へのアクセスを拒否されている者がいること， 

(e) 東京都の定時制学校は，特に中途退学者などに対し柔軟な教育機会を提供するもの

であるが，それらが閉鎖されつつあること， 

(f) 少数民族の児童が彼ら自身の言語で教育を受ける機会が極めて制限されていること， 

（略） 

について懸念する。」 

「50．委員会は，締約国が， 

（略） 

(c) 東京都に対し，定時制学校の閉鎖を再考し，代替的教育を拡充することを推奨する

こと， 

(d) 少数民族の児童が自らの文化を享受し，自らの宗教を公言乃至実践し，自らの言語

を使用する機会を拡充すること， 

（略） 

を勧告する。」 

 
２ 自由権規約委員会の総括所見（2008 年 10 月 30 日） 

第 5 回政府報告書に対する 2008 年の自由権規約委員会の総括所見は，朝鮮学校に対する

補助金が通常の学校より著しく低額であること，朝鮮学校に対する寄付が税金の免除や減

額が認められないこと，朝鮮学校の卒業生が自動的に大学受験資格を取得しないことに懸

念を示し，日本政府に対し，朝鮮学校に対する国庫補助金の増額，他の私立学校への寄付

と同様に朝鮮学校への寄付にも優遇措置を適用すること，朝鮮学校卒業生に大学受験資格

を認めるべきとしている。 

「31．委員会は，朝鮮学校に対する国庫補助金が通常の学校に対する補助金より極めて低

額であること，そのため朝鮮学校では民間の寄付に過度に依存せざるを得なくなっている

が，こうした寄付には日本の私立学校やインターナショナルスクールへの寄付とは違い，

税金の免除や控除が認められていないこと，また朝鮮学校の卒業資格が自動的に大学受験

資格として認められていないことに，懸念を有する。 

締約国は，国庫補助金の増額並びに他の私立学校への寄付と同様の財政上の優遇措置を

朝鮮学校への寄付に適用することによって，朝鮮学校に対する適切な財政的支援を確保す

べきであり，また朝鮮学校の卒業資格を即大学受験資格として認めるべきである。」 

 
３ 人種差別撤廃委員会の総括所見（2010 年 4 月 6 日） 

第 3～6 回の政府報告書に対する 2010 年の人種差別撤廃委員会の総括所見では，自らの

言語に関する教育や自らの言語による教育を受ける適切な機会が欠如していること，義務

教育の原則が外国人の子どもに完全に適用されていないこと，朝鮮学校等への公的支援，

補助金，税制上の優遇措置が異なる取扱いをされていること等に懸念を表明し，教育機会

の提供において差別がないこと，学校への入学や義務教育就学において障壁に直面しない
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ことを日本政府が確保すること，外国人のための学校に関する種々の制度や，国の公的学

校制度の外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を日本政府が行

うことを勧告している。 

「22．委員会は，バイリンガル相談員や 7 言語による就学ガイドブックといった締約国に

よる少数グループへの教育を促進する努力に評価をもって留意する。しかしながら，教育

制度における人種差別克服のための具体的施策の実施に関する情報が欠如していることを

遺憾に思う。さらに，委員会は以下の事項を含め，子どもの教育に差別的な影響を及ぼす

行為について懸念を表明する： 

(a) アイヌの子どもやその他の国のグループの子どもが自らの言語に関する教育や自ら

の言語による教育を受ける適切な機会の欠如 

(b) 締約国における義務教育の原則が，日本が締約国となっている本条約第 5 条の（e）

の(v），児童の権利条約第 28 条並びに経済的，社会的及び文化的権利に関する国際規

約第 13 条 2 に適合した形で，外国人の子どもに完全には適用されていない事実 

(c) 学校の認定，教育課程の同等性や高等教育への入学に関連する障害 

(d) 締約国に居住する外国人及び韓国・朝鮮系(Korean)，中国系の学校に対する公的支

援や補助金，税制上の優遇措置に関する異なる扱い 

(e) 締約国において現在国会にて提案されている公立及び私立の高校，専修学校

（technicalcolleges ）並びに高校に相当する課程を置く多様な機関の授業料を無償と

する法制度変更において，北朝鮮の学校を除外することを示唆する複数の政治家の姿

勢（第 2 条及び第 5 条） 

 

委員会は，非市民に対する差別に関する一般的勧告 30（2004 年）に照らして，教育機会

の提供において差別がないこと，締約国の領域内に居住する子どもが学校への入学や義務

教育就学において障壁に直面しないことを締約国が確保することを勧告する。また，委員

会は，この点において，外国人のための学校に関する種々の制度や，国の公的学校制度の

外で別の枠組みを設立することが望ましいかについての調査研究を締約国が行うことを勧

告する。委員会は，締約国の少数グループが自らの言語に関する教育や自らの言語による

教育を受けられるように適切な機会を提供するとともに，締約国がユネスコの教育差別防

止条約への加入を検討することを慫慂する。」 

 
４ 子どもの権利委員会の最終見解（2010 年 6 月 11 日） 

第 3 回政府報告書に対する 2010 年の子どもの権利委員会の最終見解では，民族的マイノ

リティに属する子ども，日本人ではない子どもに対する差別削減，防止のため必要な措置

を採ること，外国人学校への補助金増額，大学入試の際の差別が行われないこと等を勧告

している。 

「34. 委員会は締約国に以下を勧告する； 

（略） 

(b) 特に，少女や民族的少数者に属する児童，外国籍児童，障害のある児童への実質的

な差別を削減し，予防するために，意識啓発キャンペーン及び人権教育を含めた必要な措

置を講じること。」 

「72. 委員会は，中華学校，韓国・朝鮮人学校及びその他の出身の児童のための学校が不
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十分な補助金しか受けていないことを懸念する。委員会はまた，これらの学校の卒業生が，

日本の大学入学試験を受験する資格がない場合があることを懸念する。」 

「73. 委員会は，締約国に対し，外国人学校に対する補助金を増額し，大学入学試験への

アクセスが差別的でないことを確保するよう慫慂する。締約国に対し，ユネスコの教育に

おける差別待遇の防止に関する条約への締結を検討するよう慫慂する。」 

 
５ 社会権規約委員会の総括所見（2013 年 5 月 17 日） 

第 3 回の政府報告に対する 2013 年の社会権規約委員会の総括所見では，高校無償化から

朝鮮学校が除外されていることを差別とし，高校無償化を朝鮮学校にも適用すること，ま

た多数の外国人児童が学校に通っていないことに懸念を示し，外国人児童に対しても義務

教育の状況の監視を行うことを求めている。 

「27. 委員会は，締約国の公立高校授業料無償制・高等学校等就学支援金制度から朝鮮学

校が排除されており，そのことが差別を構成していることに懸念を表明する。（第 13 条，

第 14 条） 

委員会は，差別の禁止は教育の全ての側面に完全かつ直ちに適用され，全ての国際的に

禁止される差別事由を禁止の事由に包含することを想起し，締約国に対して，高等学校等

就学支援金制度は朝鮮学校に通学する生徒にも適用されるよう要求する。」 

「28. 委員会は多数の外国人児童が学校に通っていないことに懸念をもって留意する。

（第 13 条及び第 14 条） 

委員会は，締約国に対して，日本国籍を有しない子どもを含め，その法的地位にかかわ

らず，締約国内における全ての子どもに対し義務教育が行われているか状況を監視するよ

う要求する。」 

 
第４ 教育を受ける権利の保障 

 

本節第１でも述べたとおり，各国際人権条約や国連からの各種勧告等，そして旧植民地

出身者に対する歴史的経緯に照らすならば，「教育を受ける権利」は「国民」に限られるの

ではなく，社会の構成員である外国人にも保障されるものである。 

また，保障されるべき教育の内容は，日本の学校による教育に限定されるものではない。

自由権規約，子どもの権利条約にも規定されているとおり，その言語，宗教，文化，アイ

デンティティを保持し教育し又は教育を受ける権利が保障されている。 

社会権規約 13 条 3 項においても「この規約の締約国は，父母及び場合により法定保護者

が，公の機関によって設置される学校以外の学校であって国によって定められ又は承認さ

れる最低限度の教育上の基準に適合するものを児童のために選択する自由並びに自己の信

念に従って児童の宗教的及び道徳的教育を確保する自由を有することを尊重することを約

束する」と規定されており，子どもたちは学校教育法に規定されている小中学校に限られ

ず，各種民族学校やインターナショナルスクールなどの学校に通学する自由を有しており，

他方，国はそのような学校に対しても助成，援助を行う責務を有しているというべきであ

る。 

本節冒頭で述べたとおり，実際の教育現場では，外国につながる子どもたちについて，

前述したような教育を受ける権利が十分に保障されているとは言い難い現状がある。 
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そこで，以下では，外国につながる子どもたちが置かれている教育現場の実情を取り上

げるとともに，意欲を持って取り組む各地の現場での取組等について取り上げ，求められ

るべき今後の支援策を検討していきたい。 

検討に当たっては，教育を受ける権利として保障されるべき教育は，アイデンティティ

を保持するための教育であるべきであるから，第２節では多様性を肯定し尊重する教育，

第３節では母語・文化承継について論じていく。その上で，現在の日本ではそもそも学校

にさえ通うことができない，また，日本の学校に通えたとしても日本語が分からないこと

で授業についていくことができないなど多くの問題を抱える外国につながる子どもたちが

数多くいることから，第４節では子どもたちの就学保障について，第５節では義務教育後

の高校以降の進路保障について論じていくこととする。さらに，第６節では成人に対する

言語習得の支援についても論じる。 

 

第２節 多様性を肯定し尊重する教育 
 
第１ 多様性を肯定し尊重する教育の必要性 

 

文部科学省が 2005 年度から 2006 年度にかけて行った「外国人の子どもの不就学実態調

査」7では，不就学の状況にある理由（複数回答可）として，「学校へ行くといじめられる

等するから」との回答が 7.4％，及び「友だちができないから」との回答が 5.2％あった。 

2009 年度に行った「外国人の子どもの就学状況等に関する調査」8でも，「学校へ行くと

いじめられる等するから」との回答が 3.8％，「友達ができないから」との回答が 3.8％あ

り，外国につながる子どもが学校でいじめられたり，交友関係を築きづらいことが不就学

の一因となっていることが分かる。 

また，不就学を問わない調査でも，いじめや交友関係を築きづらいとの悩みが表れてい

る。 

例えば，2018 年静岡県焼津市にて行われた「2018 焼津市で日本語を勉強している子ど

もへのアンケート」9では，「外国にルーツを持つ」子ども 49 人による回答のうち，「学校

で，いやなことは何ですか」（複数回答可）との問いに対し，「日本人からいじめられる」

の回答数が 11，「他の外国人からいじめられる」の回答数が 5，「日本人と友達になるのが

難しい」の回答数が 7 となった。 

これらの一例にあるように，学校でのいじめや，交友関係を築きづらいとの疎外感に悩

む，外国につながる子どもたちは少なくない。 

外国につながる子どもたちの就学の保障を実効的なものとするため，また，外国につな

がる子どもたちを含め全ての子どもたちが，人種，民族，文化的背景等にかかわらず個人

として尊重される環境で育ち個人を尊重することができるように，加えて，外国からの学

校編入に際し，編入する子ども及び受け入れる子どもの戸惑いを少しでも減らすために，

                                                   
7 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/001/012.htm 
8 http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2010/09/01/

1295604_2.pdf 
9 多文化共生を考える焼津市民の会・いちご（静岡県立大学国際関係学部准教授高畑幸協力）2018 年 6 月 2 日

「2018 焼津市で日本語を勉強している子どもへのアンケート単純集計結果報告」 
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多様性を肯定し尊重する教育が必要とされている。 

 
第２ 子どもの権利条約における扱い 

 

子どもの文化や言語に対する尊重，人種や宗教等に対する理解及び寛容を育む教育の必

要性は，子どもの基本的人権を国際的に保障するために定められた条約であり，日本も批

准している子どもの権利条約においても明示されている。 

 
１ 条約の条文における規定内容 

日本が批准し加入した条約である，子どもの権利条約は，憲法 98 条 2 項の解釈から，日

本において国内法的効力を有し，かつ法律や条例より優位にある。したがって，日本政府

は，条約に適合するように教育行政を行うことが求められている。 

その条約の 29 条 1 項は，「締約国は，児童の教育が次のことを指向すべきことに同意す

る。」とし，その中で「(c) 児童の父母，児童の文化的同一性，言語及び価値観，児童の居

住国及び出身国の国民的価値観並びに自己の文明と異なる文明に対する尊重を育成するこ

と。」，「(d) すべての人民の間の，種族的，国民的及び宗教的集団の間の並びに原住民であ

る者の理解，平和，寛容，両性の平等及び友好の精神に従い，自由な社会における責任あ

る生活のために児童に準備させること。」としている。 

また，30 条は，「種族的，宗教的若しくは言語的少数民族又は先住民である者が存在す

る国において，当該少数民族に属し又は先住民である児童は，その集団の他の構成員とと

もに自己の文化を享有し，自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利

を否定されない。」としている。 

 
２ 一般的意見における扱い 

(1) また，国連の子どもの権利委員会10は，「条約のさらなる実施を促進し，かつ締約国

による報告義務の履行を援助するために」（子どもの権利委員会暫定手続規則 73 条），

一般的意見と呼ばれる文書を作成し，これによって条約の文言の意義等について，条

約機構としての正式な解釈を示している。 

(2) そして，子どもの権利委員会の一般的意見 23（2017 年）「出身国，通過国，目的地

国および帰還国における，国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国家の義

務」（CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23）では，子どもの権利条約 28 条から 31 条に関する記述

において次のことがらを述べている11。 

① 国は，「必要な場合には，追加的な言語教育，スタッフの加算およびその他の異

文化支援を含む（下線部引用者。以下も同様。），いかなる種類の差別もない対象

特化型の措置がとられなければならない」，「国は，移住者である子どもが教育に

アクセスするための便宜を図り，かつ移住者である子どもの学校への統合を促進

することに専念するスタッフを配置するよう奨励される。」（パラグラフ 62） 

② 「国は，移住者コミュニティと受入れコミュニティとの異文化間対話を醸成し，

かつ，移住者である子どもに対する排外主義もしくはあらゆる態様の差別または

                                                   
10 子どもの権利条約 44 条に基づき設置された条約機構 
11 日弁連ホームページ 国際人権ライブラリー 子どもの権利条約 条約機関の一般的意見 23 
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関連の不寛容に対応しかつこれを防止するための具体的措置を発展させるべきで

ある」（パラグラフ 63） 

 
３ まとめ 

以上のように日本が批准する子どもの権利条約は，その条文及び条約機構の正式解釈に

おいて，多様性を肯定し尊重する教育の必要性を規定し，外国につながる子どもに対し異

文化支援を含む措置を講じ，外国につながるコミュニティと受入れコミュニティの対話を

国が醸成すべきとしている。 

 
第３ 日本の行政における扱い 

 

では，各種のアンケート調査結果，及び子どもの権利条約から必要とされる，多様性を

肯定し尊重する教育は，日本においてどのように扱われているか，以下に国における扱い，

及び地方自治体における扱いの例について検討する。 

 
１ 国における扱い 

(1) 「外国人児童生徒受入れの手引き」12において 

文部科学省初等中等教育局国際教育課は，「外国人児童生徒教育にかかわる様々な

人々が，…どのような取組を行うことが必要か」，「具体的な取組の指針を明示し，･･･

外国人児童生徒教育の一層の充実を図ることを目的」として 2011 年 3 月に「外国人児

童生徒受入れの手引き」を発行した。 

同手引きには，多様性を肯定し尊重する教育に関連することとして次のような記載

がある。 

① まず，第 1 章「外国人児童生徒の多様性への対応」の 5「外国人児童生徒を受け

入れる学校の課題」において，「外国人児童生徒教育は，･･･児童生徒自身や保護

者の努力のみで解決できるものではありません。児童生徒やその保護者を取り巻

く日本の学校，さらに地域社会の在り方が大きく影響します。」とした上，「（1）

学校全体の児童生徒の指導」にて，「外国人児童生徒が学級で受け入れられるため

には，『異文化理解』『国際理解』『人権の尊重』などの教育が必要不可欠です。違

いを認め，互いに助け合える共生を目指した学級，学校であることこそが大切で

す。」と全体的な姿勢の在り方について述べている。 

② 次に，第 4 章「在籍学級担任の役割」の 2「外国人児童生徒の受入れ体制づくり

と必要な指導」では，「受入れにあたって，受容的な学級の雰囲気づくりをするな

ど，当然，学級担任の担う役割は大きいもの」と触れた上，受入れ初期の指導に

関し「当該児童生徒の母語と日本語，両方の挨拶で迎えるとよい。その児童生徒

の母語を学級の児童生徒が使うことによって，好意的な受入れのメッセージはよ

り強く伝わる。」などすぐに実践可能な具体例の記載がある。 

そのほか同章の3では，学級担任自身が，外国人児童生徒の存在をプラスに捉え

るかマイナスに捉えてしまうかが学級に大きな影響を与えるとして，担任自身に

よる振返りの重要性を説き，また，受け入れる側の児童生徒の視点をプラスに変

                                                   
12 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/002/1304668.htm 
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革するため総合的な学習の時間などを中心に，国際理解に関する学習の単元を組

み，計画的に「学級の国際化」を進める必要性を述べている。 

③ さらに，第 6 章「市町村教育委員会の役割」として，「外国人児童生徒教育の推

進は，外国人児童生徒だけを対象に行えばよいのではない」ことを前提に，学校

における多文化共生社会の実現を目指す取組の推進を図るよう求めている。 

以上のように，文部科学省が発行する手引きにおいても，外国につながる子どもの

教育に関して，日本語指導の問題にとどまらず，在籍の子どもを含めた全体における

多様性を肯定し尊重する教育の必要性をうたっている。 

(2) 「学習指導要領」において 

では，多様性を肯定し尊重する教育について「学習指導要領」には，どのように記

載されているか。 

最高裁判所の判断13により，学習指導要領には，市民の権利義務に関わる規範として

の性質があると認められ，学習指導要領の定めに明白に違反するものは，法規違反の

問題が生じ得るとされる。 

したがって，学習指導要領の記載内容は，実際の授業に大きな影響を与えるもので

あるが，「小学校学習指導要領」には次のように記載している。 

① 「第 1 章 総則」の「第 1 教育課程編成の一般方針」では「道徳教育は，･･･

主体性のある日本人を育成するため，その基盤としての道徳性を養うことを目標

とする」（下線部引用者）としている。 

また，「第 4 指導計画の作成等に当たって配慮すべき事項」では，障害のある

子ども，海外から帰国した子どもに対し配慮すべき事項が記載されているが，日

本に移住した，又は日本で生まれた外国につながる子どもの配慮については記載

されていない。 

② 異なる文化や習慣の理解について規定する場面はあるが，「世界の中の日本の役

割について，次のことを調査したり地図や地球儀，資料などを活用したりして調

べ，外国の人々と共に生きていくためには異なる文化や習慣を理解し合うことが

大切であること，世界平和の大切さと我が国が世界において重要な役割を果たし

ていることを考えるようにする。」（第 2 節社会，第 2 各学年の目標及び内容，第 6

学年，2 内容（3））など，世界の中の日本の役割との文脈で記載されている。 

そのため，日本の中における異なる文化や習慣について理解し共に生きるとの

視点が共有されるかについては疑問が残る。 

③ また，第 2 章第 1 節「国語」では，教材は，「日本人としての自覚をもって国を

愛し，国家，社会の発展を願う態度を育てるのに役立つこと」に配慮し取り上げ

るものとしている。 

第 3 章「道徳」では「外国の人々や文化を大切にする心をもち，日本人としての自

覚をもって世界の人々と親善に努める。」とあり，外国の文化を大切にするとしつつも，

教育を受ける子どもたちの国籍や文化的な多様性が考慮されているかについては疑問

が生じる。 

(3) 以上に見るように，国における多様性を肯定し尊重する教育の扱いについては，取

                                                   
13 最判平成 2 年 1 月 18 日判タ 719 号 72 頁 
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組の指針である「外国人児童生徒受入れの手引き」には，具体的な言及がある。 

しかし，法規範である学習指導要領では，日本人を育成すること，日本人としての

自覚をもたせることを目標に掲げるなどしており，必ずしも教育を受ける子どもたち

の国籍や文化的な多様性が反映されていない。 

日本の学習指導要領は，日本人としての自覚を持たせることを励行するあまり，外

国人としてのアイデンティティを持つ又は併せ持つ子どもたちに対し，当該アイデン

ティティを抑圧する教育を生み出しかねない内容となっている。 

結果として，アンケート調査において，いじめや交友関係を築きづらいとの声があ

り，また，学外における外国につながる子どもの学習支援者からも，外国につながる

子どもの受入れ環境，土壌の整備を求める声があがっているのであり14,15，「外国人児

童生徒受入れの手引き」の作成にもかかわらず，実際には，多様性を肯定し尊重する

教育が広く十分になされているとは言い難い現状の一因には，多様性に対する配慮に

欠ける学習指導要領の内容にも問題があるものと思われる。 

 
２ 地方自治体における扱いの例 

以上が国における指針及び法規範の内容であるが，地方自治体によっては，より課題に

踏み込み，偏見や差別の解消のための教育の必要性を明確にし，指針を規定するものも存

在する。 

例えば，兵庫県においては，以下①及び②の規定が存在する。 

① 兵庫県教育委員会では，1998 年 3 月に「人権教育基本方針」16を制定し，「人権

教育を･･･構成し･･･同和問題をはじめ，女性，子ども，障害のある人，外国人な

どの人権にかかわる今日的な課題の解決に向け，相互の関連を図りながら総合的

に推進するもの」としている。 

② また，2010 年 8 月には「外国人児童生徒にかかわる教育指針」17を制定し，「基

本的な考え方」として次の 4 つを挙げている。「1 外国人児童生徒が民族的自覚

と誇りを持ち，自己実現を図ることができるよう支援する。」，「2 すべての児童

生徒に，外国人に対する偏見や差別の不当性についての認識を深めさせるととも

に，あらゆる偏見や差別をなくしていこうとする意欲や態度を身につけさせる。」，

「3 共生の心を育成することを目指し，すべての児童生徒に多様な文化を持った

人々と共に生きていくための資質や技能を身につけさせる。」，「4 外国人児童生

徒にかかわる教育指導の充実に向け，教職員一人一人が人権意識の高揚に努める

とともに，実践的指導力の向上を図るための研修体制を確立する。」 

 
３ まとめ 

全国において多様性を肯定し尊重する教育を実現するためには，兵庫県の例に見られる

ように，まず人権尊重の基本姿勢に基づき，そして，指針だけでなく法規範である学習指

                                                   
14 辻本久夫「外国にルーツを持つ子どもたちの悩み-自宅放火と自殺そして名前調査から思うこと-」『人権研

究 第 15 号』（関西学院大学，2011） 
15 田中宝紀「赤ちゃんの 30 人に 1 人，外国人の親を持つ日本社会―進む多様化と今なお続く，いじめと差別」

yahoo ニュース 2016 年 9 月 23 日 https://news.yahoo.co.jp/byline/tanakaiki/20160923-00062389/ 
16 http://www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/kihonhosin.html 
17 http://www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/gaikokujinsisin.html 
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導要領においても，教育を受ける子どもたちが国籍，人種，文化などにおいて多様である

ことを前提とした記載をすることが望まれる。 

 
第４ 各地域における実践例 

 

基本姿勢において，教育を受ける子どもたちの多様性を前提とし，多様性を肯定し尊重

する教育を掲げる場合であっても，現実の教育に反映させられなければ，無意味となって

しまう。 

そのため，以下では，多様性を肯定し尊重する教育を実践するための教員研修や学校行

事，及び授業のイメージを得る一助として，現実に行われている例を挙げる。 

 
１ 教員の研修の場面 

(1) 研修資料 -授業の工夫のためのアイデア集・実践集- 

大学教員，市の日本語指導員らが執筆し，かながわ国際交流財団から発行された「外

国につながる子どもがホッとする授業づくり～教科書を活用したアイデア集～」18には，

外国につながる子どもが在籍するクラスを担当する教員が気を付けるべき点や実践例

が多数記載されている。 

実践例では，日本とは形式の違う，世界の筆算形式の問題をクラスで解くことで，

解きづらさを経験し，外国から編入した同級生の困難を体験する例が挙げられている。

この体験による「ことばで苦労していたのは知っていたけど，その他のことでもいろ

いろ大変だったんだろう」との子どもの感想も載せられており，小さな工夫が与える

大きな影響を知ることができるようになっている。 

(2) 教員自身が異なる文化や宗教などを知り理解するための研修 

多様性を肯定し尊重するためには，前提として異なる文化や宗教を知り理解しよう

とすることが必要となるところ，まず，教員自身が異文化等の理解を試みることが，

子どもたちへの相互理解を促す際の助けとなる。 

静岡県静岡市の小中学校の道徳教育推進教師及び人権教育担当者会における「多文

化児童の受入れについて」と題した研修では，外部講師を招き研修を行った。講師の

一人である静岡ムスリム協会事務局長は，かながわ国際交流財団発行の「イスラーム

の子どもたちを理解するために」19を資料として，イスラム教の理解と，ムスリムの子

どもたちに対する学校での配慮について研修会を行い，その後，学校における児童を

対象とした講話に発展した。 

 
２ 子どもの教育の場面 

(1) 外国語活動及び総合的な学習の時間の活用 

2003 年から 2005 年にかけて行われた岐阜県可児市の不就学調査では，不就学状態

にあった子どもたちの多くが，一度は日本の学校に通い退学していることが明らかと

なった20。 

                                                   
18 http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2014/02/kodomoshien_booklet_02.pdf 
19 http://www.kifjp.org/wp/wp-content/uploads/2017/04/Islam_001-008.pdf 
20 小島祥美『外国人の就学と不就学 社会で「見えない」子どもたち』（大阪大学出版会， 2016）41 頁 
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そのため，同市の不就学対策では退学を防ぐための工夫がされ，その一環として，

外国語の授業に，多くの外国につながる子どもの母語であったポルトガル語の授業を

取り入れた。これにより，日本語を母語とする子どもは，ポルトガル語を母語とする

子どもの立場をより想像することができるようになり，また，ポルトガル語を母語と

する子どもは，他の子どもの勉強をサポートする役回りを得て，自己肯定が促された。 

その他，可児市の不就学対策の例では，「できたことを褒める，評価する」という小

さな意識化と実践の積み重ねにより，子どもの自己肯定を助けることなどが功を奏し，

日本の学校を退学する子どもの数が減少した。 

(2) 学教行事の活用 

文化祭やその他の学校行事において，学級の子どもが，外国につながる子どもの母

国に関する催しを行うことで，異なる文化に触れたり，外国につながる自らのアイデ

ンティティについて肯定を深める機会となる例がある。 

愛知県岩倉市立南部中学校の平成 29 年度「ふれ愛フェスティバル」では，催しのひ

とつに子どもたちによる「ザ・多文化共生クイズルーム」が設けられたり，同年度の

同市立岩倉中学校の「コスモス祭」では，「ブラジルの文化にふれよう」との催しが設

けられるなどしている。 

(3) 人権教育 

人権教育として，差別の問題に対し取組を行っている個人，団体や当事者を招いた

学習の機会を用意することは，子どもたちにとって，生の声に触れ，考えを深める重

要な経験となる。 

千葉県立関宿高等学校では，人権教育に力を入れ，講師として，在日朝鮮・韓国人

の当事者を招き，外国人差別について学ぶ機会を設けるなどしている。 

 
第５ 提言 

 

外国につながる子どもを受け入れるに当たっては，実質的に教育を受ける権利を享受す

ることができるよう，法規範及び指針が一貫して人権尊重の基本姿勢に基づき，国籍，人

種，文化等の多様性を肯定し尊重する教育を志すことが求められる。 

そして同法規範及び指針の下，それぞれの地域において，教員研修，授業，学校行事な

どの場で実践できるようにする必要がある。  

各地での工夫が共有され，全国的に発展することが期待される。 

 

第３節 母語承継・文化承継 
 
第１ 母語承継・文化承継の必要性 

 
１ はじめに 

外国につながる子どもたちは複数の言語・文化環境に置かれている。日々の生活，学習

や将来の仕事に必要な日本語習得は重要である。日本語習得に向けた支援は地域や学校等
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の教育現場で広がりつつあるが，母語（継承語21）の問題についてはいまだ不十分な状況で

ある。近年，様々なルーツを持つ子どもたちが増え，多言語・多文化していく中で，日本

語習得に加え，母語・母文化の保障まで対応することは困難であるという意見もある。 

しかし，教育を受ける権利は，非差別・平等に保障されなければならず（社会権規約 2

条 2 項，自由権規約 26 条），民族的少数者には，その言語，宗教，文化，アイデンティテ

ィを保持し教育し又は教育を受ける権利が保障されている（自由権規約 27 条，子どもの権

利条約30条1項）。マイノリティの子どもたちが自己の言語で教育を受ける機会について，

国連から再三にわたり勧告等を受けていることは前述したとおりである。母語承継・文化

承継をめぐる問題は，当事者だけのことではなく，学校，地域や社会が多様な言語・文化

を受容し，どう相互に理解を深めていくのかという課題である。社会の中で言語的・文化

的に少数者とされる子どもたちの母語・母文化を保障していくことは，社会の責任である。 

 
２ 母語教育の必要性 

(1) 教員の意見 

日々子どもに接する教員たちからも母語教育の必要性が挙げられている。例えば，

宮島喬氏らが行った「外国人児童生徒の就学に関する意見調査」22によれば，一般教諭

から寄せられた自由回答に「子どもたちの母語を伸ばす取組を行った方が良い。どち

らの言語もあいまいなまま成長する子どもが多い。家庭でも言語の教育はあまり重視

されておらず，教科（国語・算数）にかたよりがち」という意見があり，類似の意見

は他にもあった23。 

(2) 研究による実証 

母語教育について複数の研究（カナダのジム・カミンズ（Jim Cummins）など）があ

り，研究により学習言語の習得，アイデンティティの形成，家族のコミュニケーショ

ンの観点から，次のとおり母語の重要性が指摘されている24,25,26。 

ア 教科学習と日本語能力の形成のための母語 

学校では日本語を使用する頻度が高いため，早ければ 1～2 年で日常会話程度の日

本語は身に付けられるようになるが，教科学習についていくためには 5～6 年掛かる

と言われている。一般に日常生活でコミュニケーションをする際に使用する言語能

                                                   
21 母語は「初めて覚えたことば」と定義される。日本で生まれた外国につながる子どもの場合，日本語が初め

て覚えたことばになるため，親から継承することばという意味で「継承語」という用語が使われることもある。

また，祖父母の世代で移動してきた場合，親がその言語を喪失してしまい，子どもが新たに親のルーツのこと

を習得するということも含めて「継承語」という用語を使う方が適切な場合もある。本報告書では，便宜上，

「継承語」の意味も込めて，「母語」と表記する。 
22 「外国人児童生徒の就学に関する意見調査」科学研究費基盤研究Ｂ（平成 22‐24 年の研究代表者（宮島喬）

と研究分担者，研究協力者によって 2012 年 5 月‐7 月に実施され，全国の外国人多住自治体の教諭，指導主事，

教育支援者計 432 名，有効回答数は 266 件。調査報告論文としては坂本ほか 2014 がある。） 
23 宮島喬著『外国人の子どもの教育 就学の現状と教育を受ける権利』（一般財団法人東京大学出版会，2014

年）7 頁以下 
24 野津隆志「母語教育の研究動向『なぜ母語教育は必要か』についての主張や理論の整理」 
25 関西母語支援研究会ホームページ「多文化な子どもの学び～母語を育む活動から～」

https://education-motherlanguage.weebly.com/27597354862594532946123983074031350123922120521521.ht

ml 
26 松田陽子・野津隆志・落合知子編『多文化児童の未来をひらく―国内外の母語教育支援の現場から』（学術

研究出版／ブックウェイ，2017 年） 
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力のことを「生活言語能力」，抽象的，概念的な理解や，教科学習に必要な言語能力

のことを「学習言語能力」という。「学習言語能力」が身に付くまで，長い期間，日

本語力の不足によって，教科学習についていけない状況に直面することになり，そ

のため「勉強のできない子」と周囲から思われ，自分もそう思ってしまうことがあ

る。また，日本語を流暢に話すようになると，日本語が習得されたと誤解してしま

いがちであるが，それは日常的な「生活言語能力」にすぎず，教科に必要な「学習

言語能力」が必ずしも身に付いているわけではない。この 2 つの言語能力について

理解の進度が異なることを考慮に入れて考える必要がある。 

母語は，教科学習と日本語能力の形成に大きく寄与し，第 1 言語の知識は，第 2

言語の習得に影響する。すなわち，子どもの第 2 言語における言語能力は，第 1 言

語で獲得した言語能力のレベルに依存しており，第 1 言語の言語能力のレベルが高

いほど第 2 言語でも高い言語能力のレベルを獲得しやすくなる。一方，第 1 言語で

の言語能力のレベルが十分に発達していないと，第 2 言語での言語能力の発達も難

しくなる。このような母語の必要性が認識され，最近では，日本語教育の分野にお

いて，母語を活用して日本語習得や教科学習を進めることが試みられるようになっ

てきている。 

ただし，子どもの来日時期が母語学習に大きく影響するので，各人の状況に合わ

せた保障が必要である。大まかに，①0〜3 歳（自国での母語が発達途上で，母語を

維持，伸長するには多大な努力が必要），②4〜10 歳（日本語の生活言語の習得は早

いが，学習言語が十分発達するのに時間が掛かる。母語の基盤が弱いので，何もし

なければ喪失するのは早い），③10 歳〜16 歳（日本語の生活言語の習得にやや時間

が掛かるが，母語の助けを借りて抽象概念を理解することができ，それによって日

本語による学習の理解も早まる。また，母語での読み書きの基礎力ができていれば，

母語を維持し，伸長させることは難しくない。），④17 歳以降（日本語の習得に時間

が掛かるが，自国で習得した母語を維持し，伸長させることは難しくない），⑤二～

三世：両親か祖父母の世代が渡日した日本生まれの人（両親や祖父母が母語を話し

ているのをよく聞いていれば，少し，聞く力がついており，努力して学習すること

で第二言語として習得しやすいことが多い）。 

イ アイデンティティ形成のための母語 

外国につながる子どもは，アイデンティティ形成のプロセスにおいて，自己のル

ーツの否定や隠蔽（改名など），葛藤，アイデンティティの揺らぎなど様々な問題を

抱えていることが指摘されている。自分の母語が社会で認知されていない言語であ

ると認識し，自分のルーツやアイデンティティについても否定的な感情を持つこと

も多い。 

母語を使用することによって「母文化の中に自己」を形成することができる。母

語で話しても良いという環境は，子どもたちの自己肯定感にもつながるので，家庭

だけでなく，学校内や教室内において母語を使える場，母語を話しても良い環境，

話しやすい環境を整えることが重要である。 

ウ 家族コミュニケーションのための母語 

母語は日本語習得が困難な保護者と，児童がコミュニケーションを図るための重
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要なツールでもある。家庭内で母語をコミュニケーション言語として活用し，子ど

もが母語を習得（維持）することが大切である。特に，幼少期に渡日した子どもや，

日本で生まれ育った「二世，三世」は，意識していないと日本語が日常的に使用す

る生活言語となってしまい，母語の習得（維持）の機会を失いがちである。しばし

ば日本語が第一言語となった子どもと，母語しか話すことができない保護者との間

でコミュニケーションが断絶するという問題や，言語コミュニケーションが取れな

いことから親子の心理的不安定をもたらす事例が起こる。 

 
第２ 日本の現状 

 
１ 日本における母語教育の不在 

日本の学校においては外国につながる子どもに対して，日本語の指導を行うとともに，

教科学習は日本人の子どもと一緒に，日本語での授業を受けることになっている。また，

同じ言語圏出身の外国につながる子どもが多くいる地域でも，学校側では日本語に少しで

も早く慣れるようにという「教育上の配慮」から，外国につながる子どもたちを別々の学

級に入れる方針を採る場合が多いと報告されている27。 

これらのことから，しばしば母語教育の重要性が提唱され，現に外国人の多い地域では，

日本語学級や国際教室などに，外国人の母語が話せる教員を配置したり外国人のティーチ

ング・アシスタントを採用して，母語による教育を行う試みがなされているが，それは，

地域が限られており，時間的にも限定されている。 

確かに，母語教育を推進することを困難とする事情としては，予算面，教員の言語能力

の問題などが考えられる。そして，まず外国につながる子どもたちが日本の学校生活に慣

れ，社会に適応するために日本語教育が第一義的な意味を持っていることは否定できない。 

しかし，母語保障が子どものアイデンティティや家族のコミュニケーションに資するの

みならず，不就学や退学防止策として教育を受ける権利の保障につながるため，まずでき

るところから，母語を日本語とともに学習・授業言語として用いるような施策が望まれる。 

 
２ 公立学校における母語教育 

母語教育は，まず学校において行われる必要がある。公立学校における民族教育として

は，大阪府，京都府内に「民族学級」（名称は多様）が設置されており，兵庫県内において

も学校と社会教育分野をまたぐ「民族学級」（神戸市）がある。民族学級とは，公立学校に

在籍する韓国・朝鮮にルーツを持つ子どもたち（国籍は多様）を主な対象とし，朝鮮半島

の言葉や文化，歴史を学ぶ教育課程外の活動をいう。大阪市，堺市を始め約 180 校の小中

学校に「民族学級」が開設されている。 

このように兵庫，京都や大阪府下で，小中学校に「民族学級」が設置され，そこで母語

教育が行われてきたが，日本の公立学校ではほとんど行われていない。兵庫県では先進的

な取組として，新渡日28の外国につながる児童生徒が母語を学んだり，母語を用いて学習す

る場を県内の小中学校の中につくる事業を 2006 年度～2009 年度にかけて行った。思考基

盤が日本語ではない新渡日の児童・生徒の学習言語（日本語）の習得を支援するとともに，

                                                   
27 太田晴雄『ニューカマーの子どもと日本の学校』（国際書院，2000 年） 
28 新渡日とは，1980 年代以降に渡日したニューカマーのことをいう。 
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母語・母文化に触れる様々な体験を通して，アイデンティティの確立を支援することを目

的とし，母語を思考基盤とする新渡日の外国につながる児童生徒が在籍する公立小中学校

を母語教育支援センター校に指定し（県内 8 市 8 言語 24 教室），母語の指導ができる者を

派遣した。母語教育支援センター校に指定されたのは対象の児童生徒が多く在籍する小中

学校内ではあったが，在籍する児童生徒だけでなく近隣の学校の生徒も対象として受け入

れ，母語教室を運営した。支援言語はフィリピン語，中国語，ベトナム語，インドネシア

語，スペイン語，ポルトガル語，韓国・朝鮮語など多言語にわたる。兵庫県教育委員会が

運営する子ども多文化共生センターのホームページにこの事業の報告書が掲載されている29。 

大阪府では現在もいろいろな形態で公教育においても母語学習の推進が行われている。

府内には母語教育・母語・母文化支援が盛んな小学校が複数ある。例えば，門真市立砂子

小学校では，全学年で母語を使うカリキュラムも行い，母語と母文化に対する自尊感情を

育みつつ二つの言語双方の力を相乗効果で伸ばす指導をしている。また，大阪府日本語教

育支援センター（略称ピアにほんご）では，2007 年から府立高校に学ぶ生徒の支援として

母語が分かる教育サポーターを派遣している。現在 210 名（19 言語）が教育サポーターと

して登録している。生徒への学習・学校生活支援として①授業での学習通訳，②母語での

教科指導のサポート，③母語やその国の文化を教えるなどしている。 

 
３ 民族学校の現状と課題 

民族学校とは，主に特定の国籍又は民族の子どもを対象とする教育機関であり，民族と

してのアイデンティティの確立・保持のために母語教育が実践されることが多い。 

例えば，在日コリアンの子どもたちを主な対象として，朝鮮半島の言語や文化，歴史の

教育を通して民族意識を涵養する教育を行う朝鮮学校は，これに該当する。また，朝鮮学

校の他にも，現在，韓国，台湾，中国，ブラジル，ペルーにルーツを持つ子どもを対象と

した多くの民族学校がある。 

民族学校の中にも，学校教育法 1 条に基づく学校（いわゆる「1 条校」）が存するが，そ

の多くは学校教育法 134 条に基づく各種学校として認可された学校であり，また，無認可

の学校も多い。 

以下では，朝鮮学校と，その他の民族学校の中から南米にルーツを持つ子どもを対象と

した民族学校を例に，現状と課題を論じる。 

(1) 朝鮮学校 

文部科学省によれば，朝鮮学校は，2016 年 5 月現在，日本の教育課程に合わせた幼

稚班，初・中・高級学校が全国 28 都道府県に 66 校（休校 5 校）存する30。いずれも 1

条校ではなく，各種学校認可である。 

現在，朝鮮学校は，無償化除外や補助金停止等の影響により財政が厳しく，学校の

運営が困難な状況にあり，生徒数の減少が続いている。 

しかし，そもそも，朝鮮学校は，歴史的経緯から日本に定住し，日本社会の一員と

して生活する朝鮮半島にルーツを持つ在日朝鮮人の子どもたちが通う学校であり，民

族教育を軸に据えた学校教育を実施する場として既に一定の社会的評価が形成されて

                                                   
29 http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/document/bogo-report/h20bogokyouikushien.pdf 

http://www.hyogo-c.ed.jp/~mc-center/document/bogo-report/h21bogo-jissennhoukoku.pdf 
30 毎日新聞 2017 年 7 月 28 日付け報道による。 
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おり（大阪高判 2014 年 7 月 8 日判例時報 2232 号 34 頁等参照），また六・三・三・四

制を採用し，学習指導要領に準じた教育を行っており，民族としてのアイデンティテ

ィを維持し，また母語教育を受ける権利を実現する教育機関として評価すべきである。 

それにもかかわらず，子どもたちが，合理的な理由なく他の学校に通う子どもたち

と異なる不利益な取扱いを受けることは，憲法 14 条などが禁止する不合理な差別的取

扱いに当たり，教育基本法 4 条 1 項の教育上の差別禁止の規定にも反し，日本が批准

する国際人権諸条約が禁止する差別にも相当する31。 

(2) 南米系の民族学校 

南米ルーツの場合では，群馬県，静岡県，愛知県など集住地域にブラジル人学校や

ペルー人学校がある。文科省の 2009 年調査では全国で 86 校となっており，そのうち

約半数はブラジル政府からの認可を受けているといわれ，カリキュラムも本国準拠で，

教育言語もポルトガル語である。2008 年以降滞日ブラジル人の帰国による減少があり，

また経済的事情から子どもをブラジル人学校から退学させるケースが多く，閉鎖した

学校もある。各種学校認可を受けているのは，11 校である（2010 年時点）。未認可で

ある場合，授業料が高額となり，生徒数の減少とあいまって経営が悪化し，各種学校

申請もできないという悪循環に陥る。 

静岡県浜松市にあるムンドデアレグリア学校は，南米系外国人学校で初めて準学校

法人（専修学校又は各種学校の設置のみを目的とする法人（私立学校法 64 条 4 項））

として認可された学校である。日系人の子どもたちは，日本の公立学校で教育を受け

るか，母国語の外国人学校で学ぶかの選択ができるようにするべきであるが，現状は

外国人学校の授業料は公立学校の約 10 倍も高いため，親の経済的な理由でその選択肢

が狭められている。同校は産業界と行政の支援を受けながら授業料を安くすることに

努め，経済的な理由で不登校となる子どもをなくし，または，日本の公立学校になじ

めない子どもの受け皿となっている。義務教育年齢の南米から来た日系人の子どもた

ちに，母国政府の認定を受けたカリキュラムで母国の先生が母国語で，学年に見合っ

た必要な教育を行っている。親の都合で学年の途中で帰国してもスムーズに母国の学

校に同じ学年で編入でき，同校を卒業すれば母国政府認定の卒業証書が発行され，母

国で大学進学も可能となる。子どもの頃に日本に来た日系人は，母国語も日本語も中

途半端になりがちであるが，同校ではまず母国語を確立させ，それに加えて日本語も

教えることで勉強に興味を持てるようにしている。 

高額の学費については，日本の国内で義務教育学校や高校が無償化されている中で

は，各条約上の権利及び教育の機会均等という理念からしても，認可を促進するか，

又は未認可でも補助の措置を講じるなど早急に是正がなされるべきである。 

 
４ 家庭・地域における取組 

愛知県では，外国につながる県民の方が自ら家庭やコミュニティ内において，子どもた

ちに母語や母文化の大切さを教えたり，母語による学習支援などの取組を行う際の参考に，

母語教育サポートブック32を作成し配布している。また愛知県では 2012 年度から「愛知外

                                                   
31 朝鮮学校に対する無償化除外や補助金停止の問題については，第２章第２節第３も参照。 
32 愛知県 県民文化部 社会活動推進課 多文化共生推進室作成「母語教育サポートブック『ＫＯＴＯＢＡ』－

家庭／コミュニティで育てる子どもの母語－」 

第２編　多文化共生社会の確立のための現状と課題



－ 69 －

61
 

国につながる子どもの母語支援プロジェクト」33を実施している。同プロジェクトの報告書34

によれば，「自分の子どもの母語教育に関心のある保護者は多い。愛知県内には，「子ども

に母語を教えたいが，家庭内だけでは限界がある」という保護者らが集い，地域で母語教

室を開催している団体がいくつかある。こうした外国人コミュニティ内の取組は，10 年以

上前から行われてきており，母語教育や教室運営のノウハウを蓄積しているにも関わらず，

日本社会はもちろんのこと，外国人コミュニティ内でもあまり知られていないのが現状だ。」

とある。この指摘は重要で，小さい頃から，保護者，乳幼児健診等で関わる保健師，保育・

幼児教育関係者が母語の重要性を認識することが必要である。家庭においても，親が片言

の日本語ではなく自信を持って話せる言語で話しかけることなど家庭内において 2 つ以上

の言語が使える環境を大切にすることが重要である。 

また地域で開かれている母語教室も多数ある。例えば神戸を始め，愛知，神奈川など各

地で，ポルトガル語・スペイン語・ベトナム語の母語教室，韓国語・朝鮮語(ハングル)母

語教室が開かれている。 

 
第３ 提言 

 

母語承継，文化承継が重要であることはこれまで述べてきたとおりであるが，日本にお

ける外国につながる子どもたちは，学校選択などできず，学区内の公立小中学校に通って

いる者が過半数であることからすれば，公立学校において母語・母文化の教育を実践する

ことは重要である。学校において，外国語の授業を「英語」ではなく母語の授業にあてる

ことは実践例も多くあり，実効的な方法である。 

多言語化が進んでいること，散在化している地域もあること，制約のある公立学校カリ

キュラムに母語教育を導入する困難さを考慮したとしても，母語教室の設置が公的な立場

から行われることが必要である。学校に設けられている国際教室（日本語教室）に母語・

母文化保障の機能を付与することも考えられる。 

また現在，母語教室は，個人や小規模のＮＰＯ，一部の地域の学校の取組として行われ

ているが，場所や時間，教師の確保，財源不足，運営のノウハウの欠如など様々な困難が

ある。現在行われているボランティアの活動に公的施設の無償提供や人件費や教材費支出

のための補助金の支出など物的・人的・財政的な支援を行うべきである。また継続的な活

動にしていくために，母語教育を行う研修を受けた人や教員が報酬を得て行う学習体制を

整える必要がある。 

さらに行政・学校・ＮＰＯ等の学習活動者が連携して，教師の研修や教材開発などを行

っていくことができるような施策が必要である。 

 

                                                                                                                                                               
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/tabunka/0000060441.html 
33 同プロジェクトは，特定非営利活動法人多文化共生リソースセンター東海とＮＰＯまなびや＠ＫＹＵＢＡＮ

が，愛知県の外国につながる子どもの母語教育を支援するために共同体として結成された。 
34 平成 24 年度緊急雇用創出事業基金事業 愛知県外国人コミュニティ母語教育等支援事業 報告書 
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第４節 就学保障 
 

現在の日本では，そもそも学校に通うことのできない子どもたちも多数いること，また

日本の公立小中学校に通ってはいても日本語が分からないなどの理由で授業についていく

ことができないことなど，外国につながる子どもたちにとって多数の問題が山積している

状況である。 

そこで，第４節では，第１で義務教育就学前の問題，第２で義務教育期において就学す

ることさえできていない子どもたちがいるという，いわゆる不就学問題を取り上げ，第３

では義務教育課程における日本語指導，第４では同じく義務教育課程における学習支援を

取り上げ，日本の学校に通う外国につながる子どもたちが抱える問題を取り上げていく。

さらに，第５では外国につながる子どもたちが特別支援学級に通級させられる実例が多い

ことから，特別支援学級との振り分けについて取り上げ，第６，第７では，保護者へのサ

ポート，スクールソーシャルワーカーの導入など，外国につながる子どもたちの学習以外

の支援の方法について取り上げていく。そして，第８では義務教育年齢を過ぎた子どもた

ち，すなわち学齢超過の子どもたちに対する問題を取り上げ，第９では就学保障全てに共

通する課題として，公的機関，ＮＰＯの連携について述べていく。 

 
第１ 義務教育就学前教育・幼年教育について 

 
１ 問題の所在 

(1) 小学校就学前の教育について，一般に子どもの学力は生後の言語環境によって大き

な影響を受けると言われているが，外国につながる子どもの場合は，親の言語（母語）

が日本語ではないことが多いため，入学後も学年が進むにつれて難しくなる学習言語

が理解できず，学年相当の学力をつけることができないことも多い。 

外国につながる家庭においては，保育園や幼稚園に通わずに小学校に入学している

子どもも多い。親の出勤が早朝であるため保育園や幼稚園に預けられる時間帯と合わ

ないなどの理由によって，幼稚園はもとより保育園にも通うことができないためであ

る。保育園や幼稚園での集団生活を経験せず，また就学前の教育を受けなかったこと

によって，子どもが小学校入学後に，日本の学校での集団生活や学校の制度に戸惑っ

たり，日本語の日常会話や挨拶もできない，名前も書けないなど，子どもたちが苦労

する場合がある。外国につながる子どもたちは，日本で生まれて日本で育った場合で

あっても，就学前教育を何ら受けなかったことで，語彙が乏しく教科学習についてい

けない場合も少なくない。 

(2) 就学前教育の開始時期や受入れ機関，その普及率等は国によって異なるため，そも

そも外国につながる子どもの保護者にも，小学校就学前教育が必須のものとは考えら

れていない。小学校に相当する初等教育機関の中に併設されている国もあるが，日本

は小学校と別の場所に保育園や幼稚園（さらに，子ども園）があり，入園基準や費用

も多様であることが，制度利用を分かりづらくさせており親にとってよりハードルの

高いものとなっている。特に保育園の入園に当たっては，予防接種の接種証明などを

要求されることがあるが，かかる証明書が出身国にない場合もあり，入園の時点で親

が戸惑ってしまうことが多い。また，入園後においても，給食やおやつなど宗教とも
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関連する食習慣の違いに直面し，また子どもの様子を連絡帳でやりとりをする必要が

あるなど「日本語の読み書き」を日々強いられることは，親自身にとっても，大きな

負担となる。その結果，出身国から上の子どもや親戚を呼び寄せて「子守り」をさせ，

保育園には行かせないという選択をする家庭もある。 

外国につながる子どもたちが，就学前の教育を十分に受けられているといえない背

景には，親自身が日本語が分からない，日本の文化が分からないことも大きく影響し

ている。ＮＰＯなど民間が実施する「親子日本語教室」以外に，親が子育てに役立つ

日本語を学ぶ機会が乏しいのが現状であると思われる。 

外国につながる子どもたちにとって，小中学校での学習の基礎となる力をつけさせ

るために，就学前教育の機会を保障する必要があるが，併せて保護者に対しても，日

本語，日本の学校制度を理解する場が必要となる。 

 
２ 今日までの取組 

(1) 1991 年以降，文部科学省は「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入状況等に関

する調査」や，日本語指導のための教員加配，研修，教育・資料作成などは行ってき

たが，就学前の子どもに対しては実施してこなかった。2009 年以降，不就学児を対象

にした就学支援事業（虹の架け橋教室35）を行った際に不就学児とともに，保育園や幼

稚園に通っていない就学前の子どもたちの課題も顕在化した。 

(2) この未就学児童問題に対し，愛知県は 2006 年，全国に先駆けて「公立学校早期適応

プログラム（プレスクール）事業」を開始した。そして 3 年間の実績で得られたノウ

ハウや教材などを基に，2009 年 11 月，プレスクールを企画・運営・指導する際に活

用できる「プレスクール実施マニュアル」を作成した。このようなプレスクールは，

小学校入学までに子どもが準備しておく必要があることや保護者が知っておくべきこ

とを情報提供する上で重要である。また愛知県は 2016 年に初めて「子育て外国人の日

本語習得モデル事業」も開始した。 

(3) 岐阜県の可児市国際交流協会でも 2009 年以降，岐阜県や同市の補助や委託を受け，

プレスクールに当たる就学前準備指導教室を実施している36。 

(4) 三重県松阪市も 2010 年，「ふたば教室」を開校した。幼稚園年長組に対する小学校

就学前プレスクールであり，1～3 月の毎週土曜日 1 時間半，日本語や学校のルールを

指導している37。同市では外国につながる子どもたちの教育を，「人権問題」と明確に

意識して対応しており，先進的な取組を行っている。 

                                                   
35 定住外国人の子どもの就学支援事業（虹の架け橋教室）について，同事業を文部科学省から受託した国際移

住機関（ＩＯＭ）は，以下のとおり説明している。「2008 年秋の「リーマンショック」に端を発する世界的な

景気後退により、日系ブラジル人等の定住外国人の子どもたちの就学が不安定化したことへの緊急対応として

2009 年度より始められた事業です。文部科学省からの拠出を受け、国際移住機関（ＩＯＭ）が事務局となり、

基金の運営と事業の実施を担当しました。当初は 2011 年度までの 3 年間の実施を予定していましたが、経済

状況もまだ上向かない中で、ニーズが引き続き存在するとして、2012 年度より 3 年間延長されました。本事業

には 6 年間で 8751 人の子どもたちが参加し、4333 人の子どもたちが本事業を通じて就学しました。」

http://www.iomjapan.org/publication/kakehashi_report.html 
36（特非）可児市国際交流協会「岐阜県可児市におけるプレスクール実施報告」（2015 年 3 月） 

http://www.gic.or.jp/upload/docs/H26preschool_manual.pdf 及び可児市国際交流協会の各務氏より聴取 
37 三重県松坂市チラシ「『ふたば』教室にさんかしませんか！」及び三重県松坂市教育委員会の奥田氏より 2018

年 5 月聴取 
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(5) 神奈川県横浜市も 2017 年 9 月から日本語支援拠点施設を設置し，その中でプレクラ

スを実施している。 

(6) 保育園レベルでは，大阪府のとよなか国際交流協会も，無償による多文化子ども保

育「にこにこ」を週 2 回実施し，兄弟姉妹以外とのつながりを作る機会を設けている38。 

 
３ 提言 

子どもが小学校入学後に，小学校での学習や学校生活への順応をスムーズにするために

は，各地で取組がなされているように，未就学児に対するプレスクールを開講することが

有意義である。一般に教育委員会は小・中学生を念頭に置いているため，入学前の指導へ

の関わりには消極的とみられるが，三重県松阪市での取組のように，子どもたちの教育を

受ける権利は，まさしく人権問題である以上，小中学校での学習の基礎となるべき就学前

の段階における教育に対しても積極的に取り組むことが求められるものである。同時に自

治体側は，子どもたちが小中学校での学習や学校生活への順応が円滑にいくよう，個々の

児童につき，個別の日本語能力や母語の使用等の家庭環境の把握に努めるべきである39。 

 
第２ 義務教育不就学問題 

 
１ 問題の所在 

(1) 義務教育段階において，様々な理由により初めから就学しなかったり，途中で登校

しなくなったり，退学したりするなど，児童・生徒が不就学となる場合がある。不就

学という教育の間隙は，外国につながる児童・生徒の教育を受ける権利の根幹に関わ

る問題である。 

そもそも日本語が分からないと，学校へ行ったとしても，授業も分からず先生・友

人とのコミュニケーションも難しく，一日一日を無為に過ごすことになる。授業も，

何をやっているのか全く分からないところにいることは苦痛でしかない。さらに外国

につながる児童・生徒は，言語，文化，その他の事情によりいじめを受けることが多

い。このような状況が継続し学校・大人が何らの対応も採らなければ，学校に行きた

くない気持ちになるのは当然である。 

また，非正規滞在者は，摘発をおそれて行政サービスを受けることに躊躇してしま

うことがあり，子どもを学校に行かせるための手続を採ることが心理的にできなくな

ってしまうことは想像に難くない40。 

そのような傾向に鑑み，子どもの権利条約の一般的意見 23 「出身国，通過国，目

的地国および帰還国における，国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国家

の義務」41 （CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23）は，パラグラフ 60 において次のように規定す

る。 

「両委員会は，各国に対し，移住者である子ども（とくに在留資格のない子ども）の

                                                   
38 とよなか国際交流協会「2016年度年次活動報告書」及びとよなか国際交流協会の上野氏より2018年5月聴取 
39 ドイツでは 4 歳になると言語の能力のチェックを受けるとのことである。詳細は第４編第１章を参照。 
40  山梨県甲府市のウティナン君の事例など。ハフィントンポスト 2016 年 12 月 19 日「日本で生まれ育ったタ

イ人高校生の未来は，強制退去なのか。司法への問いかけは続く」

https://www.huffingtonpost.jp/2016/12/16/utinan-to-supreme-court_n_13670708.html 
41 前掲脚注 11 と同じ。 
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学校および教育機関への登録を妨げる規則および実務を改革するよう，強く促す。国

はまた，教育機関と出入国管理当局とのあいだに実効的な遮断措置を設けるとともに，

生徒のデータを共有すること，および，教育施設でまたはその近くで出入国管理法制

執行のための組織的活動を行なうことを禁止するべきである。」 

子どもの権利条約締約国である日本も，非正規滞在の親が安心して子どもを学校に

通わせられるよう，教育機関と出入国管理当局との間の実効的な遮断措置を設け，さ

らに当該遮断措置の存在が広く市民に周知されることが求められる。 

この点，日本政府は，2011 年 12 月 16 日付け内閣総理大臣答弁書で，「我が国の公

立の義務教育諸学校においては，在留資格の有無を問わず，就学を希望する外国人児

童生徒を日本人児童生徒と同様に無償で受け入れることとしている。」（内閣衆質 179

第 121 号）と非正規滞在の児童生徒の受入れを明確にしている。 

また，2012 年 7 月 5 日に文部科学省初等中等教育局長が出した通達「外国人の子ど

もの就学機会の確保に当たっての留意点について」（24 文科初第 388 号）は，「仮に，

在留カード等の提示がない場合であっても，一定の信頼が得られると判断できる書類

により，居住地等の確認を行うなど，柔軟な対応を行うこと。」としている。 

日弁連が 2016 年 2 月に発行した「非正規滞在外国人に対する行政サービス」3 頁に

は，上記通達に基づく対応と思われるものとして，自治体の担当者が，子どもが住ん

でいるとされる住所宛てに手紙を出し，この手紙を持って役所に再度出頭すればそこ

に住んでいると判断できる，とした例があると記載されている。 

しかし，これらの答弁及び通達にもかかわらず，ある教育委員会が，非正規滞在を

理由に児童を除籍するよう学校に指導していた例が報告されており，学校行政関係者

にすら，上記答弁の内容等が周知されてこなかったと言わざるを得ない。 

 
２ 今日までの取組 

(1) 複数部門の連携が図られている自治体では，従前より不就学の対策を講じてきた。 

例えば，静岡県浜松市では 2011 年度からの 3 か年計画で，外国人の子どもの「不就

学ゼロ作戦」事業を開始した。具体的には，浜松市教育総務課から浜松市国際課へ，

そして浜松国際交流協会へと調査リストが送付され，同協会が通訳人を伴って戸別訪

問の上，結果報告するシステムを実施した。これにより，2011 年度の「推定不就学者」

（住民基本台帳上には載っているが，学齢簿に入っていない児童生徒）727 名について

の全戸訪問調査が行われ，その結果，2011 年 9 月 30 日時点で 16 名であった「不就学

者」が 2013 年 9 月 20 日時点で 0 名となった。同市で不就学の理由を分析したところ，

居住実態がない，制度不案内，日本語能力がない，授業料が負担できない，入学準備

に困難をきたす，適応障害がある等が判明し，各ケースに対して，ケース検討会議の

開催，面談実施，情報提供，入学手続への同行，専門機関の紹介等，きめ細かな対応

を行った。また同協会によれば，不就学の背景要因として，経済的理由，送り迎えの

問題，親の無知や無理解，宗教的理由，日本の学校や日本語に対する不安，発達の問

題，文化の違いなどが挙げられるという42。 

                                                   
42 浜松多文化共生事業実行委員会のゼロ作戦ＲＥＰＯＲＴ10 号（2014 年 3 月），浜松国際交流協会で受領した

レジュメ「外国人の子どもの不就学ゼロ作戦事業の取組」，同「関係機関相関図」，浜松国際交流協会大谷氏作

成の研修資料「外国人の子どもが不就学に陥る様々な要因」及び浜松国際交流協会の加藤氏より聴取 
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(2) 三重県松阪市でも，不就学の疑いのあった 30 世帯の訪問をするなどした結果，不就

学を避けることができていると言い，地道な戸別訪問活動の大切さが示されている43。 

(3) 松本少年刑務所旭町中学桐分校では，全国から外国籍で中学校を卒業していない受

刑者を集め，中学教育を施している。現状では人数が非常に少ない点が問題であるが，

再犯防止のためにも有用である。また，出所後に強制送還が予定される受刑者にも中

学教育を施している点で特色がある44。 

 
３ 提言 

在留資格のある児童については，各自治体の住民基本台帳から学齢の外国籍住民数を出

し，当該自治体の小中学校や外国人学校に在籍する当該学齢の児童生徒数を差し引けば，

外国籍の不就学児童生徒数が算出できる。各自治体においてこの不就学者数を算出・可視

化した上，速やかにその対策を講じる必要がある。夜間中学・フリースクール，各種ＮＰ

Ｏ等との協働関係も有効である。 

他方，非正規滞在の児童の場合，住民基本台帳上の記載がないことから，不就学者調査

の対象外に置かれることとなる。日本語能力に乏しく学校の授業が分からないとか，いじ

めの問題，発達障害等の原因を解消しつつ，教育を受けられるような体制を整えなければ

ならない。義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律45

においても 3 条 4 号で，「その年齢又は国籍その他の置かれている事情にかかわりなく」と

いう文言が入れられており，子どもの権利条約を反映した形となっている。 

非正規滞在の子どもたちが不就学に陥らないよう，在留資格にかかわらず児童生徒を受

け入れるとしている答弁及び通達を周知すべきである。併せて，親が安心して子どもを学

校に通わせられるよう，子どもの権利条約一般的意見 23 に従った，学校行政と入国管理の

間の遮断措置を設けかつ周知するべきである。 

 
第３ 義務教育課程における日本語指導 

 
１ 問題の所在 

児童の日本語の記憶力や吸収力は，成人と比較して高いものがあるとしても，日本語能

力がほとんどないまま来日し，自宅でも両親による日本語の指導が難しい外国につながる

子どもの場合，学校等による相当程度の日本語学習支援が欠かせない。児童生徒が学習言

語としての日本語を習得すれば，教師や他の児童生徒とのコミュニケーションも容易とな

り，また言葉が分からないがために授業についていけないという事態も回避することも可

能となり，児童生徒にとって，学校に行きづらくなる事情を減らすことができる。 

現場関係者らによれば，外国につながる児童が来日ないし転入してきた場合，例えば週

1 度 2 時間の日本語指導を数か月間継続するよりは，初期段階での集中対応の方が効率的

であるという。 

                                                   
43 三重県松坂市教育委員会の奥田氏より 2018 年 5 月聴取 
44 毎日新聞 2016 年 6 月 1 日付け「松本少年刑務所「全員そろって卒業」 刑務所内中学，合言葉に／長野」 
45 2016 年 12 月 14 日公布，公布の日から起算して 2 か月経過した日から施行。教育機会の確保等に関する施

策に関し，基本理念を定め，並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに，基本指針の策定その

他の必要な事項を定めることにより，教育機会の確保等に関する施策を総合的に推進することを目的としてい

る。 
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前述のとおり，文部科学省は 1991 年から日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関

する調査を実施している。直近の 2016 年度調査（文部科学省「『日本語指導が必要な児童

生徒の受入状況等に関する調査（平成 28 年度）』の結果について」）によれば，2016 年 5

月 1 日現在，全国の公立小中高等に在籍する日本語指導が必要な児童生徒数は 4 万 3947 人

であり，同調査を開始して以降最も多い。その内訳は，日本語指導が必要な外国籍の児童

生徒数は 3 万 4335 人で前回調査より 5137 人増加し，日本語指導が必要な日本国籍の児童

生徒数は 9612 人で前回調査より 1715 人増加した。なお，公立学校に在籍している外国人

児童生徒数は 2016 年 5 月 1日現在 8万 119 人で前回調査の 2014 年度より 6830 人増加して

いる（文部科学省「学校基本調査」より）。 

日本語指導が必要であるが，学校において日本語指導等特別な指導を受けられていない

場合の理由については，「日本語指導を行う指導者（担当教員，日本語指導支援員等）がい

ないため（不足も含む）」と回答した学校が 2491 校と最も多い一方で，次いで多いのが「在

籍学級での指導で対応できると判断するため」が 1907 校という結果になった。関連して，

「特別の教育課程」による日本語指導を実施していない場合の理由についても「日本語と教

科の統合的指導を行う教員がいないため」と回答した学校が 3830 校と最も多く，次いで多

いのが「『特別の教育課程』で行うための教育課程の編成が困難であるため」が 2683 校と

いう結果になった。 

文部科学省によれば，「特別の教育課程」による日本語指導は，児童生徒が日本語を用い

て学校生活を営むとともに，学習に取り組むことができるようにすることを目的としてい

る。在籍学級の教育課程の一部の時間に替えて，在籍学級以外の教室で行う教育の形態と

なり，学校教育法施行規則によりその編成と実施をすることができる。 

また，国際教室において，その指導を行うところも多い。国際教室の設置の趣旨は，外

国につながる児童生徒が自ら持っている外国での生活や外国の文化に触れた体験を，教科

や総合的な学習の時間などの中で，本人及び他の児童生徒の学習に生かせるような取組を

行うことにある。こうした点を踏まえ，国際教室を設け，取り出し指導や補充的な指導，

チーム・ティーチングによる指導などの特別な指導形態を交えながら，適応指導や日本語

指導を行っている学校もある。ただし，教員の加配に関しては年度ごとの予算に左右され

るため，全国一律の基準（何人の児童生徒に対して何人の加配がつけられるか）が定めら

れていない。 

 
２ 今日までの取組 

(1) 東海地域や滋賀県下など，外国人が集住して居住する自治体では，来日直後の生徒

らを数か月間，一つの教室に集めて日本語等を集中指導する取組が進められている。 

ア 先駆的自治体である岐阜県可児市は 2005 年，外国人児童生徒適応指導教室「ばら

教室ＫＡＮＩ」を開設し，日本語を話すことができない外国人の児童生徒を 3 か月

程度，日本語や日本の生活に慣らした後，市内の小中学校へ通うよう案内している。

学校生活指導（可児市の小中学校紹介，持ち物指導，給食指導，掃除，学校の日課

表），日本語指導（ひらがな，カタカナ，あいさつ，日常会話，漢字），教科指導（算

数・数学，国語（文章））をそれぞれ行い，2014 年 3 月末時点で 459 名が修了した
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という46。また，同市国際交流協会も，2009 年以降，虹の架け橋事業や可児市の委

託事業として，義務教育年齢の児童生徒の日本語初期指導を継続実施している47。 

イ 岐阜県美濃加茂市も，2009 年以降，来日して市内に在住した児童については小中

学校に登録させる一方，必ず最初に「のぞみ教室」で 3～6 か月間履修させている。

これまでは公立小学校の体育館の一部や学童教室を間借りして運営してきたが，

2019 年には専用校舎が完成するという。教員は 12 名を数え，市がバスで生徒を送

迎している48。 

ウ 三重県松阪市も，岐阜県可児市に倣い，小 2 から中 3 までの生徒らを対象に，2007

年 5 月「いっぽ教室」を開校した。来日後，住民課で住民登録する際，その足で通

訳スタッフと教育委員会に移動して入学案内を行い，ほぼ全員が通学を希望すると

いう。約 4 か月程度，午前中に「いっぽ教室」に通学し，午後はそれぞれの小中学

校に登校している制度であり，交通の利便性のよい建物を会場とした上，コミュニ

ティバスを利用して通室している49。 

(2) 他方，外国人らが広域に散在居住している自治体では，教員の加配や，自治体から

委託を受けたＮＰＯスタッフなどが小中学校内に足を運び，「取り出し」「入り込み」

授業を担当し，放課後や週末には会場を移して補習指導等を行うことが一般的である。 

ア 宮城県の「外国人の子ども・サポートの会」では，従前に行われてきた成人に対

する日本語指導に加え，2004 年に子どもの日本語・学習支援を開始した。生徒が来

日し，教育委員会に登録されて通学を開始した後，各学校の校長が日本語指導の要

否を判断する。そして支援が必要と判断すれば，仙台市内の学校長は仙台市教育委

員会に，仙台市以外の学校長は宮城県国際化協会に，それぞれ指導協力者派遣を要

請し，以下の①②が行われており，事実上①②双方の支援を受けている児童生徒が

多い。①校長から指導員派遣を要請された同協会は担当者を決定し，各学校におい

て，「入り込み」「取り出し」支援を行い，宮城県下全てをカバーしている。②保護

者から補習教室の問合せがあった場合，同協会は「外国人の子ども・サポートの会」

を紹介し，放課後や土日に個別補習指導をしている。時間制限はなく，長期間の指

導を行っているが，無償ボランティアベースである50。 

イ 当委員会ではほかに，秋田県能代市，福島県郡山市，茨城県水戸市，埼玉県さい

たま市，東京都八王子市及び福生市，神奈川県横浜市，千葉県野田市及び四街道市，

長野県松本市，富山県高岡市，福井県福井市，奈良県生駒市，兵庫県神戸市等の団

体を訪問した。現在，前述した「外国人の子ども・サポートの会」などのようなＮ

ＰＯが日本各地での児童の日本語能力をサポートする中核となっている。 

(3) このような各地での取組に加え，日本語指導を必要とする子どもはますます増える

中で，日本語を教える専門性を備えた教員を育てていこうという取組も始まっている。 

ア 国は，教員の要請や研修のモデルプログラム作りに乗り出したところである。ま

た，静岡県浜松市では教育委員会が 2017 年度，日本語指導の核となる教員を育てよ

                                                   
46 ばら教室ＫＡＮＩ要覧 http://www.city.kani.lg.jp/secure/5951/H30youran.pdf 
47 岐阜県可児市国際交流協会の各務氏より聴取 
48 美濃加茂市のホームページ「教育」，のぞみ教室視察資料及び美濃加茂市教育委員会河路氏より聴取 
49 三重県松阪市教育委員会の奥田氏及び三重県国際交流財団の宇藤氏より聴取 
50 外国人の子ども・サポートの会のホームページ https://kodomosupport.jimdo.com/及び田所氏より聴取 
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うと，日本語指導担当の教員らを対象に「外国人児童生徒指導リーダー研修会」を

開始した。市教委教育総合支援センターの櫻井敬子・外国人支援グループ長は『市

の目標は，編入後 3 年で学級活動にある程度参加できる力をつけること。自分の力

で学習できる子に育てることは，自立した社会人につながる』と述べており，教育

の先にある労働を見据えたビジョンを示している51。 

イ 教員採用に「日本語指導」の枠を設ける自治体も出てきた。福岡市では 2017 年，

日本語指導専門の教諭を年度途中ながら初めて募集した。市教委によると，日本語

指導が必要な小中学生は 2017 年 2 月末に 324 人で，15 年の 266 人から急増してい

る。愛知県は，日本語指導が必要な小中高生らが 9275 人（2016 年 5 月 1 日）と全

国で最も多い。国立の愛知教育大は昨年度，小学校の教員養成課程に日本語教育選

修を設け，2018 年度は「外国人児童生徒支援教育」を必修化した。上田祟仁教授（日

本語教育学）は「多くの子にとって，最初に出会う日本社会が学校。慣れない言葉

で新しいことを学ぶ大変さに寄り添い，支えるためには，教員の力の底上げが喫緊

の課題だ」と話す。 

(4) 日本の公立学校における日本語指導等については，上述のとおり，先進的な取組が

行われている学校がある一方，日本語指導が必要であると認識しつつ具体的な指導を

行えていないとする学校もあり，学校間の格差が大きい。 

具体的な指導が難しいとされる原因の一例には，日本語指導が必要な子どもの数に

応じて加配される教員の研修や，適切な業務の配置につき，学校長が困難を抱えてい

る例もある。 

この点につき，愛知県岩倉市教育委員会は，小中学校の枠を取り払い，加配教員を

市教育委員会直下の「岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室」の担当教員とし，

市内小中学校を平等に巡回させることで，学校間格差が生じにくい制度を構築してい

る52。 

この「岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室」では，指導教室担当者同士の情

報共有のため担当者会を週に 1 回，これに加え指導能力の向上のため研修会を週に 1

回行っており，市の学校全体において充実した日本語指導，適応指導がされるよう努

めている。また，より広域における情報交換のため，例年，公開授業の場も設けてい

る。 

市の規模によっては，このように市全域を対象とした巡回ないし頻繁な研修会は困

難であるため，岩倉市教育委員会の取組を視察した公教育機関の中には，市全域では

なく，中学校区での連携という形で連携事業を取り入れた例がある。 

 
３ 提言 

(1) 外国人が集住して居住する自治体における日本語教育の組織運営については，上記

「ばら教室ＫＡＮＩ」のような，自治体自ら運営する短期集中型の適応指導教室の開

校・拡充が望まれる。 

他方，散在型の自治体では，自治体間，学校間の著しい格差，ＮＰＯスタッフへの

                                                   
51 朝日新聞 2018 年 7 月 10 日付け報道による。 
52 「岩倉市日本語・ポルトガル語適応指導教室 校長先生・教頭先生へのお願い・確認事項第 10 版」

http://www.iwakura.ed.jp/nihongo/h29kanri10.pdf 
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謝礼や交通費を支出するための予算不足，取り出し授業を行う教室の環境の悪さ，Ｎ

ＰＯスタッフが小・中学校構内への立入りや，立ち入る時間への制限等が指摘されて

おり，それぞれにつき速やかに状況把握に努めた上での改善が望まれる。合併で広域

化した新潟県上越市では，冬季の豪雪下，時に命がけでスタッフが小・中学校に足を

運び，指導を行っている53。各ＮＰＯ一般がぜい弱な財政基盤の下での運営を強いられ

ている中で，その活動に教育が委ねられている状況では，子どもの権利が全うされな

いことは目に見えている。一刻も早く自治体・教育制度の中での対応をしていかなけ

ればならない。日本語指導員や加配教員の手が届かないところでは，ビデオリンクに

よる授業も検討されなければならない。 

また，平成 26 年 1 月 14 日付け「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施

行について（通知）」（25 文科初第 928 号）は，「5 特別の教育課程の指導者について

（1）日本語指導担当教員は，教員免許を有する教員（常勤・非常勤講師を含む）とし，

日本語指導を受ける児童生徒の指導の中心となって，児童生徒の実態の把握，指導計

画の作成，日本語指導及び学習評価を行うものとすること。指導を補助する者は，必

要に応じて配置し，日本語指導担当教員が作成した指導計画に基づき，当該教員が行

う日本語指導や教科指導等の補助や児童生徒の母語による支援を行うものとするこ

と。」と定めており，まずは専門人材確保として日本語指導担当教員の専門性を高める

ための研修等の充実が必要であり，その上で日本語指導担当教員と補助教員の連携が

欠かせない54。 

(2) 指導内容面においては，自治体（市町村）内の各学校での個別生徒の日本語能力に

ついて，ＡＢＣのランク分け等による日本語能力を把握すること，日本語指導にかけ

る時間数を算出し，取り出しや入り込み等の時間割設定等，通常授業等と併せたプラ

ンニングを行うこと，都道府県からの加配教員の有無やその日本語指導能力等の実効

性を検証することなどが求められる。 

(3) 子どもたちが就職・労働による経済的自立を果たすことになれば，自ずと生活保護

等の社会保障費の削減にもつながる。日本語教育に掛かるコストは，長期的な視点に

立てば，子どもや日本語指導が必要な成人の自立につながるものであって，必ずプラ

スに転換できるはずである。これは，欧州の統合政策の基本的な考え方と一致するも

のであって，欧州の統合政策の下では，もはやその地域の言語の指導は当然のものと

なっている。 

 
第４ 義務教育課程における学習支援 

 
１ 問題の所在 

日本語指導が必要な児童・生徒が最低限の日本語能力を習得した後も，引き続き，学習

言語や抽象概念の理解に努めなければならない。日常会話が流暢でも授業内容がなお理解

できない外国につながる児童も少なくない。授業についていけないとか，宿題のサポート

が必要でありながら，近親者による日本語での学習指導が極めて困難な場合に，従前より

教員らが個別に補習指導するなどしているところもあるが，外国につながる児童の急増下

                                                   
53 上越国際交流協会の佐藤氏より聴取 
54 ふくい市民国際交流協会より聴取 
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において，従前の対応では限界がある。 

 
２ 今日までの取組 

(1) 東京都新宿区では 2007 年，「特定非営利法人みんなのおうち」が区との協働事業と

して「こどもくらぶ新宿」を開講し，初期指導が終わった児童への日本語追加指導の

ほか，日本生まれあるいは来日 1 年以上の児童に対し，当面の課題である高校進学を

目標に，宿題支援や国語と算数等の補習指導を開始した。2015 年度からは週 3 回（火・

木・土）となり，2017 年度に指導した中 3 生 13 名全員が高校に合格した。地域の事

情として，同区には飲食店が多く，ここで就労・居住する外国人が多い。家賃が高い

ため，いきおい居住スペースは狭くなり，勉強スペースのない子も多い。両親の稼働

が深夜に及ぶことも多く，生徒らが夕方からの補習教室を貴重な学びの場として通学

してくるという。また同団体では 2017 年 8 月以降，区より助成金を得て，近隣マンシ

ョンの 1 室を賃借し，「居場所」として児童らや卒業生らに開放している。ＤＶ，自殺，

性的虐待等の出来事が相次いだことを受けたもので，「居場所」のない児童らが，学習，

食事，団らん，相談などに利用している55。 

(2) 三重県四日市市の笹川地区でも，小・中学生の 25～33％をブラジル等の外国籍者が

占めるようになっており，2005 年以降，教員らが自主的に日本語指導を行ってきた。

2011 年には市の一組織である「笹川子ども教室」に改組し，学習支援を行っている（放

課後週 4 回及び夏休み期間中）。同団体は，地道な支援内容の積み重ね，ボランティア

の質と量の確保，組織を継続させることの担保，幼児期における言語の習得，居場所

作り，話を聞かせる，絵本読み聞かせ，地域との共生などを課題として指摘する56。 

(3) このほか，宇都宮大学国際学部が，外国人児童生徒支援事業（ＨＡＮＤＳプロジェ

クト）の一つとして制作した数か国版の「中学教科書単語帳」は，学習言語の理解を

進めるため，全国の現場で重宝されている57。 

 
３ 提言 

ここでも同様に，個別生徒の状況把握が必要である。また今後の外国につながる児童の

増加をにらみ，教員個人の尽力や財政基盤の乏しいＮＰＯのみに依拠するのでは限界があ

ることは明らかであり，ＮＰＯへの業務委託等による資金援助や，専門の加配教員の配置

等が強く望まれる。 

 
第５ 特別支援学級との振り分け 

 
１ 問題の所在 

愛知や群馬などブラジル出身の外国人が集住する 6 県 12 市町の公立小学校で，外国人児

童のうち，知的障害などにより支援が必要な児童を対象とする特別支援学級に通う子ども

の割合が 5.01％（日本人児童は 2.26％）と，日本人の倍以上であるとの調査結果がある58。 

                                                   
55 みんなのおうち配布レジュメ及び小林氏より聴取 
56 三重県四日市市の「笹川子ども教室」の葉山氏より聴取 
57 朝日新聞栃木版 2017 年 12 月 3 日付け，及び宇都宮大学教授の田巻氏より聴取 
58 ＮＰＯ法人国際社会貢献センター「外国にルーツをもつ特別支援学級在籍児童の複言語能力に関する調査研

究」，報道として，伊勢新聞 2018 年 5 月 6 日付け，朝日新聞同年 6 月 24 日付け 

第１章　教育



－ 80 －

72
 

児童が通常学級に在籍するか特別支援学級に在籍するかについては，各自治体が協議会

を持ち，保護者・児童本人の意向，就学時健康診断の情報，医師の情報，教育からの情報

等に基づいて学識経験者・医療機関関係者・福祉関係者・教育委員会関係者等が意見交換

をし，保護者との合意形成を図って決められている。 

外国人児童が日本人よりも多く特別支援学級に在籍している原因の一つを示唆するもの

として，前述の調査を実施したＮＰＯ法人国際社会貢献センターのテスト結果がある。同

法人のテストによれば，複数言語を話す児童に対し，ＷＩＳＣ-Ⅳ（ウェクスラー式知能検

査：知能指数の測定を行う）を実施したところ，得意な言語で検査を実施しなかったため

に低い数値が表れてしまった可能性がある児童と，検査時に児童が回答に詰まった時点で

別言語の同じ問題に切り替えたところ回答をスムーズに得られた児童がいた。したがって，

適切な（あるいは複数の）言語で検査が実施されていなかったために，正確な検査結果を

得られず，特別支援学級に在籍することとなった児童がいる可能性がある。 

 
２ 提言 

その子どもの特性を正確に把握した上で，その子どもにふさわしい教育が提供されるべ

きである。特別支援学級と通常学級のどちらに在籍するかという判断に当たっては，検査

が適切になされること，入学時点の能力が，乳幼児期の教育の不足によるものなのか，障

害等による器質的なものなのか，言語の習得状況によるものなのか，そして，その子ども

自身の性格や特性からどのような教育が適切なのか，日本人の子ども以上に慎重に判断が

なされるべきである。前述の複数言語を話す児童に対し，ＷＩＳＣ-Ⅳの検査を行ったＮＰ

Ｏ法人国際社会貢献センターのテスト結果によれば，特別学級に在籍する際の検査が日本

語で行われたところ日本語の習得が不足していたために当該児童の能力が十分に評価でき

ずに知的障害を有するとされた可能性がある。そのような児童を障害を有する児童として

特別支援学級に在籍させるのではなく，本来の能力と特性に応じて，必要に応じて日本語

向上のための初期集中指導を行う等して，通常学級で教育を受けられるようにすべきであ

り，実態把握と支援が必要である。 

 
第６ 子どもの教育における保護者へのサポート 

 
１ 問題の所在 

外国につながる児童生徒の保護者は，日本の学校生活や進学制度，学歴の重要性につい

て十分には理解できていない場合も多い。また，学校からの事務連絡の配布物が難解な日

本語や漢字で書かれているために，保護者にとって理解が困難であることも少なくない。 

 
２ 今日までの取組 

(1) 大阪府のとよなか国際交流協会では，外国人女性の多くが来日 1 年以内に妊娠出産

をする例が多く，日本語が分からないまますぐ出産・育児を迎えてひきこもりがちに

なる点を捉え，多文化子ども保育の合間に保護者相談を実施している59。 

(2) 愛知県名古屋市の名古屋ＹＷＣＡガリ弁クラブも，「バンビーナ教室」として，親の

                                                   
59 とよなか国際交流協会 2016 年度年次活動報告書 
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支援，親子支援，母語教育等を行っている60。 

(3) 岐阜県美濃加茂市では，両親に対して，子どもへの日本語教育が困難であることを

説明したり，ＰＴＡ参加を促すなどした結果，父母の意識も大きく改善し，進路説明

会への出席も高まってきているという61。また，同県可児市の今渡北小学校には，ポル

トガル語やタガログ語の通訳が常駐し，全ての配布物を翻訳している。 

(4) 2018 年 6 月 16 日のＮＨＫ教育番組「ウワサの保護者会」では，ブラジル人生徒ら

の多い滋賀県湖南市の公立小学校において，教員がポルトガル語を履修する，配布物

にポルトガル語を併記する，重要な配布物にはその旨のスタンプを押すなどの取組が

紹介された62。 

 
３ 提言 

集住，散在のいずれを問わず，児童が支障なく学校生活を送り，保護者と学校のコミュ

ニケーションがスムーズに行われるためにも，保護者への支援・啓発やコミュニケーショ

ンは欠かせない。配布物の翻訳や対面による意思疎通は，自治体の責任において，外国に

つながる児童のいる全ての世帯に対して行われなければならない。 

 
第７ スクールソーシャルワーカー・多文化コーディネーターの本格的導入 

 
１ 問題の所在 

子どもの生活は学校生活だけでなく，家庭生活，地域生活などにおいても問題を抱える

ことが多く，複合的に問題を抱え不就学や退学につながることがある。また，保護者が制

度や文化の情報にアクセスしづらいことで，社会資源が上手く活用できていないことも多

い。子どもの生活の現実と保護者の経験にギャップがあり，親子間の関係に不調が生じる

ことも少なくない。日本では保護者が社会的に上手く立ち回れないと子どもに不利益が生

じる傾向があり，保護者の孤立が子どもの生きづらさにつながっている。 

一方で学校の教員は，文部科学省が 2016 年度に公立校の教員を対象に実施した「教員勤

務実態調査」によれば，「過労死ライン」（月 80 時間以上の時間外労働）を超える教員が，

小学校で 3 割，中学校で 6 割に上り，それ自体深刻な事態である。このような勤務実態の

中で多言語・多文化な背景を持つ子どもや保護者に対する継続的な支援を行っていくため

には，他の専門職員との協働が必要である。 

 
２ 今日までの取組 

前述のとおり，保護者が制度や文化の情報にアクセスしづらいことで，社会資源が上手

く活用できず，保護者や子どもが孤立状態に置かれることが多い。学校と家庭，地域をつ

なぎ，保護者やその子どもに孤立状態から「自分の居場所」を見つける手助けを行うため，

スクールソーシャルワーカー（以下「ＳＳＷ」という。）や多文化教育コーディネーター（多

文化共生推進員など名称は自治体ごとに異なる）の役割が重要である。 

ＳＳＷの一例を挙げる。神奈川県では，県立高校ＳＳＷは拠点校に配置され，担当地域

を持って職務を行っている。全日制高校・定時制高校，及び神奈川県では「在県外国人等

                                                   
60 愛知県名古屋市の名古屋ＹＷＣＡガリ弁クラブの磯村氏より聴取 
61 岐阜県美濃加茂市教育委員会河路氏より聴取 
62 ＮＨＫの教育番組「ウワサの保護者会」の紹介ページhttp://www.nhk.or.jp/hogosya-blog/100/299326.html 
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特別募集」があり，この募集枠で入学した外国につながる生徒を対象としている。この県

立高校ＳＳＷ事業は 2015 年度から開始された。初年度では外国につながる生徒の相談には

緊急のケースが多いという特徴があった。そこで，次年度の実践目標を，外国につながる

生徒について，日本語教育担当の先生・担任と連携した情報共有により支援の展開を検証

することに定めた。具体的には，担任・日本語教育を担当する先生及びＳＳＷで情報共有

を行う視点として，日本語の習得のレベルについては日本語教育の先生と，日々の授業の

中でキャッチできた生活や進路等の不安や困難を抱えている・抱えそうだというニーズ把

握は日本語教育・担任の先生と，ＳＳＷが情報共有を行う。また生活等の不安要素のほか

に，発達の偏り等の特性へのニーズ把握については，ＳＳＷが授業見学を通して行動観察

を行い担任・日本語教育を担当する先生と情報共有を行う等，情報をキャッチする視点と

情報共有の方法等をＰＤＣＡサイクルで積み上げている。 

その結果，高校生年代では日本語の学びに加えた支援の視点が求められることが明らか

になった。その理由として，頼りになる年代であるゆえに家族の面倒を見る，アルバイト

等家計を助けるためのケアラーとして期待されること，日本社会におけるソーシャルスキ

ルの要求が義務教育年代より強く，共同体から排除される傾向が強くなることが挙げられ

る。ＳＳＴ（ソーシャルスキルトレーニング）を含めた日本語教育が必要であり，日本語

教育とソーシャルワークが連携した高校生年代特有の教育内容が必要となる63。 

支援に当たっては，意見表明ができるように支援することが重要である。また，子ども

のニーズに合わせて人，場所，制度など，良い関係の資源を増やしたり量を調整したりす

る手助けを行い，必要に応じてＳＳＷが一時的な資源になることもある。つなぐ場所も，

日本語学級だけでなく，地域の日本語教室，居場所を兼ねた学習支援事業，夜間中学，習

い事など子どもそれぞれに合わせている。ＳＳＷは子どもに対しても保護者に対しても同

様に支援するが，ＳＳＷとしては子どもの支援を優先し，保護者のサポートは子育て相談

の機関につないでいくことが多い。これは，子育て支援の資源は多いが，子ども支援の資

源が少ないことも影響している。 

多文化コーディネーターについても一例を挙げる64。神奈川県では，県内の高校に多文化

コーディネーターを派遣する事業を，ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワークかながわ（以

下「ＭＥ―ｎｅｔ」という。）と神奈川県教育委員会との協働事業として行っている。この

ようにＮＰＯと行政による本格的な協働事業によって高校での支援が行われている自治体

は少なく，全国的にみても先進事例である。 

2007 年に派遣先 4 校から開始し，2018 年度現在では 22 校に派遣されている。2018 年度

は，22 校に対し 28 名（各校に 1，2 名）を派遣している。多文化コーディネーターの具体

的な活動は，①生徒の背景把握（生徒や家族への聞き取り），②学習支援（日本語・教科の

放課後学習，授業への入り込み支援，地域の学習教室等との連携），③学校生活支援（通訳・

翻訳者の手配，居場所支援，生徒の発信支援，家庭・保護者との連携や対応，文化祭での

活動支援，多文化部・日本語部等の活動支援），④進路支援（進路に係る在留資格等外国籍

生徒特有の課題解決に向けた情報提供と相談対応），⑤ＭＥ－ｎｅｔ等が企画する外部イベ

                                                   
63 子どもの日本語教育研究会第 1 回研究会 2016 年 12 月 4 日 
64 ＮＰＯ法人多文化共生教育ネットワークかながわ『多文化家族支援 外国につながる子ども白書』（2018年）

66 頁 
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ントへの参加支援（高校進学ガイダンスのボランティア，オルタボイス交流会，進路相談

会，専門学校開催の保育体験65），⑥高校内の日本語を母語としない生徒担当者会議などへ

の参加など多岐にわたる。連絡会議によりコーディネーターと教職員との問題共有・連携

を深めるとともに，定期的に県教育委員会の事業担当者を交えた会議も行っている。また

学内だけではなく地域や外部との連携による多様な視点・人材・場の活用を図っている。 

 
３ 提言 

昨今，様々な国の政策においてＳＳＷの活用が挙げられているが，非常勤で待遇が悪い。

そのため，働き盛りの世代が家庭を支えていくことができずに離職することも多い。待遇

を改善し，ＳＳＷがきちんと力を発揮できるよう環境整備すべきである。また，ソーシャ

ルワークは「ソーシャルワーク専門職のグローバル定義」66にあるように，生活課題に取り

組むものである。子どもの生活は学校生活だけでなく，家庭生活，地域生活なども視野に

入れて支援すべきであるが，アセスメントが十分に行えるような時間や裁量のない職場環

境が多い。ＳＳＷが活動する地域(学区)で腰を据えて支援が行えるようにしていくべきで

ある。 

多文化コーディネーターについては，コーディネーターの学校内での位置付けを明確に

し，教員との連携を図れるよう校内の支援体制を構築する必要がある。また，コーディネ

ーター，通訳者，母語支援者，母語カウンセリングなど多様な人材が関わっているが，予

算が不十分でボランティアベースで成り立っているのが現状である。人材の確保のために，

継続的かつ十分な予算措置を採るべきである。 

 
第８ 学齢超過者への教育保障 

 
１ 問題の所在 

学歴がなお重視される日本において，高校学校に進学し，卒業したいというのが多くの

外国につながる生徒の願いである。しかし従前，出身国で中学校を卒業後に来日した生徒

は，日本の中学校にはもはや編入されず，他方で，進学するためには日本語で行われる難

解な高校入試に挑むことを余儀なくされることになり，外国につながる生徒にとっては高

校進学は困難を極める。 

 
２ 今日までの取組 

(1) かかる学齢超過者に対する進学指導の中心を担ってきたのも，ＮＰＯ団体であった。 

ア 多文化共生センター東京は 2005 年 6 月，「たぶんかフリースクール」を開講し，

現在では荒川区内と杉並区内に 2 校舎を擁して中学校卒業後に来日した生徒らに指

導している。高校進学を希望してはいるが学ぶ場所のない，来日半年～1 年の生徒

らを対象に，週 4～5 日，日本語，続いて数学，英語などを指導している。虹の架け

橋事業が終了した 2015 年以降は自主事業となり，授業料を徴収せざるを得なくなっ

                                                   
65 外国につながる生徒対象の奨学金を設置している専門学校 
66 2014 年 7 月メルボルンでの国際ソーシャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）総会及び国際ソーシャルワーク学校

連盟（ＩＡＳＳＷ）総会において採択された定義 
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ている。生徒数は増加の一途で，現在の生徒数は 60 名を超えている67。 

イ 可児市国際交流協会でも 2009 年以降，虹の架け橋事業や岐阜県の補助，可児市の

委託により，義務教育年齢を超えた子どもの高校進学支援を継続実施している。 

ウ 2011 年に開校した名古屋ＹＷＣＡガリ勉クラブも，高校進学希望者・学齢超過生

に，進学用の日本語を教えるクラスを開講している。愛知県から若干の学習支援基

金を受けるが，自主財源で運営している。愛知県の課題として，高校進学の支援が

不十分であり，支援が必要な生徒が高校に進めていない点を挙げる68。 

(2) 昨今，学齢を超過した外国につながる児童の就学の場として，夜間学校の役割が高

まっている。夜間学校は，1947 年の 6・3 制の義務教育スタート時，主に戦争孤児や，

家計を助けるために働きに出たり，弟や妹の面倒を見なければならない者らの就学の

場であり，ピークの 1955 年には全国の 89 校で 5208 人が学んでいたという69。その後

の 2000 年頃には新渡日外国人生徒が急増し，アジア，アフリカからの難民や，脱北者

らも通学するようになってきている。2018 年 4 月現在，夜間中学は全国 8 都府県 25

市区に 31 校設置されているにすぎない。この 31 校中の 30 校の 2015 年 9 月時点の生

徒総数は 1825 人で，うち外国につながる児童が 8 割を占めるという。「普通学級」と

「日本語学級」に大別されるが，後者が開設されていない夜間中学もある。 

2015 年の文部科学省の通知により，形式卒業者の夜間中学受入れが可能になり，中

学校卒業後に来日した外国につながる児童の入学も可能となった70。 

2016 年には，学齢の不登校児童生徒に対する教育機会の確保と，学齢を経過した義

務教育未修了者に対する就学機会の提供の 2 つを柱とした義務教育機会確保法が成立

した。これにより文部科学省は，全国での夜間中学設置・充実を推進することとなり，

自主夜間中学が開催されている地域を中心に，夜間中学設置の動きが具体化している。 

夜間中学の一つである千葉県の市川市立大洲中学校夜間学級では，2018 年 6 月時点

で 17 名の生徒が通学していた（外国籍 15，外国ルーツ日本籍 1，日本籍 1）。高校進

学を希望する者が多い。生徒のレベルに合わせたきめ細かなカリキュラムを設け，教

頭と教員 3 名，講師 2 名で 9 教科を指導している。 

 
３ 提言 

(1) ＮＰＯによる取組が他の地域でも行われていくことが理想であることはもちろんで

あるが，そもそも，義務教育年齢を超えて日本に来た子どもたちにとって，高校へ進

学する途を確保するべく，学ぶ場を制度として確保することが求められる。 

前述した夜間中学は限られた地域にしか存在していないことから，夜間中学が拡充

されることが求められる。 

文科省でも，2018 年 7 月「夜間中学の設置・充実に向けて」の手引きを公開し71，

その中で外国籍の子どもたちについても教育を受ける機会を確保するべく夜間中学で

                                                   
67 多文化共生センター東京の「たぶんかフリースクール」スクールチラシ，同スクール資料「多文化共生セン

ター東京の活動」，同スクールの枦木氏より聴取 
68 名古屋ＹＷＣＡガリ勉クラブの磯村氏より聴取 
69 土屋千尋「夜間中学と義務教育機会確保法」『日本語教育連絡会議（2017）論文集 VOL.30』 
70 平成 27 年 7 月 30 日 27 初初企第 15 号文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課長「義務教育修了者が

中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について（通知）」 
71 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/yakan/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1381010_1.pdf  

第２編　多文化共生社会の確立のための現状と課題



－ 85 －

77
 

受け入れられるべきと述べられている。 

夜間中学の拡充につき，神奈川県議会は 2014 年 10 月，全会一致で意見書を採択し

て国に送付したほか，2016 年には県内で協議会が結成された。 

2019 年 4 月以降，埼玉県川口市と千葉県松戸市にも夜間中学が開校する予定で，入

学希望者の大半が外国人にルーツを持つ生徒であると見込まれる。広報やニーズ調査，

教員の配置，入学のためにどの程度の日本語能力を要求するかの問題のほか，市内に

住所地や勤務先を持たない生徒につき，どの市町村範囲まで通学を認めるかが課題で

ある。この点，教育機会確保法 14 条は周辺自治体の費用負担を，同 15 条は自治体間

の協議会の設置を，それぞれ規定しており，自治体間の調整による通学可能対象者の

増加が求められる72。 

(2) また各生徒の母国での教育水準を確認の上，学齢にとらわれず，原級留置等により

通学できるようにすることも望まれる。この点，文科省でも，義務教育諸学校に就学

すべき年齢を超えた者の中学校への受入れについては，ホームページ等において「中

学校を卒業していない場合は就学を許可して差し支えない」との考え方を示している。 

 
第９ 教育支援ＮＰＯと公的機関の協力，連携，ＮＰＯへの支援 

 
１ 問題の所在 

外国につながる児童の教育支援は，文部科学省・自治体などの公的機関とＮＰＯとが方

向性を同じくし，連携している点が特徴的である。したがって，外国につながる児童数の

激増を前に，文部科学省・自治体に対し，逡巡することなくＮＰＯに対する財源措置や業

務委託の推進などの各種新施策を求めていくことが重要である。 

 
２ 今日までの取組 

公的機関とＮＰＯとの間ではしばしば業務委託などが行われている。そして現場で指導

にあたっているのが，教員らであり，これらＮＰＯである。しかし，現場教員らには交通

費程度しか支給されない例もあり，それでは長期継続的に指導にあたるには限界がある。

秋田県能代市の「のしろ日本語学習会」では，北川裕子代表の個人的努力もあり，30 年以

上にわたり継続的な指導をしているが，外国人散在地域における稀有な例である。 

 
３ 提言 

(1) 自治体は，管内におけるＮＰＯの存否を確認の上，自治体からの委託金等の支出が

あるのか否かを確認すべきである。有償の委託契約が成立していない場合，当該自治

体の議会に対して請願書・陳情書を提出して採択を確認しつつ，一般質問で採り上げ

させる等の対応が考えられる。事実上，外国人の地域社会的統合を見据え，教育によ

る個人の自己実現とともに地域労働力として，共に地域で生きていくための能力づく

りは，そもそも国や自治体の責務なのであって，行政的支援がないままＮＰＯの独力

で行うことは難しいと言わざるを得ない。 

(2) 我々弁護士会も傍観・批評するのみならず，なし得る活動を見つけて現場に身を投

じるべきである。ＮＰＯ団体や教員らと連携し，弁護士会で講演頂いたり，主催する

                                                   
72 2018 年 4 月 21 日神奈川・横浜の夜間中学を考える会講演会資料，同講演会にて聴取 
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催しに参加したり，法律相談に対応したり，実際に日本語指導・学習指導に携わるこ

とのほか，同じく共同で地域の実態調査を行い，地元の教育委員会に対して改善の申

入れを行っていくことが有意義である。 

 

第５節 義務教育後の進路保障 
 
第１ 高校進学 

 
１ 高等学校へ進学する権利の保障 

子どもの権利条約 28 条では，「締約国は，教育について児童の権利を認めるものとし，

この権利を漸進的にかつ機会の平等を基礎として達成するため，特に，」「（ｂ）種々の形態

の中等教育（一般教育及び職業教育を含む。）の発展を奨励し，すべての児童に対し，これ

らの中等教育が利用可能であり，かつ，これらを利用する機会が与えられるものとし，例

えば，無償教育の導入，必要な場合における財政的援助の提供のような適当な措置をとる。」，

「（ｃ）すべての適当な方法により，能力に応じ，すべての者に対して高等教育を利用する

機会が与えられるものとする。」と規定しており，小学校，中学校課程を終えた子どもたち

の高等学校への進学についても，教育を受ける権利として保障されるものである。 

 
２ 実際の状況 

(1) 文部科学省の学校基本調査によると，2017 年度，日本の小学校における外国人児童

在籍者数は，5 万 4268 人（国立 50 人，公立 5 万 3714 人，私立 504 人），中学校にお

ける外国人生徒在籍者数は，2 万 2733 人（国立 41 人，公立 2 万 1828 人，私立 864 人）

であるが，高等学校における外国人生徒在籍数は，1 万 4540 人（国立 32 人，公立 9318

人，私立 5190 人）である。日本人の高校進学率は，90％を超えるのに対し，対中学生

比は約 6 割，15 歳から 17 歳までの外国籍総数に対する割合は 4 割程度にすぎない。 

また，2016 年度，小学校において日本語指導を必要とする児童は 2 万 9406 人（外

国籍児童 2 万 2156 人，日本国籍児童 7250 人），中学校において日本語指導を必要とす

る生徒は 1 万 595 人（外国籍生徒 8792 人，日本国籍生徒 1803 人）であるが，高等学

校における日本語指導を必要とする生徒は 3372 人（外国籍生徒 2915 人，日本国籍生

徒 457 人）であり，対中学生比は約 32％足らずにすぎないことになる。 

前述した外国人児童生徒在籍数には，外国にルーツを持つ日本国籍の児童生徒が含

まれておらず，また日本語指導を必要とする児童生徒数についても外国につながる児

童生徒が全て含まれるわけではないことから，外国につながる児童生徒の正確な高校

進学率を把握することはできないものの，外国籍児童生徒の高校在籍率，日本語指導

を必要とする児童生徒の高校在籍率からも，日本人生徒の高校在籍数に比べると，外

国につながる子どもたちの高校在籍率はかなり低いことは明らかである。 

(2) 外国につながる子どもたちの高校在籍率が低いことには，いくつかの原因が考えら

れる。帰国を予定しているので高校には進学しないといったように，日本での定住を

予定していない生徒もいるものの，多くは高校に進学したいが，以下に述べるとおり，

高校受験の条件，入試制度，又は家庭の貧困等，制度等が原因で高校進学の断念を余

儀なくされている場合も多い。 
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まず，日本の中学校に相当する外国人学校中等部で学んだ生徒については，そもそ

も高校の入学資格を与えていない自治体が多い。外国人学校中等部は学校教育法 1 条

に規定するいわゆる 1 条校に当たらないから志願者資格がないことなどを理由とする

自治体が多い73。 

また，日本語が十分ではないために，入学試験が困難と感じる場合である。自治体

によっては，特例枠を設けるなどしているところも多いが，十分とはいえない。 

次に，外国につながる子どもたちは，両親の両方又は一方が外国籍であることが多

く，親の就業形態が安定しないがために生活が安定せず，進学に必要な学費や，その

前提として勉強するための参考書代や受験料の工面もままならず，進学を断念する場

合である。貧困から抜けるのが日本人以上に難しいことも進学を阻む要因となってい

る。 

さらには，進学しても日本語能力の問題等で授業についていくことができないなど

の理由で入学後に中退してしまう，といったことが考えられる。出身国では優秀な成

績を収めていたが，親の転勤等に伴って日本で生活することになったような子どもの

場合，日本語の壁に苦しみ，出身国にいた頃のような好成績を維持することができず，

大きく自尊心を傷つけられてしまうケースもある。 

このうち，日本での定住の予定がある子どもたちについては，高校に進学せず，中

学校卒業以下で終われば，日本に定住しても職業の選択肢が狭くなり，厳しい未来が

待っている。外国につながる子どもたちにとって，高校への進路保障は子どもたちの

将来を左右するものであって重要なものである。そこで，次に述べるとおり，入学資

格の付与や入学試験における特例枠の整備等が望まれるものである。 

 
３ 外国人学校中等部卒業生への入学資格の付与 

前述のとおり，日本の中学校に相当する外国人学校中等部で学んだ生徒については，そ

もそも高校の入学資格を与えていない自治体が多い。 

もっとも，2011 年度の前掲調査結果によれば74，東京都，神奈川県を始めとして，外国

人学校中等部で学んだ生徒に対して高校の入学資格を与えている自治体は存在しているの

であるから，全ての自治体において，外国人学校中等部を卒業した生徒に対して高校の入

学資格を認めるべきである。 

 
４ 高校入試制度の情報提供 

外国につながる子どもたちは，進学しようと思っても高校入試制度が分からないことが

多い。そこで，近年，進学指導ガイダンスが行われている地域がある75。 

進学指導ガイダンスでは，高校とはなにかという説明を始め，受験制度の丁寧な説明を

                                                   
73 小島祥美「2011 年度外国人生徒と高校にかかわる実態調査報告書（全国の都道府県・政令都市の教育委員

会＋岐阜県の公立高校から）」2012 年 3 月科学研究費補助金（若手研究Ｂ） 
74 前掲脚注 73 と同じ（19 頁～21 頁）。同報告書によれば，2011 年度の時点で，東京都，神奈川県のほかに，

青森県，秋田県，さいたま市，川崎市，横浜市，大阪市，神戸市，島根県，香川県，佐賀県，熊本県，鹿児島

県で外国人学校中等部を卒業した生徒に高校の入学資格を認めている。 
75 公益財団法人中国残留孤児援護基金 中国帰国者支援・交流センターの調査によれば，2018 年 8 月 10 日現

在，14 の府県で高校進学ガイダンスの開催が予定されており，同ガイダンスの主催は国際交流協会やＮＰＯ法

人のほか，教育委員会が主催ないし共催している地域もある。 

https://www.kikokusha-center.or.jp/shien_joho/shingaku/guidance/2018guidance.htm 
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行っており，生徒だけなく，親に対しても説明を行う。 

有志の教員たちが教育委員会の協力を得て開催しているほか，地域によってはＮＰＯ団

体が主催となって行っているところもあるが，そのようなガイダンスはまだまだ十分とは

言えず，特に外国につながる子どもたちが少ない地域では開催されていないところも多く，

今後更に進学指導ガイダンス等によって，高校入試制度の説明を行う機会が増えていくこ

とが望まれる。 

 
５ 入学試験 

学校教育法 57 条では，「中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者，…又は文部科

学大臣の定めるところにより，これと同等以上の学力があると認められた者」が入学を認

められるとされている。前述のとおり，外国人学校中等部を卒業した生徒については，そ

もそも高校の入学資格を認められない自治体もある。また，外国人学校に限らず，形式的

には入学資格が認められる場合であっても，外国につながる子どもたちは，意欲はあって

も，学習言語能力の習得が十分でないがために，必要レベルの学力に追い付いていない者

も多い。 

このような生徒たちに，日本人生徒と同じ条件で受験をさせれば，圧倒的に不利なこと

は明らかである。そこで，日本語のハンディキャップを負う子どもたちに，入学特別措置

や特別入学枠を設ける自治体が増えている。 

入試特別措置とは，一般入試を一般の生徒とともに受験するものの，試験時間延長や，

試験問題の漢字にルビをふる，辞書の持込みを認める，小論文における翻訳を行う，問題

用紙の拡大コピーを行う，別室受験を認める，注意事項を母語で表記する，試験教科数を

減らすなどといったような措置を行うことである。 

また，特別入学枠とは，特定の高校に，外国人生徒や中国等帰国生徒を対象とした入学

枠を設けて特別な試験を受けられる場合の枠のことをいう。 

入試特別措置，特別入学枠のどちらも設けているところとしては，2018 年度では神奈川

県，山梨県，福岡県，福岡市，長崎県，鹿児島県であった。他方，どちらも設けていない

ところとしては，2018 年度では埼玉県，石川県，井原市，高知県であった76。 

もっとも，これらの入学特別措置，特別入学枠の対象となるには，滞日年数を設けてい

る自治体も多く，滞日年数も自治体によって全く異なり，滞日年数を 2 年や 3 年，つまり

日本での滞在年数が 2 年や 3 年の場合しか入学特別措置，特別入学枠の対象とならない自

治体もある。 

学習言語能力が身に付くには，6～7 年掛かると言われていることに鑑みても，対象とな

る範囲が狭いと言わざるを得ない。 

この点，神奈川県では，日本語指導を必要とする中学校在籍生徒が 2016 年度 873 人であ

るのに対し，日本語指導を必要とする高校在籍生徒が 2016 年度 552 人と，高校在籍生徒の

対中学生比が約 63％と，全国的にみても高い数字となっている。神奈川県では，全国でも

最多の定員枠を定め「在県外国人等特別募集」を行っており，実施校 10 校，募集人員は計

115 名となっている（2015 年）。 

                                                   
76 外国人生徒・中国帰国生徒等の高校入試を応援する有志の会「都道府県高校（市立高校の一部を含む）にお

ける外国人生徒・中国帰国生徒等に対する 2018 年度高校入試の概要」 
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外国につながる子どもたちの高校への進学を保障するべく，他の自治体においても入学

試験制度の改革が求められる。 

 
第２ 高校進学後の日本語指導，学習支援 

 

外国につながる子どもたちがようやくの思いで高校に進学したとしても，その後の日本

語指導，学習支援なしでは，授業についていくことができず，最終的には中退者を生むこ

とになってしまう。 

中退者を生むことのないよう，高校進学後も，日本語指導や学習支援が行われるべきで

ある。 

外国につながる子どもたちは，全日制高校への進学を希望していても，日本語のハンデ

ィキャップのために，定時制高校に進学することも多い。東京都の一部の定時制高校では，

日本語指導の取組として，教科の取り出し授業を実施したり，放課後の補習を行っていた

りするところもある。 

また，高校に進学した外国につながる生徒は，自分の意思で勉強のために来日したとい

うよりも，親の都合や難民家族など本人の意思に関係なく日本で生活している生徒も多く，

勉強への意欲がある生徒もいる反面，意欲に課題のある生徒もみられることから，勉強以

外の教育的支援が必要であり，担任以外にもカウンセラーやスクールソーシャルワーカー

などの協力を得て，相談活動を行っている高校もある。 

このように，東京都の一部の定時制高校では，高校進学後の生徒の支援を積極的に取り

組んでいながら，定時制高校の統廃合で，そのような指導が今後も存続できるのか危ぶま

れている。前述のとおり，外国につながる子どもたちが定時制高校に進学することが多い

という実情から，定時制高校が外国につながる子どもたちの学ぶ場として重要な存在であ

る以上，子どもたちの学ぶ場が失われることになることは回避しなければならない。 

また，高校での指導のみならず，地域によっては，高校生に対しても日本語指導，教科

学習支援を行っているＮＰＯ等もある。例えば，仙台市で活動している「外国人の子ども

サポートの会」では，宮城県，仙台市，各学校，同団体の連携をとり，学習支援の対象を

高校生にまで拡げ，高校生にも学習支援を行っている。 

 
第３ 高校卒業後の進路～①大学進学 

 

外国につながる子どもたちが，大学進学を目指すに当たっては，高校進学よりもより困

難を伴う。 

日本語のハンディキャップを負う子どもたちが，日本人生徒と同じ条件で大学受験を行

うにはあまりにも過酷である。 

外国につながる子どもたちの特別枠としては，留学生の枠があるものの，定員も限られ

ており，留学生以外の受験制度の構築が求められる。なお，宇都宮大学国際学部国際学科

では，外国人生徒に対する特別入試を設けており，小論文と面接で選考している77。 

                                                   
77 平成 30 年度外国人生徒入試学生募集要項

http://www.utsunomiya-u.ac.jp/docs/30gaikokujin-boshuyoukou.pdf 出願資格は，①出入国管理及び難民

認定法第 2 条の 2 別表第二記載の在留資格を有していること，②日本語能力試験Ｎ1 を取得していること，
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また，試験制度の問題に加え，大学進学に当たっては，学費が必要となってくる。 

日本人学生であれば，相当程度，奨学金制度の利用が可能であるが，外国につながる子

どもたちの場合，一般によく利用されている日本学生支援機構の奨学金は，定住者，永住

者等の在留資格が必要となり78，例えば，家族滞在の子どもたちは奨学金を利用することが

できず，大学進学を諦めてしまうことがある。 

在留資格を問わず，学力や家庭の資力等，その他の条件を満たす子どもたちには奨学金

が利用できる制度が求められる。 

 
第４ 高校卒業後の進路～②就労 

 

外国につながる子どもたちは，大学や専門学校等へ進学せず，就職の道を選ぶことも多

い。 

しかしながら，例えば子どもたちの在留資格が家族滞在の場合，週 28 時間以内の就労し

か行うことができず，仕事の選択肢が圧倒的に狭まってしまう上，就労を選択することに

より，「扶養を受ける」と言えないとして，家族滞在の在留資格の更新が認められない可能

性も出てくる。 

特にこの家族滞在の子どもたちは，親に付随して在留資格が付与されている。子どもた

ち自身は日本に長く住んでいても，親の在留資格によって子の在留資格が左右され，それ

によって希望する職業に必要な在留資格へ変更するための要件を満たさず，自由な職業選

択ができないことは酷である。 

外国籍の生徒が高等学校を卒業後に日本での就職を希望する場合，入管法別表第 1 に定

める「技術・人文知識・国際業務」等の就労に係る在留資格の学歴等の要件は満たさない

ものの，2017 年 2 月，法務省は，文部科学省初等中等教育局国際教育課長宛てに，日本で

義務教育の大半を修了し，父母等に同伴し在留資格「家族滞在」で在留している生徒につ

いては，高等学校卒業後に日本で就職する者の取扱いとして，「定住者」への在留資格変更

を認める取扱いとしていると通知している79。しかしながら，「義務教育の大半を修了する

こと」として，小学校低学年で来日し，その後継続して中学校を卒業した場合としており，

対象となる者が限定されていた。それ以外の場合についても，小学校中学年で来日し，本

邦在留中に長期間の出国歴がない等，個々の在留状況等を勘案し我が国への社会の定着性

が相当程度認められる場合としていたが，個々の在留状況等の判断が明確でなかった。 

2018 年 3 月，法務省は，文部科学省初等中等教育局国際教育課長宛てに，「家族滞在」

の生徒について，高等学校を卒業後に日本での就職を希望する場合に一定の要件を満たす

                                                                                                                                                               
③実用英語技能検定準 2 級以上，TOEIC Listening &Reading スコア 450 点以上，GTEC CBT スコア 700 点

以上，TEAP（4 技能）スコア 180 点のいずれかを取得していること，④次の（イ）又は（ロ）のいずれかに該

当していること （イ）日本国内の小学校 4 年以上の学年に編入学した者又は日本での就学歴が 9 年以内の者

で，高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者及び平成 30 年 3 月に卒業見込みの者 （ロ）文部科学大臣

が日本の高等学校相当として指定している外国人学校（文部科学省「我が国において，高等学校相当として指

定したが異国人学校」）を修了した者及び平成 30 年 3 月に修了見込みの者（12 年未満の過程の場合には，さら

に指定された準備教育課程（文部科学大臣指定準備教育課程）を修了する必要がある）⑤平成 30 年 3 月 31 日

までに 18 歳に達する者，のいずれも満たす者である。 
78 (独)日本学生支援機構ホームページ

https://www.jasso.go.jp/faq/shogakukin/taiyo/t05/1209551_3468.html 
79 平成 29 年 2 月 24 日法務省管在第 1202 号 
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者について，「定住者」又は「特定活動」への変更を認める通知をした80。 

「定住者」への在留資格変更許可申請の対象者として，2017 年の通知では「義務教育の

大半を修了すること」とされていたものが，「小学校中学年（4 年生）までに入国し，日本

の小学校，中学校において義務教育を修了していること（少なくとも小学 4 年生のおおむ

ね 1 年間を在学しその後引き続き在学していること）」と改められた。 

また，「特定活動」への在留資格変更許可申請の対象者として，中学 3 年生までに入国し，

日本の中学校において義務教育を修了していること（少なくとも中学校 3 年生のおおむね

1 年間を在学し，その後引き続き高等学校に在学していること），に加え，日本の高等学校

を卒業していること又は卒業見込みであること，就労先が決定，内定していること，住居

地の届け出等，公的義務を履行していること，申請に係る活動がほかのいずれの在留資格

にも該当しないこと，扶養者である身元保証人と同居することの要件を満たす場合には特

定活動への在留資格変更許可申請が可能となった。 

従前より，在留資格変更の対象等が拡大されたものの，高等学校段階で入学した者や外

国人学校在籍の生徒は対象ではないところに課題が残されており，また，「特定活動」への

変更についても，「扶養者である身元保証人と同居する」という要件について，被虐待児で

扶養者との同居が困難な場合，住み込みで働くため扶養者と同居がかなわない場合等も想

定できるところであり，課題は残されている。 

現段階では今後具体的にどのように運用されていくかは明らかではない上，運用という

形式ではなく，制度として，子らの在留を安定させるような親と独立した在留資格の付与

が求められる。 

 

第６節 成人に対する言語習得の支援 
 
第１ 成人の日本語習得 

 
１ 日本語能力習得の必要性 

日本に住む外国人が安心して社会生活を送るための環境整備，特に日本語能力の向上が

重要である。在留外国人は年々増加しており，日本語を理解できず地域社会に溶け込めな

かったり，意思疎通がうまくいかず学校や職場でトラブルになったり，相談につながるこ

とができないケースも多い。 

 
２ 成人の外国人に対する日本語教育の現状 

児童生徒以外の外国人の日本語教育については，文化庁がボランティア団体等に委託し

て実施する「生活者としての外国人」のための日本語教育事業を行っている。同事業は，

日本国内に定住している外国人等を対象とし，日常生活を営む上で必要となる日本語能力

等を習得できるよう，地域における日本語教育に関する優れた取組の支援，日本語教育の

充実に資する研修等を実施することにより，日本語教育の推進を図ることを目的としてい

る。 

当該事業を受けて，愛知県では，原則 16 歳以上を対象として，国籍，在留資格を問わな

い「地域における初期日本語教育モデル事業」を開始している。 

                                                   
80 平成 30 年 2 月 27 日法務省管在第 1364 号 
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もっとも，文化庁の同事業は，外国人の我が国の文化芸術に関する理解に資することを

目的としたもので，委託期間は 3 年のみという課題がある。 

また，厚生労働省では，「就職への意欲が高いと認められるにもかかわらず，日本語コミ

ュニケーション能力等の就労に必要な知識やスキルが十分ではないこと等が原因で，安定

的な雇用に就くことが困難である定住外国人求職者」を対象として，日本語コミュニケー

ション能力の向上，日本の労働法令，雇用慣行，労働・社会保険制度等に関する知識の修

得に係る講義・実習を内容とした「外国人就労・定着支援研修」を実施している81。ただし，

研修実施地域は限られており，受講できるものは，仕事に就く上での在留資格上に制限の

ない身分に基づく在留資格で日本に在住する外国人に限られている。 

内閣府は，日系人を始めとする定住外国人向けに日本語学習や教育について「定住外国

人施策ポータルサイト」を開設する等している。 

文化庁の 2016 年度調査では，約 22 万人の外国人が日本語を学んでおり，5 年で 9 万人

近く増えているが，教える日本語教師約 3 万 8000 人の 6 割はボランティアが担っており，

留学生などを除く大人向けの日本語教育はこれら地域のボランティアに支えられているの

が現状である。 

前章の外国につながる子どもたちに対する日本語指導の記述で触れた，秋田県能代市に

ある「のしろ日本語学習会」（代表北川裕子氏）は，1991 年に設立され，もともとは成人

向けに，日本語を母語としない人々に対する日本語学習支援と生活支援を行うために，市

民ボランティアによって運営され，それが徐々に子どもたちへの日本語指導まで活動内容

を広げてきた。現在でも成人向けの日本語指導は継続しており，能代市からの委託で教室

を開催し，周辺町村からも日本語指導を任されている。能代は外国人が多い都市と違い，

地方では行政の通訳・多言語による対応は難しく，生活していくためには外国人住民が日

本語を学ぶことで自立し必要な情報を得ることが重要な意味を持つ。また，日本語教室が

皆の居場所，学びの場となり，地域を支えるハブとして機能している。 

 
３ 提言 

このような先駆的な取組はあるが，人的・財政的な側面で限られているのが現状である。

現在，外国人への日本語教育について行政の責務を定めた法令はない。毎日新聞の 2018 年

5 月 29 日付け報道によると今般，超党派の日本語教育推進議員連盟が「日本語教育推進基

本法」（仮称）の制定を目指している。同法は国や自治体の責務を明確にし，日本語教育を

希望する全ての人に機会を確保することや教育水準を向上させることを基本理念とする。

外国人への日本語教育を喫緊の課題とし，国や地方自治体の施策策定・実施責務を明記し，

外国人の児童，就労者，技能実習生，難民などを対象に，国は，日本語教師の養成や資格

の整備，教育課程や教材の開発などの施策を講じるという。 

支援体制の議論を国が率先して行い，国は財政措置や人材確保を可能にする制度創設に

早急に取り組むべきである。 

 

                                                   
81 https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11650000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisaku

bu/300508.pdf 
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第２ 自治体等における「やさしいにほんご」の普及 

 

現在，熟語や慣用句を使わない「やさしい日本語」で情報発信する取組が広がっている。

阪神・淡路大震災後，日本語に不慣れな外国人被災者に対して，どのような手法で，でき

るだけ早く情報伝達を行うか，様々な試みが各地で展開されるようになり，「やさしい日本

語」はその一つとして注目されるようになった。例えば，弘前大学人文学社会言語研究室

では，「新版・災害が起こったときに外国人を助けるためのマニュアル増補版」82や，「『や

さしい日本語』作成のためのガイドライン」83などを作成して公開している。このように，

もともとは災害時に外国人に避難を促すために考案されたが，留学生や技能実習生ら長期

滞在者が増えるなか，自治体などが暮らしに関わる情報を伝えるのに取り入れ始めた。住

民同士のコミュニケーションでも，なるべく平易な表現を使おうという動きが出てきた。

また，現在，様々な自治体やＮＰＯ，ボランティアグループなどで，防災訓練として「や

さしい日本語」の講座を開催している。「やさしい日本語」については，防災以外にも日常

における外国人とのコミュニケーションツールとしての活用も検討されている。また，少

なくとも自治体などから暮らしに関わる情報を提供する際には，漢字などには全てふり仮

名をふることが励行されるべきである。 

 

第７節 結び 
 

本章でこれまで述べてきたとおり，日本における外国につながる子どもたち（多文化・

多民族な背景を持つ子どもたち）に対する，教育を受ける権利の保障は極めて不十分であ

ると言わざるを得ない。子どもたちの教育を受ける権利を早急かつ実効的に保障させる視

点から，かかる権利の実現を国の責務とすることを求めた上，以下の具体的な政策を提言

する。 

① 全ての子どもがもれなく就園・就学するための仕組み作りのための全国的な調

査を実施する。 

② 多文化的背景を持つ子どもへの教育に配慮し，日本語教育及び母語（継承言語）

教育を始め，交錯する複数文化の環境を生きる子どもの人格，アイデンティティ，

諸能力の発達のために必要な保育・教育が受けられるような仕組み作りを進める。 

③ 外国人学校への財政的・物的・人的支援を進める。 

④ 日本語教育及び母語教育への支援，地域の就学前施設及び諸学校との連携の支

援を行う。 

⑤ 外国籍の生徒の高校・大学の入学試験への対応を進め，特別枠や特別配慮を拡

充する。 

⑥ 人権尊重を基礎として，子ども全員に対し多様性を肯定し尊重する教育を行う。 

⑦ 国や地方自治体は，外国につながる子どもや成人の日本語教育，民族的アイデ

ンティティを保持するための母語教育等のための専門的な教員の加配やスクール

ソーシャルワーカー等の配置を行うとともに施設を整備し，そのための予算措置

                                                   
82 http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/zouhomanual-top.html 
83 http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/ejgaidorain.html 
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を講じ，国際交流協会，ＮＧＯ等の活動を財政面からも支援する。 

⑧ 国は，家族滞在の子どもの定住者等への在留資格変更について一層要件を緩和

することにより，外国につながる子どもの在留の安定を図る。 

⑨ 共生の観点から，年齢を問わず外国にルーツを持つ人々を広くその対象とする

日本語教育を行うことを国の責務とし，これを実現するための制度の構築を行う。 
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第２章 差別禁止 
 

第１節 はじめに～昨今の急速な排外主義の蔓延～ 
 

日弁連は，2004 年の人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会基調報告書1において，日本に

おける排外主義と外国人・民族的マイノリティに対する差別の実態について詳細に報告し

た。そこでは相次ぐ公人による差別発言，雇用・教育・住居・サービス提供等の場におけ

る民間の差別，政府関係者の発言やマスコミの報道に起因して繰り返された朝鮮学校生徒

に対する暴力や嫌がらせ，インターネット上での侮辱的な憎悪に満ちた差別表現の広がり

等が報告されている。 

その後，10 数年を経た現在も日本における外国にルーツを持つ人々に対する差別の問題

は全く解消されていない。公人による差別発言は相変わらず続けられている。また，2017

年 3 月，日本政府が公表した「外国人住民調査報告書」によっても日本では外国人に対す

る深刻な入居差別，雇用差別等が存在することが明らかとなっている2。 

かえって，在日コリアンが多数生活する東京・新大久保や大阪・鶴橋等において，差別・

排外主義的な主張を標榜する団体が「良い韓国人も悪い韓国人もみんな殺せ」，「ガス室に

朝鮮人，韓国人を叩き込め」といったヘイトスピーチを主な表現内容とするデモ行進を繰

り返すという状況が発生し，このような動きが全国的に広がっている3。さらにインターネ

ット上でも外国人を激しく傷つけるような表現が蔓延し，又，対象は在日コリアン以外の

外国人にも及んでいる4。京都朝鮮学校事件や朝鮮総連本部銃撃事件のように，人種差別5的

思想を背景とする犯罪行為（ヘイトクライム）も公然と行われるようになっているが，通

常の量刑による処罰を超えるような対応はなされていない。2017 年 12 月に内閣府が公表

した「人権擁護に関する世論調査」には，ヘイトスピーチを伴うデモに関する設問がいく

つか含まれているが，「あなたがヘイトスピーチを伴うデモ等を見聞きしてどのように思い

ましたか」という設問に対して回答者 1009 名のうち，10.6％が「ヘイトスピーチをされる

側に問題があると思った。」と回答している6。 

ヘイトスピーチに対しては 2016 年 5 月に「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解

消に向けた取組の推進に関する法律」（以下「ヘイトスピーチ解消法」という。）が制定さ

れたが，その実効性は乏しく，後述のとおり，同法の施行後もヘイトスピーチは減少して

いない。 

また，日本政府は，2013 年 2 月に朝鮮学校のみを高校無償化制度から除外し，2016 年 3

月に文部科学大臣は地方公共団体に対して，補助金の支給を再検討することを求める通知

を発した。このような状況の下で多くの地方自治体が朝鮮学校に対する補助金の支給を停

                                                   
1 日弁連ホームページからダウンロード可能

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/sympo_keynote_report041007.p

df 
2 http://www.moj.go.jp/content/001226182.pdf 
3 平成 27 年度ヘイトスピーチに関する委託調査結果報告書 http://www.moj.go.jp/content/001201158.pdf 
4 例えば，カルデロンのり子事件等 
5 本章において「人種差別」とは，人種，皮膚の色，世系又は民族的若しくは種族的出身，社会的身分及び国

籍による差別をいう。したがって，日本国籍の有無にかかわらず，外国にルーツを持つ人に対する差別を含む。

ただし，国籍の有無による合理的な法的地位の違いについては，「人種差別」に含まれない。 
6 平成 29 年度「人権擁護に関する世論調査」2．調査結果の概要 http://www.moj.go.jp/content/001201158.pdf 
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止した。 

朝鮮学校に対する高校無償化法からの除外，地方公共団体による補助金支給停止は，民

族教育を受けることを希望する在日コリアンの子どもたちを差別するものとして，多くの

弁護士会がこれに反対する声明等を公表したが，これに対して，インターネットで拡散さ

れたひな型により，当該声明等を公表した各弁護士会長若しくは弁護士会の構成員である

弁護士に対する懲戒請求が大量に弁護士会に申し立てられるという事態が発生している。

このような状況も今日の日本における民族排外主義の広がりと深化を示している。 

在日コリアンを代表とする旧植民地出身者に対する日本人の差別意識は今に始まったも

のではない。1910 年以来 35 年にわたり，朝鮮半島を日本の植民地とする中で，日本人は

朝鮮人に対する差別排外意識を形成させていった。1923 年に発生した関東大震災で，朝鮮

人が暴動を起こしているとの流言飛語が広まり，日本人の結成した自警団等によって少な

くとも数千人の朝鮮人・中国人が虐殺されるという事件が起こっている7。今日では日本に

多くの国籍の外国人が入国，在留するようになっているが，特に，非欧米人に対する人種

差別を中心に排外主義・日本人の外国人嫌悪意識が固定・拡大されつつあると言える。 

前記の 2004 年の人権擁護大会において日弁連は国に対して，人種差別禁止のための法整

備を求めたが，ヘイトスピーチ解消法が制定されただけで実効的な人種差別禁止のための

立法はいまだ行われていない。日本は，人種差別撤廃条約を批准しているが，政府報告書

審査における政府報告では，深刻な人種差別の存在を否定し，現行法制で十分であるとい

う見解を繰り返して述べている。これに対して，人種差別撤廃委員会は，人種差別禁止の

ために実効性のある包括的な特別法の制定を勧告している。 

日本は，今後より多くの外国にルーツを持つ人々を社会の一員として受け入れることに

なる。そのような状況下で，外国人差別，人種差別意識を実効的に解消し，差別的言動や

差別的取扱いをなくするための法整備は喫緊の課題である。 

 

第２節 国・地方自治体による人種差別 
 
第１ 公務就任権 

 
１ 法律の規定と現状 

日本の法律には，一部の例外を除いて，外国人が公務員に就任することを禁止する規定

はない。公務員には，国家公務員と地方公務員があるが，公務員たる資格として日本国籍

を必要とする規定は，憲法上はもちろんのこと，国家公務員法，地方公務員法にもない。 

にもかかわらず国家公務員の場合，法律よりも下位に位置付けられる行政基準としての

人事院規則（8－18 第 9 条）が「日本の国籍を有しない者は，採用試験を受けることがで

きない」とし，地方公務員の場合は，行政庁である旧自治省が「公務員の当然の法理に照

らして，地方公務員の職のうち公権力の行使又は地方公共団体の意思の形成への参画に携

わるものについては，日本国籍を有しないものを任用することはできない」とする（昭和

48 年 5 月 28 日自治公第 28 号）。 

日本政府は，公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員以外の公務員と

                                                   
7 日弁連 2003 年 8 月 25 日「関東大震災時の朝鮮人・中国人虐殺人権救済申立事件」勧告参照。なお，現在に

おいては，このような虐殺事件の存在すら否定する者も現れている。 
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なるためには必ずしも日本国籍を必要としないが，これらに携わる公務員となるためには

日本国籍を必要とすると解し，外国人の公務への就任を制限してきた。しかしながら，法

律による規定もなく，公権力の行使又は公の意思の形成への参画という曖昧，かつ，広範

にすぎる概念で，公務就任権という重要な人権を制約することは不当である。特に旧植民

地出身者及びその子孫に対する公務就任権の制限は歴史的経緯を顧慮しないものであり，

一層不当である。諸外国においては，外国人の公務就任権については，その採用の可否に

ついては法律で定めており，法律によらない行政基準によって公務就任権が制限されてい

る例は見当たらない8。 

 
２ 公立中学校・高等学校の教員と地方公務員についての差別 

(1) 1982 年，日本は大学教員についての特別法を制定した（国立又は公立の大学におけ

る外国人教員の任用等に関する特別措置法。現・公立の大学における外国人教員の任

用等に関する特別措置法）。これにより，外国人も大学教員となる資格を得た。 

しかし，日本政府は，同法の制定と同時に，高等学校以下の学校については従来の

取扱いを変更しない旨の行政通知を発した（昭和 57 年 9 月 13 日文人審第 128 号）。こ

の行政通知によれば，高等学校以下の学校においては，校長や教頭などに外国人は就

任することができない。この見解は現在まで維持されている。そのため，大学（国公

立，私立を問わない）や私立の中学校や高等学校では外国人は学長又は校長になれる9

が，国公立の中学校や高等学校では，「常勤講師」とされ，「教諭」にもなれず，管理

職や校長になれない，という事態が継続している。このように外国人教員は管理職に

なることができない「常勤講師」としてのみ採用され，昇級等でも不利益を受けてい

る実態がある。 

(2) 2005 年 1 月 26 日，最高裁判所は，在日韓国人の地方公務員による管理職選考試験

に関する訴えを棄却した。この地方公務員は，地方公共団体である東京都に雇用され

る保健師であったが，日本国籍を持たないことを理由に東京都の管理職選考試験を受

験すること自体を拒否された。この地方公務員は 1950 年生まれであり，出生時には日

本国籍を有していたが，他の旧植民地出身者と同様，1952 年にサンフランシスコ平和

条約の発効に伴う通達によって一方的に日本国籍を剥奪された。また，この地方公務

員の父は韓国人，母は日本人であった。最高裁判所は，これらの事情を考慮せず，東

京都による選考試験の受験拒否を合法と判断した。 

(3) 日弁連は，前記最高裁判決に対して，「都が一律に管理職への昇任の途を閉ざしたこ

とを是認することは，在日外国人，特に特別永住者の法の下の平等，職業選択の自由

を軽視するものであると言わざるを得ない。」と指摘した10。日弁連は，2012 年 3 月 6

日，文部科学省及び神戸市教育委員会に対し，外国人教員を「教諭」として採用し，

                                                   
8 近藤敦「諸外国における公務員の就任権」法律時報 77 巻 5 号 68 頁 
9 同法は議員立法として採択されたところ，同法制定当時，政府は「当然の法理」に基づき，外国人教員は学

長等の管理職者になれないという立場を示していたが，国会審議では，衆議院法制局の部長が「学長，学部長

などに外国人を任用することについては理論上可能である。」と答弁し，「学長，学部長などの管理職への任用

についてその方途を引き続き検討すること」という付帯決議が採択された。政府は，公式には上記立場を変更

していないが，その後，横浜市立大学の学長に外国者が就任する等している。 
10 日弁連 2005 年 1 月 28 日「東京都管理職選考国籍条項訴訟大法廷判決に関する会長談話」 
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管理職にも昇進できるよう勧告している11。 

 
３ 司法参画における差別 

(1) 民事及び家事調停委員は市民の間の民事・家事紛争を解決するために，当事者の話

合いを仲介し，合意に至るように調整する役割を担うもので，弁護士たる調停委員に

ついては弁護士会の推薦に基づき，最高裁判所が任命することとされている。司法委

員は，簡易裁判所の訴訟手続において，和解を試みる場合に裁判所の補助者として，

当事者の話合いの調整をする役割を担うもので，弁護士たる司法委員は弁護士会の推

薦に基づき，地方裁判所が任命することとされている。参与員は家庭裁判所における

家事審判・人事訴訟の審理又は和解の試みに立ち会い，又は意見を述べる役割を担う

者で家庭裁判所が指定する。 

(2) 2003 年 3 月，兵庫県弁護士会が神戸家庭裁判所に韓国籍の会員を家事調停委員候補

者として推薦したところ，拒否された。2006 年以降毎年のように，裁判所は弁護士会

からの推薦に対し，ことごとく採用を拒否し，今日に至っている。これらに対し，各

弁護士会は総会決議等を最高裁判所に送付している12。 

日弁連より，調停委員，司法委員の採用について日本国籍を必要とする理由につい

て最高裁判所に照会したところ，2008 年 10 月 14 日付けで最高裁判所事務総局人事局

任用課より，「照会事項について，最高裁判所として回答することは差し控えたいが，

事務部門の取扱は以下の通りである。」として，法令等の明文上の根拠規定はないとし

ながらも，「公権力の行使に当たる行為を行い，もしくは重要な施策に関する決定を行

い，又はこれらに参画することを職務とする公務員には，日本国籍を有する者が就任

することが想定されると考えられるところ，調停委員・司法委員はこれらの公務員に

該当するため，その就任のためには日本国籍が必要と考えている。」との回答があった。

最高裁判所規則において，調停委員については，「弁護士となる資格を有する者，民事

若しくは家事の紛争の解決に有用な専門的知識経験を有する者又は社会生活の上で豊

富な知識経験を有する者で，人格識見の高い年齢四十年以上七十年未満」であること

を任命される資格として定めており，国籍の有無を問題にするという示唆はない。司

法委員・参与員についても同様である。にもかかわらず，国籍等を理由に採用を認め

ないのは法律に定めのない事項を理由とするものであり，法治主義に反すると言わざ

るを得ない。特に，弁護士については，法律紛争の解決を専門とする者として当然に

紛争解決に必要な専門知識を有するものと位置付けられており，国籍が問題となる余

地はない。 

(3) 調停制度の目的は，市民の間の民事・家事の紛争を，当事者の話し合い及び合意に

基づき，裁判手続に至る前に解決することにある。また，市民の調停委員及び司法委

員の本質的役割は，専門的知識若しくは社会生活の上での豊富な知識経験を活かして，

当事者の互譲による紛争解決を支援することにある。調停委員の役割はあくまでも当

                                                   
11 日弁連 2012 年 3 月 6 日「外国籍教諭の役職任用撤回に関する人権救済申立事件(勧告)」 
12 各声明等の名称は様々であるため，日付と弁護士会名のみを記載することとする。 

2005 年 11 月 25 日 近畿弁護士会連合会，2007 年 9 月 21 日 関東弁護士会連合会，2008 年 3 月 27 日 東京

弁護士会，2010 年 2 月 3 日 第二東京弁護士会，2010 年 3 月 25 日 京都弁護士会，2010 年 11 月 30 日 兵庫

県弁護士会，2011 年 7 月 8 日 東北弁護士会連合会，2012 年 10 月 12 日 中国地方弁護士会連合会，2015 年

7 月 9 日 神奈川県弁護士会，2017 年 11 月 27 日 和歌山弁護士会等 
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事者間の話し合いを仲介し，合意に達するように支援することであり，当事者の合意

が得られない場合には調停は不成立となり，調停委員が一方的に判断を下すことはな

い。司法委員・参与員についても同様である。 

したがって，調停委員・司法委員・参与員の職務は，単なる調整機能でしかなく，

公権力の行使を担当する公務員ということはできない。 

(4) 2010 年 10 月には大阪弁護士会の調査において，1974 年 1 月から 1988 年 3 月までの

間，大阪弁護士会所属の中華民国国籍の弁護士が民事調停委員に採用されていた先例

が判明した。にもかかわらず，最高裁判所は，現在においても弁護士会が推薦した外

国籍弁護士の採用を拒否し続けている。 

日本には，サンフランシスコ平和条約の発効に伴う通達によって日本国籍を失った

まま日本での生活を余儀なくされた，在日コリアン等の旧植民地出身者及びその子孫

等の特別永住者，定住外国人を始めとする外国人が，日本社会の構成員として多数暮

らしている。これらの外国人が日本の調停制度を利用する機会も多い。このような事

件の中には，当該永住・定住外国人独自の文化的・言語的背景について知識を有する

調停委員が調停に関与することが有益な事案も数多く存在する。同様に，司法委員・

参与員が関与するような審判事件や訴訟事件の当事者に外国人がなることも多い。職

業選択の自由，平等原則の視点からは，外国籍の調停委員や司法委員が日本国籍の調

停委員や司法委員と平等に事件に関与できることが当然である。 

(5) 日弁連は，「外国籍調停委員・司法委員の採用を求める意見書」（2009 年 3 月 18 日）

を公表するとともに，最高裁判所宛てに「調停委員，司法委員について国籍の差別な

く採用を求める要望書」（2011 年 3 月 30 日）を提出している。また，参与員について

も，「外国籍会員の参与員選任を求める会長声明」（2012 年 2 月 15 日）を公表してい

る。国連人種差別撤廃委員会の最終意見（2010 年 3 月 9 日）及び総括所見（2014 年 8

月 28 日）において，日本国籍を有しない者が調停委員として活動できるように日本国

の見解を見直すことを勧告している。このように外国人に調停委員，司法委員，参与

員就任の途を閉ざすことには合理的理由がない。 

 
４ 提言 

旧植民地出身者にかかる上記の歴史的経過を踏まえ，旧植民地出身者及びその子孫であ

って，日本国籍を有しない者が公務員になろうとする場合には，原則として，公務就任権

を保障すべきである。 

また，その他の永住者・定住者についても，公務員としての採用を広く認めるべきであ

る13。 

 
第２ 地方参政権 

 
１ 憲法及び法律の規定 

憲法 15 条は，「公務員を選定し，及びこれを罷免することは，国民固有の権利である。」

                                                   
13 日弁連 2018 年 3 月 15 日「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 10 回・第 11 回日本政府報告書に対する

日弁連報告書」 
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と規定し，これを受け公職選挙法 9 条 1 項は「日本国民で年齢満十八年以上の者は，衆議

院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」と規定している。また，同条 2 項は，「日本国

民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有する者は，

その属する地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。」とする。 

憲法 93 条 2 項は，「地方公共団体の長，その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員

は，その地方公共団体の住民が，直接これを選挙する。」と規定し，これを受けて地方自治

法 11 条は，「日本国民たる普通地方公共団体の住民は，この法律の定めるところにより，

その属する普通地方公共団体の選挙に参与する権利を有する。」と規定している。さらに，

同法 18 条は，「日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内

に住所を有するものは，別に法律の定めるところにより，その属する普通地方公共団体の

議会の議員及び長の選挙権を有する。」と規定し，地方公共団体の選挙においても選挙権を

日本国民に限定している。 

憲法 92 条は，「地方公共団体の組織及び運営に関する事項は，地方自治の本旨に基づい

て，法律でこれを定める。」と規定し，地方公共団体の支配・形成に住民が参画することが

要請されている。そして，同法 93 条 2 項では，地方公共団体の公務員は地方公共団体の住

民が直接選挙する旨規定しており，住民が日本国籍を有する者に限定されていないと理解

することができる。 

 
２ 問題の所在 

参政権の制限は，国民主権原理がその根拠とされる。しかし，これに対しては「通説は，

国民が国の政治の在り方を最終的に決定する国民主権の具体的な制度として，憲法改正国

民投票を想定しているのであって，国会の選挙権，地方の長，地方議会の選挙権は，国民

主権の本質要素とは必ずしもいえない」とする見解がある14。また，住民自治という民主主

義の理念からも住民を日本国民に限定する根拠はないといわなければならない。 

地方自治法の規定のように，憲法 93 条 2 項の「地方公共団体の住民」が日本国籍を有す

る「日本国民」に限定されるとすると，日本に長期間在留し，他の住民と同じように地域

住民として地域に根付いて生活している外国人をも地方公共団体の選挙から排除すること

になる。 

これは，生活実態を無視し，日本国籍を有するか否かという形式的な理由でのみ外国人

を地方公共団体の選挙から排除することになり，外国人差別である。 

 
３ 最高裁判決とその問題点 

最判平成 7 年 2 月 28 日民集第 49 巻 2 号 639 頁は，日本で生まれ育った在日韓国人であ

る「特別永住者」に地方参政権を付与すべきか否かが争われた訴訟の判決で，地方自治法

の規定は違憲ではないとしながら，次のように判断した。 

「我が国に在留する外国人のうちでも永住者等であって，その居住する区域の地方公共団

体と特段に緊密な関係を持つに至ったと認められるものについて，その意思を日常生活に

密接な関連を有する地方公共団体の公共的事務の処理に反映させるべく，法律をもって，

地方公共団体の長，その議会の議員等に対する選挙権を付与する措置を講ずることは，憲

                                                   
14 近藤敦「人権法」(日本評論社，2016 年)52 頁 
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法上禁止されているものではないと解するのが相当である。しかしながら，右のような措

置を講ずるか否かは，専ら国の立法政策の事柄であって，このような措置を講じないから

といって違憲の問題を生ずるものではない。」15 

前記の判断は，「外国人」のうちでも「永住者等」に対して，地方選挙の選挙権を付与す

ることについては立法政策の問題であるとする。しかし，旧植民地出身者は，日本政府か

ら一方的に日本国籍を剥奪されたという歴史的経緯もあり，また，旧植民地出身者の日本

社会における居住の歴史は 1 世紀以上にわたるものであって，その居住実態は日本国民と

しての住民と全く相違はないのに，日本国籍を有しないという理由だけで，地方公共団体

の選挙からさえも排除されるのは不当である。 

 
４ 提言 

以上のとおり，永住者の中でも特に，旧植民地出身者とその子孫に対しては，積極的に，

少なくとも地方公共団体における選挙権を保障すべきである16,17。また，住民自治の本旨か

らすれば，その他の永住者・定住者に対しても地方公共団体の選挙権を付与すべきである18。 

 
第３ 朝鮮学校の高校無償化除外・補助金停止 

 
１ 国による無償化制度について 

(1) 2010 年 4 月，民主党政権下において，いわゆる高校無償化法が施行された。 

対象となる外国人学校の指定については，外交上の配慮等により判断すべきもので

はなく，教育上の観点から客観的に判断されるべきものであるということが日本政府

の統一見解19とされた。 

全国の朝鮮学校も 2010 年 11 月末までに申請した。 

(2) 日本政府は，民主党から自民党に政権が交代した後の 2013 年 2 月 20 日，朝鮮学校

の無償化申請の根拠となる法令の規定を削除し，朝鮮学校には高校無償化を適用しな

いとの不指定決定通知を出した。 

その理由としては，拉致問題の進展がないこと，朝鮮学校は朝鮮総連と密接な関係

にあり，教育内容，人事，財政にその影響が及んでいることが挙げられた。 

(3) 裁判について 

日本政府が朝鮮学校のみを高校無償化制度から除外したことについて，朝鮮学校側

を原告として，全国 5 か所の地方裁判所で訴訟が提起され，2018 年 8 月の時点で 4 つ

の判決が言い渡されている。 

このうち，大阪地判平成 29 年 7 月 28 日のみが日本政府の処分は政治的外交的な理

由に基づく違法な処分と認定した。 

                                                   
15 http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/525/052525_hanrei.pdf 
16 日弁連 2001 年 11 月 12 日「永住外国人の地方参政権付与に関する意見書」 
17 日弁連 2014 年 3 月 19 日「人種差別撤廃条約に基づき提出された第 7 回・第 8 回・第 9 回日本政府報告書に

対する日弁連報告書」 
18 前掲脚注 13 と同じ。 
19 2010 年 5 月に文部科学省の諮問機関として検討会議が発足し，5 回の会議実施の後，同年 8 月 30 日報告書

が発表された。かかる報告書において，無償化の対象となる学校の指定に際しては，外交上の配慮により判断

するのではなく，教育上の観点から客観的に判断すべきことが法案の審議過程における政府の統一見解であっ

たことが明らかにされた。 
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その他の広島地判平成 29 年 7 月 19 日，東京地判平成 29 年 9 月 13 日，名古屋地判

平成 30 年 4 月 27 日は，請求を棄却した。 

なお，福岡地方裁判所小倉支部における訴訟は，2018 年 8 月時点で係属中である。 

 
２ 地方自治体による補助金の交付について 

(1) 朝鮮学校に対して，全国の都道府県，市町村から，従来補助金が給付されていた。 

しかし，日本政府が朝鮮学校の高校無償化制度からの除外を決定したことに伴い，

東京都，大阪府，埼玉県などが補助金の交付を停止した。 

(2) 2016 年 3 月 29 日の文部科学大臣による通知20は，管轄域内に朝鮮学校がある 28 の

地方自治体に対し，補助金の支給を再考するように求めた。 

かかる通知が出された後，2017 年度は，16 の地方公共団体が補助金の交付を取り止

めた。 

(3) 地方自治体が朝鮮学校に対する補助金を停止したことについて，朝鮮学校側が大阪

地裁に提訴した補助金不交付の取消訴訟は，原告が敗訴し，控訴審においても原告が

敗訴となった。朝鮮学校に対する補助金停止についての裁判は，現在この一例である

が，補助金が不支給となった地方自治体の増加に伴い，今後，新たな訴訟提起がなさ

れることも予想される。 

 
３ 提言 

(1) 国による無償化制度からの除外について 

日本政府は，上記裁判において，朝鮮学校に対し朝鮮総連による「不当な支配」が

行われていることを主張しているが，かかる支配を裏付ける何らの具体的事実も示し

ていない。 

日本政府は，朝鮮学校が都道府県知事の認可を受けて，学校教育法上の高等学校に

なるなどすれば，高校無償化制度の対象になるものと主張する。 

しかし，朝鮮学校が日本の高等学校としての認可を受けるためには，日本の学習指

導要領に従い，日本語で書かれた日本の検定教科書を用いる必要がある。 

これは，朝鮮学校に対して，朝鮮語を用い，朝鮮地理，朝鮮歴史を教授する等の民

族教育を行うことを放棄させるに等しい。このことは，朝鮮学校に通う生徒の民族教

育を受ける権利を否定する積極的な差別に当たるものである。 

朝鮮学校に通う生徒が民族教育を受ける権利は，憲法 26 条，同 13 条，子どもの権

利条約 2 条，同 28～30 条，社会権規約 13 条，自由権規約 24 条，同 27 条等によって

保障される。かかる権利の保障は，最大限尊重されるべきであり，政府の朝鮮学校の

無償化制度からの排除は，民族教育を受ける権利を侵害し，上記の各条文に違反する

ものである。 

現に，就学支援金の支給のための手続きを採った朝鮮学校以外の他の民族学校・外

                                                   
20 2016 年 3 月 29 日に文科省通知が発出されるに際して，当時の馳浩文部科学大臣は記者会見において，政府

として，補助金の減額や中止を求めるものではないと述べている。しかし，同省が上記通知を出すまでに，朝

鮮民主主義人民共和国による 4 回目の核実験（同年 1 月 6 日），弾道ミサイルの発射（同年 2 月 7 日）があり，

その度ごとに政府与党内においては，日本国独自の同国に対する制裁措置の強化を求める声が強まり，党とし

ての声明が発表された経緯がある。そのため本件通知は，政府が同国に対する制裁措置の一つとして，朝鮮学

校に対する補助金交付の中止を促す趣旨であると受け止められるものであった。 

第２編　多文化共生社会の確立のための現状と課題



－ 105 －

95 
 

国人学校は，日本の高等学校としての認可を受けずに高校無償化制度の適用を受けて

いる21。 

国は，朝鮮学校のみを無償化制度から排除することを止め，朝鮮学校に高校無償化

制度の適用を認めるべきである22。 

ところで，朝鮮学校に対する政府その他の関係機関による差別的取扱いは，この高

校無償化制度からの排除にとどまらず，日弁連は，これまで，人権救済申立事件にお

いて，かかる朝鮮学校への差別的取扱いを改めるべきことを政府，関係機関に対して，

勧告・要望してきた。 

例えば，朝鮮高級学校の高体連加盟問題に関する人権救済申立事件においては，日

弁連は，各朝鮮高級学校の都道府県高等学校体育連盟への加盟及び同学校の全国高等

学校体育連盟主催の各種競技大会への参加を認めないことは同校の生徒らに多大な精

神的苦痛を与えるとして，当時の文部省に対して，全国高等学校体育連盟に対して同

措置を採るべきことを指導するよう勧告し，全国高等学校体育連盟に対して，都道府

県高等学校体育連盟への加盟と同連盟主催の競技大会への参加を認める措置を採るべ

きことを要望した23。 

また，朝鮮学校等の資格・助成問題人権救済申立事件においては，朝鮮各級学校を

始めとしたいわゆるインターナショナルスクールなど，日本に在住する外国人の自国

語ないし自己の国及び民族の文化を保持しながら教育活動を行う機関について，学校

教育法が定める教育機関としての資格を認めず，また，私学助成の上でも不平等な取

扱いを受けていることにつき，児童生徒に対する人権侵害を認めるとともに，子ども

の権利条約などの関係条約違反の状態が続いているとして，政府に対し，その是正を

求めるよう勧告するとともに，関係機関に対し要望した24。 

さらに，中華学校・朝鮮学校が所得税法及び法人税法上の指定寄付金制度・特定公

益増進法人制度の適用から排除されていることについての人権救済申立事件において

は，内閣総理大臣，文部科学大臣及び財務大臣に対して生徒の学習権を侵害するもの

であるとして，このような取扱いを改めるよう勧告した25。 

これらの勧告・要望の趣旨からも，朝鮮学校に高校無償化制度の適用が認められる

べきである。 

(2) 地方自治体による補助金の不交付について 

補助金の交付について，支給権限は地方公共団体にあるところ，前述のとおり，2016

年 3 月 29 日の文部科学大臣による通知は，地方自治体に対し，補助金の支給を再考す

るように求めており，事実上，補助金の交付の自粛を求めたものと言える。 

子どもが民族教育を受ける権利は，先述の憲法及び条約の各条文により保障される。 

子どもが民族教育を受ける権利を実現することに資する補助金の支給を停止させる

                                                   
21 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/1307345.htm 
22 日弁連 2010 年 3 月 5 日「高校無償化法案の対象学校に関する会長声明」 

日弁連 2013 年 2 月１日「朝鮮学校を高校無償化制度等の対象から除外しないことを求める会長声明」 
23 日弁連 1992 年 10 月 28 日「朝鮮高級学校の高体連加盟問題に関する人権救済申立事件（勧告・要望）」 
24 日弁連 1998 年 2 月 20 日「朝鮮学校等の資格・助成問題人権救済申立事件（勧告）」 
25 日弁連 2008 年 3 月 24 日「中華学校・朝鮮学校に対する指定寄付金の適用等に係る差別的取扱いに関する人

権申立事件（勧告）」 
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ことは，民族教育を受ける子どもの学習権を侵害し，上記の各条文に違反するもので

ある。 

よって，日本政府は直ちに前記の通知を撤回するべきである。また，地方公共団体

は，補助金の交付が子どもの民族教育を受ける権利を実現させるものであることを考

慮し，補助金の支出を行うべきである26。 

 
第４ 公人による差別発言 

 
１ 具体例 

(1) 公人による差別発言ないし差別助長発言（以下「差別発言等」という。）は，以前か

ら絶えることなく続いている。よく知られているものとしては，石原慎太郎元東京都

知事による 2000 年の「三国人発言」がある。これに対して日弁連は，同年 8 月 31 日

に石原元都知事に対して，陸上自衛隊記念式典において「三国人」などの発言をした

ことは人種差別に該当するなどとして，このような人種差別的発言を今後再びするこ

とがないようにとの要望書を提出した。 

(2) 他にも公人による差別発言等は無数にあるが，最近のものとしては下記発言がある27。 

記 

① 2010 年 4 月 17 日，石原慎太郎元東京都知事は，永住外国人に参政権を付与する

ことに反対する集会に参加して「与党を形成するいくつかの政党の党首とか大幹

部は（帰化した人が）多い」「先祖への義理立てか知らないが，日本の運命を左右

する法律をまかり通そうとしている。」と述べた。 

② 2010 年 3 月 3 日，橋下徹元大阪府知事は，新たに国が高校無償化制度を導入す

るに当たり，朝鮮学校は，無償化の対象から除外すべきとの意見を表明する際，「北

朝鮮という国と暴力団は基本的には一緒。暴力団とお付き合いのある学校に助成

がいくのがいいのか。」「北朝鮮という国は不法国家。関係する学校とか施設とか

はお付き合いをしない。」と述べた。 

③ 2010 年 4 月 5 日，橋下氏は，ツイッターにて「民意をバカにする連中は北朝鮮

に行け！偉そうに民意をバカにする輩ほど北朝鮮では獄中行きだ！」と発言した。 

④ 2012 年 2 月 20 日，河村たかし名古屋市長は，「いわゆる“南京事件”はなかった

のではないか。」と発言し，中国国内で激しい批判を受けた。 

⑤ 2013 年 5 月 13 日，橋下氏は記者会見において，日本軍「慰安婦」問題に関して

「銃弾が雨・嵐のごとく飛び交う中で，命を懸けて走っていく時に，猛者集団，精

神的に高ぶっている集団をどこかで休息させてあげようと思ったら，慰安婦制度

というものが必要なのは誰だって分かる」「その当時，慰安婦制度っていうのは世

界各国の軍は持っていたんですよ」と述べた。 

⑥ 2017 年 9 月 23 日，麻生太郎副総理は，講演で，シリアやイラクにおける難民の

流出について述べた上，日本にも朝鮮半島からの難民が押し寄せる可能性があり，

このような難民に対する対応として，全体を逮捕することが考えられるが，大量

の難民を収容することは困難であるという旨の発言をした。さらに，これらの難

                                                   
26 日弁連 2016 年 7 月 29 日「朝鮮学校に対する補助金停止に反対する会長声明」 
27 前掲脚注 13,17 と同じ。 
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民は「武装難民」である可能性があり，警察では対応できない可能性がある一方，

自衛隊の防衛出動によって対応することを検討する必要があり，射殺することを

含めて検討する必要があるという旨の発言をした。 

⑦ 2017 年 11 月 23 日，山本幸三前内閣府特命担当大臣（地方創生担当）は，セミ

ナーの中で，アフリカ諸国の支援に取り組む他の国会議員について，「何であんな

黒いのが好きなんだ。」と発言した。同氏は同月 25 日，発言が「誤解を招くとい

うことであれば撤回したい。」 として撤回したが，「差別的なことを意図していた

わけではない。」と釈明した。 

 
２ 提言 

これらの公人による差別発言等は，人種差別撤廃条約 1 条 1 項に定める人種差別に該当

する。そのため，国は同条約 2 条 1 項（d）の規定に基づき，これらの公人による差別発言

等を禁止し，終了させる義務を負う。 

しかしながら，これらの公人による差別発言等は，幾度となく繰り返されている。しか

も，特定の公人においては，その発言が差別発言等に該当すると指摘されながらも，同種

の差別発言等を繰り返しているのである。公人による差別的発言等は，当然許されるもの

ではなく，また，これを聞いた市民の差別意識を助長するおそれが強いこともあり，厳に

慎まれなくてはならない。そのため，国は，差別的発言等を含む差別的言動が違法である

ことを明確に宣言する法律を制定すべきである。また，差別的言動を未然に防止するため

の真に実効性のある，政治家等への研修を実施すべきである。それでも差別的言動等がな

されてしまった場合には，例えばそれが国務大臣によるものであった場合，内閣総理大臣

は，当該国務大臣を罷免するなど，政府として差別手的言動を許容しないことを明確にす

るための断固たる措置を採るべきである。 

 

第３節 私人による人種差別 
 
第１ 私人による差別的取扱い 

 
１ 外国人住民調査報告書 

公益財団法人人権教育啓発推進センターが平成 28 年度法務省委託調査研究事業として

行った調査が「外国人住民調査報告書‐訂正版‐」として公表されている28。同報告書では，

外国人が日本で住む家を探した際の経験，就労に伴う経験，飲食店などのサービス利用の

際の経験，差別的なデモ・宣伝活動を見聞きした経験について調査をした結果が報告され

ている。その報告を下記のとおり抜粋する。 

なお，同調査は外国人がどのような差別に直面しているかを外国人に問うた日本政府初

の調査であり，日本における人種差別の実態に関する重要な調査であるから今後もこれを

継続する必要性は高い。 

記 

① 過去 5 年間に日本で住む家を探した経験のある人 2044 人（回答者の 48.1％）の

うち，「外国人であることを理由に入居を断られた」経験のある人は 39.3％，「日

                                                   
28 前掲脚注 2 と同じ。 
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本人の保証人がいないことを理由に入居を断られた」経験のある者は 41.2％，「『外

国人お断り』と書かれた物件を見たので，あきらめた」経験のある人は 26.8％で

あった。 

② 過去 5 年間に日本で仕事を探したり，働いたりしたことがある人は 2788 人で，

回答者の 65.6％を占めた。このうち，受けた差別として，「外国人であることを理

由に就職を断られた」を挙げた人が 25.0％，「同じ仕事をしているのに，賃金が

日本人より低かった」が 19.6％，「外国人であることを理由に，昇進できないとい

う不利益を受けた」が 17.1％，「勤務時間や休暇日数などの労働条件が日本人より

悪かった」が 12.8％となっている。 

③ 過去 5 年の間に，日本でお店やレストランなどへの入店やサービスの提供を断

られた経験がある者は 265 人で，回答者の 6.2％を占めた。また，過去 5 年間に，

日本で外国人であることを理由に侮辱されるなどの差別的なことを言われた経験

のある人は，「よくある」が 2.7％，「たまにある」が 27.1％で，合わせて 29.8％

（1269 人）に上っている。 

 
２ 入居拒否に関する裁判例 

これらの調査結果からは，日本に居住する外国人の多くが，住居，就労，飲食店などの

サービス利用などという日常生活の中で差別を受けている実態が浮き彫りになった。これ

らの調査結果に関連し，とりわけ入居拒否に関しては下記のとおり，家主側の責任を認め

て損害賠償を認容する判決が多く言い渡されている。 

記 

① 大阪地判平成 5 年 6 月 18 日 

契約交渉が相当進行し，借主が契約の成立を確実なものと期待する段階で，在

日韓国人であることを理由に家主が賃貸マンションの入居を断ったことについて，

裁判所は，入居拒否に何ら合理的理由がないものとして，家主に対し 26 万 7000

円の損害賠償等の支払を命じた。 

② さいたま地判平成 15 年 1 月 14 日・東京高判同年 7 月 16 日 

インド国籍を有する者が賃貸住宅を探す目的で宅建業者へ電話したところ，業

者の従業員が「肌の色は普通の色か」「普通の色とは日本人の肌のような色」とい

った発言をした。これについて，裁判所は「肌の色を問い質したことは原告の人

格的利益を毀損するものである」として，50 万円の損害賠償等の支払を命じた。 

③ 神戸地裁尼崎支判平成 18 年 1 月 24 日・大阪高判同年 10 月 5 日 

在日韓国人夫妻が韓国籍を理由に家主から入居拒否されたことについて，裁判

所は「韓国籍であることを入居拒否の理由にしており差別に当たる」として，家

主に対して，計 22 万円の損害賠償等の支払を命じた。仲介業者への損害賠償請求

については，仲介業者は「契約成立のために家主の説得を試みている」と認定し，

「誠実に業務を遂行した」として棄却した。この事件の控訴審において，大阪高裁

は「賃貸借契約の拒否は国籍を一つの理由とするもので，憲法 14 条 1 項の趣旨に

反する不合理な差別であり，社会的に許容される限度を超える違法なものという

べきである。」と判示し，一審判決を追認した。 

④ 京都地判平成 19 年 10 月 2 日 
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韓国籍者が国籍を理由にマンションへの入居を拒否される事件があり，これに

ついて，裁判所は，家主があくまで住民票の提出が必要としたことから「理由が

国籍にあることは明らか」とし，「日本国籍でないことを理由にした拒否は不法行

為にあたり，賃貸借契約を拒むことは許されない」と断じ，家主に計 110 万円の

支払を命じた。 

 
３ 提言 

これらの調査結果からは，市民による外国人差別の問題が全く解決していないことが明

らかと言える。他方，これらの裁判例からは，外国人であることを理由とする入居差別に

ついては，外国人の請求を認めるものが大半となっていると言える。そうした状況におい

ては，国や地方自治体がより積極的に外国人差別の問題を周知することが必要であるし，

市民の側も外国人差別の問題に対する意識改革が必要であると言える。そして，国におい

ては，今後ますます増加する外国人が現に置かれている状況を把握するために上記のよう

な調査を継続するべきであり，また，外国人差別の問題を根本的に解決するための包括的

立法も必要である。その上で，外国人差別の問題が生じてしまった場合に，これを早期か

つ経済的負担を少なく解決するための国内人権機関の創設が必要である。 

 
第２ ヘイトスピーチ 

 
１ 定義 

ヘイトスピーチとは，単なる「憎悪表現」ではなく，もともと 1980 年代にアメリカにお

いて人種差別の文脈で誕生した言葉であり，人種，皮膚の色，民族，国籍，世系，社会的

出自などの属性を理由に，憎悪や差別を煽動又は助長する言動を意味する。 

2016 年 10 月，法務省は，ヘイトスピーチ解消法に関する地方自治体からの照会に対す

る回答として，ヘイトスピーチに該当し得る表現について，具体例を示している。それに

よれば，ヘイトスピーチは，（1）害悪の告知を内容とする脅迫的な言動，（2）著しく侮辱

する言動，（3）地域社会から排除することを煽動する言動の 3 類型に分類され，それぞれ

の具体例として，（1）「○○人は殺せ」「○○人を海に投げ入れろ」，（2）特定の国・地域の

出身者を蔑称で呼んだり，「ゴキブリ」などの昆虫，動物，物に例える言動，（3）「○○人

は祖国に帰れ」「○○人は強制送還すべき」などが挙げられている。 

 
２ 効果 

ヘイトスピーチは，対象となった個人の尊厳（憲法 13 条）を著しく侵害するのみならず，

ブライアン・レビン教授がその著書29の中で示した「憎悪のピラミッド」でも指摘されてい

るとおり，差別や憎悪を社会に蔓延させ，暴力や脅迫等を拡大させ，最終的には大虐殺に

まで発展する危険性も有する。この危険は，ナチスドイツによるホロコースト，ルワンダ

における民族大虐殺，さらには今から約 100 年前に日本で起きた関東大震災後の流言飛語

に基づく朝鮮人虐殺などの歴史により，十分に証明されている。 

 

                                                   
29 Brian Levin『Hate Crimes』（2009 年） 
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３ ヘイトスピーチをめぐる近時の状況 

日本社会において，民族的マイノリティや外国人に対する差別的言動は古くから存在し

ていたが，近時は，拉致問題，領土問題，慰安婦問題等により大韓民国や朝鮮民主主義人

民共和国との政治的な関係が悪化したことと，インターネットの普及が相まって，特に在

日コリアンの排斥を訴えるヘイトスピーチが深刻化している。 

その結果，東京の新大久保や大阪の鶴橋など在日コリアンの集住地区を中心に，白昼堂々

「良い韓国人も悪い韓国人も殺せ」「いい気になっとったら，南京大虐殺じゃなくて，鶴橋

大虐殺をやりますよ」などと訴えるヘイトデモが頻発するようになった。日本政府が 2016

年 3 月末に公表したヘイトスピーチに関する実態調査報告書30によると，日本国内で行われ

たヘイトスピーチを伴うデモの件数は，2012 年 4 月から 2015 年 9 月までの 3 年 6 か月間

に 1152 件，1 年平均に換算すると約 329 件と，ほぼ毎日どこかでヘイトデモが行われた計

算になる。 

 
４ ヘイトスピーチ解消法の成立とその問題点 

2016 年 5 月，ヘイトスピーチ解消法が成立し，同法は同年 6 月に施行された。同法は，

日本で初めて人種差別の撤廃を目指して制定された特別法であり，その前文において，差

別的言動が「地域社会に深刻な亀裂」を生じさせ「許されないもの」であると宣言した点

は評価できる。 

しかしながら，ヘイトスピーチ解消法は，以下の点で不十分であり，また，問題がある。 

まず，同法は，差別的言動（ヘイトスピーチ）についてのみ定めており，差別的取扱い

については対象外としている。 

次に，同法は，ヘイトスピーチを解消するための施策を国や地方公共団体に課している

ものの，ヘイトスピーチに対する罰則規定はもちろん禁止規定すら持たない単なる理念法

である。 

さらに，同法は，近年ヘイトスピーチの主たるターゲットとされてきた在日コリアンが

被った深刻な被害を念頭に成立したことから，ヘイトスピーチの定義（2 条）において，

その対象を「本邦外出身者」と「その子孫」であり，かつ，「適法に居住するもの」と極め

て狭い範囲の集団に限定した。そのため，両議院の附帯決議において「『本邦外出身者に対

する不当な差別的言動』以外のものであれば，いかなる差別的言動であっても許されると

の理解は誤りである」とされたものの，法文上，アイヌ民族など日本にルーツを持つマイ

ノリティや，在留資格を持たない外国人が一律排除される結果となっている。とりわけ在

留資格の有無を定義に盛り込むことは，人種差別撤廃委員会による「市民でない者に対す

る差別に関する一般的勧告 3031」の「人種差別に対する立法上の保障が出入国管理法令上

の地位にかかわりなく市民でない者に適用されることを確保すること」（7 項）という勧告

に明らかに反しており問題である。 

以上のとおり，ヘイトスピーチ解消法の成立は，これまで何ら立法がなかった状況に比

べれば一歩前進と評価できるものの，その内容はいまだ不十分であり問題もある。 

現に，ヘイトスピーチ解消法施行後も，ヘイトスピーチを伴うデモや街宣は繰り返され，

その映像がインターネットを通じて拡散して人々の差別意識を助長させている状況は継続

                                                   
30 前掲脚注 3 と同じ。 
31 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/kokusai/humanrights_library/treaty/data/cerd_gc_30.pdf 
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している。また，インターネット上にもヘイトスピーチはいまだ蔓延しており，個別の削

除請求が追いついていない状況にある。 

 
５ ヘイトスピーチに関する裁判と司法の限界 

(1) 京都朝鮮学校襲撃事件 

2009 年 12 月 4 日，排外主義を標榜する団体が，子どもたちが在校する京都朝鮮第

一初級学校の門前において，拡声器を用いて，「ここは北朝鮮のスパイ養成機関」，「朝

鮮人を保健所で処分しろ」，「ゴキブリ，うじ虫，朝鮮半島へ帰れ」等と怒号を続ける

街宣活動を行い，学校所有の配線コードを切断するなどした（京都朝鮮学校襲撃事件）。

本事件の民事裁判で，京都地方裁判所は，加害者の言動は人種差別撤廃条約 1 条 1 項

所定の人種差別に該当するとして不法行為（民法 709 条）の成立を認め，総額 1226 万

円の損害賠償と，京都朝鮮第一初級学校から半径 200 メートルの範囲内における誹誇

中傷等の演説やビラ配布等の差止めを認容し，同判決は 2014 年 12 月 9 日，最高裁で

確定した。 

(2) 川崎ヘイトデモ差止め仮処分事件 

ヘイトデモが繰り返されていた川崎市の在日コリアン集住地区内に存在する社会福

祉法人が，同区内で予定されていたヘイトデモを差し止めるために申し立てた仮処分

において，2016 年 6 月 2 日，横浜地方裁判所川崎支部は，過去のデモにおける主催者

らの発言は，ヘイトスピーチ解消法に言う「差別的言動」に当たり，集会や表現の自

由の保障の範囲外であることは明らかとし，当該法人から半径 500 メートル以内での

デモを禁止する仮処分決定を下した。 

(3) ヘイトスピーチに関する司法の限界 

以上のとおり，裁判所は，ヘイトスピーチについて，民法 709 条の不法行為に該当

し，表現の自由による保護が及ばない旨の判断を下し，被害者を救済している。 

しかし，京都朝鮮学校襲撃事件における京都地裁判決が「一定の集団に属する者の

全体に対する人種差別発言が行われた場合に，個人に具体的な損害が生じていないに

もかかわらず，人種差別行為がされたというだけで，裁判所が，当該行為を民法 709

条の不法行為に該当するものと解釈し，行為者に対し，一定の集団に属する者への賠

償金の支払を命じるようなことは，不法行為に関する民法の解釈を逸脱しているとい

わざるを得ず，新たな立法なしに行うことはできないものと解される。」と述べるとお

り，「〇〇人はゴキブリ」など，対象が具体的に特定されていないヘイトスピーチにつ

いては不法行為責任を問えないという限界がある。 

また，被害者が裁判を起こす場合，自身の住所や氏名といった個人情報を加害者に

さらさなければならない。そのため京都朝鮮学校襲撃事件や川崎ヘイトデモ差止め事

件のいずれにおいても，実際に直接被害を被った朝鮮学校の児童らや集住地区の住民

を原告とせず，敢えて学校法人や社会福祉法人を原告に据えることで，被害者に対す

る二次被害を回避する必要があった。 

さらに司法判断には時間を要する。京都朝鮮学校襲撃事件においても，事件発生か

ら最高裁が確定するまで実に 5 年以上の年月を要している。 
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６ ヘイトクライムをめぐる近時の状況と処罰の限界 

(1) ヘイトクライムの状況 

人種差別的な動機による犯罪，すなわちヘイトクライムも頻発している。 

例えば，上記京都朝鮮学校襲撃事件では，加害者のうち 4 名が，侮辱罪・威力業務

妨害罪・器物損壊罪の罪で執行猶予付き有罪判決を受けた。 

2010 年 4 月 14 日，徳島県教職員組合による四国朝鮮初中級学校への寄付に抗議す

るとして 16 名が組合事務所内に侵入して「非国民。」「死刑や，死刑。」などと怒号し，

机上の書類等を放り投げ，拡声器でサイレン音を吹鳴させるなどした事件では，加害

者のうち 6 名が，威力業務妨害罪及び建造物侵入罪で執行猶予付き有罪判決を受けた。 

2014 年 8 月，在特会など数十人が，ヘイトデモに抗議する人々に対し，「朝鮮人死

ね！」などと言いながら集団暴行し，被害者のうち 1 名が肋骨骨折など全治約 2 か月

の重傷を負った事件では，5 人が傷害罪で逮捕され，罰金刑となった。 

2015 年 3 月，韓国文化院の壁への放火事件が起き，加害者は建造物損壊罪で有罪と

なった。 

2015 年 5 月，ヘイトデモ参加者がヘイトデモに反対するために集まった市民（以下

「カウンター」という。）2 名に暴行を働き，逮捕された。 

2016 年 7 月，福岡県のデパート等のトイレに数か所，在日コリアンを差別するビラ

を貼った者が，建造物侵入罪で有罪となった。 

2017 年 5 月，韓国政府の日本軍「慰安婦」問題に対する態度への不満を動機として，

名古屋の朝鮮系信用金庫への放火事件があり，加害者は有罪となった。 

2018 年 2 月，在日コリアンに対するヘイトデモ・街宣を繰り返してきた右翼活動家

ら 2 名が，朝鮮総連本部正門前に車で乗り付け，車内から内部に 5 発銃弾を撃ち込み，

門扉に命中した事件では，加害者は逮捕され，器物損壊罪と銃刀法違反で起訴された。

しかし，事件直後から，「義挙」と支持するネット上の書込みが多数あり，同じ場所で

銃撃を支持する街宣が現在も継続している。 

(2) ヘイトクライムに関する司法の限界 

日本政府は，国連人種差別撤廃委員会等の国連人権条約にかかる委員会に対して提

出する政府報告書において，ヘイトクライムに関して，人種主義的動機は日本の刑事

裁判手続において「動機の悪質性として適切に立証しており，裁判所において量刑上

考慮されているものと認識している」と説明している。しかし，そもそも日本政府は

人種主義的動機に基づく犯罪について判例調査を行っておらず，かかる「認識」の根

拠はない。そして，実際には，ヘイトクライムについて人種差別的動機を理由に挙げ

て量刑を加重した事例は我々が知る限り認められない。 

また，民事訴訟と同様，侮辱罪，名誉棄損罪，威力業務妨害罪のいずれについても，

犯罪は被害者が特定されていない限り成立しない。すなわち，不特定の集団を対象と

したヘイトスピーチ，ヘイトクライムについては刑事責任を問えないという限界があ

る。 
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第３ 女性に対する複合差別 

 
１ 実態 

在日コリアン，移住者等のマイノリティに所属する女性が置かれた状況に関する政府の

公的調査が行われたことはない。 

しかし，2002 年 9 月 17 日の日朝首脳会談で朝鮮民主主義人民共和国が日本人の拉致を

認めたことを契機として，日本にある朝鮮学校の生徒に対する嫌がらせが多発した際に弁

護士グループが行った調査によると，上記首脳会談以降，何らかの嫌がらせ（見知らぬ人

から「朝鮮人死ね」等と暴言を吐かれる，つばをはきかけられる，制服である民族衣装を

電車内で切られる等）を受けた生徒は 5 人に 1 人であったのに対し，中級学校の女子生徒

に限定すると 3 人に 1 人の割合に上ったことが報告されている32。 

また，外国人が日本人と結婚した場合に与えられる「日本人の配偶者等」の在留資格を

有する移住女性は，在留期間の更新に日本人夫の協力を必要とすることや，別居期間が長

期化すると在留資格が取り消される可能性がある（入管法 22 条の 4）ことから，夫の支配

下に置かれてしまう傾向にある。日本政府は，日本人配偶者によるＤＶを理由とする別居

の場合には在留資格の取消しを行わないとの方針を示しているが，診断書といった明確な

証拠が存在しない事案では，ＤＶが正しく認定される保証はなく，なお外国人女性は制度

的に弱い立場に追いやられている。 

 
２ 複合差別に関する裁判と司法の限界 

(1) 在日コリアンの女性が，排外主義を標榜する団体の元会長に対し，女性差別及び民

族差別的なヘイトスピーチに基づき名誉を毀損されたとして起こした裁判で，2017 年

6 月 19 日，大阪高等裁判所は，550 万円の損害賠償請求に対し 77 万円の支払を命じた

一審判決を支持する判決を下した。その上で，高裁判決は，被告のヘイトスピーチが

原告に対する人種差別に当たると認めた一審判決から踏み込み，「人種差別と女性差別

との複合差別に当たる」と認定した。本判決は，複合差別による不法行為を認めた日

本で唯一の判決であり，画期的である。 

(2) しかしながら，司法手続による救済は，なお以下の限界がある。 

まず，一般的に日本の裁判所が認定する精神的慰謝料は極めて低額である。本件で

も認定された賠償額は，550 万円の請求に対して 77 万円（うち弁護士費用 7 万，慰謝

料 70 万）に過ぎず，原告が被った精神的苦痛を補うには不十分である。 

次に，司法手続には長い時間を要し，被害者に多大な労力を強いる。本件でも原告

が提訴したのは 2014 年 8 月であり，一審判決までに約 2 年，高裁判決までに約 3 年を

要している。 

また，前記のとおり，そもそも既存の法律では，特定された個人に対するヘイトス

ピーチについては名誉毀損や侮辱として民事上・刑事上の責任を追及することが可能

であるが，不特定多数に向けられた場合，その責任は追及できない。 

 

                                                   
32 在日コリアンの子どもたちに対する嫌がらせを許さない若手弁護士の会 2003 年 6 月「在日コリアンの子ど

もたちに対する嫌がらせ実態調査報告書」 
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第４節 政府による施策 
 
第１ 国の責務 

 
１ 人種差別撤廃条約に基づく責務 

日本は 1996 年に人種差別撤廃条約に加盟し，同条約上の義務，すなわち，人種差別を非

難し，あらゆる形態の人種差別を撤廃する政策及びあらゆる人種間の理解を促進する政策

を全ての適当な方法により遅滞なく採ること，そのために，いかなる個人又は団体による

人種差別も後援，擁護又は支持せず，立法を含む全ての適当な方法により，人種差別も禁

止し，終了させる義務を負っている（同条約 2 条）。また，特定の人種等の優越性を訴えた

り，人種的憎悪や差別を正当化・助長したりする宣伝・団体を非難し，かかる差別行為や

差別の扇動を根絶するため迅速かつ積極的な措置を採る義務も課せられている（同条約 4

条本文）。 

 
２ ヘイトスピーチ解消法に基づく責務 

2016 年 5 月に成立し，同年 6 月に施行されたヘイトスピーチ解消法は，国に対して，本

邦外出身者及びその子孫に対するヘイトスピーチを解消するため相談体制の整備（同法 5

条），教育の充実（同 6 条），啓発活動の実施（同 7 条）を義務付けている。 

 
第２ 現行の国の施策 

 

以上を前提に，ヘイトスピーチを含む人種差別全般に対して，現在のところ国が行って

いる主な施策は以下のとおりである。なお，各省庁への要望事項は省庁ごとに記載した。 

 
１ 法務省 

(1) 啓発活動 

法務省は，ホームページ上にヘイトスピーチに関する特設ページ33を設けて情報発信

するとともに，ポスター，リーフレットやバナー等を通じた啓発活動を行っている。

また，ヘイトスピーチ解消法施行直後に川崎市の在日コリアン集住地区でヘイトデモ

が行われた際には，最寄り駅にアドカーを出動させ，解消法の趣旨を訴えるなど，活

発な啓発活動を行った。 

(2) 勧告 

また，法務省は調査救済制度に基づいて，2015 年 12 月，及び，2016 年 8 月に，そ

れぞれ在日コリアンに対するヘイトスピーチを行った人物に対し，同様の行為を行わ

ないよう勧告を発出している34。しかし，法務省の調査救済制度は，日弁連の人権救済

制度と異なり，不特定多数を被害者とする人権侵害行為については受理をしない取扱

いをしているため，不特定多数を対象としたヘイトスピーチについては利用できない。 

(3) インターネット対策 

インターネット上で横行するヘイトスピーチに関しては，被害者からの通報を受け

調査を行い，名誉毀損等に当たる場合にはプロバイダに対する削除要求を行っている。 

                                                   
33 http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken04_00108.html 
34 毎日新聞 2016 年 8 月 2 日付け報道による。 
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(4) 実態調査 

2016 年 3 月及び 2017 年 6 月にそれぞれ，ヘイトスピーチ35及び外国人住民の人権状

況36に関する調査結果を公表した。しかし，今後の調査の継続については「必要性も含

めて検討」との見解を明らかにしており37，積極的な姿勢が見られない。ヘイトスピー

チ解消法の効果を検証するためにも，継続調査は必須である。 

 
２ 文部科学省 

(1) 通達 

ヘイトスピーチ解消法施行直後の 2016 年 6 月 20 日付け通知38において，各地方の教

育委員会等宛に，ヘイトスピーチ解消法の周知徹底を依頼した。 

(2) 外国人の人権尊重に資する授業例等の紹介 

2016 年度中に外国人の人権尊重に関する実践事例を集め，2017 年 4 月に全国の都道

府県に周知し，ホームページに掲載した39。しかし，その実践内容の多くは異文化理解

の促進にとどまっている一方，少数ながら人種差別やヘイトスピーチの問題を正面か

ら取り上げている実践事例も存在した。教育従事者が人種差別解消のための効果的な

実践事例に容易にアクセスできるような工夫が必要である。 

また，実践事例にとどまらず，現場の教師が人種差別撤廃のための授業を行うに当

たり必要とされる知識や情報をまとめた資料を広く提供し，かかる授業の実践を促す

ことも期待される。この点，既に兵庫県教育委員会はかかる資料を作成しそのホーム

ページに掲載している40。このような情報を文科省のサイトで紹介することも有益であ

ろう。 

確かに，教育内容は本来的に国が現場に押しつけるべきものではなく，また，各地

域の実情に即した内容が望ましい場合もある。しかしながら，こと人種差別について

は普遍的なテーマであり，また，現代社会においてレイシズムはネットを通じて拡散

していること，かつ，ヘイトスピーチ解消法においてヘイトスピーチ解消のための教

育の充実が国の責務として掲げられていること（同法 6 条 1 項）に鑑みると，文科省

には，人種差別撤廃に向けたより積極的な関与を求めたい。 

 
３ 国土交通省（入居差別対策） 

外国人が賃貸物件に入居しやすくなるよう，2009 年 3 月に「あんしん賃貸支援事業と外

国人の民間賃貸住宅入居円滑化ガイドライン」を作成し，外国人世帯の入居を受け入れる

賃貸住宅の情報提供（あんしん賃貸ネット）とともに，地方自治体，ＮＰＯ，社会福祉法

人による住居支援の提供を行った。また，2013 年 7 月 23 日には事業者団体宛てに「不動

産業に関わる事業者の社会的責務に関する意識の向上について」と題する文書を発出し，

                                                   
35 前掲脚注 3 と同じ。 
36 前掲脚注 2 と同じ。 
37 2017 年 3 月に政府主催で開催された，定期的普遍的審査（ＵＰＲ）に先立つＮＧＯコンサルテーションに

おける法務省担当者の答弁 
38 http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6686/00223248/01_kuni_tuuti_honnpou_.pdf 
39 http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/sankosiryo/1377863.htm 

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/jinken/jirei/1384106.htm 
40 www.hyogo-c.ed.jp/~jinken-bo/hate_speech_kensyusiryo2904.pdf 
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いまだ一部において人権の尊重の観点から不適切な事象が見受けられること，よって，「同

和地区，在日外国人，障害者，高齢者等をめぐる人権問題に対する意識の向上を図るため」

「不動産業に従事する者に対する講習等を通じて人権に関する教育・啓発活動のより一層の

推進を図るとともに，不動産業に関わる事業者に対する周知徹底及び指導を行う等継続的

な取り組みをお願いする。」旨を依頼した。 

しかし，前述のとおり，その後の 2017 年 3 月，法務省が発表した「外国人住民調査報告

書」により，過去 5 年間で住む家を探したことがある外国人 2044 人のうち，外国人である

ことを理由に断られた人が 804 人（39.3％），日本人の保証人がいないことを理由に断られ

た人が 843 人（41.2％），「外国人お断り」と書かれていたため諦めた人が 548 人（26.8％）

もいるという実態が明らかとなった。 

その後の同年 9 月 14 日，国土交通省は事業者団体宛に再び「不動産業に関わる事業者の

社会的責務に関する意識の向上について」と題する文書を発出したが，その内容は，障害

者差別解消法，ヘイトスピーチ解消法，部落差別解消法が施行されたことに触れた以外は，

2013 年の上記通知とほぼ同内容であり，調査結果が施策に積極的に活かされているとは評

価し難い。 

賃貸希望者の国籍や人種により入居を拒絶する入居差別が，民法 709 条の不法行為に該

当し違法であることは，判例上も確立している（2007 年 10 月 2 日京都地裁判決等）。 

国交省は，法務省による入居差別の実態調査の結果，及び，入居差別が違法であること

を業者に周知し，啓発を進めるべきである。 

 
４ 厚生労働省（雇用差別対策） 

雇用の場面における人種差別に関連して，厚生労働省は，2007 年，「外国人労働者の雇

用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」41を策定し，事業主が職業紹

介事業者に対して求人の申込みを行うに当たり，国籍による条件を付すなどの差別的取扱

いをしないよう十分留意するよう事業者に対して求めている。また，外国人労働者の適正

雇用に向けた事業者向けパンフレットの作成やセミナーの実施等の啓発活動を行っている。 

しかし，前述のとおり，前記「外国人住民調査報告書」によると，過去 5 年間に日本で

仕事を探したり働いたりした経験があると回答した 2788 人の外国人のうち，外国人である

ことを理由に就職を断られた経験がある人が 25.0％，同じ仕事をしているのに賃金が日本

人より低かった経験がある人は 19.6％，外国人であることを理由に，昇進できないという

不利益を受けた経験がある人は 17.1％に上っている。 

かかる事実は，厚労省の啓発活動が不十分であることを示しているが，当該調査の発表

を受けて厚労省が更なる施策を講じた事実はない。 

 
５ 総務省（インターネット対策） 

総務省は，法務省とともに，2017 年 3 月，4 つの通信事業者団体の代表からなる連絡会

を開催し，違法有害情報への対応などに関する契約約款モデル条項の解説改定42の際に，ヘ

イトスピーチ解消法の趣旨を説明する等の協力を行った。 

しかしこれは国内事業者のみが対象で，フェイスブックやツイッター社など海外の大手

                                                   
41 https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin13/sisin01.html 
42 https://www.telesa.or.jp/consortium/illegal_info/20170315_press 
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事業者は対象外である。また，約款解説に記載するのみでは効果は不十分である。 

この点，ＥＵは，フェイスブックやツイッターなどＩＴ大手の事業者 4社と2016年 5月，

ネット上のヘイトスピーチ拡散を防ぐための行動指針に合意した43。当該合意に基づいて，

事業者は，利用者などから通報を受けた書込みについて，内容を 24 時間以内に確認し，必

要であれば速やかに削除する義務を負っている。報道44によると，2018 年 1 月に公表され

た調査結果によれば，大手 4 社が外部からの通報を受けてヘイトスピーチに当たる投稿を

削除した割合は，2016 年 12 月には平均 28％だったところ，今回は 70％に上昇したとのこ

とである。また，通報分の 8 割以上は 24 時間以内に検証を始めていたとのことである。 

さらに，ドイツでは，ソーシャルメディアの運営企業を対象に，ヘイトスピーチなど違

法な投稿を放置した場合，最大 5000 万ユーロ（約 67 億 5000 万円）の罰金を科すことがで

きる新たなヘイトスピーチ規制法が 2018 年 1 月から施行されている。 

これらの大手企業は日本政府が呼びかければ，少なくともＥＵと同様の行動指針に合意

する可能性が高い以上，日本政府はかかる働きかけを行うべきである。 

 
６ 警察庁 

警察庁は各警察署の署長に対して，2016 年 6 月 3 日に通達45を発出し，ヘイトスピーチ

解消法の周知を図った。また，解消法施行後は，ヘイトデモに際して，デモ開始前に，警

備に当たる警察官が，デモ参加者に対して，ヘイトスピーチ解消を呼びかけるアナウンス

を行うようになった。しかし，これについては全国統一基準があるわけではなく，次第に

その割合も減ってきている。 

また，カウンターとヘイトデモを行う人々との衝突を避けるという名目の下，カウンタ

ーを柵で囲う，カウンターがデモに近づけないよう足止めする，カウンターの写真や動画

を撮影するなどの過剰警備が行われる場合があり，あたかも警察が，ヘイトデモが無事に

実施されるよう警護しているかのごとき様相を呈していることは問題である。 

 

第５節 地方自治体の動き 
 
１ ヘイトスピーチ解消法において各地方公共団体に課せられた義務 

ヘイトスピーチ解消法は，各地方公共団体に対して様々な努力義務を課している。すな

わち，不当な差別的言動の解消に向けた取組に関して地域の実情に応じた施策を講じるこ

と，不当な差別的言動に関する相談に的確に応じること，これに関する紛争の防止又は解

決を図ることができる体制整備をすること，不当な差別的言動を解消するための教育活動

を実施すること，不当な差別的言動の必要性について住民に周知し，理解を深めることを

目的とする啓発活動を実施すること等である。このような責務を課すことで地方公共団体

による地域に根差した実効性のある取組を求めているものと言える。 

また，ヘイトスピーチに限定しない取組をしている自治体もある。 

そこで，各地方公共団体の主な取組を以下に紹介する。 

 

                                                   
43 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31811 
44 毎日新聞 2018 年 1 月 20 日 
45 https://www.npa.go.jp/pdc/notification/keibi/biki/keibikikaku20160603.pdf 
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２ 条例による取組 

(1) ヘイトスピーチ 

ヘイトスピーチに関する条例としては，大阪市の「大阪市ヘイトスピーチへの対処

に関する条例」（2016 年 7 月 1 日施行）がある。 

ヘイトスピーチの定義等を明確化し（2 条），市民の関心と理解を得るための啓発を

行い（3 条），申出等に基づいて審査会等の意見を聴いた上でヘイトスピーチに該当す

ると判断した場合に表現内容の拡散防止措置を採るとともに，表現内容の概要，表現

活動を行った者の氏名又は名称等を公表するものとしている（4 条以下）。審査会は学

識経験者等で構成し，市長の諮問に対して中立・公平な立場からヘイトスピーチ該当

性等を審査するとしている（7 条等）。 

(2) 差別一般 

ア 世田谷区 

差別一般に関する条例としては，東京都世田谷区の「世田谷区多様性を認め合い

男女共同参画と多文化共生を推進する条例」（2018 年 4 月 1 日施行）がある。 

多様性を認め合い，人権を尊重する社会を目指すために男女共同参画と多文化共

生を合わせた条例を制定した（前文）。罰則はないものの不当な差別的取扱いによる

他人の権利利益を侵害することを禁じ，公衆に表示する情報に関して不当な差別を

助長することのないよう留意することを求め（7 条），基本的施策として，外国人等

への日本語学習支援・生活支援・社会参画のための支援を行い，偏見や不当な差別

の解消のための啓発等を行うとするとともに（8 条），審議会を設置し，審議会は行

動計画等の調査審議のために区長の諮問に対して答申する（10 条）。苦情の申立て等

に対しては苦情処理委員会が区長の諮問に応じて意見を述べることとされている

（11 条等）。 

イ 東京都 

東京都は，東京オリンピック成功のため五輪憲章理念実現に向けてＬＧＢＴ差別

解消及びヘイトスピーチ解消を目指した条例（「東京都オリンピック憲章にうたわれ

る人権尊重の理念実現のための条例（仮称）」）制定に取り組むことを明らかにした。

なお，同条例案では公の施設の利用制限も含まれている。 

なお，川崎市，名古屋市，神戸市等でも条例制定の動きがある。 

 
３ ガイドライン 

(1) 大阪府 

差別一般に関するガイドラインとしては，大阪府の「差別のない社会づくりのため

のガイドライン」（2015 年 10 月策定，2018 年 3 月改訂）がある。 

差別の未然防止のために裁判所で違法と判断された事例を示して不当な差別的取扱

いを例示することで差別解消に関する理解及び事業者の取組を促し，個別事案の解決

のために人権相談窓口等を紹介している。同ガイドラインは事業者と個人との間で生

じた不当な差別的取扱いの事例紹介を中心としているが，個人間であっても差別的行

為は許されないことを明示している。 

その他，大阪駅に設置されているデジタルサイネージに啓発動画やポスターを放映

して啓発を実施した。 
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(2) 川崎市 

公の施設におけるヘイトスピーチの防止に関するガイドラインとしては，川崎市の

「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律に

基づく『公の施設』利用許可に関するガイドライン」（2018 年 3 月 31 日施行）がある。 

ヘイトスピーチ解消法の施行を受けて施設管理権を適切に行使し，公の施設におけ

る不当な差別的言動を制度的に防止するために策定されたものであるが，定義はヘイ

トスピーチ解消法 2 条と同義としているため適法居住要件等を要する。公的施設の利

用は原則的に許可するものとしつつも（地方自治法 244 条），不当な差別的言動が客観

的な事実に照らして具体的に認められる場合（言動要件）であり，かつ，他の利用者

に著しく迷惑を及ぼす危険のあることが客観的な事実に照らして明白な場合（迷惑要

件）に限り，第三者機関に意見聴取をした上で不許可若しくは許可の取消しができる

ものとしている。第三者機関は市人権施策推進協議会の下に部会として設置され，各

施設の所管組織からの依頼に基づいて審議し，意見を述べるとされ，全員一致で言動

要件及び迷惑要件を満たすと判断した場合，各施設の所管組織は，当該判断及び表現

の自由等の重要性を総合的に斟酌して最終判断を行うとされている。 

(3) 京都府 

同様のガイドラインとしては，「京都府公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のた

めの使用手続に関するガイドライン」（2018 年 3 月施行）がある。 

京都府が基本的指針として策定した「京都府人権教育・啓発推進計画（第 2 次）」に

基づき，人を排斥し，誹謗中傷するようなヘイトスピーチは許されないという人権意

識等の浸透を図る取組を実施していることを踏まえて，公の施設の使用制限規定の適

用について解釈・運用する際に拠るべき基準として策定されたものである。同ガイド

ラインも「不当な差別的言動」の定義はヘイトスピーチ解消法と同義としている。施

設管理者が使用制限の要件に該当すると判断したときは第三者機関から意見聴取した

上で不承認又は不許可とすることができるとしている。 

(4) 東京都江戸川区・愛知県（公共施設の利用規約） 

東京都江戸川区は，公共施設の利用者規約において，ヘイトスピーチ解消法に規定

する「本邦外出身者に対する不当な差別的言動」を行う場合は，その利用を承認しな

いとしている。 

また，愛知県も，ヘイトスピーチ解消法に規定する差別的言動が行われるおそれが

ある場合には利用できないとしている。 

 
４ インターネット上のヘイトスピーチのモニタリング 

兵庫県尼崎市や広島県福山市等ではヘイトスピーチ解消法施行以前からインターネット

上のヘイトスピーチについてモニタリングを実施していたが，解消法施行以後，川崎市，

兵庫県等においてもモニタリングが開始された。差別的表現が発見された場合はプロバイ

ダに削除要請を行うことになるが，いわゆるプロバイダ責任制限法における個人情報の関

係から削除要請が功を奏しない場合もあった。 

しかし，ヘイトスピーチ解消法の施行を受けて，業界団体は，「違法・有害情報への対応

等に関する契約約款モデル条項の解説」を改訂し，インターネットサービス利用における

禁止事項に「ヘイトスピーチ」が含まれることを明示した。 
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５ 弁護士会との連携 

京都府は，京都弁護士会と連携し，2017 年 7 月 4 日から府内 3 か所で「差別などの人権

侵害に関する特設法律相談」を実施し，ヘイトスピーチや部落差別等の人権侵害に関する

相談に対応している。差別に特化した法律相談は数少ない貴重な取組である。 

 
６ 啓発活動 

福岡県は，啓発活動として法務省作成の動画へのリンクを県のホームページに掲載し，

県庁や県営公園等に法務省や県が作成したポスターを啓示するとともに，チラシを直接手

交して利用者に法の遵守を呼びかける取組を行っている。人権相談業務に従事する職員や

人権擁護委員等を対象とする研修においてヘイトスピーチの実態やヘイトスピーチ解消法

の趣旨及び県の取組を解説するとともに，法務局，県，政令市，福岡県人権擁護委員連合

会による連絡会議を設置し，情報交換や効果的な啓発を検討している。 

同県のようなホームページを利用した啓発活動は多くの自治体で実施されている。 

 

７ 日弁連調査結果報告書46 

日弁連は，ヘイトスピーチ解消法の施行を受けた各地方自治体や教育委員会の具体的な

取組についてアンケートを実施した（2016 年 10 月 12 日照会）。 

(1) 解消法 5 条 2 項に基づく新たな相談体制整備について検討しているとした自治体は

都道府県ではゼロ，市区役所では 5 自治体にとどまり，その多くが既存の相談窓口を

利用するとし，紛争防止・解決機関設置を検討している自治体は都道府県及び市区役

所とも各 16％であり，多くが検討していないと回答した。中には「『紛争』の定義に

ついて国に確認中」（横浜市）との回答や「国の具体的な方針が示されていないため，

現在のところ新たな機関の設置等は検討していない」との回答（台東区）もあった。 

(2) 解消法 7 条 2 項に基づく啓発活動については，法務省作成のポスターや広報誌を利

用したり，人権啓発イベントを開催するとした自治体が多数を占めた。 

公共施設の使用許可の運用変更については，都道府県及び市区役所とも変更はない

とした自治体が多かったが，前記のとおり，ガイドライン等によりヘイトスピーチ解

消法の趣旨に従ってヘイトスピーチに対応する自治体もある。 

(3) 解消法 6 条 2 項に基づく教育活動については，市区教育委員会において，法律の周

知活動や資料作成・配布等の対応をしている自治体が多かった。 

 
８ 提言 

地方自治体は，努力義務とはいえヘイトスピーチ解消法により相談体制の整備，教育，

啓発の責務を負っている。また，人種差別撤廃条約により締約国が課せられた義務は地方

自治体にも及ぶ。 

よって，地方自治体は，国に対する対応を求めるのみではなく，自ら，憲法及び人種差

別撤廃条約等の各国際条約にのっとり，積極的に各地の実情に合わせて条例やガイドライ

ン等を制定すべきである。 

なお，自治研中央推進委員会47及び東京弁護士会48から人種差別撤廃のためのモデル条例

                                                   
46 https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/publication/data/hate-speech_report.pdf 
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案が提示されている。 

 

第６節 既存の法的規制と限界 
 
第１ 憲法 14 条 1 項 

 

憲法 14 条 1 項は，「すべて国民は，法の下に平等であって，人種，信条，性別，社会的

身分又は門地により，政治的，経済的又は社会的関係において，差別されない。」と規定す

る。 

同条項は「国民」が主語とされているが，基本的人権は前国家的性格を有するものであ

ることから外国人にも憲法上の基本的人権の享有主体性は認められている。 

そして，現在の判例及び通説は，全ての憲法上の基本的人権が外国人に保障されるもの

ではなく，権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除いて日本

に在留する外国人に対しても等しく及ぶとしている（最判昭和 53 年 10 月 4 日判タ 368 号

196 頁）。 

しかし，憲法 14 条は公権力による差別を禁止するものであり，私人間の差別を直接に規

制するものではなく，これを規制するためには立法の手当てか，若しくは私法の一般条項

を介して初めて適用されることになる。 

そこで，差別の具体的内容や救済手段について個別具体的な各法律を検討する。 

 
第２ 現行法規 

 
１ 労働法規 

(1) 労働基準法 3 条 

ア 労働基準法 3 条は，「使用者は，労働者の国籍，信条又は社会的身分を理由として，

賃金，労働時間その他の労働条件について，差別的取扱をしてはならない。」と定め

ている。 

同法 119 条 1 号において罰則規定が定められており，国籍による差別は明文で禁

止され，強制力を有している。 

イ 限界 

同法の規制は労働条件に対するものであり，外国人を雇用するか否かの場面では

適用されない。しかし外国人の多くは，そもそも労働契約の締結以前の差別（就職

差別）を受けている49。 

(2) 職業安定法 3 条本文 

ア 職業安定法 3 条本文は，「何人も，人種，国籍，信条，性別，社会的身分，門地，

従前の職業，労働組合の組合員であること等を理由として，職業紹介，職業指導等

                                                                                                                                                               
47 自治研中央推進委員会 2016 年 10 月「条例要綱試案の提案 ヘイトスピーチ解消法施行を受けての地方公共

団体における条例の制定に向けて」「人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する条例（人種

差別撤廃条例）要綱試案」 
48 東京弁護士会 2018 年 6 月 8 日「地方公共団体に人種差別撤廃条例の制定を求め，人種差別撤廃モデル条例

案を提案することに関する意見書」「人種差別撤廃モデル条例案」 
49 前掲脚注 2 と同じ。 
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について，差別的取扱を受けることがない。」と定めている。 

同法は，労働基準法と異なり，罰則規定をは定めていない。 

イ 限界 

同法に罰則規定がないことから同条項の実効性に疑問が生じかねない。 

 
２ ヘイトスピーチ解消法 

同法の問題点と限界は本章第３節第２の「４ ヘイトスピーチ解消法の成立とその問題

点」記載のとおりである。同法は前文で「許されない」と宣言するものの，罰則はもちろ

ん禁止規定すらない単なる理念法であることから実効性に疑問がある。地方公共団体との

関係では，同法は，国に対し，不当な差別的言動の解消のための各種取組の責務を課して

はいるが，各地方公共団体から国に対して具体的な方針の表明を求める声が挙がっており50，

国の取組は不十分である。地方公共団体に対しても努力義務のみであり，各地方公共団体

の取組は様々である。なお，地方公共団体による同法の取組は前述のとおりである。 

 
３ 民法，刑法 

以上のとおり，法律上，明文で国籍や人種等による差別の禁止が規定されているものは

僅かしかなく，そこに該当しない場合の権利救済は，民法の一般条項（民法 709 条不法行

為）や刑法の侮辱罪，名誉毀損罪の適用を介して行っていくことになる。 

しかし，民事責任追及により認められる慰謝料等の賠償額はその損害に比して低額と言

わざるを得ない。また，対象が「○○人」「○○民族」など不特定多数に向けられた差別的

言動や名誉毀損については，民事上・刑事上の責任は問われないことも前述のとおりであ

る。 

 
第３ 各条約機関からの勧告等 

 

以上のとおり，人種差別を撤廃するための国内法の整備は不十分である。 

そのため，人種差別撤廃委員会からは，人種差別禁止の特別かつ包括的な法の制定や，

差別を扇動した公人に対する制裁措置を求められており51，また，自由権規約委員会からは，

差別，敵意又は暴力の扇動となる，人種的優越又は憎悪を唱道する全ての宣伝を禁止する

ことや，刑事訴追を求められている状況にある52。加えて，女性差別撤廃委員会からも包括

的な法律の制定を求められている53。 

 
第４ 国内人権機関，個人通報制度 

 

また，人種差別を撤廃するための国内法の欠如と，司法による救済の限界がある現状に

おいて，日本には国内人権機関がなく，個人通報制度も導入されていない。前者はいわゆ

るパリ原則に基づく政府から独立した機関であり，訴訟による実質的な被害救済が困難で

ある現実からすると被害者救済の見地から速やかな設置が求められる。後者は各条約や選

                                                   
50 法務省 2016 年 9 月 30 日「地方公共団体の取組内容」 
51 人種差別撤廃委員会総括所見（2014 年 9 月 26 日及び 2018 年 8 月 30 日） 
52 自由権規約委員会総括所見（2014 年 8 月 20 日） 
53 女性差別撤廃委員会総括所見（2016 年 3 月 7 日） 
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択議定書等に定められた権利が侵害され，国内の救済手段を使い尽くしてもなお救済され

ない場合に各条約機関に救済を求めるものである。 

そのため，国連の各人権条約機関からの総括所見や，普遍的定期的審査（ＵＰＲ）にお

ける諸外国からの勧告において，繰り返し国内人権機関及び個人通報制度の創設が要求さ

れている。 

 

第７節 各国の包括的差別禁止立法 
 
第１ はじめに 

 

前節で述べたとおり，日本国憲法 14 条は国家による人種差別を禁止し，また，労働基準

法等，個別の分野について，人種若しくは国籍を理由とする差別を禁止する法律が日本に

はある。しかしながら，私人間の人種差別を一般的に禁止する法律はない。これに対して，

多くのＯＥＣＤ加盟国は，労働法の分野に限らず，より広い場面における国籍，人種，出

身国若しくは民族的出自を理由とする差別を禁止する差別禁止法54を有している。 

これらの差別禁止法を有する国においても，人種差別を完全に解消できているものでは

ない。特に，近時多くの難民を受け入れている欧州諸国では，深刻な実態も生じている。

しかし，これらの法律の存在によって，人種差別は許されないという社会的認識が一般的

に醸成され，また，差別を受けた者の具体的救済につながっていることは明らかである。 

また，人種差別行為の中でも，ヘイトスピーチ，すなわち特定の人種・民族に属する人

や特定の国籍を有する人等に対する憎悪・差別を助長・扇動する言動については，多くの

国が一定の条件の下で，これを刑事罰の対象としている。これに対して米国には，表現の

自由の保障を重視する立場から，通常のヘイトスピーチに刑事罰を課する法律はない。し

かし，このような憎悪・差別の助長・扇動を動機として，何らかの罪を犯した場合は，こ

れをより重く処罰するヘイトクライム規制が認められている。 

 
第２ ＥＵの人種差別禁止法制 

 

ＥＵレベルの法的規制は，ＥＵ加盟国間の交渉の結果の一致点として設けられた最低限

の規制とされている。後述のとおり，ＥＵ加盟国の多くはＥＵレベルでの法整備より前に，

独自の人種差別防止法を有していたものであり，ＥＵの指令若しくは枠組み決定の実施に

より，人種差別解消にかかる法制度が大幅に前進したという国は多くない。しかし，ＥＵ

全加盟国が最低限必要な規制として合意した内容であり，世界の中でも 28 のＥＵ加盟国で

既に国内法化されているという意味において一般的に人種差別を禁止する立法のない日本

にとっては，一つの有益な指針になると考えられる。したがって，以下では，ＥＵレベル

での法制度について詳述する。 

 

                                                   
54 「人種」に「国籍」を含むかどうか，どの限度で含むかは，各条約・立法により様々である。例えば人種差

別撤廃条約に関する外務省の Q&A の Q２では，「「国籍」の有無という法的地位に基づく異なる取扱いに当たら

ない限り，在日韓国・朝鮮人を始めとする我が国に在留する外国人についても，これらの事由に基づく差別が

行われる場合には，この条約の対象となります。」とされている。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jinshu/top.html Q4 も合わせて参照。 
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１ 人種差別の禁止に関する理事会指令(以下「ＥＵ差別禁止指令」) 

(1) ＥＵ差別禁止指令の制定 

ＥＵは 2000 年 6 月 29 日に，全加盟国に対して，人種的出自若しくは民族的出自に

かかわらず平等な取扱いを受けることを保障するための法律の制定を求める理事会指

令55を採択した。この指令に基づき，全てのＥＵ加盟国は，同指令の要求を充たす内容

の差別禁止法を制定する義務を負った。これまでに全ＥＵ加盟国 28 か国において，同

指令を実施する差別禁止法が制定されるに至っている。なお，同指令は，最低限の法

規制とされており，各加盟国がより厳しい人種差別防止のための法規制を設けること

を認めている。例えば差別的行為に対する刑事罰は同指令に規定されていないが，い

くつかの加盟国では，もともと人種差別行為が刑法に基づく違法行為とされており，

これらの規制は同指令実施後もそのまま維持されている。 

(2) ＥＵ差別禁止指令の概要 

ア 禁止の対象となる差別の根拠 

本指令は，「国籍」による区別に適用がなく，ＥＵ加盟国以外の国の国籍を有する

者が加盟国に入国し若しくは在留する条件についての各加盟国の決定権に影響せず，

また，ＥＵ加盟国以外の国籍を有するという法的地位から生じる取り扱いには適用

されない。ただし，差別が国籍の有無や特定の国籍を有することを理由とするもの

ではなく，人種的出自や民族的出自を理由とするものである場合は，禁止の対象と

なる。 

また，宗教・信条，障がい，年齢，性的指向を理由とする差別は，主として雇用

の分野での差別を禁止する立法を求める別の指令の対象56となっており，現時点では

人種差別禁止指令により禁止の対象となる分野より差別が禁止される分野が狭くな

っている57が，実質的に人種的出自若しくは民族的出自と重なる部分が多く，その限

度において人種差別禁止指令による保護を受けられると考えられる。 

なお，特定のＥＵ加盟国に 5 年以上合法的に居住したＥＵ加盟国以外の国籍を有

する者は，原則的にＥＵ加盟国の国籍を有する者と同等に扱われることになる58。 

イ 禁止されるべき差別の形態 

① 直接差別 

② 間接差別 

一見中立的な基準による区別が，実質的に一定の人種的若しくは民族的出自を

有する人を差別的に扱うことになる場合（例：あご髭のある人が食品加工工場で

働くことを認めない→シーク教徒の間接差別になる。あご髭をカバーする措置を

すれば衛生上の問題は解決できるので，必要な措置とは言えず正当化できない。） 

③ ハラスメント 

特定の人種的出自若しくは民族的出自を有する人の尊厳を害し，これらの人を

                                                   
55 理事会指令 2000/43/EC 
56 2000 年 11 月 27 日付理事会指令 2000/78/EC。なお，ジェンダーを理由とする差別を禁止する理事会指令を

含めて 3 つの指令が採択されている。 
57 人種差別以外を理由とする差別についても，雇用に関する分野に限定せず，人種差別禁止指令と同様に広い

分野での差別を禁止する指令が提案されているが，未だに採択されていない。 
58 長期に在留する第三国国籍者の地位に関する 2003 年 11 月 25 日付理事会指令 2003/109/EC。一定の事項に

ついては加盟国が異なる取扱いをすることが許容されている。 
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侮蔑するような環境を創り出すことを目的とし，若しくはそのような効果を有す

る言動 

④ 差別の教唆 

ウ 指令が適用となる差別の場面 

いずれも公的機関による差別であるか，私人による差別であるかを問わない。 

① 就労（労働者としての採用若しくは特定の自営業の開業条件）・昇進 

② 職業訓練 

③ 労働条件（給与，解雇を含む） 

④ 労働者団体・職業団体への加盟及びそこから得られる便益 

⑤ 福祉・社会保障・医療 

⑥ 社会的便益（social advantage） 

⑦ 教育 

⑧ 住居を含む，商品若しくはサービスに対するアクセス 

エ 人種差別からの救済・人種差別の撤廃のために加盟国が負う義務 

① 調停手続を含む，差別による被害の救済のための司法的及び／若しくは行政的

手続の整備 

② 救済手続において被害を訴える者を支援し若しくはこれを代理する組織ができ

ることの保障 

③ 挙証責任の転換に関する規定の整備 

④ 差別を訴えた者に対する報復措置その他あらゆる不利な取扱いの禁止 

⑤ 人種差別禁止規定の周知 

⑥ ＮＧＯとの対話の促進 

⑦ 禁止される差別行為に対する効果的な制裁の採択（加害者による被害者への補

償の支払を含み得る） 

オ 差別の撤廃を促進するための機関 

各加盟国は，被害を訴える者を支援し，差別の現況について独立した調査を行い，

差別の撤廃のための独立した報告・勧告を行う組織を指定しなければならない。当

該組織は，国レベルの人権機関の一部とすることができる。 

カ 以上のとおり，ＥＵ差別禁止指令は，禁止される差別の態様や場面を具体的に明

確にしている。また，挙証責任の転換，報復措置の禁止，救済手続において被害者

を支援する組織を創ることの保障，独立した機関による被害者の支援等，差別の被

害を受けた人がより容易に被害の回復を受けることの制度を保障している。さらに，

特定の機関が各加盟国における人種差別の現況を継続的に調査し報告する義務を負

うことを規定している。これらはいずれも日本においては認められていない制度で

ある。今後ますます多くの外国にルーツを持つ人々が日本社会の一員として定着す

ることが想定される中，日本社会における人種差別意識・外国人嫌悪を無くし，人

種差別の被害者を実効的に救済するためには，日本においてもＥＵ差別禁止指令で

要求されるような法律を制定することが不可欠と考えられる。 
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(3) 主なＥＵ各加盟国における人種差別禁止指令の実施状況 

ア 英国 

元々人種差別禁止法を有していたが，2006 年平等法(Equality Act)，及びその後

の 2010 年平等法により，ＥＵの各差別禁止指令を実施している。2010 年平等法は，

ＥＵ人種差別禁止指令と異なり，人種に「国籍」が含まれることを明確にしている。

ただし，英国国籍のないものとある者（特に，現時点においてはＥＵ加盟国以外の

国籍を有する者）を法的に全く同等に扱うことまでを求めるものとは解されない。 

人種差別解消を促進する役割を担う組織は，2006 年平等法により設置された平等

及び人権委員会（Commission for Equality and Human Rights）である。 

イ フランス59 

1972 年に制定された人種差別禁止法以来，一定の人種差別行為は，人の尊厳を傷

つける行為として，刑事罰の対象となっている。その対象の範囲は，法律改正によ

り順次拡大され，人種を理由とした入居，宿泊拒否，レストランなどでの入店拒否

といった，サービス提供における人種差別，雇用の場面での人種差別，経済活動に

おける人種差別も処罰の対象となっている。 

2008 年に採択された差別防止法及び 2004 年に採択された差別防止機構設置法は，

人種差別禁止指令を含む，五つのＥＵの差別禁止指令を実施している。禁止される

差別の根拠は，基本的に指令と同じである。差別防止法の採択により人種差別禁止

法は廃止された。 

2004 年の法律により設置されることとなった差別防止機構(Haute autorité de 

lutte contre les discriminations et pour l'égalité:差別と闘い平等を促進する

高等機関）は，公権力から独立した組織であり，被害者からの提訴を直接受け，若

しくは，裁判において被害者を支援する権限を有する。 

ウ スウェーデン 

スウェーデンでも，もともと刑法に，一定の差別的行為を行った者を処罰する規

定が設けられており，例えば，レストラン，商店の経営者が人種，肌の色，国籍，

出身，宗教などを理由に差別を行った場合には，懲役刑を含む罰則が適用される60。 

1994 年に公布された人種差別禁止法は主として労働分野における差別禁止と救済

を規定するものであったが，労働分野以外における社会生活においても人種差別が

行われないように監視するため，人種差別抑制オンブズマンを設置した。また，オ

ンブズマンの活動を支援する人種差別抑制委員会が同時に設置されるものとした。 

2008 年に人種差別禁止指令その他のＥＵ差別禁止指令を実施する一般的な差別禁

止法を採択した。同法においても，遵守状況を監督する独立組織である差別オンブ

ズマン及び雇用者等に課された差別解消のための積極的行動義務の違反に対する金

銭的制裁を決定する差別抑止委員会が設置されるものとされた。 

                                                   
59 鈴木尊紘「フランスにおける差別禁止立法及び差別防止機構法制」『外国の立法 No.242』（2009 年 12 月）

http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/242/024202.pdf 
60 スウェーデンにおける 2008 年差別禁止法制定以前の状況については，第 47 回人権擁護大会シンポジウム第

１分科会基調報告書 407 頁参照。

https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/organization/data/sympo_keynote_report041007.p

df 
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2017 年には差別禁止法が改正され，一定規模以上の事業所の雇用者は，差別の解

消のため一定の積極的措置を採ることが義務付けられた。 

エ ドイツ61 

ドイツでは個別の反差別法がいくつか制定されていたが，2006 年に制定した一般

的な反差別法によりＥＵの指令を実施した。この法律は，人種的出自及び民族的出

自以外の事由に基づく差別については，雇用の場面を超える分野を対象としており，

ＥＵの指令の規制を拡大するものとなっているが，人種差別禁止指令との関係では，

指令の規定する規制の範囲を超えるものではない。ドイツにおいて差別禁止を推進

する機関として指定されたのは，連邦反差別局（Antidiskriminierungsstelle des 

Bundes）である。 

オ 他の加盟国においても上記の国と同様に，ＥＵ差別禁止指令の要求に応じた差別

禁止法が制定されている。この点に加え，多くのＥＵ加盟国において，労働やレス

トランでの入店拒否のようなその他の市民社会の場面における差別行為に対して刑

罰が規定されていることに注目すべきである。 

 
２ ＥＵにおけるヘイトスピーチ・ヘイトクライムに対する各国の規制 

(1) ＥＵのヘイトスピーチ・ヘイトクライムに関する理事会枠組決定62 

ア ヘイトスピーチ（1 条及び 3 条） 

ＥＵは，2008 年に「刑事罰をもって，一定の人種差別的表現及び外国人嫌悪表現

と闘う理事会枠組み決定」を採択した。同枠組決定は，各加盟国に対して，以下の

行為に対して刑事罰を設けることを要求している。 

① 人種，肌の色，世系，宗教若しくは信条，又は出身国若しくは民族的出自によ

り区分される一定の人のグループ若しくは当該グループに属する人に対する暴力

若しくは嫌悪の公の扇動， 

② 公にパンフレット等を配布することにより行われる①の扇動， 

③ ①記載のグループ若しくはそのグループに属する人に対して向けられたジェノ

サイド，人道に対する罪，戦争犯罪等の許容，否定若しくは矮小化 

団体によるヘイトスピーチに対しては，団体の業務停止，司法当局の監視下に

おくこと，解散命令などの処分を設けることを求めている。 

イ ヘイトクライム（4 条） 

上記決定はさらに加盟国に対して，人種差別的若しくは外国人嫌悪的動機により

行われたア記載の行為以外の犯罪について，当該動機を，刑を加重すべき情状とす

ることを求めている。 

ウ 加盟国による実施状況 

ＥＵ加盟国はいずれも本枠組決定を実施し，決定の規定するヘイトスピーチに刑

罰を科する法制度を設けている。なお，日本は人種差別撤廃条約 4 条(a)及び(b)に

ついて，表現の自由との関係で留保宣言を行っているが，フランス，ドイツ等も同

                                                   
61 齋藤純子「ドイツにおけるＥＵ平等待遇指令の国内法化と一般平等待遇法の制定」『外国の立法No.230』（2006

年 11 月）http://www.ndl.go.jp/jp/diet/publication/legis/230/023004.pdf 
62 2008 年 11 月 28 日付け理事会枠組み決定 2008/913/JHA。2008 年当時，ＥＵには，刑事司法に関して加盟国

に対して拘束力のある指令を出す権限がなく，枠組み決定という法形式が用いられた。 
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様の留保宣言を行いながら，ヘイトスピーチに対する刑事罰の規定を設けているこ

とに留意が必要である。 

(2) ＥＵにおけるオンライン上のヘイトスピーチに対応するための制度 

ア ＥＵとＩＴプラットフォーム大手各社との行動規範の合意-自主規制アプローチ 

2016 年 5 月 31 日，ＥＵ委員会は，フェイスブック，マイクロソフト，ツイッター

及びユーチューブの 4 社とオンライン上の違法なヘイトスピーチに対応するための

行動規範を調印した63。行動規範には， 

① 各企業が，違法なヘイトスピーチがあるという通報に効果的に対応するための

明確な検討プロセスを設けること 

② 受領した通知の大半を 24 時間以内に検討し，必要であれば 24 時間以内に削除

すること 

等が規定されている。 

ＥＵ委員会が 2018 年 1 月に公表した第 3 回モニタリングの結果によると，通報さ

れた違法なヘイトスピーチの 70％が削除されており，また，通報の 81％が 24 時間

に検討されている64。 

イ ドイツのＳＮＳ規制法 

このような自主規制アプローチに対して，ドイツでは，2017 年 6 月，明らかに違

法なヘイトスピーチを放置したサイト管理者に最大 5000 万ユーロ（約 67 億円）の

罰金を科する法律を採択した。この法律によると，当局の指摘から原則として 24 時

間以内に，サイト管理者が対応しない場合，罰金の対象となる65。 

 
第３ ＥＵ以外の国の反人種差別立法 

 
１ 包括的差別禁止立法 

上記ＥＵの状況の他，第 47 回人権擁護大会シンポジウム第 1 分科会基調報告書 398 頁以

下に，オーストラリア，カナダ，アメリカ合衆国の差別禁止法制について詳細な報告がな

されている。これらの国の基本的な法制度は，変更されていない。他に，南米諸国，南ア

フリカ，香港等でも人種差別禁止法が制定されている。 

 
２ ヘイトスピーチ規制 

(1) 一般的状況 

人種差別撤廃条約 4 条は，人種差別を助長し，及び，扇動する一定のヘイトスピー

チを犯罪とすることを求めており，ＥＵ以外においても，世界の多くの国がこれを処

罰対象としている。 

(2) 米国におけるヘイトクライム規制 

米国では単なる表現にとどまるヘイトスピーチは表現の自由の保障の観点から刑事

罰による処罰対象とはしていない。しかし，1968 年市民権法が，「教育その他のサー

ビスを受け，若しくは，就労しようとする等をする者を，人種，肌の色，宗教若しく

                                                   
63 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31811 
64 http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=612086 
65 https://www.bbc.com/japanese/42532490 
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は出身国を理由として，有形力を行使し意図的に傷つけ，脅迫し，若しくはこれを妨

害した者」は，連邦法違反としてその態様に応じた一定の刑罰を受けるものとしてい

る。また，1984 年に採択された Violent Crime Control and Law Enforcement Act は

米国量刑委員会に対して，人種等を理由として行われた犯罪について，量刑を加重す

るように求めている。このように米国では，有形力を伴う人種差別的行為若しくは人

種差別的動機に基づく犯罪行為を，ヘイトクライムとして罰し，若しくは刑を加重す

るものとされている。州レベルでもヘイトクライムを規制する法律がある。 

(3) カナダにおけるヘイトスピーチ規制 

カナダの人権法 13 条は，インターネットを含む遠隔通信手段を利用した人種差別的

表現を差別的行為として人権委員会による調査・措置の対応としていたが，表現の自

由との関係で長年にわたり，この規定の合憲性について議論があった。カナダの最高

裁は，当該条項の合憲性を認めたが，2013 年，議会により人権法 13 条が削除された。

ただし，人権法 12 条は，差別的な表示，サインなどを出版したり，公の場に表示する

ことを差別的行為として，人権委員会の調査・措置の対象としており，この規定は削

除されていない。また，カナダの連邦刑法も，人種差別の宣伝，ジェノサイドの否定

など一定の人種差別的言動を刑事罰の対象としている。これらの規定についても合憲

性が争われたが，カナダの連邦裁判所は違憲と認めなかった。 

 

第８節 提言 
 
第１  実態調査の継続 

 

前記のとおり，法務省は，ヘイトスピーチ解消法施行前の 2016 年 3 月末にヘイトスピー

チに関する実態調査報告書を公表し，その 1 年後の 2017 年 3 月末には「外国人住民調査報

告書」を公表した。この調査は，外国籍住民を対象として，外国人がどのような差別に直

面しているのかを把握するために日本政府が行った歴史上初めての公的調査であり，かか

る調査が政府によりようやく行われたことは評価に値する。 

しかし，前記のとおり，これらの調査を今後も継続するか否かについては，「必要性も含

めて検討する」と積極的な姿勢を見せていない。 

しかしながら，人種差別の実態を把握し，有効な立法や施策を講じるためには，継続的

な調査は不可欠である。 

 
第２ 包括的な差別禁止法の制定 

 
１ 民事規制の必要性 

現行法では差別的言動に基づく被害救済は，一定の集団に対するものである場合等は民

事上の不法行為に該当しないとされる上，損害賠償額も低額にとどまる。刑事訴追に当た

っても当該差別的言動が刑法上の行為に該当するか否かが問題となるだけでなく，仮に訴

追されたとしてもその人種差別的な動機が量刑の加重理由として斟酌されることはほぼな

い。 

これまでみてきたとおり，国内における差別的言動等は減少しているわけではなく，ヘ

第２章　差別禁止



－ 130 －

120 
 

イトスピーチ解消法は対象が狭すぎることや禁止規定がないこと等の問題点があり，実効

性を欠く。これらの問題を克服するためには，差別的言動のみならず差別的取扱いも対象

とし，かつ，被害者の範囲を在留資格やルーツで限定せず，民族，国籍，人種，世系に基

づく差別を広く禁止する基本法を早急に制定することで，ヘイトスピーチを含む人種差別

全般に関してより多くの予算と人員を配置し，もって，より効果的な施策を推進していく

必要がある66。 

 
２ 刑事規制と表現の自由への配慮 

このような民事規制に対し，刑事規制に当たっては，当該表現が差別的言動等に該当す

るか否かについては表現内容に踏み込んで判断せざるを得ないため，表現内容に対する規

制となることから，表現の自由に対する配慮が必要となる。この点，思想の自由市場の観

点から表現の自由に配慮し，差別的言動等であっても刑事規制を及ぼすべきではないとの

考えがある一方で，あまりに度を越した言動については民事規制のみでは被害者救済を図

れないとして刑事規制を及ぼすべきであるとの考えもある。また，表現の自由と被害者救

済に配慮し，差別的言動等のうちヘイトクライム（人種差別的な思想を背景とする暴力行

為）に限定し，これを侮辱罪や名誉棄損罪等で処罰する場合には当該行為がヘイトクライ

ムであることを量刑上考慮し，加重処罰事由とすることを認めるべきとする考え方もあり

得よう。 

 
第３ 国内人権機関の創設・個人通報制度の実現 

 

上記のとおり，司法的な救済は，不特定多数を対象としたヘイトスピーチには及ばず，

被害者が特定されているケースでも，自ら氏名や住所を明らかにすることによる二次被害

を恐れ，泣き寝入せざるを得ないケースも多い。さらに訴訟を提起したとしても，その結

果が出るまでには長い時間と費用が掛かる上，認定される慰謝料額には，抑止的効果は小

さい。 

以上の司法の限界を克服し，人種差別に対して効果的な救済を行うためには，パリ原則

に沿った，政府から独立した国内人権機関による，迅速かつ効果的な人権救済手続が早急

に導入される必要がある67。 

加えて，対象を特定しない差別的言動等は民事規制の対象とならないことから国内にお

ける救済は事実上困難である。そのため，国内救済手段を尽くした後に国際機関において

国際人権基準に基づく救済を求める機会を与える個人通報制度を実現すべきである。 

                                                   
66 日弁連 2015 年 5 月 7 日「人種等を理由とする差別の撤廃に向けた速やかな施策を求める意見書」 
67 日弁連 2014 年 2 月 20 日「国内人権機関の創設を求める意見書」 
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第３章 在留制度と国籍 
 

第１節 はじめに（総論） 
 
第１ 検討の前提 

 

安定した国籍や在留資格を保持しているか否かは，言うまでもなく，当事者の人権保障

に大きな影響を及ぼす。したがって，外国人労働者その他外国にルーツを持つ人々の諸権

利の実効的な保障のためには，当事者の地位の安定確保，すなわち，国籍と在留資格の安

定した取得・維持こそが，その鍵とならざるを得ない。 

ところが，前述のとおり，日本の外国人労働者受入れは多分になし崩し的に進行してき

た経過があり，当事者の在留資格も，その労働者性や定住性の実情とは乖離した，不安定

なものにとどまっている例が多い。さらには，長期間にわたって在留資格を有しない状態

で労働提供を続けている当事者の例も少なくない。加えて，そもそも，人間の活動や地位

を細分化して外国人を"輪切り管理"しようとする在留資格制度自体が，人々のライフスタ

イルや価値観や学び方・働き方の多様化に対応せずに制度疲労を起こしている，というこ

とも忘れてはならない。 

他方，日本国籍の取得（生来的・伝来的）についても，その要件が十分に緩和されてい

ない上に手続の透明性を欠いている部分も多いため，当事者の日本国籍取得・維持に対す

る合理的期待に応えているとは言えない。さらには，国籍選択制度や国籍留保制度との関

連での日本国籍喪失事案や，現在の国籍実務の下でなお発生している無国籍事案等，出生

時及び出生後の日本国籍の得喪に関して様々な解決すべき問題点が多数存在しており，こ

れらの解決も求められている。 

そこで，以下においては，在留資格と国籍とに分けて，各制度の現状と主たる課題を分

析し，あるべき課題解決の方向性を示すこととする。 

 
第２ 在留制度（出入国・退去強制を含む）の現状と課題 

 

在留制度を巡る問題点は多岐にわたるが，本章では，そのうち特に「在留資格制度」「近

時の入国・在留管理強化」「在留特別許可制度」の 3 点を取り上げて現状分析を行うことと

したい。 

 
１ 在留資格制度 

まず，前述のとおり，入管法に基づく入国在留管理の根幹をなす｢在留資格」制度は，外

国人の在留資格を「活動」又は｢身分又は地位｣に基づいて輪切りにし，その個別の定義の

枠内に当事者の活動や身分・地位を限定して管理しようとするものである。これは，後述

するいわゆるマクリーン判決の言うところの「外国人在留制度のわく内」という表現と相

まって，日本に在留する外国人の諸活動を制約する強力な足かせとなってきた。近時は，

世界中において人々のライフスタイルや価値観や学び方・働き方が多様化してきているが，

入管法の在留資格制度の枠組みは，細部の手直しはされてきたとはいえ，大枠において少

なくとも 1990 年施行改正法以降の四半世紀にわたっては大きな変化はなく，時代に取り残 
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法務省入国管理局「出入国管理のしおり 2017」より引用 

 

されている感が強い。 

このような，時代に即応せず，かつ細分化され過ぎた在留資格による輪切り管理とその

「枠内」を前提とした権利保障は，社会の高度化に伴う「人」としての活動や身分の複雑化

との大きな乖離をもたらし，当事者に対して不自由・不合理を強いる硬直的制度となって

しまっているのと同時に，必要以上の人権制約をもたらす装置として機能してしまってい

る。 

この問題点とその解決に向けた方向性について，第２節第１において詳述する。 

 
２ 近時の入国・在留管理の強化 

上述のとおり在留資格制度そのものが時代に即応しない状況にある一方で，入管法その

他関係法令の改正自体は，特に 2000 年代以降，極めて頻繁に繰り返されてきた。 

その改正の多くは，入国・在留管理の強化に向けられた内容であり，むしろ 2000 年以降

はほぼ管理強化一辺倒であったと言っても過言ではない状況にある。 

また，上記のような法改正と呼応するように，｢水際作戦」｢不法滞在者 5 年半減計画｣

等の政策も実施されてきたことから，あまりにも排外的・管理的色彩に偏った対応が行わ

れてきたものと評価すべきであり，その弊害も目立っている。 

この問題点とその解決に向けた方向性については，第２節第２において詳述する。 
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2000 年以降の主な入管法改正 
施行日 主な内容 

①2000/2/18 
・退去強制を受けた者が再度来日する場合の上陸拒否期間を「1 年」から

「5 年」に延長 
②2002/3/1 ・退去強制事由と上陸拒否事由の追加 
③2004/8/2 ・精神障害者を一律上陸拒否事由としていたのを緩和（5 条 2 号）。 

④2004/12/2 
・在留資格取消制度の新設 
・出国命令制度の新設と，上陸拒否期間の細分化（「1 年」「5 年」「10

年」） 
⑤2005/5/16 ・難民認定制度の大幅改正 

⑥2005/7/12 
・人身取引対策に伴う，上陸拒否事由，上陸特別許可，在留特別許可，退

去強制事由等の修正 
⑦2005/12/10 ・旅券法関係の退去強制事由の追加 
⑧2005/12/22 ・運送業者の旅券等確認義務と罰則を新設 
⑨2006/6/13 ・テロ対策関係の退去強制事由の追加 
⑩2006/11/24 ・退去強制の送還先制限の緩和 
⑪2007/2/1 ・入国する航空機等の乗客情報の事前報告義務付け 

⑫2007/11/20 
・上陸する外国人に指紋等の生体認証情報提供義務付け，上陸審査の自動

化ゲート導入 
⑬2009/7/15 ・拷問禁止条約の送還禁止規定対応の明文化 
⑭2010/1/1 ・乗員上陸許可対象者の乗員手帳等の携帯・提示義務を新設 

⑮2010/7/1 
・研修制度見直し，就学の留学への一本化，入国者収容所等視察委員会新

設，更新等申請中の期間満了の措置，上陸拒否制度の見直し等 
⑯2010/12/23 ・強制失踪条約の送還禁止規定対応の明文化 

⑰2012/7/9 
・在留カード，特別永住者証明書，外国人住民票，みなし再入国許可，在

留資格取消事由追加，在留期間上限の伸長 
⑱2015/4/1 ・「高度専門職」資格，「船舶観光上陸許可」制度新設など 
⑲2017/1/1 ・"偽装滞在者対策"強化など 
⑳2017/9/1 ・「介護」資格など 

 
３ 在留特別許可の厳格化 

超過滞在その他の事由によって退去強制事由（入管法 24 条）に該当するに至った外国人

当事者について，人権上・人道上その他の事由によって，法務大臣又はその権限委任を受

けた地方入管局長が「特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」は，（退去強制し

ないこととして）在留資格を付与することができる制度が存在する（入管法 50 条 1 項，難

民申請者につき 61 条の 2 の 2 第 2 項）。 

この在留特別許可制度は，入国在留制度の硬直化・厳格化に対して一定程度これを緩和

する重要な役割を，実務上果たしてきた。 

ところが，在留特別許可の許可率（裁決段階において退去強制事由があるとされた事案

のうち，在留特別許可がされた事案の占める割合）は，1990 年代と比べると著しく低下し

ており，在留特別許可制度自体の存在意義が問われかねない状況が発生している（この点

は，次頁に掲げる表1を参照。）。 

例えば，既に来日し現に労働者として日本社会を支えている当事者及びその家族につい

て，子どもの最善の利益（子どもの権利条約 3 条）や家族及び私生活の尊重（自由権規約

                                                   
1 関聡介｢非正規滞在者の権利」（近藤敦編『外国人の人権へのアプローチ』明石書店，2015 年）収録のグラフ

を，アップデートしたもの。なお，在留特別許可「率」は，各年の 在留特別許可数÷裁決数 として算出して

いる。それぞれの「数」は，法務省｢出入国管理統計」による。 
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17 条，23 条，子どもの権利条約 9 条）等の規範を踏まえて，その地位の安定化と権利保障

を速やかに行うことが求められるところ，そのための手続として在留特別許可制度が活用

されるべきであるにもかかわらず，十分に機能しているとは言えない現状にある。 

この問題点とその解決に向けた方向性について，第２節第３において詳述する。 

 

 
 

 
第３ 国籍の得喪を巡る制度の現状と課題 

 

日本の国籍法制は，厳格な血統主義を基調とし，また，複数国籍の保持を制約し，帰化

に関する権利性を認めないことを特徴としている。 

この国籍法制に起因して，国籍の取得・喪失との関連で様々な問題が発生しているが，

本章では，以下の各場面を取り上げて現状分析を行うこととしたい。 

① 出生による日本国籍の取得（国籍法 2 条関係） 

② 認知による日本国籍の取得（同法 3 条関係） 

③ 日本国籍の留保制度（同法 12 条関係） 

④ 日本国籍の選択制度（同法 14 条関係） 

⑤ 自己の意思による外国国籍取得による日本国籍喪失（同法 11 条関係） 

⑥ 帰化制度（同法 4～10 条関係） 

 
１ ①出生による日本国籍の取得について 

まず，①に関しては，日本が極めて厳格な血統主義を採用している結果，移民四世，五

世になってもなお国籍を有しないという事態となっている問題，及び，日本国内で出生し

た子が実効的な国籍を直ちにかつ確実に取得・維持するという観点から見ると，いまだ立

法ないし制度運用に不十分な点があり，無国籍の発生防止が貫徹されていないという問題

を中心に，第３節第１・１で取り上げることとする。 
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２ ②認知による日本国籍の取得について 

次に，②については，2008 年の最高裁大法廷の国籍法違憲判決2を受けて国籍法 3 条 1

項が改正された結果，一定程度の手当てがなされたものの，依然として子の国籍との関係

で認知に遡及効がないとの判例は維持されていることから3，20 歳に達した時点以降に日本

人父からの認知を受けた場合には当該父の日本国籍を承継できないという問題が，依然と

して存在している。そこで，この問題を中心に第３節第１・２で検討する。 

 
３ ③④⑤日本国籍の喪失につながる制度について 

続いて，③④⑤として，本来であれば日本国籍を取得・維持できたはずの当事者が，日

本国籍の喪失を強いられる問題について取り上げる。 

すなわち，具体的には，日本人親から日本国外で生まれた子の国籍留保・喪失について

定める国籍法 12 条の制度（③），複数国籍を有するに至った日本国籍者に対し一定期限ま

でに国籍選択を求める国籍法 14 条の制度（④），自己の意思により外国籍を取得した当事

者の日本国籍を喪失させる国籍法 11 条の制度（⑤）について，それぞれ，第３節第２で検

討する。 

 
４ ⑥帰化制度について 

最後に，⑥については，帰化許可の具体的要件が明らかでない上に，帰化手続のプロセ

ス自体についても適正手続の保障がなされていない等の問題点を取り上げる。そもそも，

血統主義を採用する日本の法制度下においては，外国籍の親から日本で生まれた子の日本

国籍取得は，多くの場合は帰化許可に依らざるを得ないところ，このような当事者にこの

要件が厳格に過ぎるという問題点は早急に解決されなければならない4。 

また，帰化手続について行政手続法と行政不服審査法の適用が全面的に排除されている

ことに象徴されるとおり5，帰化の手続については具体的な許可要件が開示されておらず，

審査のプロセスも文字どおりのブラックボックス状態になっていて，手続の適正が全く担

保されていないという根本的な問題が長年にわたって存在している。この問題の早期解消

も重要な課題であるので，第３節第３で検討する。 

 

                                                   
2 最判平成 20 年 6 月 4 日民集 62 巻 6 号 1367 頁，最判同日裁判集民事 228 号 101 頁 
3 最判平成 9 年 10 月 17 日民集 51 巻 9 号 3925 頁 
4 次頁に掲載した「帰化許可者数及び許可率の推移」は，許可「率」は，各年の許可数÷（許可数＋不許可数）

として算出して作成した。それぞれの「数」は，法務省民事局｢帰化許可申請者数，帰化許可者数及び帰化不

許可者数の推移」による。なお，帰化の場合，実務上は，事前相談の段階で申請に至らない事案が多く，見か

け上の許可率は高くなっている。 
5 行政手続法 3 条（適用除外）1 項 10 号「外国人の出入国，難民の認定又は帰化に関する処分及び行政指導」，

行政不服審査法 7 条（適用除外）1 項 10 号「外国人の出入国又は帰化に関する処分」 

第２編　多文化共生社会の確立のための現状と課題



－ 139 －

127
 

 
 

 

第２節 各論Ⅰ～在留関係 
 
第１ 在留資格制度の問題点 

 
１ 外国人の人権享有主体性と相容れない在留資格制度 

(1) 在留資格の現状 

ア 本稿執筆時（2018 年 8 月）の時点で，入管法の別表第 1 においては，日本におい

て行うことのできる活動に着目した 32 種類の在留資格（高度人材や経営･管理，技

能実習，特定活動など）が，別表第 2 においては，日本における身分又は地位に着

目した 4 種類の在留資格（永住者，定住者，日本人の配偶者等，永住者の配偶者）

が類型化されている。さらに，「特定活動」の在留資格に該当する活動は，法務省の

告示により 39 種類6も定められ，告示外の運用で認められている類型も含めると 50

弱もの「特定活動」が類型化されている。 

その上で，本邦に在留する外国人は，別表第 1 の在留資格を有する者は同表下欄

の活動を，別表第 2 の在留資格を有する者はその身分若しくは地位を有する者とし

ての活動を行うことができるものとされている（入管法 2 条の 2）。 

イ 別表第 1 の在留資格をもって在留する者が収入若しくは報酬を伴う活動をすると

                                                   
6 平成 2 年 5 月 24 日法務省告示第 131 号，最近改正 平成 29 年 3 月 15 日法務省告示第 137 号「出入国管理

及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件」 
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きには，資格外活動許可を受けなくてはならず（入管法 19 条の 2），資格外活動を

専ら行ったことが明らかな場合には退去強制事由（入管法 24 条 4 号イ）及び刑事罰

の対象となる（入管法 70 条 1 項 4 号）。 

ウ 身分関係や地位に着目した別表第 2 の在留資格（「日本人の配偶者等」ほか）を有

する者については，上記のような就労活動に対する制限はないが，日本人の配偶者

等若しくは永住者の配偶者等の在留資格を有していた者がその配偶者としての身分

を有する者としての活動を 6 か月以上しない場合には在留資格取消の対象とされる

（入管法 22 条の 4 第 1 項 7 号）。また，永住者以外の在留資格を有する者については

在留期間の定めがあるので，期間更新がされない場合にはたとえ日本に家族がいた

としても別離を余儀なくされる。そして，たとえ永住者であっても刑事事件で 1 年

を超える実刑判決を受けた場合には退去強制の対象とされる（入管法24条 4号リ）。 

(2) マクリーン判決 

ア マクリーン判決の内容と実務への影響 

外国人にも人権享有主体性が認められることは，学説・判例上異論のないところ

であるが（「マクリーン事件判決」＝最大判昭和 53 年 10 月 4 日民集 32 巻 7 号 1223

頁），別表第 1 の在留資格を有する者については，上記のとおり，憲法 22 条 1 項が

保障する職業選択の自由や，憲法 27 条が保障する勤労の権利について，むしろ原則

禁止，例外的に許可されているような規律がなされ，これに反する場合には退去強

制の対象とされ，さらにはその過程で居住移転の自由（憲法 22 条 1 項）についても

日本国籍を有する者とは異なる次元での過酷な制限がされることになる。別表第 2

の在留資格を有する者についても，期間更新不許可や退去強制によって家族との分

離を余儀なくされ，憲法 22 条 1 項の居住移転の自由を制限されるだけでなく，自由

権規約の保障する家族生活の尊重（同 17 条），家族・私生活に対する恣意的干渉の

禁止（同 24 条），子どもの権利条約が保障する子どもの最善の利益（同 3 条 1 項）

が侵害される事態につながっている。 

このような在留資格制度については，既に四半世紀前に安念潤司氏が，「本邦に在

留する外国人にどこまで人権が保障されるのか，という問題の立て方自体，甚だミ

スリーディング」，「在留資格の制度自体が，外国人の人権を根本的に制約するもの

となっている」と指摘しているが7，状況は変わっていない。 

イ マクリーン事件判決を超えるのは喫緊の課題 

そして，前記のとおり，マクリーン事件判決が一方において外国人の人権享有主

体性を認めながら，他方で外国人の人権保障は在留制度の枠内でのみ認められると

したことから，マクリーン事件判決は，外国人が人権，すなわち前国家的な基本的

権利を保障されているとしつつ，国家の定める入管法若しくは告示などの下位規範

で規定した在留資格の枠内でしか人権が保障されないと判示しているように解釈さ

れ，行政実務上も裁判実務上も，外国人の人権保障の足かせとなっている8。 

そのため，マクリーン事件判決は，「国際人権法の発展と行政裁量論の深化を踏ま

えて，『マクリーン判決を超える』ことは，憲法学にとっても喫緊の課題である」と

                                                   
7 安念潤司「『外国人の人権』再考」（樋口陽一・高橋和之編『現代立憲主義の展開』（有斐閣，1993 年）） 
8 泉徳治「マクリーン事件判決の枠組みの再考」『自由と正義 62 巻 2 号』19 頁以下。 
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指摘されている程である9。 

 
２ 目指すべき方向性 

(1) 外国人が人権享有主体であるということを大前提にした在留制度の再構築 

細分化され過ぎた現行の在留資格制度は，マクリーン判決の「外国人に対する憲法

の基本的人権の保障は…在留制度のわく内で与えられているにすぎないものと解する

のが相当」という文言と相まって，日本に在留する多くの外国人の在留活動に必要以

上の制約を課する結果を招いている。 

そこで，まず，過度に細分化され現実の「人」の活動との乖離が明らかな在留資格

制度について，少なくともこれを抜本的に再構成し，活動内容を統合した総合的在留

資格を基本とする制度へと移行させることが望まれる。これにより，職場選択の自由

や勤労に関する権利を含む諸権利の保障についても，相当程度充足される条件が整う

ことが想定される。 

(2) マクリーン事件判決変更に向けた取組 

そして，上記のような在留資格制度の抜本的見直しに向けた立法提言やロビーイン

グ活動だけではなく，在留資格制度の枠内における人権保障のみを是認しているよう

に読めるマクリーン事件判決の変更を求めていく弁護実践が必要である。私たち弁護

士は，マクリーン事件判決の変更に向け，訴訟における成果を積み重ねて行く必要が

あろう。 

(3) 行政手続法と行政不服審査法の適用 

上記(1)(2)と併せて，現在は，一律に適用除外とされている行政不服審査法と行政

手続法について10，入管手続全体の適正手続保障の観点から，適用除外規定の改正（一

律適用除外の廃止）が検討されるべきである。 

 
第２ 行きすぎた入国・在留管理 

 

１ 近時の政策：退去強制・上陸拒否事由の相次ぐ追加・拡充，「水際作戦・生体認証」「不

法滞在者 5 年半減計画」等 

2000 年頃以降の，日本における外国人をめぐる法整備や制度変更は，以下のとおり，管

理強化一辺倒ともいうべき様相を呈している。 

(1) 退去強制事由・上陸拒否事由の相次ぐ追加・拡充 

とりわけ 2000 年代以降，入管法は度々改正され，その過程で退去強制事由（入管法

24 条）や上陸拒否事由（同法 5 条 1 項）の追加・拡大や上陸拒否期間（現行入管法の

5 条 1 項 9 号）の伸長等の管理強化策が繰り返し実施されてきた。 

その結果，今や非常に多数の事項が退去強制事由・上陸拒否事由に該当するものと

してリストアップされ，また，一旦退去強制されてしまうと，再上陸を拒否される期

間も改正前と比較して相当長期間に及ぶようになっている（いったん退去強制処分と

なると，当該外国人が永久に上陸拒否事由該当者となる上陸拒否事由も少なくない）。 

                                                   
9 愛敬浩二「外国人の政治活動の自由－マクリーン事件」『憲法判例百選Ⅰ 第 6 版』（有斐閣，2013 年）4 頁 
10 前掲脚注 5 参照。 
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(2) 不法滞在者 5 年半減計画 

2003 年 12 月，犯罪対策閣僚会議が策定した「犯罪に強い社会の実現のための行動

計画」において，「5 年間で不法滞在者を半減する」旨の目標が定められ，2004 年から

2008 年までの間「不法滞在者 5 年半減計画」に基づく総合的な施策を実施した。 

これにより，22 万人であった不法残留者は 11.3 万人となったとされたが，その過

程では以下の(3)～(5)のような過剰な情報取得システムが構築された。 

(3) 全ての外国人の個人識別情報（顔画像・指紋）のデータ管理 

入管法の 2006 年改正により，原則として全ての外国人は，本邦上陸時には，顔画像・

指紋など個人識別情報の提供を義務付けられている。また，不法入国など上陸審査を

経ずに上陸した場合であっても，収容の際には，当該外国人（16 歳未満の者を除く）

は，指紋を採取され，かつ，写真を撮影されることになる（被収容者処遇規則 12 条）。 

この顔画像・指紋情報は，「個人識別情報システム」（「Ｊ－ＢＩＳ」＝Japan Biometric 

Identification System）と称するシステム，さらには「外国人出入国情報システム」

（「ＦＥＩＳ」＝Foreigner Entry and Departure Information System）と称する包括

的なシステムにより管理されている。 

(4) 新しい在留制度（法務省と市区町村の情報の一元管理の実現） 

さらには入管法の 2009 年改正（2012 年 7 月施行部分）により，在留期間満了時の

更新，あるいは在留資格の変更許可申請時点（"点"）における情報の取得・変更から，

在留期間中（"線"）であっても情報を取得する，以下のような管理体制と変わった（い

わゆる「点の管理から線の管理」へ）。 

ア 国家による外国人の居住状況の情報取得 

外国人（中長期在留者等以外を除く）の住所に関しては，2009 年改正により外国

人登録法が廃止され，「外国人登録原票」ではなく住民基本台帳法に基づく「住民基

本台帳」により管理されることになった。これにより市区町村の住所情報が法務大

臣に送信されることとなり，情報の一元管理が実現した。 

イ 国家による外国人の家族関係の情報取得 

外国人の家族関係の変動のうち，離婚等のみは，日本人の配偶者，永住者の配偶

者，家族滞在のうち配偶者は，法務大臣に対して届け出なければならないとされた。

なお，外国人の家族関係については，外国人間の婚姻関係・親子関係を把握する戸

籍のようなものは引き続き存在しない（なお戸籍法の属地的効力により出生届は提

出する）。 

ウ 国家による外国人の雇用関係の情報取得 

「技術・人文・国際業務」等の在留資格を有する外国人は，契約機関が倒産などに

より消滅した場合や，外国人自身と契約機関との契約が終了した場合（解雇・辞職）

等にも，法務大臣に届け出なければならない。また，契約機関等は，法務大臣に対

して当該中長期在留者の受入れの開始及び終了その他の受入れの状況に関する事項

を届け出るよう努めなければならないとされた。 

(5) 外国人に対するマイナンバーの導入（付番） 

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」（マイ

ナンバー法）により「外国人住民」には「個人識別番号」が付与されることになった
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（マイナンバー法 7 条，附則 3 条）。 

(6) 骨太の方針 

いわゆる骨太の方針（2018 年 6 月 15 日閣議決定「経済財政運営と改革の基本方針

2018 について」）においても，「きめ細かく，かつ，機能的な在留管理，雇用管理を実

施する入国管理局等の体制を充実・強化する」といった記載がなされており，管理強

化の方向性は変わらないどころかさらに強まる懸念がある。 

 
２ 評価 

以上に述べた近年の管理強化策の問題点は，治安，安全，行政事務の処理の利便性など

に偏重し，国民と同様に「人間」であるはずの外国人の人権（とりわけ，憲法上保障され

るはずの自由権）を軽視しているところにある。 

(1) 退去強制事由・上陸拒否事由の相次ぐ追加・拡充 

永住者を含む在留外国人は，今や生活上のあらゆる場面で退去強制事由に該当して

しまいかねない不安定な状態にさらされるとともに，一旦退去強制されれば長期間あ

るいは永久に再上陸拒否の対象者となってしまう状況となった。 

このことにより，日本での在留活動に対する萎縮的効果がもたらされることが懸念

され，また，既に日本において生活基盤を構築した当事者が，軽微な行為態様で退去

強制事由に該当するに至ってしまった場合には，退去強制＋再上陸拒否という過度に

大きな不利益が課される点で，均衡を失する結果を招く制度となっている。 

(2) 個人識別情報の取得・利用に対する評価 

情報法制の観点からすれば，過剰に外国人の情報の取得を容認しているのではない

かということにもつながる。国家による情報取得の可否は立法目的との関係で決定す

べきであり，さらには一定の情報ごとの取得は利用提供との関係で目的規制も掛かる

べきであるが，外国人に関してはそのような立法は存在していない。まるで，原則と

して，外国人の全情報を取得することができるとしているかのようである。 

また，国家が取得した外国人の情報に係る利用提供規制が一切存在していない点が

非常に危険であり問題がある。 

国家の中に当該外国人の情報が一旦取得されてしまえば，どこまでも国家の中で情

報提供がなされ，あらゆる場面において利用されてしまっているのではないかという

重大な懸念がある。 

(3) 新しい在留制度に対する評価 

また，外国人の住民基本台帳による一元管理により中長期在留者が住民登録の対象

として取り込まれる一方，在留資格を有しない人（在留資格に係る文書を有しない人）

は「本邦に存在しない人」として住民票から消除されることとなった。これにより，

文書なき外国人は，あらゆる行政サービスを受ける基礎を欠くこととなったのである。

これにより本邦に存在しながら，ときに本邦で出生していながらも，医療を十分に受

けることができない状況，ひいては生存が十分に保障されていない状況が生じている。 

このような状況は，外国人であっても同様に「人」であるにもかかわらず，主権国

家・国籍という法的道具概念，また，在留資格なる技術的概念によって人間の尊厳の

差異を設けるものであって，到底受け入れられるものではない。 

しかしながら，今後はさらに進んで，日本人との婚姻・離婚のみならず，外国人同
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士の家族関係（婚姻関係・親子関係）を把握するシステムの構築される可能性，雇用

関係についても，入管法上，「別表 2」の範囲も含めて雇用主に雇い入れ状況等の報告

を義務化する可能性，さらには，マイナンバーを住所・家族関係・在留管理に連結す

る可能性が高い11。 

 
３ 目指すべき方向性 

(1) まず，退去強制事由並びに上陸拒否事由及び上陸拒否期間については，在留外国人

の地位を不安定化し，在留活動に萎縮的効果を及ぼすことのないよう，その全体につ

いて精査・整理し，必要十分で合理的な内容に絞り込むことが求められる。 

(2) 情報の取得の過剰性については，立法目的との検討を経た上で必要最小限のものに

すべきであって，利用目的の規制を付すべきである。また，利用提供規制がないこと

に関しては，行政機関間の情報の提供など，目的外の利用を原則として禁止すべきで

ある。 

さらに，マイナンバーを当該外国人の個人識別情報，住所・家族関係・雇用関係へ

連結・連動するシステムは構築されてはならない。 

(3) 外国人受入れの観点からも，魅力的な受入れ国とは，外国人のプライバシーが十分

に保障された国である。 

また，日本国民の立場からも，外国人に対する個人識別情報，住所・家族関係・雇

用情報とマイナンバーとの連結は，日本国民に対する同様のシステム構築の実験であ

って，次は日本国民自体がターゲットとなり得ることを想起すべきである。 

 
第３ 過度に厳格化された在留特別許可制度 

 
１ 在留特別許可制度の実状 

(1) 許可数・許可率の著しい低下 

前掲（第１節第２・３項）のグラフでも示したとおり，近年，在留特別許可の許可

率は明らかにかつ著しく低下している。 

上記グラフによれば，2004 年には在留特別許可の総数は 1 万 3239 件・許可率 91.7％

であったのが，2016 年は実に 1552 件，58.3％にまで低下している。様々な要因があ

るとしても，ここまで顕著な低下は，在留特別許可の実務上の許可基準が厳格化した

ことを抜きにして説明することは困難であろう（少なくとも，法務省入国管理局がこ

の低下に関して説得的な説明を行ったことは認められない）。 

(2) いくつかの典型的な事案類型についての実状 

法務省は，ホームページ上に「出頭申告のご案内～不法滞在で悩んでいる外国人の

方へ～」というページを作成し，「法務省入国管理局では，出国命令制度の広報活動や

『在留特別許可に係るガイドライン』の改訂等を通じ，不法滞在で悩んでいる外国人の

方が地方入国管理官署に出頭しやすい環境を整備し，自発的な出頭を促すことを目指

しています」と明言して，同ページに自らが作成した「在留特別許可に係るガイドラ

イン」（以下「ガイドライン」という。）を公開し，超過滞在者を始めとする外国人ら

                                                   
11 外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議 2018 年 7 月 24 日「外国人材の受入れ・共生のための総合的

対応策（検討の方向性）（案）」10 頁等 
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の自主出頭を勧奨している12。 

にもかかわらず，近時は，ガイドラインに当てはめれば在留特別許可が付与されて

当然というべき事案に対しても，退去強制令書が発付されるケースが目立っている。

例えば，日本人と婚姻した超過滞在（在留期限徒過)の当事者が自主出頭した場合は，

2000 年代初頭までは在留特別許可がなされるべき典型事例と認識されていたが，近年

はこのような事例であっても在留特別許可が付与されずに退去強制令書が発付されて

収容してしまうという事例が続出している。 

これとは別に，難民申請者の場合（＝入管法 61 条の 2 の 2 第 2 項による在留特別許

可の対象となる事案）において，当事者が日本人や永住者と婚姻し，婚姻期間が既に

極めて長期間安定して継続しているケースや，実子が出生しているケースにおいてさ

え，難民認定のみならず，人道配慮に基づく在留特別許可さえ得られないまま，仮放

免許可の状態で長期間放置されている事案が多数存在している（2017 年，人道配慮に

基づく在留資格を得た者は，僅かに 45 名であった。）。 

(3) 長期化する仮放免状態 

そもそも「仮放免許可」という状態は，就労許可も得られず，ほとんどの場合，健

康保険にすら加入できない，過酷な地位である。とりわけ，病気になっても医療への

アクセスが事実上極限まで制限され，十分な治療から隔絶されて傷病に苦しむ子ども

たちが存在していることは，看過されてはならない。 

従前であれば比較的短期間で在留特別許可がなされたであろう事案についても，近

時は容易に許可がなされないままにいたずらに仮放免状態が長期化する傾向が顕著と

なっており13，その間に当事者が受け続ける不利益もまた，看過できない深刻な問題と

なっている。 

特に，日本で生まれ育った子どもや，ごく幼い頃に来日したまま日本の公教育を受

けて日本社会に十分に定着した子どもたちが，中学生・高校生になっても，いまだに

本人や家族が仮放免許可を与えられた状態のまま（あるいは父親が収容されたまま），

在留特別許可を与えられない状態で長期間にわたって不安定な生活を強いられている

事例も多数認められる。国籍国の言語による日常会話や読み書きすら満足にできない

一方で日本語は完全に習得している子どもたちが，貧困に喘ぎ絶望に打ちのめされな

がら，「収容」され，見たこともない祖国に「追放」されることに脅えている現実は，

極めて残酷である。この状況は，上述のガイドラインの示す基準にも適合しないとい

うべきであり，かつ，子どもの権利条約等の定める国際人権基準にも適合しないとい

うべきである。 

 
２ ガイドラインの設定や，地方入管局長への権限委任等の評価 

(1) 在留特別許可の判断基準・判断主体に関する近年の変化 

在留特別許可については，従前は，法務大臣の広範な自由裁量に基づく判断である

                                                   
12 http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyukan_nyukan87.html 
13 2016 年 3 月 31 日時点で「退去強制令書による収容中に仮放免された者」（いわゆる「退令仮放免」。入管法

54 条）総数は 3586 名であり，そのうち同時点で，①仮放免期間が 10 年以上経過している者は 46 人，②7 年

以上 10 年未満は 190 人，③5 年以上 7 年未満は 433 人，④3 年以上 5 年未満は 888 人，⑤3 年未満が 2029 人で

あった（糸数慶子議員の質問主意書に対する 2016 年 12 月 11 日付け答弁書(内閣参質 192 第 57 号)）。 
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と国は主張し運用してきたが，「第 3 次出入国管理基本計画」（2005 年）及び「規制改

革・民間開放推進 3 か年計画」（2006 年）を受けて，2006 年 10 月以降，｢在留特別許

可に係るガイドライン｣が公表されるに至った。あわせて，在留特別許可の許可事例と

不許可事例を一定数公開される実務が，2004 年以降実施されている。また，従前は法

務大臣の専権とされていた在留特別許可にかかる判断を含む相当数の手続を，地方入

管局長に委任する制度改正（入管法 69 条の 2，入管法施行規則 61 条の 2）も実施され

て久しい。 

(2) 上記の変化に対する評価 

まず判断基準に関しては，ガイドラインが公表され，自主出頭を促しているにもか

かわらず，現状では，ガイドラインに従っているとは認め難い結論が出る事例が少な

からず認められ，ガイドラインに沿った結論が出ている事例との間の不平等感が増し

ている。加えて，退去強制令書発付等取消請求訴訟においては，国自らが，ガイドラ

インを「例示」に過ぎない等との主張を行い，その重要性を貶めることで，自らの「裁

量」を再びほぼ無制限へと拡張しようとする動きを繰り返している。 

このように，ガイドラインとして公表された基準が有名無実化され，法務大臣等の

広範な「裁量」の名の下に，平等原則や比例原則すら無視した場当たり的な処分が繰

り返される状態になるのであれば，前記の「出入国管理基本計画」及び「規制改革・

民間開放推進 3 か年計画」の要請に反した状態に逆戻りし，ガイドラインが設定され

た意義が没却されてしまう。 

行政実務の現場に準則主義を取り戻し，行政機関の権限に適正な制約を課すことは，

ひとり外国人の人権問題に限らず，日本社会に暮らす全ての市民の人権保障の見地か

らも喫緊の課題と言える14。 

 
３ 収容の長期化の弊害 

2017 年末現在，全国の入管収容施設（地方入管収容場及び入国者収容施設(入国管理セ

ンター)）では，多数の難民認定申請者を含む約 1400 名近い者が収容されているところ15，

被収容者の入管収容施設内での生活は「過酷」の二文字に尽きる。 

入管収容施設では，2006 年以降，14 件の被収容者の死亡事案が報道されている16。医療

を求める被収容者が，2 週間から 1 か月程度待たされてようやく医師の診療を受ける事例

も相次いで報告されている上，手術が必要と医師が判断する事例で手術がなされないまま

長期間放置される事例も報告されている。また，虫垂炎と腹膜炎を併発した被収容者が，

20 時間以上苦しみ抜く姿を入管職員が「容態観察」していた事例も報道された17。2018 年

8 月現在，水戸地方裁判所に係属している国家賠償請求訴訟（平成 29 年(ワ)第 552 号事件）

                                                   
14 この点に関する日弁連の意見の詳細は，日弁連 2010 年 11 月 17 日「在留特別許可のあり方への提言」参照。 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2010/101117_4.html 
15 出入国管理統計（2018 年 6 月 29 日公表）第 40 表（17-00-40「地方入国管理局・支局・収容所別 収容者

の入出所及び年間収容延べ人員」）による。 

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00250011&tstat=000001012

480&cycle=7&year=20170&month=0&tclass1=000001012482&second2=1 
16 ロイター通信 2018 年 4 月 17 日付け 

https://jp.reuters.com/article/japan-immigration-hunger-strike-idJPKBN1HO0WB 
17 共同通信 2018 年 4 月 23 日付け，毎日新聞同日付け等 
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においては，2014 年 3 月に病死したカメルーン人被収容者が，個室でベッドから何度も転

げ落ち，のたうち回って苦しんでいた姿を，東日本入管センター職員が，7 時間以上にわ

たって病院に運ぶこともなく放置した事実が明らかになろうとしている。 

問題は医療の貧困だけではない。被収容者は，外部との連絡も厳しい制約を受けている。 

加えて，過剰制圧で被収容者が骨折する事件も起こっており，こちらは，2018 年 5 月に

大阪地裁に国家賠償請求訴訟が提起され，執筆時現在係属中である18。 

これとは別に，難民認定申請者を含む被収容者に対して，入管職員たちが帰国勧奨を繰

り返し行い，被収容者に過度の精神的負担を与え，追い詰めている事案も多い。本国で拷

問や過酷な身体拘束を受けた難民認定申請者が，庇護を求めてきたはずの日本の施設で長

期間収容される二次被害的事例も後を絶たず，難民認定申請者のＰＴＳＤ被害の問題も深

く懸念される。 

上述の被収容者の死亡事件，容態の顕著な悪化や極度の衰弱，自殺事件・自殺未遂事件

は，最近ようやく一部が施設外の世界に知られるようになったが，それは氷山の一角であ

る。2018年 4月には，インド人青年が東日本入国管理センター内で自殺する事件も発生し，

2018 年 5 月以降も，収容施設内の自殺未遂事件は途切れなく続いている。これらの自殺事

件を含む死亡事件は，近時は，海外で広く報道され，日本が人権後進国である事実を知ら

しめているが，事態改善に兆しは見出し難い。 

このような過酷かつ危険な収容環境からの解放のために実務上有効な手段は，仮放免許

可であるが，多くの場合，申請から処分まで 2 か月以上かかっているのが現状であり，し

かも，何度申請しても許可されず，延べ数年間にわたって長期収容される者が増えている。

そして，弁護士・支援者・国会議員らによる再三の申入れにもかかわらず，不許可通知書

には，「申請の理由等を総合的に判断した結果」という言葉以外，一切不許可理由すら示さ

れない。 

そもそも「必要性」「相当性」のない収容及び事実上無期限（不確定期限）の収容を肯定

する「全件収容主義」自体が，重大な人権侵害であり，刑事手続等に準じた要件自体の見

直し及び収容期間の見直しこそが，根本的な問題解決のために不可欠というべきである。 

 
４ 目指すべき方向性 

(1) 在留特別許可について 

既に述べてきたとおり，明確な基準に沿って，与えるべき者に在留特別許可を早急

に与えていくことが，当該外国人のみならず，その周囲（家族を含む）の日本人の人

権と生活を守ることに直結する。 

そこで，在留特別許可の判断は，自由権規約が保障する家族の結合や私生活に対す

る恣意的な干渉の禁止（同 17 条，23 条），子どもの権利条約が保障する子どもの最善

の利益原則（同 3 条 1 項），難民条約や拷問等禁止条約が保障するノン・ルフールマン

原則（難民条約 32 条 1 項，拷問等禁止条約 3 条 1 項）などの人権諸条約の条項の趣旨

に従って行われるべきことが，改めてガイドライン等で確認されるべきである。 

加えて，とりわけ非正規滞在者又はその家族の構成員が子どもである場合は，家族

                                                   
18 朝日新聞 2018 年 5 月 29 日付け「『違法な暴行で骨折』大阪入管収容のトルコ人男性が提訴」，毎日新聞同

日付け「大阪入管 職員による骨折でトルコ人男性が賠償提訴」等 
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の分離禁止の原則が適用されるから，在留資格なく日本に滞在する者の退去強制によ

る出入国管理秩序の維持という利益のみでは退去強制を行わないとの原則が確認され

なければならない。 

なお，一度退去強制や帰国をした後の再来日についても，上記と同様の考慮が必要

というべきであるから，上陸特別許可の判断についても上記に準じた原則が確認され

るべきである。 

(2) 入管収容について 

また，入管収容に関しては，「全件収容主義」の即時廃止，身体解放手続の適正化，

処遇の改善が直ちに求められる。 

これは，数字や抽象的な記号の問題ではなく，人間の問題であり，「彼ら」「彼女ら」

の問題ではなく「私たち」の問題であることを，日本社会の全ての構成員は銘記すべ

きである。 

 

第３節 各論Ⅱ～国籍関係 
 

国籍という制度が存在する以上，日本国籍を有するか否かにより，諸権利の保障の範囲・

程度において一定程度の差違が生じることは，少なくとも当面の法体系上は否定できない

ところである。 

そうすると，来日した当事者，あるいは日本で生まれた当事者にとって，日本国籍を生

来的に取得できるかどうか，また，伝来的（生後的）に取得できるかどうか，さらには，

一度取得した（かのように思われた）日本国籍を喪失しないかどうか，ということは，当

該当事者の権利保障の観点からは重要な要素とならざるを得ない。 

この点，第１節で述べたとおり，日本国籍の得喪が生じる場面は相当な種類が想定され

るが，本節においては，このうちの主要な場面について，現状と課題を確認し，今後の望

ましい方向性について述べることとする。 

 
第１ 出生及び認知による国籍取得 

 
１ 出生による日本国籍の取得 

(1) 厳格な血統主義 

日本の国籍法は，父母両系血統主義を採用しており，出生時に父又は母が日本国民

であれば，その子どもは出生により日本国籍を取得する（国籍法 2 条 1 号）。また，出

生時に父が死亡していたとしても，死亡時に父が日本国民であれば子は出生により日

本国籍を取得する（国籍法 2 条 2 号）。 

他方，日本の国籍法では，出生地主義は極めて限定的にしか採用されていない。子

どもが「日本で生まれた場合において，父母がともに知れないとき，又は国籍を有し

ないとき」に限って日本国籍を取得する（国籍法 2 条 3 号）。 

このように極めて厳格な血統主義が採用されている結果，日本では，外国人同士で

結婚を続ける限りその子孫は日本国籍を取得しないから，在日四世，五世になっても

日本国籍を取得しない世代が現に出現している，というＯＥＣＤ加盟国では稀という

べき事態となっている。 
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(2) 例外としての出生地主義（2 条 3 号）について 

前記のとおり，国籍法 2 条 3 号は，例外的に出生地主義を採用している。日本で出

生した子どもが無国籍になることを防止するためである。国籍法 2 条 3 号は，父が知

れず母が国籍を有しないとき及び母が知れず父が国籍を有しないときも含むものと解

されている19。 

2 条 3 号の「父又は母が知れない」の解釈については，いわゆる「アンデレ事件」（最

判平成 7 年 1 月 27 日民集 49 巻 1 号 56 頁）が，父又は母の可能性が高い者の存在が一

応認められるとしても，父又は母を特定するに至らなければ「父母ともに知れない」

要件への該当性は失われない旨を判示し，一定の基準を示している。 

他方で，同号の「国籍を有しない」＝無国籍についての解釈を示した最高裁判例は

見当たらない。この点に関連して，行政実務では，過去に「パレスチナ」出身の親か

ら日本で生まれた子どもに同号を適用して日本国籍の取得を認めてきたが，2007 年 10

月 3 日の法務省民事局民事第一課長 2120 号通知によって以後取扱いが変更され，パレ

スチナ出身の親から日本で生まれた子どもの日本国籍取得は認められなくなった。未

承認国家であっても，最近のパレスチナ地域における諸情勢，国家に近い形態が整備

されているパレスチナ暫定自治政府（以下「パレスチナ自治政府」という。）の体制整

備等の現状に鑑みて取扱いを変更したとするが20，何をもって「（無）国籍」と解する

のかその判断基準は必ずしも明らかではない21。 

国籍法 2 条 3 号は，いずれにせよ子どもの無国籍を完全に防止するものではない。 

例えば，父又は母が国籍を有している場合には，実際にはその子どもが親の国籍を

継承できなくても 2 条 3 号の適用はなく，子どもは無国籍となってしまう。 

パラグアイは，憲法が厳格な出生地主義を採用しており，パラグアイの親のもとに

日本で生まれた子どもは（パラグアイに戻って一定の手続を経ない限りは）パラグア

イ国籍を取得できないため，出生時に無国籍となる。第二次世界大戦後，日本からパ

ラグアイに移住する日本国民が一定数いたが，その子孫である日系パラグアイ人が日

本に再度移住しており，そのような当事者夫婦間に日本で子どもが出生すると，その

子どもは無国籍となってしまう。 

また，ミャンマーの国籍法は，父母ともにミャンマー国籍でなければ子どもがミャ

ンマー国籍を生来取得しないため，母がミャンマー国民であっても，父が不明である

場合や，外国籍である父の国が出生地主義を採用している場合には，日本生まれの子

どもは無国籍になる可能性がある。 

このように，日本の国籍法による無国籍発生防止は十分とは言えない現状にある。 

                                                   
19 木棚照一『逐条詳解 国籍法』（日本加除出版，2003 年）212～213 頁 
20 保坂展人衆議院議員「パレスチナ人の子どもの国籍等に関する質問主意書」に対する，2007 年 12 月 11 日

付政府答弁書（内閣衆質 16 第 280 号）  

http://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b168280.htm 
21 なお，近時，母の国籍を証明する資料が何もなく，国籍不明状態にある母から日本で生まれた子どもについ

て，母は「国籍を有しない」として，同号の適用を前提として子どもが出生時に日本国籍を取得していること

を理由に，就籍許可を認めた審判がある（東京家立川支審平成 28 年 12 月 5 日公刊物未登載。事案の詳細につ

いては，無国籍研究会『日本における無国籍者－類型論的調査―』（国連難民高等弁務官駐日事務所，2017 年）

69～70 頁を参照）。 
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(3) 目指すべき方向性 

厳格な血統主義により，在日四世，五世になっても出生による日本国籍の取得がで

きず，国の意思形成等にも一切関与できないという事態が妥当であるのか，検討がな

されるべきである。これについては，外国にルーツを持つ人々を社会に多く受け入れ

ているヨーロッパ諸国では，重国籍（複数国籍）の保持が広く認められていることも

参考にしながら，多様なバックグランドを持つ人々の日本国籍の取得の在り方につい

ても，今後，検討がなされるべきである。 

また，無国籍の防止については，日本も加入する子どもの権利条約 7 条 1 項が「子

どもは国籍を取得する権利を有する」と規定し，同条 2 項が「締約国は，特に子供が

無国籍となる場合を含めて，国内法及びこの分野における関連する国際文書に基づく

自国の義務にしたがい，1〔項〕の権利の実現を確保する」と規定していることに留意

すべきである。子どもが生まれながらに無国籍となることを防止するために，現行国

籍法 2 条に「4 号」として，「日本で生まれた場合において，父母の国籍国の国籍を取

得しないとき」との条文を追加し，無国籍の発生防止を規定することが考えられる。 

 
２ 認知による日本国籍の取得 

(1) 国籍取得との関係における生後認知の効果 

国籍法 2 条の定める「父」は，法律上の父を指すと解されているため，生物学的に

事実上の父が日本国民であるという事実だけでは外国籍の母から生まれた子どもは出

生時には日本国籍を取得しない。 

この点，法律上の父子関係を発生させる手続として認知が挙げられる。 

認知には一般に遡及的な効果があるとされるが，子の国籍との関係では例外的に認

知からは遡及効が発生しないものと判例上解釈されている（前掲最判平成 9 年 10 月

17 日）。その結果，日本人父から胎児認知された場合には生まれた子は日本国籍を生

来取得するが，生後認知された場合には，それをもって子が日本国籍を生来取得する

こととはならない。（子の出生時に父が日本国民であり，父から認知をされ（父の死後

認知も含む），20 歳未満のうちに国籍取得の届出を行えば，子は，届出時に日本国籍

を取得するのみであり(国籍法 3 条 1 項，2 項。母による認知の場合も同様），20 歳を

過ぎてから認知された事案においては，3 条 1 項・2 項による救済も認められない22。 

それにもかかわらず，逆に，日本国籍を生来取得した日本国民として長年生活をし

てきた当事者について，親子関係不存在確認等により日本人親との法律上の親子関係

が絶たれた場合には，当該当事者が何歳になっていようと，出生時に遡って日本国籍

を「喪失」させられる取扱いがなされている（＝日本国籍をそもそも生来取得しなか

ったものとして取り扱われ，戸籍からの消除等が行われる）のは23，いかにも不均衡で

                                                   
22 さらに，現状の国籍実務では，同じ国籍法 3 条 1 項の手続であっても，任意認知の場合には，裁判認知と比

較して，届出に際して添付する資料が多く（国籍法施行規則 1 条 5 項），相対的に手続時間が長くなる傾向が

見られるという問題や，法務局によって当事者等のインタビューを行うか否かの取扱いが統一されていないと

いう問題も存する。 
23 婚姻関係にある外国籍の母と日本国籍の父との間に日本で生まれ日本国籍を取得したが，30 歳を過ぎて父

との親子関係不存在が確認され，日本国籍を遡って「喪失」した事例として，前掲脚注 8『日本における無国

籍者－類型論的調査―』57～60 頁参照。この事案では，その後速やかに日本国籍である血縁上の父から認知を

受けたが，30 歳を経過していたため国籍法 3 条に基づく日本国籍取得もかなわなかった。出生時の法律上の父
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ある。 

(2) 目指すべき方向性 

親子関係を否定する判断に遡及効を認めるのならば，それとの均衡上，国籍取得の

場面においても認知に遡及効を認めるべきである（あるいは，少なくとも，国籍法3

条の届出に基づく国籍取得について，「20歳未満」の間に認知を受けなければならない

との年齢制限は撤廃すべきである。）。 

 
第２ 日本国籍の喪失 

 

次に，日本国籍を喪失する場面についての現状と課題について概観する。 

 
１ 日本国籍喪失につながる各制度 

日本国籍を一旦有していた当事者が，その後日本国籍を喪失することにつながる場面と

しては，国籍留保・喪失制度，国籍選択制度及び自己の意思による外国国籍取得による日

本国籍喪失制度が挙げられるところ，各制度の概要は以下のとおりである。 

(1) 国籍留保・喪失制度 

国籍留保・喪失制度は，出生により外国の国籍を取得した日本国民で，国外で生ま

れたものについては，出生後3か月以内に日本の国籍を留保する意思を表示しなければ

その出生の時に遡って日本の国籍を失うとする制度である（国籍法12条，戸籍法104

条）。 

留保をしなかったことにより国籍を喪失した場合，日本国籍を再取得するには，20

歳に達するまでに日本に住所を有して国籍取得の届出を行う必要がある（国籍法17条）。 

(2) 国籍選択制度 

国籍選択制度は，外国の国籍を有する日本国民は，外国及び日本の国籍を有するこ

ととなった時が 20 歳に達する以前であるときは 22 歳に達するまでに，その時が 20 歳

に達した後であるときはその時から 2 年以内に，いずれかの国籍を選択しなければな

らないとすることを中核とする制度である。 

具体的な選択の方法としては，①外国の国籍を離脱することによるほかは，②戸籍

法の定めるところにより，日本の国籍を選択し，かつ，外国の国籍を放棄する旨の宣

言（以下「選択の宣言」という。）をすることによってするものとされる（以上国籍法

14 条）。さらに，法務大臣は，外国の国籍を有する日本国民で 14 条 1 項に定める期限

内に日本の国籍の選択をしないものに対して，書面により，国籍の選択をすべきこと

を催告することができるものとされている（国籍法 15 条24）。 

(3) 自己の意思による外国籍取得による国籍喪失制度 

自己の意思による外国籍取得による国籍喪失制度は，日本国籍を有していた者が自

己の志望により外国の国籍を取得したとき，または外国の国籍を有する日本国民がそ

の外国の法令によりその国の国籍を選択したとき日本国籍を自動的に喪失するとする

                                                                                                                                                               
及び認知に基づきその後形成された法律上の父のいずれも日本国籍者であるにもかかわらず，日本国籍を強制

的に「喪失」させられるのであり，身分変動に伴う国籍喪失の不合理を端的に示している。しかも，入管局の

現在の運用では，出生時（出生後 60 日経過時）に遡って不法残留の外国人として取り扱うこととされており，

重ねて不合理かつ過酷な状況を生み出している。 
24 後述のとおり，実務上は，この催告は実施されたことがない。  
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制度である（国籍法 11 条）。この制度は，「自己」が子どもある場合や帰化の場合以外

にも適用される25。 

 
２ 検討 

(1) 「国籍唯一の原則」等との関係 

上記制度は，いずれも，国籍唯一の原則の維持，複数国籍の防止を主たる目的とし

て設けられた制度である。 

しかしながら，複数国籍の弊害として挙げられる点については，いずれも国籍選択

の強要や喪失をせずとも解決可能である26。実際，国籍選択制度は，父母両系主義の導

入に伴って 1984 年の国籍法改正により設けられたものであり，それ以前にも複数国籍

者は相当数いたものであるが，制度導入時，政府委員は，複数国籍を有することで過

去問題となったケースは把握していないと述べている。 

また，国際社会においては，既に複数国籍を認める流れになっている。例えば，米

国においては，1967 年の連邦最高裁判決により，複数国籍保持の権利が憲法修正 14

条に基づき認められている旨判示され，複数国籍を有することが権利として認められ

ている。また，ヨーロッパにおいてはかつて国籍唯一の原則が採られていたが，その

後その態度は次第に変容し，1997 年にはヨーロッパ国籍条約が採択されている。そし

て，同条約につき批准・加入していない国においても，異なる国籍の両親から生まれ

た子の複数国籍者については，成人後も複数国籍が容認されており，複数国籍による

弊害が生じているとの報告も見当たらない。これら国際社会の流れは，国籍唯一の原

則が自明のものでは全くないことを示している。 

(2) 各制度の問題点 

他方，国籍が種々の基本的人権の基礎となる重要な法的地位であることを前提とす

るものであることは，日本の最高裁判例によっても認められているところであるとこ

ろ，このように一旦有していた国籍を国が奪う国籍法 11 条・12 条の制度は，人権保

障の観点から容認し難い。（なお，この点との関連で，12 条につき，形骸化した国籍

を防止することも立法目的として挙げられるが，現在の制度は，かかる立法目的の下

に，形骸化していない国籍まで一律に奪うもので，目的を達成する手段としては広範

に過ぎる。） 

また，2008 年の国籍法違憲大法廷判決を受けて改正された 3 条 1 項の下では，父母

が婚姻関係になく，出生後に認知を受けた場合には，外国で出生した場合も，20 才に

達するまで，期間や住所の要件なく届出による国籍の取得（国籍法 3 条 1 項）が可能

である。これとの対比で，父母が婚姻関係にある場合または父が胎児認知をしている

場合（＝すなわち，類型的にはより国籍が形骸化していない可能性が高いと言い得る

場合）である国籍留保・喪失制度の対象者が，日本国籍保有・保持のための手続につ

き短い期間制限を課されたり，国籍再取得の届出の際に住所要件を課されたりしてい

                                                   
25 例えば，日本で出生した日本国籍者とロシア国籍者を両親に持つ子どもは，ロシア国籍法上出生によるロシ

ア国籍を取得するのでなく，ロシア当局に対する出生届を提出することによりロシア国籍を取得する。この場

合，子の親による出生届の提出をもって，「自己の志望による外国の国籍を取得」したものとみなされ，日本

国籍を自動的に喪失する扱いがなされる。 
26 詳細は，日弁連 2008 年 11 月 19 日「国籍選択制度に関する意見書」 

https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2008/081119_3.html を参照。 
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ることは，明らかに不合理・不均衡と言わざるを得ない。 

加えて，国籍選択制度における催告（15 条）については，国籍を喪失することの重

要性，家族関係への影響も大きいことなどを理由に，これまで一度も実施されたこと

がなく，複数国籍の保持は，事実上，一定程度容認されてきた実情にある。複数国籍

を有している者を完全に把握することは不可能であることや，未承認国の「国籍」を

有する者にあっては，外国の国籍を離脱することによる国籍の選択自体を認めない実

務になっていることなどを踏まえれば，国籍唯一の原則を貫徹することは明らかに非

現実的である。 

 
３ 目指すべき方向性 

以上より，国籍唯一の原則という，既に国際的にも採られていない原則の維持という建

前に拘泥することなく，国籍が種々の基本的人権の基礎となる重要な法的地位であること

を前提とし，複数国籍を容認する方向で，新たな国籍制度を早急に検討すべきである。 

 
第３ 国籍の伝来的（生後的）取得 ― 帰化制度 

 
１ 制度内容，運用の実情と問題の所在，課題 

(1) 血統主義と帰化制度の関係 

例えば，アメリカのように，父母がアメリカでの在留資格を持っていなくても，つ

まり非正規滞在でも，アメリカで生まれた子にはアメリカ国籍を認める国籍法制（出

生地主義の中でも緩やかな法制）の下では，少なくとも二世の国籍については出自に

よる国籍取得の差別は生じない。 

他方，日本の国籍法が，厳格な血統主義を採用している結果，外国人同士で結婚を

続ける限りその子孫は日本国籍を取得せず，在日四世，五世になっても日本国籍を取

得しない世代が現に出現しているというＯＥＣＤ加盟国では稀というべき事態となっ

ていることは，第１・１で述べたとおりである。 

この点が，現行の日本の帰化制度を検討するときにまず考えなければならないこと

である。例えば，在日四世，五世であっても，日本国籍を取得するには帰化制度を利

用する必要があるからである。日本国籍がないことを理由とする人権の制約がいまだ

広く残る日本の現行法制下では，本来，厳格な血統主義を採用するなら，それとのバ

ランスで帰化制度をできる限り利用しやすくしないと，父母が外国人だというだけの

ことを理由とする「出自を理由とする人権制約」「出自による差別」が広範に発生する

ことになりかねない。 

ところが，実際には逆に，現行の日本の帰化制度は，権利性が一切認められず，ま

た，その運用は透明性を全面的に欠いている。そのような現行の帰化の制度設計・運

用は，厳格な血統主義とあいまって，日本国籍がないことを理由とする人権制約の問

題性をより大きなものにしている。 

(2) 現行帰化制度の内容と実状 

現行の帰化制度は国籍法 4 条以下により定められている。そこにおいては，「法務大

臣は，次の条件を備える外国人でなければ，その帰化を許可することができない」（5

条 1 項），「法務大臣は，･･･許可することができる」（5 条 2 項，6 条，7 条前段，8 条，
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9 条）と，一定条件に合致する外国人であっても最終的な帰化の許否を法務大臣の自

由裁量に委ねる制度として規定されている。 

帰化制度の運用が透明性を欠いている点は，まず行政手続法(3 条 1 項 10 号)，行政

不服審査法(7 条 1 項 10 号)が「帰化に関する処分」を対象外としていることをもって

指摘できる。実際にも，例えば，帰化が不許可の場合でも不許可の具体的理由が示さ

れない行政運用がなされている（帰化の許否は最終的には法務省本省によって決定さ

れるため，帰化が不許可の場合，地方法務局で当該帰化申請を担当した担当官自身す

らも当該帰化申請を不許可とした理由が分からない，という運用であるとされている）。

また，帰化の許否基準に関するガイドラインも制定されていないので，帰化により日

本国籍を取得することを希望した場合でも，どのようなことが審査において重視され

ているのかについて「ブラックボックス」となっている。以前のような帰化後の姓を

「日本風」にするような同化主義的な指導はなくなったとされるが，(民族的少数者に

よる)民族団体に所属していると帰化に不利だ，という噂がいまだ流布されているなど，

その真偽は別にして，少なくとも不透明さのゆえの「疑心暗鬼」を招来している。 

帰化行政では長く「家族ぐるみ帰化」が勧奨されてきていた。近代法が個人主義に

立脚している以上，本来，帰化もまた個人主義的に運用されるべきである。国籍法施

行規則 2 条 3 項は帰化申請書類の記載事項を定め，同項 3 号は記載事項のひとつとし

て「帰化の許否に関し参考となるべき事項」を規定している。これを受けて法務局が

実際に使用している申請書の書式では「親族の概要」として，「日本在住」と「外国在

住」でそれぞれ別の用紙に記入するものとなっており，さらに各親族について「帰化

意思の有無」「申請者の帰化に対する意見」を問うものになっている。申請者個人につ

いて帰化の許否を審査するという建前からすると疑念を生じさせかねない書式・記載

である。 

 
２ 目指すべき方向性 

帰化行政における手続の透明性・公正性の確保と許可基準の適正化の観点に加え，一定

期間日本に滞在した外国人労働者等の日本国籍取得への合理的期待に応える観点から，以

下の各方策が検討されるべきであろう。 

(1) まず，行政手続法，行政不服審査法を改正して「帰化に関する処分」をも適用対象

とすることである。帰化行政について広い裁量が認められるとしても，適正・公正な

手続がされたかどうかは司法審査になじむはずである。さらに恣意的な審査・決定が

なされていないかについても，実質的に司法によるチェックを及ぼすべきである。 

(2) 次に，帰化実務の運用の改善としては，帰化に関する一般的な要件を点数化するこ

と，さらにその上で一定点数以上の場合には帰化を許可することを原則とすることな

どが検討可能である。また，帰化要件を具体的に例示すること，例えば，「生計要件」

について標準世帯で年収○○万円などと例示することなどがあり得る。在留特別許可

制度（入管法 50 条等）で行われているように（前記第２節第３参照），帰化に関する

ガイドラインを制定・公開して「積極要件」「消極要件」を例示すること，許可事例・

不許可事例を公表することなども考えられる。これらの方策により，行政府の自由裁

量の範囲を狭め，また，帰化申請者が許可の見込みをもっと立てやすくなるだろう。 

(3) 日本生まれの人，また，一定期間以上，日本に居住した人が日本国籍を取得しやす
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くなるよう，国籍法の定める帰化要件について全般的な見直し，緩和がされるべきで

ある。将来の課題としては，日本で生まれた二世や，三世について「権利帰化」（原則

として帰化を認め，例外要件に該当するときに限って不許可とするなど）を認める方

向の検討があり得る。 

(4) 前記第２で述べたところも踏まえ，複数国籍の制限を撤廃又は緩和し，より多様な

バックグランドを持つ人材が日本社会に定着できる環境を整備すべきである。 

(5) 歴史学ではかつての「帰化人」という用語が現在では「渡来人」と改められている

ようである。国籍法上の用語としても「帰化」の用語は同化主義的なニュアンスを与

えかねないから，より中立的な用語への変更が検討されるべきである。 
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第４章 医療・社会保障・法的アクセス 
 

第１節 外国人と医療 
 
第１ はじめに 

 

在留外国人と訪日外国人の増加に伴い，日本語が十分に話せず，異なる文化的背景を持

つ外国人が医療機関を受診する機会は，ますます増えている。 

医療機関においては，医師が患者に問診をするためにも，あるいは患者や家族が医師ら

から病状や治療方針などについて十分な説明を受け，患者の知る権利を充足するとともに

患者が自己決定権を適切に行使できるようにする（インフォームドコンセント）ためにも，

医師と患者やその家族が十分なコミュニケーションを図る必要がある。日本語の不自由な

患者にあっては，患者と医師らとのコミュニケーションを補助する医療通訳者の存在は欠

かせない。また，適切な医療通訳の関与は，医療の安全確保のためにも必要である。加え

て，医療通訳者は，異なる文化的背景を持つ外国人と医師らとの文化的橋渡しをして，患

者が安心して医療を受けられるようにするためにも必要な存在である。しかしながら，医

療機関における外国人の受入れ体制は，多くの医療機関において，いまだ不十分な状況に

あるのが実態である。 

医療費の点について，日本の医療保険制度は，従前は，全ての国民が何らかの医療保険

制度に加入する国民皆保険制度がほぼ実現されていたため，医療機関における医療費の徴

収について大きな問題が生じることは少なかった。しかしながら，在留外国人と訪日外国

人の増加に伴い，健康保険に加入していない外国人患者が医療機関を受診する機会が増大

している。厚生労働省が 2017 年に行った調査では，回答した 1738 医療機関のうち，35.3％

に当たる 486 医療機関において，外国人患者による医療費未払いを経験していると回答し

ている1。外国人患者が，高額の医療費の負担をおそれて医療機関を受診せず，必要な医療

を受けないまま病状を悪化させたという事例も報告されている。また，医療機関において，

医療費を理由とした外国人の診療忌避も報告されている2。 

これらの状況の下，外国人が，安心して安全な医療を受けられる体制を整備する必要性

が高まっている。 

 
第２ 外国人患者受入れのための医療機関における環境の整備 

 

外国人患者の受入れに当たって医療機関において問題になる点は，①言葉の問題，②医

療費，③文化・宗教への配慮の問題の 3 点が大きい。 

厚生労働省は，2011 年度より，医療機関における外国人患者受入れ環境整備推進事業を

進めてきており，これまでに医療通訳の育成カリキュラム，標準テキスト及び指導要領の

作成，医療機関への医療通訳，医療通訳コーディネーターの配置支援，医療関係文書の多

                                                   
1 岡村世里奈『訪日客の医療費未払い問題』（NHK 解説アーカイブス，2018 年 2 月 1 日） 

 http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/400/289580.html 
2 沢田貴志「在日外国人の健康(3)」『Bon Partage 142号』(（認定）特定非営利活動法人シェア，2009年1月) 

http://share.or.jp/health/knowledge/health_of_migrant_in_japan/03.html 
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言語化，モデル拠点の整備，外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）の創設と推

進などを行っている。2017 年 6 月に閣議決定された未来投資戦略 20173においては，外国

人の受入れ体制が整った医療機関の整備を2020年までに100か所整備するとしていた従前

の目標を大幅に前倒しするとともに，受入れ医療機関の裾野を拡大し，医療通訳サービス

導入や医療通訳養成講座への支援を進めるとしている。 

医療通訳者は，言葉の問題を解決するのみならず，文化の問題についても必要な橋渡し

を行って外国人患者の円滑な受診を実現する役割を果たしており，また，そのような役割

を果たすことが求められている。 

また，医療費の問題については，東京都や神奈川県など一部の自治体において，外国人

未払い医療費補填事業として，未収となった医療費を一定の限度で補填する事業が実施さ

れている。 

各地の自治体や医療機関においては，医療通訳体制の整備について積極的に取組が進め

られており，外国人患者受入れ環境が相当程度に整った医療機関も増えてきている。もっ

とも 2018 年 6 月現在，外国人患者受入れ医療機関認証制度の認証を受けた医療機関は，全

国で 43 医療機関にとどまっている。医療通訳制度の整備については，地域間，医療機関ご

との格差が大きい。次項以下において，各地の取組を具体的に紹介する。 

 
第３ 医療通訳における各地の取組 

 

１ 神奈川県（特定非営利活動法人ＭＩＣかながわ）4 

認定ＮＰＯ法人多言語リソースかながわ（ＭＩＣかながわ）は，神奈川県を中心に医療

通訳ボランティア活動を行っているＮＰＯ法人である。同法人は，2002 年に神奈川県の事

業として，「かながわ医療通訳派遣システム事業」を開始し，6 医療機関に 5 つの言語の通

訳ボランティア派遣を行ったのを皮切りに，翌 2003 年には横浜市内を対象とするＭＩＣか

ながわ医療通訳派遣事業を開始した。両事業は，実施主体や対象医療機関の変更を伴いつ

つ年々拡大し，2017 年度には神奈川県内及び近郊 74 協定医療機関，12 言語 204 名（2018

年 3 月 31 日現在）の登録通訳者で合計 7185 件の医療通訳を派遣するまでに至っている。 

現在の医療通訳派遣対象先は，神奈川県及び県内自治体を構成員に含む「かながわ医療

通訳派遣システム自治体推進協議会」の協定医療機関とＭＩＣかながわ独自の協定医療機

関となっている。 

ＭＩＣかながわの医療通訳派遣は，協定医療機関の担当者がＭＩＣかながわに依頼して

実施される。通訳費用は，交通費込みで 1 件につき 2 時間まで 3240 円，2 時間を超える場

合，1 時間ごとに 1080 円が加算される。費用の負担は，協定医療機関によって医療機関が

全額負担する場合と患者と医療機関の双方が負担する場合がある。患者負担を伴う場合も，

患者負担額は費用総額の 3 分の 1 が限度とされている。 

通訳費用水準は，登録医療通訳者の能力や業務の負担を考慮すると，極めて低廉な水準

にとどまっているが，毎年多数の登録希望者に恵まれている。医療通訳者は，神奈川県広

報誌で公募する医療通訳スタッフ養成研修の修了者の中から選考される。十分な語学力と

                                                   
3 https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/pdf/miraitousi2017_t.pdf 46 頁 
4 ＭＩＣかながわ『2017 年度事業報告書』，及びＭＩＣかながわ『ニュースレター73 号（2015 年 3 月）～85

号（2018 年 3 月）』による。 
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医療通訳者としての適性を考慮して，面接・筆記試験による選考を経てＭＩＣかながわの

医療通訳スタッフとして登録される。新規登録者は，登録後にベテラン通訳（スーパーバ

イザー）に同行して 2 回の研修派遣を行い，スーパーバイザーから合格の判断が出たら単

独で医療通訳に従事することができるものとされている。 

登録医療通訳者は，医療知識に関する年 3 回の義務的研修により能力の維持向上を図っ

ているほか，言語別の自主勉強会を行うなどして研鑽を重ねている。 

医療機関からの通訳派遣依頼に対し，適切な医療通訳者を派遣するための通訳コーディ

ネーターの役割も重要である。通訳コーディネーターは，通訳依頼の内容を吟味し，医療

通訳者の適性や能力を考慮して医療機関との間を調整し，依頼に適した通訳を派遣してい

る。 

ＭＩＣかながわの活動により，神奈川県全域において高い水準の医療通訳サービスが実

現している。ＭＩＣかながわには，これまでに培ってきた医療通訳制度の構築と運営のノ

ウハウが蓄積されており，また，経験を積んだ医療通訳者が多数活躍している。そのため

医療通訳制度の構築や医療通訳の養成を検討している全国の自治体や国際交流協会から視

察や相談，講師派遣の依頼が相次いでいる。ＭＩＣかながわは，多忙な中でもこれらの依

頼に積極的に対応し，各地の医療通訳制度の構築と充実に大きく貢献している。 

 

２ りんくう総合医療センター5  

りんくう総合医療センターは，大阪府南部の泉佐野市に所在する独立行政法人で，関西

国際空港の対岸に位置することから，設立当初より多数の外国人患者を受け入れていた。

同センターは，言葉の通じない外国人患者の対応に苦労してきたことから，2006 年に国際

外来を新設し，当時放射線科に勤務していた南谷かおり医師と英語の医療通訳者 7 名で対

応を開始した。現在，受入れ外国人患者数の 9 割は，在住外国人である。 

当初は，週 1 回火曜日のみの対応でスタートしたが，通訳者を募集して 2011 年には登録

者が 50 名を超え，2017 年には，80 名以上の通訳者が登録し，1536 件の通訳件数に対応し

ていた。2017 年度の国籍別通訳件数としては，中国 480 件，ブラジル 192 件，フィリピン

138 件，ペルー84 件，アメリカ合衆国 75 件，バングラデシュ 66 件などとなっている。 

医療通訳者の登録に際しては，最初に日本語と通訳対象言語の両言語のヒアリング及び

ライティング能力のテストを行ってレベル分けをし，最初は，認定外国人サポーターとし

てスタートする。その後，研鑽を積んで十分な能力を持つようになると医療通訳者にレベ

ルアップするシステムを採っている。2018 年より，従前の登録ボランティアによる制度か

ら，病院が通訳者を雇用する形として再スタートし，現在は，13 名の医療通訳者が従事し

ている。同センターでは，医療通訳者の研修施設として研修の受入れも行っている。 

医療通訳に要する費用は病院が負担している。言葉が通じないことにより，患者のみな

らず医療従事者も困ることから，病院の方針として病院が費用を負担している。もっとも，

通訳者に対する支払は，当初は，ボランティア通訳として交通費のみを負担していたり，

その後も能力に比較して低廉な報酬水準（例えば時給 1000 円など）であったため，病院の

                                                   
5 りんくう総合医療センター国際診療科部長南谷かおり医師より，2018 年 6 月 18 日に，同センターにおける

医療通訳の現状と国内各地の医療通訳制度の状況についてご教示いただいた。本項の記載は，主として同日に

教示いただいた内容と同センターから提供いただいた資料による。 
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負担する年間の通訳費用は大きなものにはなっていなかった。 

通訳者は，受付から診療，医療費の支払までフルサポートで患者について行く。そのた

め，支払に関しても，あらかじめ患者に情報が伝えられ，十分な資力のない患者には分割

での支払を助言するなどすることで，医療通訳者の関与により，未収金の発生を予防でき

る側面もある。また，同センターの患者には，訪日外国人が 2 割以上いる。そのため，旅

行傷害保険による診療費用負担がなされる患者の診療報酬をコストに見合った水準にする

ことで，近年では，通訳のための費用を賄えている状況にある。 

同センターは，2013 年に外国人患者受入れ医療機関認証制度（ＪＭＩＰ）の認証を受け，

2016 年に更新認証を受けている。 

国際診療科では，院内各部署の要請に応じて医療通訳の手配や院内資料の翻訳，海外と

のやりとりなどに対応している。2017 年度の通訳対応 3326 件の内容としては，診察 931

件，会計 648 件，検査 418 件，説明・相談 331 件，薬 323 件，受付・予約 222 件となって

いる。診察科別では，1654 件中，内科系 465 件，産婦人科 295 件，小児科 203 件が多い。 

 

３ 特定非営利活動法人多言語センターＦＡＣＩＬ（神戸市）6 

特定非営利活動法人多言語センターＦＡＣＩＬは，2003 年より公益財団法人兵庫県国際

交流協会の助成を受けて，兵庫県内の医療通訳システム構築に向けたモデル事業に着手し，

協定病院に対し，医療通訳派遣を行っている。 

医療通訳派遣システム利用の流れは，次のように行われている。医療通訳の利用を希望

する病院は，コーディネーターとの間で協定を結ぶ。協定病院となった病院は，院内で医

療通訳のポスター，チラシを掲示するなどして，スタッフに医療通訳について周知するこ

とが求められている。患者が協定病院に通訳の予約を申し込むと，協定病院は，コーディ

ネーターに医療通訳の派遣を依頼する。コーディネーターは，依頼内容に適した通訳者を

選んで診察日に通訳者を病院に派遣し，通訳者は，診察，検査，会計などの通訳を行う。

患者は，通訳者に通訳料（患者負担分）を支払い，病院は，コーディネーターを通じて，

通訳者に通訳料を支払う。 

通訳料は，1 回 4 時間まで 5000 円，4 時間を超える 1 時間ごとに 1000 円が加算され，8

時間を超える場合は，2 回分の扱いとされる。通訳料は，病院が 7 割，患者が 3 割を負担

し，例えば 4 時間までの利用であれば，病院が 3500 円，患者が 1500 円を負担する。また，

協定病院は，コーディネーターに対し，年会費を支払うか，若しくは利用ごとにコーディ

ネート手数料を支払う。 

医療通訳者の確保は，通訳者の応募を受けて，選考を経て医療通訳者として登録される。

登録された医療通訳者には，コーディネーターの主催する医療通訳関連セミナーへの参加

が推奨されている。 

 

４ あいち医療通訳システム7 

愛知県では，外国人県民が安心して医療等を受けられるよう，通訳派遣や電話通訳等が

                                                   
6 多言語センターＦＡＣＩＬ http://tcc117.jp/facil/company_info_01.html 
7 2018 年 7 月 12 日愛知県庁において，愛知県多文化共生推進室多文化共生推進グループ班長各務元浩氏及び

同主査大久保園子氏より聴取した内容に基づく。 

あいち医療通訳システム推進協議会 http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/ 
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利用できる仕組みとして，「あいち医療通訳システム」の設置の検討を 2010 年より開始し，

2011 年に試行的運用を開始，2012 年度より本格運用している。 

提供されるサービスとしては，通訳派遣，電話通訳及び文書翻訳があり，事務局は，24

時間 365 日受付している。最近の実績としては 2016 年に医療通訳 1279 件，電話通訳 543

件，翻訳 77 件，2017 年に医療通訳 1174 件，電話通訳 563 件，翻訳 45 件となっている。

従来は，英語，中国語，ポルトガル語，スペイン語，タガログ語に対応していたが，2017

年に多言語化し，ベトナム語，インドネシア語，タイ語，ネパール語，マレー語，アラビ

ア語，韓国朝鮮語に対応している。 

医療通訳者に支払われる通訳料は，2 時間当たり 3000 円から 5000 円の費用設定として

おり，ルール上は，医療機関が支払った後，支払額の 2 分の 1 を患者から徴収するものと

している。事務局費用は，愛知県と県内 54 市町が折半して負担している。運営事務局は，

通訳派遣会社のブリックスに委託している8。 

通訳料水準は，謝礼程度にとどまっており，ボランティア感覚での対応になっているが，

300 名程度が登録されている。将来的に，通訳会社などが増えてくると，能力ある通訳者

がほかに流れてしまうのではという心配もあるとのことである。また，この制度は，在留

外国人のみならず旅行者など訪日外国人の方々も利用できる制度となっているが，通訳費

用の負担が病院と患者の負担とされているため，訪日外国人の利用についても県民の理解

が得られやすいものと考えているとのことである。 

 

５ 福岡アジア医療サポートセンター9 

福岡アジア医療サポートセンターは，福岡県における外国人の医療環境の整備を目的と

した医療通訳派遣事業である。2012 年 1 月に県事業として開始され，現在は，福岡県と福

岡市が共同しておこなっており，株式会社ＪＴＢ九州が受託している。対象言語は，英語，

中国語，韓国語，タイ語，ベトナム語の 5 か国語である。 

同センターでは，医療機関からの依頼に応じて，予約制により医療通訳ボランティアを

派遣している。平日 9 時から 18 時で 1 回 3 時間以内を基本としている。医療機関と患者の

費用負担はない。医療機関は，通訳サービスの利用に際し，患者の外国人から，受診以外

の目的での通訳はできないこと，通訳サービスによる医療事故や医療過誤を含めた責任を

一切負わないことについて同意を取り付ける必要がある。 

また，同センターでは，電話による 2 点間若しくは 3 点間の通訳サービス提供を行って

おり，15 か国語に対応している。 

 
６ 国立国際医療研究センター 

国立国際医療研究センターは，外国人居住者が多い東京都新宿区に位置する。2015 年 4

月に国際診療部を開設した。現在，看護師資格を有するコーディネーターと中国語医療通

訳が外国人患者のサポートを行っている。24 時間対応可能な電話通訳を含め，医療通訳の

費用は病院が負担している。 

 

                                                   
8 https://www.bricks-corp.com/case/industry/medical/252.html 
9 https://asian-msc.jp/ 

第４章　医療・社会保障・法的アクセス



－ 164 －

 150

７ 東京医科歯科大学医学部附属病院 

東京医科歯科大学医学部附属病院は，東京都文京区にある 24 時間救急救命センターを有

する大学病院である。2018 年 4 月に国際医療部を開設した。医師（精神科）1 名，看護師

（コーディネーター）1 名，通訳（中国語・英語）の 3 名で外国人患者のサポートを行って

いる。診察では 24 時間対応可能なビデオ電話通訳（10 言語）に加え，稀少言語は留学生

や外部の通訳に協力を得て，患者が理解できる言語で説明・同意を行っている。 

 
第４ 諸外国の状況 

 

言葉の通じない外国人に対する医療サービスの提供に際し，医療通訳を必要とする状況

は，諸外国においても同様である。米国とカナダにおける医療通訳の状況について紹介す

る。 

 

１ 米国10 

米国では，連邦政府の補助を受けている医療機関は，患者に対し，無料で必要な言語の

医療通訳サービスを提供しなければならないものとされている。その法的根拠は，1964 年

に制定された公民権法と 2000 年にクリントン大統領が発令した大統領令 13166 号（英語能

力が不十分な者に対するサービスへのアクセスの向上に関する大統領令）11にある。 

公民権法の制定以来，移民や難民を代表するエスニック自助団体が地域で活動を始め，

公民権を重視する市民団体と連携してアドボカシー運動を展開し，州政府に対し言語サー

ビスの充実を求めるようになった。これら自助団体では，支援を受ける側にいた者が英語

を習得すると，支援をする側に回り，医療通訳にやりがいを感じた人たちは，やがて医療

通訳を生業とするようになり，職能団体を作って，医療通訳発展の基盤を作った。1986 年

にマサチューセッツ州に設立されたマサチューセッツ医療通訳協会（ＭＭＩＡ）は，2007

年には国際医療通訳協会（ＩＭＩＡ）と改称し，世界中に 2000 名を超える会員を要する医

療通訳者団体に発展した。2008 年には日本支部も設立されている。 

医療通訳の養成については，2000 年の大統領令以降，州政府が主導して，難民や移民に

医療通訳研修コースを受講させ，希少言語にも対応できる医療通訳者を養成した。また，

コミュニティスクールや大学にも，医療通訳養成コースが開講された。職能団体も州政府

や基金団体の資金を得て，会員向けの研修コースを開き，医療通訳者のスキル向上を図っ

ている。 

医療通訳者の認定については，医療通訳者自身が質の高い医療通訳の差別化の必要性を

感じて検討され，2009 年には 2 つの職能団体により，認定制度が開始されている。 

 

２ カナダ12 

カナダには，毎年 20 万人以上が移住しており，医療通訳を必要とする者も多い。カナダ

                                                   
10 竹迫和美「米国における医療通訳と医療通訳者の職能団体ＩＭＩＡ」『医療通訳と保険医療福祉』（杏林書院，

2015 年）157 頁～ 
11 米国大統領令 13166 https://www.justice.gov/crt/executive-order-13166 

http://cchicertification.org/uploads/2018-CCHI-History.pdf 
12 二見茜『カナダの医療機関における外国人患者受け入れ体制と医療通訳に関する研究』（東京医科歯科大学

大学院修士課程医歯学総合研究科修士論文（未刊行），2018 年 1 月） 
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多文化主義法（1988 年）には，多文化主義を基礎として，社会参加への障害の排除につい

て全ての起源の個人を援助する旨が規定されており，移民や先住民に対する医療通訳サー

ビスが提供されている。また，聴覚障害者に対する手話通訳も医療通訳の一つのカテゴリ

ーとして提供されている。 

通訳として働くためには，所定のコミュニティ通訳養成プログラムを受講し，州の移民・

市民権省公認のコミュニティ通訳士試験を受験し合格した上，更に医療・法律等の専門分

野について学び，修了証を取得する必要がある。オンタリオ州を例にすると，医療分野で

は，5 つの養成機関がオンライン又は通学による 42 時間から 186 時間のコースを提供して

いる。 

医療機関における取組例をいくつか紹介する。トロント市内で 5 つの医療機関で組織さ

れる University Health Network(ＵＨＮ)では，院内に通訳コーディネーター1 名と 8 名の

常勤スタッフ（広東語，北京語，ポルトガル語，スペイン語，ベトナム語，手話に対応）

が配置され，院内で対応できない通訳は，民間の通訳会社や非営利団体から派遣してもら

うか，電話通訳を利用して，ＵＨＮの予算で 180 言語の通訳サービスを提供している。患

者の知人が通訳して，患者が治療内容を理解していなかったことによる医療訴訟により病

院が賠償金を支払うことになった経験から，通訳規約が作成され，公開されている。通訳

規約には，緊急の場合を除き，可能な限り資格を有する医療通訳が通訳する旨が記載され

ている。 

バンクーバー総合病院は 24 時間対応の救急外来を有する総合病院で，院内に医療通訳は

いないが，医療通訳が必要な場合，ブリティッシュコロンビア州の地域言語サービス

（Provincial Language Servise(ＰＬＳ)）やＮＧＯなどから，187 の言語の通訳を手配す

ることができる。医療通訳サービスの提供費用は，病院が負担する。また，同病院精神科

には，多文化外来(Cross-Cultural Culinic)があり，医師を含めた職員自身が多様な文化

的背景を持ち，医師が患者の第一言語で診察を行っている点に特色がある。1988 年には野

田文隆医師により日本語の多文化外来が開設され，2014 年まで診療に従事し，その後も日

本人医師により引き継がれている。 

 
第５ 各地における外国人無料検診会の取組 

 

医療費の問題や言葉の問題などから病院にかかりにくい状態にあった外国人市民の健康

のために検診会を提供しようとする試みが各地の有志により取り組まれてきた。 

特定非営利活動法人北関東医療相談会(ＡＭＩＧＯＳ)は，1997 年群馬県において，「外

国人の為の医療相談会」として発足し，伊勢崎市，太田市，前橋市，高崎市，宇都宮市，

益子町，川口市，清瀬市，取手市など主に北関東各地において 2018 年 5 月 27 日までに 48

回にわたり医療相談会を継続的に実施している。この間，2013 年にＮＰＯ法人化し，今後

も継続的に活動していくことを目指している。同相談会は，難民申請中の仮放免の外国籍

生活困窮者の支援も積極的に行っている。 

愛知県では，1998 年に設立されたＮＰＯ法人の外国人医療センター(ＭＩＣＡ)が，毎月

1 回愛知県各地で無料健康相談会を開催している。 

浜松市では，1996 年に浜松中ロータリークラブを中心に，外国人支援団体と多くの医療
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関係者，通訳の協力で「外国人のための無料健康相談と検診会」が実施され，翌 1997 年に

はＭＡＦ浜松が設立され，無料検診事業が行われてきた。 

静岡市では，医療関係者と外国人支援の市民団体が集まって実行委員会を組織し，1998

年に「第 1 回外国人のための無料検診会」が開催され，その後も継続的に無料医療相談会

と検診会が開催されている。 

これら各地の無料検診会は，地元の医師会などが協力して，医師，歯科医師，看護師ら

がボランティアとして参加するほか，多くの市民がボランティアとして運営を支えること

により行われてきたが，運営資金の手当てや会場の確保が難しく，安定した開催に困難を

抱えているところも多い。 

 
第６ 外国人の医療制度に関する考察と提言 

 

医療通訳制度は，全国各地において，病院独自で，若しくは自治体や地域に根ざしたＮ

ＧＯ，ＮＰＯが主体となって制度を構築し，患者に対するサービスが提供されている。神

奈川県，愛知県，兵庫県などでは，先進的な取組がなされている反面，その他の地域では

いまだに制度が構築されていない。また，医療通訳制度の構築されている地域においても，

通訳の質や予算の確保など課題が多い。 

医療が人の生活において欠かせないものであることを考えると，全国どこにおいても，

必要なときに質の高い医療通訳サービスが提供される体制を早期に整える必要がある。も

っとも，医療通訳人材が少ない地域での対応や少数言語への対応などのため，電話やテレ

ビ会議システムを用いた遠隔通訳システムの利用を積極的に検討していく必要があろう。 

医療通訳体制の整備ができているところでも，患者負担の有無や程度は一律ではない。

患者負担が多額にのぼる場合，受診を躊躇して，病状が重篤になるまで我慢してしまう可

能性もある。医療通訳の必要性と通訳費用の負担の問題は，多くの地域や医療機関におい

て，相反する課題として解決されずに続いてきた。費用が賄えないことから，多くの場合

に医療通訳がボランティア頼みになっている実情もある。高度の知識と能力を要する医療

通訳者をボランティアベースで確保することは難しい。このことは，医療通訳制度が全国

に広がっていない原因の一つにもなっている。 

米国の制度にみられるように，将来的には，定住外国人に対する医療通訳サービスの提

供は，患者にとって無償となる方向で検討が進められるべきである。また，仮に無償化す

ることが難しいとしても，健康保険法の診療報酬加算方法に医療通訳サービスに関する加

算を組み込んだり，包括医療費支払制度方式における機能評価係数に包含するなどして，

患者と医療機関の双方の負担を軽減しながら，医療通訳者にその能力に見合った報酬が支

払われるようにする方策を検討すべきである。そうすることによって，医療通訳制度がボ

ランティア頼みから脱却して，職業として成り立つものとなり，医療通訳の需要に対応で

きるようになることが期待できる。なお，制度構築に当たっては，既に医療通訳制度を構

築し運用している各地の実情を踏まえて，これまでの取組とその成果を損なうことがない

よう十分に配慮すべきである。 

医療通訳者の資格については，現在，統一的な資格制度は存在していない。現在，民間

団体の主催する医療通訳に関する技能認定制度が複数存在しているが，十分な資格制度と
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して確立されたものとはなっていない。将来的には，医療通訳者の能力を担保する統一的

な資格制度として確立されることが望ましい。その際，高額な受講料を徴収し，特定の団

体が利益を得るのではなく，ボランティアベースで地域の外国人診療を支えてきた通訳者

や稀少言語の通訳者を包摂するような公平な認定資格を構築していくことが重要である。 

 

第２節 外国人と社会保障 
 
第１ はじめに 

 

外国人と社会保障をめぐっては，旧植民地出身者又はその子孫について，難民条約の加

入を受けて 1980 年代にいわゆる国籍要件が撤廃されるまでは，国籍要件によって社会保障

から除外されることの問題が指摘されてきた。その後，国籍要件が撤廃された以降も，主

として国民年金について救済措置がないことの問題が指摘され続けている。 

他方，1980 年代後半から 1990 年代前半以降，いわゆるニューカマーの外国人が多く地

域で生活をするようになったことを受け，オーバーステイ等の外国人が国民健康保険や生

活保護の適用を受けられなかったり，日系人が社会保険の適用を事実上受けられなかった

りするなどの問題が指摘されるようになった。 

このように，外国人と社会保障との関係については，外国人の社会保障からの除外とい

う観点から問題とされてきたが，2000 年代半ば以降，著しい少子高齢化の進展によって外

国人労働者の受入れ論議が再燃したことを受け，日本の社会保障制度の新たな支え手とし

て，外国人労働者を日本の社会保障に統合させる必要があるという議論がされるようにな

った。 

このような中，2012 年 7 月以降は，外国人の在留管理制度や住民基本台帳制度が整備さ

れたことを受け，オーバーステイ等の住民登録のない外国人の社会保障からの除外が徹底

される一方，中長期在留者の社会保障に対する統合の強化や在留資格との連動といった流

れが見られるようになっている。 

本節では，外国人と社会保障に関する現状と課題について，生活保護，女性・子ども，

公的医療・公的年金をめぐる問題を中心に検討することにしたい。 

 
第２ 生活保護 

 
１ 外国人の生活保護 

外国人の生活保護については，「生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について」

（昭和 29 年〔1954 年〕5 月 8 日，社発第 382 号，厚生省社会局通知。改正：平成 26 年〔2014

年〕6 月 30 日，社援発 0630 第 1 号による改正まで）が基本的な通知である。この通知で

は，外国人は生活保護法の適用対象とはならないが，当分の間，生活に困窮する外国人に

対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取扱いに準じて行政措置として保護（保

護の準用）を行うとし，その手続などが記載されている。 

 
２ 行政措置の対象とされている外国人の範囲 

(1) 従来の政府見解 

従来の政府見解は，「生活保護につきましては，一応，国籍を要件にいたしておりま
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すけれども，これは事実上の問題として，すべて日本国民と同様に適用をいたしてお

る」（1979 年 5 月 28 日参院外務委員会における松田厚生大臣官房審議官答弁），「生活

保護につきましては，昭和 25 年の制度発足以来，実質的に内外人同じ取り扱いで生活

保護を実施いたしてきているわけでございます。去る国際人権規約，今回の難民条約，

これにつきましても行政措置，予算上内国民と同様の待遇をいたしてきておるという

ことで，条約批准に全く支障がない」（1981 年 5 月 27 日衆院法務委員会，外務委員会，

社会労働委員会連合審査会における山下厚生省社会局答弁）との建前を採っていた。 

なお，日本政府は，国際人権規約批准（1979 年），難民条約加入（1982 年）に伴い，

ほとんどの社会保障法から国籍条項を撤廃したが，生活保護法（1，2 条）では，国籍

条項が撤廃されないまま現在に至っている。 

(2) 現在，対象とされている範囲 

従来の政府見解にかかわらず現在は生活保護の対象となる外国人は，原則，次に掲

げる者に限定されている（生活保護手帳別冊問答集問 13～32）。 

① 出入国管理及び難民認定法（入管法）別表第 2 の在留資格を有する者（永住者，

日本人の配偶者等，永住者の配偶者等，定住者） 

② 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する

特例法（入管特例法）の特別永住者 

③ 入管法により難民認定を受けた者 

(3) 人道上認められ得る者 

上記に該当する在留資格を持たない場合であっても生活保護の適用対象となる類型

がある。 

① 活動の制限のない特定活動の在留資格を有する者 

「入管法別表第 1の 5の特定活動の在留資格を有する者のうち日本国内での活動

に制限を受けないもの等の上記①～③以外の者について疑義がある場合には，厚

生労働省に照会されたい」としており（生活保護手帳別冊問答集問 13-32），活動

に制限がついていない特定活動の場合は保護の適用可能性が示されており，人道

配慮に基づき特定活動の在留資格を有している者が当てはまると思われる。 

(4) その他人道上，国際人権法上認められるべき者 

疾病を抱えた高齢者，妊娠中で出産間近の女性など，人道上の観点から生活保護を

適用する必要性の高い事案もあり得る。 

また，難民が生活保護の対象とされているのは，日本が加入している難民条約 23 条

が「締約国は，合法的にその領域内に滞在する難民に対し，公的扶助及び公的援助に

関し，自国民に与える待遇と同一の待遇を与える。」と定めていることを根拠とする。 

同様に子どもの権利条約を根拠に保護の対象が広がるべきである。すなわち，日本

が加入している子どもの権利条約 27 条 1 項は，「締約国は，身体的，心理的，精神的，

道徳的および社会的発達のために十分な生活水準に対する子どもの権利を認める。」と

「十分な生活水準」に対する子どもの権利を保障しているからである（政府訳は「相当

な生活水準」としているが，「adequate」という英語正文に照らすと「十分な」とすべ

きである。）。 

裁判例上，不法残留の外国人は生活保護の対象ではないとされているが（最高裁第
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三小法廷平成 13 年 9 月 25 日判決），子どもの権利に着目して緊急の状態にある非正規

滞在の子どもとその家族に保護が与えられるべき場合などがあり得る。 

 
３ 外国人保護の実施責任 

(1) 住居地基準の原則 

日本人の場合，生活保護の実施責任（どの福祉事務所が生活保護を適用するか）は，

生活保護法 19 条の定めるところにより，住民票の有無にかかわらず実際に居住してい

る市又は特別区（町村の場合は都道府県）が実施責任を負う。しかし，外国人の場合

は，1954 年通知により，在留カード又は特別永住者証明書に記載されている住居地を

管轄する福祉事務所に対し申請を行うこととされている。 

(2) 外国人であるＤＶ被害者の取扱い 

外国人が，配偶者等による暴力等（以下「ＤＶ」という。）被害から逃れてきた場合

の取扱いについては，入管法又は入管特例法上，外国人が住居地を変更した場合は，

新住居地の市町村に在留カードを提出した上，新住居地を届け出，居住地変更しなけ

ればならないことから，当該外国人に住居地変更の届出を求めた上で，新住居地を管

理する実施機関が保護の責任を負うことになる。 

しかし，当該外国人や支援者は，新住居地をＤＶ加害者に把握されることについて

の懸念を申し立てるのが通常である。 

そのような場合，例外的に，各自治体の住民票担当部局において住民票上の住居地

と実際の居住地が異なっているものの，住民票変更届出を行うことができない状態に

あると認められた場合には，実際の居住地において生活保護を適用して差し支えない

とされている（「生活保護手帳別冊問答集」問 13-33）。 

 
４ 不服申立て（最判平成 26 年 7 月 18 日） 

永住資格を有する外国籍の原告が，生活保護申請却下処分の取消し等を求めた事案にお

いて，最判平成 26 年 7 月 18 日訟月 61 巻 2 号 356 頁は，「外国人は，行政庁の通達等に基

づく行政措置により事実上の保護の対象となり得るにとどまり，生活保護法に基づく保護

の対象となるものではなく，同法に基づく受給権を有しない」とした。 

同最高裁判決は，「生活保護法による保護の申請に対する却下決定」について判断したも

のであり，厚生労働省通知に基づく行政措置としての保護の申請に対する却下については，

審理の対象とならなかったことに留意すべきである。 

すなわち，原告側は，予備的請求として厚生労働省通知に基づく行政措置としての保護

を行うことも求めていたが，原審（福岡高判平成 23 年 11 月 15 日判タ 1377 号 104 頁）に

おいては，主位的請求である生活保護法による保護を求める申請の却下処分取消請求が認

容された一方，行政措置としての保護を求める請求は棄却された。これに対し，行政側が

主位的請求部分について上告したが，原告側は敗訴部分について（附帯）上告をしなかっ

たため，もともとの原告の請求のうち，行政措置としての保護を求める申請に対する却下

決定に対して訴訟で争えるかは，最高裁では審理の対象とならなかったのである。 

したがって，外国人が，行政措置としての保護を求める申請の却下や廃止に対して審査

請求しても内容を問わずに門前払いする現在の運用が正しいかどうかや，訴訟が提起でき

るかどうかは，最高裁判決の射程外であることに留意すべきである。 
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５ 海外渡航の取扱い 

日本人，外国人を問わず，保護を受けている人が海外に渡航した場合であっても，引き

続き国内に居住するのであれば，海外へ渡航したことのみをもって，保護を停止，廃止す

ることはできない。 

しかし，厚生労働省は，「当該被保護者は渡航費用を捻出するだけの額の，本来その最低

生活の維持のために活用すべき金銭を有していたことから，当該渡航費用のための金銭は

収入認定の対象となる」としている。そのため，外国人が母国へ一時的に帰国するときに

も，生活保護が必要な状況が変わっていないにもかかわらず，保護費が減額されるという，

不利益な取扱いが行われている。 

実際，保護を受けている人が海外渡航する場合は，渡航先（宿泊先），渡航目的，日程，

費用及びその捻出方法を事前に届け出ることとされている。実施機関は，届出に基づき渡

航費用（交通費及び宿泊費）を収入として認定する（保護費から差し引く）かどうかを検

討する。 

引き続き国内に居住し，渡航期間がおおむね 2 週間以内で，かつ渡航目的が次の①～③

に当てはまる場合は，保護費のやりくりではなく，他からの援助で賄う場合であっても，

一切収入認定されない。 

① 親族の冠婚葬祭，危篤の場合及び墓参 

② 修学旅行 

③ 公的機関が主催する文化・スポーツ等の国際的な大会への参加（選抜又は招待

された場合に限る） 

厚生労働省は，上記 3 つの事例以外でも収入認定を行うことが適当ではない（保護費を

減額しない）と福祉事務所が判断した場合は厚生労働省に情報提供するように指示し，情

報の蓄積により今後収入認定しない例の追加を検討していくとしている。 

したがって，上記 3 つ以外の例でも収入認定されないように取り組み，事例を蓄積して

いくことが重要である。 

現在の海外渡航時の取扱いは，海外渡航時の保護費減額の是非が争われた訴訟での最高

裁第一小法廷平成 20 年 2 月 28 日判決を受けて，それまでの海外滞在中は保護の対象外と

いう取扱いを改正したものである。最高裁判決の事案は保護開始決定後すぐに海外に渡航

し滞在しているという特別な事情があり，結論を一般化できないと考える。 

 
６ 入国してまもなく保護申請する場合の取扱い 

2010 年 5 月，入国許可を受けた外国人二十数名が，集団で大阪市に生活保護の申請を行

い，一旦生活保護開始決定がなされた。しかし，その後，当該外国人らの住居と身元保証

人がいずれも同一であった等の状況から，当初より生活保護の利用を目的とした入国であ

ったのではないか問題視される事態となり，厚生労働省は，大阪市からの照会や要請を受

けて，2011 年に「外国人からの生活保護の申請に関する取扱いについて」（平成 23 年 8 月

17 日 社援保発 0817 第 1 号，厚生労働省社会・援護局保護課長通知）を出し，「入国後間

もなく生活に困窮する外国人からの生活保護の申請に当たっては，当該者が在留資格の取

得の際に地方入国管理局に対して提出した立証資料（当該者に係る雇用予定証明書等の入

国在留中の一切の経費を支弁することができることを証する文書，当該者以外の者が経費

を支弁する場合にはその収入を証する文書，本邦に在留する身元保証人の身元保証書その
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他の生計維持能力を有することを証する資料）の提出を求める」とし，理由なく提出を拒

む場合は，急迫な状態であって放置することができない場合を除き，申請を却下して差し

支えないとしている。 

「入国後間もなく」が，どの程度の期間を意味するかについて，厚生労働省は，同日に発

出した事務連絡文書で「1 年程度の期間を目安に，個別の事案に応じて判断する」との指

針を示している（「外国人からの生活保護申請に係る留意事項について」平成 23 年 8 月 17

日事務連絡）。 

同保護課長通知は，特異な事案に端を発しているから，その形式的な運用には慎重にな

るべきである。同保護課長通知を前提としても，立証資料が提出された場合，資料が提出

できない正当な理由がある場合，急迫状態にある場合のほか，当該外国人が当初は在留中

の経費を支弁する見込みがあったにもかかわらず，事情の変更によって，それがかなわな

くなった事案などにおいても，従前どおり生活保護の実施が認められるべきである。 

 
７ リーマンショックと帰国支援事業 

2008 年に発生したリーマン・ショック（経済危機）による雇用情勢の悪化は，日本で就

労する外国人労働者にも波及し，多くの外国人労働者が解雇，雇止めにより職を失った。 

このとき，国は主に南米の日系人を対象に，帰国を決意した者に一定の条件の下，帰国

支援金を支給する帰国支援事業を実施した。 

だが，外国人当事者は，帰国支援事業に対して，「（排外的な）手切れ金制度だ」などと

訴え，多くの国内・海外メディアも批判的な論調で報じた。職を失った外国人が生活保護

の申請をしたところ，自治体が帰国支援事業の利用を強制したことも報じられた。 

帰国支援事業を利用した出国者数は 2 万 1675 人にのぼる。中には日本に定着していた外

国人，日本で生まれ育った第 2 世代の外国人が相当数おり，本国での適応に苦しみ再入国

を望んでいる者も多い。しかし，入管は再入国を認めず，その後も厳しい条件の下で再入

国を認める政策を採っている。 

外国人労働者は，単に日本の労働力不足を補うものなのか。日本が生活の本拠となり，

子どもの将来像を日本社会の中に描いている外国人労働者は多い。 

彼ら，彼女らが，経済危機，災害，労災事故などにより職を失ったとき，差し伸べるべ

き手は出国の援助ではなく，日本での生活再建ではないだろうか。 

 
第３ 外国人の女性と子ども 

 
１ 統計にみる外国人母子世帯の社会保障への必要性と課題 

外国籍の子どもも，日本国籍を有する子同様に成長の過程において，医療支援や予防接

種等の行政サービスや社会福祉を受ける必要がある。また，外国籍の女性も，日本で妊娠

出産する場合に妊娠出産に関わる行政サービスを受ける機会が生じ得る。2017 年 6 月時点

で，本邦内には，中長期在留者に限っても外国籍の乳児（満 1 歳未満）が 1 万 5398 人，幼

児（1 歳～6 歳未満）が 8 万 4852 人在留しており，こうした子やその養育親に対する適切

な行政サービスの実践が求められている。 

また，外国籍の女性が，単身ないし母子家庭世帯となった場合，本邦での就労経験や日

本語力の壁により，就労機会を得難く，あるいは得られても十分な処遇を受けられず，生
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活保護による支援が必要となる場面もある。2015 年時点で，外国人母子世帯の受給数は

7022 世帯である。これは，全母子世帯の生活保護受給数 9 万 9726 世帯の 7％を占め，外国

人の生活保護受給世帯総数 4 万 4965 世帯の 15.6％を占めている13,14。これらの統計は，外

国人の中でも，とりわけ女性や子どもが社会福祉の必要な場面に遭遇しやすいことを示し

ている。 

 
２ 外国人の女性・子どもが直面する問題～在留資格との関係性 

(1) 在留資格の問題と社会保障の関係性 

外国人に対する社会保障制度の運用は，在留資格と相互に影響を及ぼし合う。 

当該外国人が非正規滞在あるいは短期の在留資格しか有していない場合，状況は深

刻である。こうした外国人は，そもそも本邦での在留継続に対して大きな不安を抱え

ている上，制度上社会保障制度の適用対象から外れることが多いからである。 

仮に，中長期的な在留資格を有している場合でも，特に生活保護受給に関しては，

在留資格変更や在留期間更新の可否，あるいは永住許可の取得に当たって不利な事情

として考慮されて悪影響を与え得る。反対に，外国人の在留資格の種類が生活保護受

給の可否に影響を与えることもある。こうした事情により，外国人が，生活保護制度

へのアクセスを自粛し，あるいは物理的に阻害される状況が生じている。 

特に子どもの社会保障や在留に関する地位は，養育する親の地位や在留資格に準じ

て与えられることが多く，受動的，従属的な立場に置かれやすいため，社会保障を享

受する主体としては弱者的な地位に置かれることとなる。 

(2) 子どもにおける主な問題点 

ア 受けることのできる社会福祉・行政サービス 

在留資格の有無や種類にかかわらず受けることができる行政サービスとしては，

小学校・中学校の義務教育を受ける権利15，定期予防接種（予防接種法 5 条），結核

治療（結核予防法 34 条）といったものがある。 

これらの行政サービスは，権利の重要さや社会的なリスク回避（感染症蔓延等）

という観点により認められるものである。 

イ 受けることのできない社会福祉・行政サービス～健康保険 

当該外国人が非正規滞在であったり，3 か月以下の在留期間が付与された在留資格

しか有していない場合，国民健康保険に加入することはできない。国民健康保険の

適用対象外となる外国人として，住民登録がなされていない者を列挙しているが（国

民健康保険法 6 条 11 号・同施行規則 1 条），3 か月以下の在留期間しか付与されてい

ない外国人は住民登録されなくなるからである（住民基本台帳法 30 条の 45，入管法

19 条の 3 第 1 号）。 

そのため，当該外国人の在留資格が「短期滞在」（在留期間の上限が 90 日）であ

る場合のほかに，「家族滞在」や「特定活動」の在留資格であっても，その在留期間

                                                   
13 全体の生活保護世帯に占める母子世帯の割合は 6.2％（脚注 14 の表 1－1 参照） 
14 厚労省 2016 年 10 月 26 日「平成 27 年度被保護者調査」

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?page=1&layout=datalist&toukei=00450312&tstat=000001089

175&cycle=7&tclass1=000001089215&result_page=1&second=1&second2=1（表番号 1－26） 
15 2012 年 7 月 5 日 24 文科省初第 388 号通達 
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を 3 か月と指定されてしまうと，国民健康保険の加入資格を失うことになる。 

特に子どもの場合，その在留資格は，扶養者である親の在留資格に依拠して決め

られることが多いため，親の事情によって子どもの在留資格が 3 か月以下になって

しまった場合，突然，子どもが無保険状態になるという状況に置かれる問題が生ず

る。また，非正規滞在の外国人親の間に生まれた子は，生まれながらにして非正規

滞在者となる。そのため，子も国民健康保険に加入することができない。そうする

と，例えば，非正規滞在の外国人から出生した子が先天的に医療行為の必要な疾病

を抱えていたとしても，その子は保険に入ることができないため，出生直後から莫

大な医療費が生じてしまい，両親はもちろん医療機関も，その対応に苦慮すること

となる。 

このような場合，低所得者等を対象に無料又は低額な料金で診療を行う「無料低

額診療事業」を提供する医療機関を利用することは可能である。この制度は，都道

府県から当該事業の認可を受けた医療機関において，医療サービスの提供を受ける

ことができるものである（社会福祉法 2 条 3 項 9 号）16。しかし，無料低額診療事業

自体が必ずしも医療機関関係者において十分に認知されているとは言い難いため，

常に国民健康保険と同等の医療サービスを受けられるとは限らない。 

なお，社会保険は組合ごとに要件が定められているため，国民健康保険の適用対

象外の外国人も保険適用を受けることができる場合もある。 

(3) 母子・女性に関する主な問題点 

ア 受けることのできる社会福祉・行政サービス 

外国人妊産婦も，在留資格の有無や種類にかかわらず，母子手帳の交付（母子保

健法 16 条 1 項），出産費用がない時の入院助産措置（児童福祉法 22 条）を受けるこ

とができる。 

また，外国人乳幼児も，在留資格の有無や種類にかかわらず，乳幼児の定期健康

診断（母子保健法 12 条），未熟児の養育医療（母子保健法 20 条），結核療養（児童

福祉法 20 条）といったサービスを受けることができる17。 

なお，自治体によっては独自の住民サービスとして母子手帳に妊婦検診補助券や

子宮がん無料検診券などのクーポン券を付けている自治体もあるが，非正規滞在者

の妊婦に対してはクーポンを交付しようとしなかったという事例も報告されている。 

イ 受けることができない社会福祉・行政サービス 

生活保護の受給，家庭内暴力からの一時保護施設（シェルター）利用，児童扶養

手当受給といった行政・社会福祉サービスは，在留資格の有無や種類によって受給

の可否が左右され，非正規滞在者や短期の在留資格しか有していない外国人はこれ

らのサービスを受けることが基本的に認められていない。 

ウ 性暴力に対する相談窓口の問題点 

家庭内暴力に対する最も初期の段階である性暴力の相談窓口も十分に整備されて

いるとは言い難い。特に外国人の場合，言語上の問題からも情報へのアクセスが，

                                                   
16 社援総発第 0308001 号厚生労働省社会･援護局総務課長「社会福祉法第 2 条第 3 項に規定する生計困難者の

ために無料又は低額な料金で診療を行う事業における人身取引被害者等の取扱いについて」 
17 内閣総理大臣 1996 年 5 月 26 日付け答弁書（内閣参質 147 第 26 号） 
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日本人と比べて，より阻害されやすい状況にある。性暴力・性犯罪被害に関する相

談窓口を開設する民間団体もあるが，外国語での対応を行っていなかったり，対応

時間に限界があるといった制約がある。 

外国人女性は，仮に配偶者からの家庭内暴力等の問題が起きたとしても，在留資

格を維持するために夫の協力を得ねばならず弱者的地位に置かれやすい。また，国

家戦略特区における外国人家事労働者の受入れ，介護分野での外国人の受入れが進

めば，就労場所でのセクシュアルハラスメントが問題となるケースも増加する可能

性が高まる18。外国人もまた，日本人と同じように，これらの窓口を利用できるよう

整備されるべきである。 

エ 生活保護受給に関する問題点 

生活保護受給に関して，前記第２･２のとおり，外国人の中で生活保護を受給する

ことができるのは，原則として，難民認定を受けた者・特別永住者・入管法別表 2

の在留資格（永住者，永住者の配偶者等，日本人の配偶者等，定住者）を有する者

に限られる。それ以外の事例は，ケースごとに厚生労働省に照会されることとなる

ため，生活保護の受給の可否は一義的には明確にならず，認められにくくなってい

る。 

オ 配偶者暴力等による一時保護における問題点 

家庭内（恋人間）暴力が生ずる場合，在留資格の取消し（入管法 22 条各号）や退

去強制手続において一定の配慮がなされることとされている19。もっとも，ＤＶ被害

に遭った場合等に在留資格の取得自体の要件が緩和され，在留資格が得やすくなる

というわけではない。 

また，一時保護（いわゆるシェルターの利用）に関して，明確な定めは置かれて

いないものの，非正規滞在者が利用することを認めない運用となっている自治体が

ほとんどであり，非正規滞在者以外でも，住民基本台帳の適用対象外であること，

あるいは在留資格との関係により生活保護受給の見込みがないことなどを理由に利

用を拒むケースもある。 

カ 児童扶養手当・児童手当に関する問題点 

父又は母に扶養されていない子の監護親に支給される児童扶養手当（子ども手当，

母子手当などと呼ばれる）の受給対象者について，法律上受給可能な外国人を限定

してはいない。しかし，厚生労働省は，住民基本台帳制度の対象外にいる外国人に

は支給しない旨通知を出している20。 

また，児童手当についても同様の取扱いをしており，厚生労働省は，「日本国内に

                                                   
18 日弁連 2015 年 12 月 17 日「第 7 回及び第 8 回締約国報告に対する女性差別撤廃委員会からの課題リストに

対するアップデイト報告」16 頁参照 
19 入管法 22 条の 4 第 7 項 1 号参照，また同号について，在留資格取消事由について法務省入国管理局 2012 年

7 月「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消しを行

わない具体例について」参照。 

 退去強制手続における配慮については，法務省管総第 2323 号通達「『配偶者からの暴力の防止及び被害者の

保護に関する法律』及び『配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策に関する基本的な方針』に

係る在留審査及び退去強制手続に関する措置について」参照。 
20 2012 年 6 月 21 日雇児福発 0621 第 1 号厚生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知「児童扶養手当

における外国人に係る事務の取扱いについて」 
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住所を有しない時」（児童扶養手当法 4 条 2 項 1 号）という支給要件との関係におい

て，住民票の対象外の外国人には支給しない旨を通知している（厚生労働省雇用均

等・児童家庭局長「児童手当法における外国人に係る事務の取扱いについて」雇児

発 0613 第 1 号 2012 年 6 月 13 日）。 

こうした取扱いもまた，外国人の母子又は父子にとって問題となっている。身分

関係の変化によって養育親が在留資格を失い，又は入国管理局から 3 か月以下の在

留期間を指定された在留資格を付与された場合，児童手当や児童扶養手当の支給要

件から外れるとして，これらの手当が突然打ち切られてしまうからである。 

 
３ 採るべき対策 

以上のことから，非正規滞在者あるいは住民登録の対象とならない短期の在留資格しか

有していない外国人は，実態としていかに本邦に定着して本邦内で子を扶養しているとし

ても，適切な行政サービス・福祉サービスの対象から外れることとなる。外国人といえど

も，生活の安定や自立促進といった各種手当の趣旨には当てはまる。 

2017 年 11 月 16 日，子どもの権利委員会は，一般的意見 23 号（2017 年）「出身国，通過

国，目的地国および帰還国における，国際的移住の文脈にある子どもの人権についての国

家の義務」（CMW/C/GC/4-CRC/C/GC/23）を発表した。一般的意見 23 の中で，国は，差別の

結果として子どもの健康が阻害されないことを確保する義務を負うとともに，移住者であ

る子どもが保健サービスにアクセスすることができるよう求められると明記した(Ｉ№55，

56)。 

困窮した子や母子，あるいはＤＶ被害を受けた外国人が行政サービス・社会福祉サービ

スの網から外れていたずらに不利な立場に追い込まれることのないよう適切な運用と法解

釈が求められる。 

 
第４ 公的医療・公的年金 

 
１ はじめに 

本邦に滞在する外国人の公的医療・公的年金制度の取扱いについては，大別して，被用

者とその扶養家族を対象とする社会保険（健康保険・厚生年金）と，それ以外の住民を対

象とする国民健康保険・国民年金がある。 

これらのうち，社会保険については，従前から日系人を中心として加入率が低いという

問題が指摘され続けている一方，国民健康保険については，短期滞在やオーバーステイの

外国人に適用されないことが問題とされてきた。 

また，国民年金については，旧植民地出身者又はその子孫について，いわゆる在日外国

人障がい者・高齢者の問題として議論されてきたところであり，裁判所でも争われてきた

ところである。 

以下においては，これらの従前からの問題の現状と課題を概観するとともに，2011 年 7

月に外国人の在留管理制度や住民基本台帳制度が整備された以降の外国人の公的医療・公

的年金をめぐる動向について，可能な範囲で述べることにしたい。 
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２ 外国人と社会保険（健康保険・厚生年金） 

(1) 社会保険の被保険者 

外国人と社会保険について，原則として常時 5 人以上の従業員を雇用する事業所で

雇用されている従業員は，健康保険・厚生年金の被保険者となり，適正に加入の手続

が採られていれば，外国人とその扶養家族はこれらの制度の適用を受けることになる。 

(2) 加入率の問題 

しかし，従前から，実際には，いわゆる業務請負で多く就労する日系人を中心とし

て，社会保険の加入率が低いことが指摘されており，多くの者が国民健康保険に加入

するか又は健康保険自体にも加入しない状況にあった。 

その理由としては，事業主は人件費の負担の増加を回避したい一方，外国人も厚生

年金の保険料が掛捨てになることが多いために社会保険の被保険者となることを希望

しないことなどが挙げられてきた。 

これに対し，2001 年 10 月の外国人集住都市会議による浜松宣言を始めとして，健

康保険と厚生年金の一括加入の緩和，脱退一時金の充実，社会保障協定の締結の促進

など，この問題を解決するための提言が行われてきた。 

これを受け，2012 年 3 月のブラジルとの社会保障協定の発効等の社会保障協定の締

結の推進のほか，2017 年 8 月以降は老齢年金を受給するための保険料納付済期間が 25

年から 10 年に短縮されるなど方策が採られるようになっている。 

(3) 近時の動向 

こうした社会保険の加入率をめぐる問題については，前記の外国人集住都市会議の

宣言でも提案されているとおり，本来的には，業務請負業者や派遣業者の事業主に対

する加入の促進とともに，職権による適用や保険料の強制徴収などの適用が徹底され

るべきであるとされていた。 

このような中，年金事務所では外国人就労者等に対する事業所調査が強化されてい

る状況にあったところ，政府の未来投資会議が 2018 年 6 月 15 日に公表した未来投資

戦略 2018 によれば，外国人の在留管理制度の整備を受け，法務省が把握する外国人本

人の情報と厚生労働省が把握する外国人雇用状況届出の情報を共有することにより，

更なる調査の徹底が講じられるものとされている。 

このような措置は，外国人の医療・年金という生活の基盤に関する問題を解決する

ための方策として評価し得るが，一方で，このような方策を取るに当たっては，業務

請負業者や派遣業者が適正な加入の手続を取らなかったことによる不利益を外国人に

負わせることのないよう配慮する措置が講じられるべきである。 

 
３ 外国人と国民健康保険・国民年金 

(1) 国民健康保険・国民年金の被保険者 

外国人と国民健康保険・国民年金について，自営業者やその扶養家族などの社会保

険の被保険者とならない外国人のほか，実際には，前記のとおり，社会保険の被保険

者となるべき者であっても，国民健康保険・国民年金に加入する場合もある。 

もっとも，国民健康保険については，2011 年 7 月以降，原則として 3 か月を超える

在留資格を有していて住民登録を受けていることが必要とされており（国民健康保険

法 6 条 11 号・同施行規則 1 条），国民年金についても，同様に住民登録を受けている
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ことが必要とされている。 

この点，国民健康保険をめぐっては，オーバーステイ等の外国人に国民健康保険の

被保険者の資格を認めることができないかが問題とされてきたが，最判平成 16 年 1 月

15 日民集 58 巻 1 号 226 頁を受けた国民健康保険法施行規則 1 条の改正により，在留

資格を有しない外国人は被保険者の資格から除外されることになっている。 

これ以降，在留資格を有しない外国人については，社会保障による医療の保護はい

わゆる無料定額診療事業を除いて事実上存在しない状況となっているが，この事業に

よる診療を提供している医療機関は限られているのが実情である。 

(2) 在日外国人無年金者をめぐる問題 

外国人と国民年金については，旧植民地出身者とその家族について，被保険者の資

格を日本国民に限定する国籍要件が難民条約の批准を受けて撤廃された一方，それま

で国籍要件によって被保険者の資格を認められなかった者には国民年金法の適用が遡

及されることなく，救済措置も講じられないという問題が指摘されてきた。 

この在日外国人無年金者の問題については，2000 年代以降，在日韓国人・朝鮮人の

障がい者・高齢者による訴訟が提起されていたが，いずれも立法府の裁量の範囲内で

あり，著しく合理性を欠くものでない限り，憲法 14 条，自由権規約 26 条又は社会権

規約 2 条 2 項に違反するものではないと判断されており，最高裁判所で請求棄却の判

決が確定するに至っている。 

もっとも，日弁連からは，2010 年 4 月 7 日，中国残留邦人における無年金者問題や

学生無年金障がい者問題においては救済措置が実施されていることや，在日外国人無

年金者の多くが高齢化等によって困窮した生活を行うことを余儀なくされていること

に照らし，厚生労働大臣等に対し，救済措置を速やかに講じるよう勧告がされている。 

(3) 保険料の徴収をめぐる問題 

国民健康保険については，近時の市町村による保険料の収納の対策の強化や 2011 年

7 月以降の外国人の在留管理制度の整備を受け，外国人の国民健康保険の加入の促進

とともに，保険料の徴収が強化されている。 

国民年金についても，外国人の在留管理制度の整備や 2017 年 8 月からの国民年金の

受給資格の期間の短縮を受け，外国人に対する届出の勧奨や職権による資格の取得に

よる保険料の徴収が強化されている状況にある（厚生労働省年金局国際年金課長等「国

民年金における外国人適用について」（平成 29 年 6 月 29 日））。 

国民健康保険の納付の状況については，入国管理局においても，在留資格の更新や

在留期間の更新等において考慮されるようになっていたが，近時は，永住許可におい

て国民年金の保険料の納付の状況が遡って考慮されるようになっており，後納制度に

より年金事務所で過去 5 年間の保険料を納付できるようになっていることを受け，永

住許可を受けるために多額の保険料を納付することを余儀なくされる事例が生じてい

る。 
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第３節 外国人と法的アクセス 

 
第１ 外国人の法的アクセスの現状と課題 

 
１ 多文化共生社会におけるリーガルサービスに必要な視点 

(1) 第１編で述べたとおり，今後，骨太の方針の実行を始めとして，多くの外国人労働

者が日本に入国し，社会の一員となることが見込まれる。 

骨太の方針も，「外国人の受入れ環境の整備」をうたっているが，経済・労働市場の

国際化に伴う国境を越えた法的紛争や在留外国人の法的な権利侵害及びそれらに対す

る法的救済制度の実効性に関する現状の調査・分析は行われておらず，具体的な対応

策も検討されていない。 

以下では多文化共生社会において必要な法的サービスや実効的な法的権利救済制度

における具体的な検討点を指摘したい。 

(2) 実効的な権利救済制度における 3 つの視点と在留資格 

国籍，言語を問わず，全ての人が法的に保障された権利を行使し，侵害された権利

の回復や救済を求めるには，権利や義務を法律に定めるのみならず，法律で保障され

た権利を実効的に行使することができるシステムを保障することが不可欠である。そ

して権利救済の実効性確保のためには，①アクセスビリティー（距離，言語によるア

クセス障害の解消），②アフォーダビリティー（手頃な費用），③正確な情報提供（法

的権利や救済手続に関する正確な情報）という 3 つの要素が不可欠である。 

加えて，外国人については，在留資格や在留期間による制限により事実上，法的救

済の途が閉ざされることのないよう特別な対策が必要である。 

(3) アクセスビリティー 

言語や居住地によるアクセス障害を解消するためには，出張相談，遠隔地からの電

話やスカイプ等を通じた相談，多言語での相談などに対応できる体制作りが不可欠で

ある。海外や遠方地域に居住する人（日本人や外国人を問わず）からの法律相談は多

く，また，病気や障害により外出が難しい人からの相談の潜在的需要も高いと思われ

る。ドメスティックバイオレンスや人身取引被害者の場合は，交通の便が悪く，警察

署や区・市役所等の公的機関から遠く離れたところに居住していたり，配偶者や加害

者らから外出はもとより電話等による外部との接触を制限・禁止されている場合もあ

る。 

また，通訳の確保も課題である。特に，少数言語の通訳者を確保することは難しく，

リーガルアクセス障害の大きな一因となっている。 

さらに，支援ネットワークの構築も課題である。外国人当事者自らが弁護士にアク

セスすることは容易ではなく，地方では地理的なアクセスの困難も生じるため，支援

団体，行政などとの支援ネットワーク構築の必要性が高い。 

ア 各弁護士会では外国人の権利に関する委員会や外国人の方の多言語での相談窓口

を設けているところもあるが，対応は，各会によって異なる。 

例えば，東京の 3 弁護士会（東京弁護士会，第一東京弁護士会，第二東京弁護士

会）では新宿と蒲田の2か所の法律相談センターに外国人専門の相談を設けており，

ホームページ上で英語，中国語，スペイン語の多言語で情報提供を行い，また，日
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本語の説明文にも「ルビ」を振ることにより，日本語に不自由な外国人が理解しや

すいよう工夫がなされている。さらに，通訳業者に業務委託することにより英語，

中国語，スペイン語での電話での相談予約を導入し，また相談時の通訳も法律相談

センターにおいて無料で手配している。 

イ また，日本司法支援センター（法テラス）は，全国共通の電話番号で多言語情報

サービスを提供しており，日本の法制度や相談窓口情報を英語，中国語，韓国語，

スペイン語，ポルトガル語，ベトナム語，タガログ語の 7 か国語で提供している。 

ウ 一方，司法救済機関であり人権の砦である裁判所の対応は遅れていると言わざる

を得ない。 

① 離婚（婚姻費用分担請求，面会交流などを含む）や相続などの家事事件につい

ては裁判所のホームページから申立書その他の関連書類をダウンロードすること

ができる。また，裁判所は，裁判手続について分かりやすく説明したパンフレッ

トなどを配布しており，司法アクセスの保障に役立つサービスを提供している。 

しかし，これらはいずれも日本語で記載されている。申立書を始め，裁判所へ

の提出資料は全て日本語で記載するか，和訳を添付することが求められており（民

事訴訟規則 138 条，裁判所法 74 条），日本語が不自由な外国人が司法手続の利用

を躊躇したり，あきらめたりする原因となっている。 

また，離婚等の家事調停事件や労働審判申立事件については在留外国人の利用

件数は特に多く，その他の裁判・調停手続においても，今後，ますます，在留外

国人の利用件数の増加が見込まれるにもかかわらず，外国語で対応可能な調停委

員や審判委員の人員は少ない。そのため，通訳人や弁護士を同行しない在留外国

人が法的手続において正確な意思表示や事実主張ができなかったり，手続や調停

の内容を理解できないことも珍しくない。実際，調停内容を理解しないまま，不

利益な内容の調停条項に同意してしまい，そのまま調停が成立してしまった事例

も報告されている。外国語で対応可能な調停委員や労働審判員，司法委員，参与

委員等の人員不足が対応の遅れの原因の一つと考えられ，かかる観点から調停委

員等に外国籍の者を採用すべきであることは，第２章第２節第１・３で述べたと

おりである。 

② さらに，事件当事者や証人が海外に居住しており，海外から日本の裁判所に調

停・審判申立や訴訟提起がなされる事案も増えている。 

日本の弁護士を代理人とすれば，当事者本人が海外にいても調停・裁判手続を

進めることはできるが，自ら直接，当該手続において意見や事実を主張する機会

が付与されないのは極めて不公平であるし，外国にいる当事者や証人が裁判手続

に参加するためには来日するほかないというのは，多額の費用や時間を考慮する

と不合理かつ非効率である。 

既に国内においては当事者の一方が遠隔地に居住している場合は，当該当事者

は最寄りの裁判所に出頭すれば，争点整理手続（弁論準備手続，進行協議期日，

書面による準備手続）や証人尋問において，係属裁判所に直接，出頭しなくても

電話会議システムやテレビ会議システムを通じて，調停・裁判手続に参加するこ

とができる（民事訴訟法 170 条 3 項，204 条 1 号，家事事件手続法 258 条 1 項，54
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条）。 

また，外国の裁判所が日本に居住する者をテレビ会議や電話会議で証人尋問し

たいと考えた場合，国によっては，日本における大使館において，本国の裁判所

とつなぐなどして証人尋問が行われているようである21。 

しかし，日本の裁判所は「訴状等の裁判関連文書の送達や証拠調べ等の『裁判

上の行為は』，国家機関たる裁判所が関与する法的効果を伴う行為（裁判権の行使）

なので，他国で自由に行えばその国の主権を侵害しかねない」，「他国の主権が及

び領域において，送達や証拠調べ等の裁判権の行使をするには，我が国と当該外

国との間で，上記の裁判権の行使をしてもよい旨の合意（国家間の合意）がなく

てはならない」としている（最高裁判所事務総局民事局監修『国際民事事件手続

ハンドブック』（法曹会，2013）5 頁）。 

しかし，ビデオリンク方式を用いた証人尋問等，通信手段を用いた，外国領域

上の証人等に対する裁判上の行為の実施が国際法上許容されるか否かについては，

国際慣習法上は不明確であるところ，少なくとも証人等の所在する場所で弁護士

等の私人が立ち会って実施する場合や，日本の民事訴訟において利用される電話

会議システムのように，電話の受手の側における裁判所の職員等の関与が想定さ

れていない場合には，直接的に「外国領域上での公的活動の禁止」という国際法

の原則とは抵触しない。また，民事裁判手続は，私人間の紛争解決・法律問題の

処理という多くの国で共有されている価値を実現するものであり，このような価

値の増進のために国際司法共助が必要不可欠であり，むしろ法廷地国のおける私

的な紛争解決の実現は多くの国が歓迎するものであること，特に電話，テレビ会

議，スカイプ等の国境を越える通信手段の利用は，対象となる当事者や証人にと

っては，外国の裁判所に移動して対応するより簡易かつ迅速であり，当該当事者

らの利益に資すること，を考慮すると，当該外国の公序法に反するなどの理由が

ないにもかかわらず，一律に主権侵害を理由に実施しないのはかえって法的救済

制度の実効性の観点から問題があると言える（竹下啓介「国境を越える裁判手続

の実施と国際法」『自由と正義 2016 年 5 月号』参照）。 

したがって，今後は，海外の法律事務所や裁判所，大使館など限定された場所

に出頭すれば，電話会議システムやテレビ会議システムを通じて，海外から訴訟・

調停手続に参加可能なシステム等の検討も必要となろう。 

(4) アフォーダビリティー 

生活困窮者であっても法的救済を受ける権利があることは，日本人でも外国人でも

異なることはない。経済的な理由により，法的権利を行使できなかったり，侵害され

た権利の救済を受けることができない事態はあってはならない。 

ア この点，経済的な理由で法的権利の行使が困難な者を救済する制度として，日本

においては，日本司法支援センターの「民事法律扶助」と日本弁護士連合会による

「委託援助」の制度がある。 

在留外国人の場合，中長期の在留資格を有する場合は，法テラスを利用すること

                                                   
21 池田綾子「国際化時代における日本の裁判手続の課題と展望」『自由と正義 2016 年 5 月号』，土方恭子「当

事者や証拠が外国に存在する場合の送達及び証拠調べ」『自由と正義 2016 年 5 月号』参照。 
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ができる。しかし，在留資格のない外国人や短期の在留資格の外国人は，法テラス

の利用資格がない。在留資格のない外国人は，委託援助制度を利用することになる。 

これは，総合法律支援法が，民事法律扶助の享受主体を日本国民及び我が国に住

所を有し適法に在留する者と定め，我が国に適法に在留していない日本国籍を有し

ない者（以下「非正規滞在外国人」という。）を享受主体から除外しているからであ

る。 

しかし，かかる総合法律支援法の規定によって，例えば，非正規滞在外国人の離

婚請求（配偶者からの暴力の被害者を含む。），未払給与請求（非正規滞在中の就労

に基づく給与のみならず，正規滞在中の就労に基づく給与を何らかの理由で非正規

滞在化した後に請求する場合も含む。），不法行為の被害者となった非正規滞在者か

らの損害賠償請求（労働災害，故意による傷害被害や，交通事故，入国管理局の収

容施設内における人権侵害被害も含む。）等について，民事法律扶助の対象とならな

いことになる。また，同法は行政事件訴訟も援助対象としているものの，在留資格

のない外国人が原告となる難民不認定処分取消訴訟や退去強制処分等取消訴訟は援

助の対象とならない。 

このような権利救済の必要性の高い事案においてまで，在留資格の有無や期間に

よって民事法律援助の対象外とすることは，民事法律援助の理念たる生活困窮者に

対する法的救済を受ける権利の保障に反するものと言わざるを得ない。在留資格の

有無や期間を問わず，法的救済を必要とする在留外国人については資力要件を満た

す限り，法テラスの民事法律扶助の対象とすべきである22。 

イ また，民事法律扶助の対象となる事件についても，法テラスの着手金ないし成功

報酬は一般的な法律事務所の報酬規定の 3 分の 1 から 2 分の 1 程度の低廉な水準に

ある。 

特に外国人事件の場合，日本の法制度や文化の違いを説明したり，通訳人を介し

た打合せとなるため，相談時間や打合せの時間，頻度が日本人の事件より多く，手

間も掛かる。裁判所への提出資料としたり，本人の理解促進のため，多量の書類の

和訳，外国語訳を要する場合もあり，通訳費用や翻訳費用が各制度の上限を超える

ことも少なくない。 

同じく法テラスの民事法律扶助の対象事件であるハーグ案件については，海外か

らでも外務省を通じて，外国語に堪能な日本の弁護士を紹介する制度が整備されて

いるほか，弁護士費用及び翻訳通訳費用の水準は，格段に高い23。今後は，ハーグ事

件以外の事件であっても，同様の制度を拡張すべきある。また，通訳や翻訳費用に

                                                   
22 日弁連 2014 年 12 月 19 日「民事法律扶助制度の対象に非正規滞在外国人・難民認定申請者等を含めること

を求める意見書」 
23 法テラスのハーグ案件の立替金の標準額は以下のとおり。 

(1) 子の返還命令事件の場合。①ＬＢＰ（Left Behind Parent）国外へ連れ去られた親の場合の例（着手金：

標準額 56 万 7000 円であるが特に処理が困難なときは 75 万 6000 円まで増額可能。実費：5 万円，報酬金：標

準額 19 万 4400 円），②ＴＰの場合の例（着手金：標準額 34 万 200 円であるが特に処理が困難なときは 56 万

7000 円まで増額可能。実費：5 万円，報酬金：標準額 12 万 9600 円） 

(2) 面会交流，示談交渉，ＡＤＲ手続の場合。①の場合の例（着手金：標準額 39 万 6900 円であるが特に処理

が困難なときは 52 万 9200 円まで増額可能），②の場合の例（着手金：標準額 23 万 8140 円であるが特に処理

が困難なときは 39 万 6900 円まで増額可能。実費：5 万円，報酬金：標準額 9 万 720 円） 
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ついても各10万円という上限を設けるべきではなく，必要な通訳・翻訳である限り，

原則，実費の全額を扶助の対象とすべきである。 

また，不法滞在や在留期限の満期が間近な外国人が立場の弱さから長時間労働や

賃金不払，性暴力・セクハラなどの搾取を受け，帰国間際に 20 万円から 30 万円程

度の未払賃金（残業代含む）を請求したいとして弁護士のところに駆け込む場合も

少なくない。しかし，法律扶助制度が償還を前提としていることから，費用対効果

を考慮して弁護士への依頼をあきらめ，結果，外国人労働者の泣寝入りと労働搾取

の放置につながっている実態もある。 

このような事態は，結局，平等かつ実効的な司法アクセスという「外国人が円滑

に共生できるような社会の実現に向けた取組」という目的や理念に反する結果をも

たらしており，共生社会の実現に向けて解消すべき課題と考えるべきである。 

(5) 正確な情報提供 

法律で保障された権利を行使するためには，自らの権利や救済手続に関する情報を

正確に知ることが必要である。そのためには，行政機関や裁判所のみならず，法的サ

ービスの提供者である弁護士会から情報発信やアウトリーチが必要である。特に外国

人については，母国語あるいはわかりやすい日本語での情報発信をするなど工夫が必

要である。ＮＧＯや自治体，外国人コミュニティとの連携やＳＮＳやウェブサイトな

どを通じ，多言語で情報を提供したり，外国人向けないし外国人を雇用する企業向け

に多言語での法律講座の実施など具体的な対応が求められる。 

(6) 在留資格の問題 

日本に滞在する外国人は全て在留資格が必要とされ，許可された在留期間内で在留

が許可されているにすぎない取扱いを受けており，法的問題の解決のために法的救済

手続を利用する場合でも，在留期限が切れれば適法に滞在することができない。 

その結果，在留期限が残り少ない場合には，法的権利救済手続が利用できないこと

になる。多くの場合，入国管理局は，裁判手続中は，短期滞在ないし特定活動の在留

資格を付与している。しかし，これらの在留資格は，就労許可が付与されないため，

仕事ができない。その結果，生活費，滞在費が賄えず，日本滞在が難しくなり，事実

上，法律で保障された権利の行使をあきらめざるを得ない事案も多い。 

そこで，少なくとも法的救済手続期間中は，就労可能な在留資格を付与したり，住

居などの提供が必要であることは，第１編第３章第２節でも述べたとおりである。 

さらに，在留資格に関連して，国際離婚の増加に伴い，離婚により在留資格を失い，

母国に帰国せざるを得なくなった外国籍の親が（例えば，日本人の配偶者の在留資格

で来日したが，その後，離婚し，定住者など他の中長期在留資格を取得できない場合），

日本に居住する子どもと長期にわたって面会交流することができないという事案が散

見される。子供が日本に居住する以上，離婚後も定住者など中長期の在留資格を付与

することを検討すべきである。 
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第２ 従前の弁護士会等の取組と今後の展望 

 
１ 弁護士会等の取組 

(1) ＬＮＦなどのネットワークによる成果 

外国人ローヤリングネットワーク（ＬＮＦ）が 2009 年 5 月に設立された。ＬＮＦで

は，渉外家事，労働，入管，難民などの分野に精通している弁護士による講義，メー

リングリストを通しての事件処理のノウハウや外国法の情報共有，通訳者・翻訳者の

紹介，外国人事件の地元の弁護士への紹介などが積極的に行われている。弁護士の横

の広がりにより，外国人事件に取り組む弁護士の質は全国的に向上していると言え，

その分野に興味，関心を持つ弁護士に案件をつなぐこともできている。ＬＮＦなどの

ネットワークは，外国人のリーガルアクセスを全国的に充実させることに大きな貢献

をしている。 

(2) 外国人事件経験交流会の開催 

2016 年 6 月 3，4 日に大阪で第 1 回外国人事件全国経験交流集会が開催された。開

催趣旨は，外国人事件の経験を全国の弁護士間で共有し，外国人事件に取り組んでい

る，取り組みたい弁護士間の交流を図ることであり，全国から多数の弁護士が参加し

た。取り扱ったのは，外国人事件入門，退去強制手続，労働事件，渉外家事であり，

今後も継続して開催されることが予定されている。今後は，経験交流会を各地で開催

することも一案である。全国の弁護士が外国人事件を取り扱うことの動機，契機にな

ると思われる。 

(3) 公設事務所における外国人・国際部門の設置 

東京弁護士会は，言語や収入等による外国人のリーガルアクセス障害の解消を目的

に東京パブリック法律事務所の一部門として外国人相談専門部門（ＦＩＳＳ，Foreign 

nationals and international service section） を設置した。 

2018 年 7 月時点で英語，フランス語，中国語，スペイン語で通訳を介さず法律相談

対応ができる弁護士が在籍している。毎月，50 件前後の新規相談に対応しており，相

談者の国籍，言語，相談内容は多岐にわたっている。 

多文化共生社会における実効的な司法アクセスや法的権利救済を実現する上で，多

言語で対応できる弁護士や事務局の体制が整備され，日本人依頼者の場合と同水準で

法律扶助事件を受任しているＦＩＳＳの存在は，諸外国の公設事務所とのネットワー

クや国境を越えた人権侵害事件における法的アクセスの拠点としての役割も期待でき，

今後，益々，重要な役割を果たす可能性がある。 

もっとも，その運営は，有志の弁護士の献身的な努力に多くを負っているところが

あり，同様の取組の広がりには限界がある。今後，弁護士の収入保障を含め，公設事

務所に外国人専門部門を設けることは，都市部・地方を問わず，外国語対応ができる

市民派の弁護士の育成とともに重要な検討課題である。 

 
２ 展望 

(1) 雇用のグローバル化と外資系・多国籍企業の進出に伴う法的救済の限界 

ア 第１編第１章第１節や第１編第２章第２節で述べたとおり，大都市圏，特に，東

京においてはＩＴ，金融・証券，教育・教授，法律会計業務，大企業の企業内転勤
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など専門的・技術的分野の在留資格で在留する外国人が集中している。これらの分

野の在留資格を有する外国人は，教育水準が高く，給与水準も比較的高い者が多い

が，解雇等の労働事件については，紛争当事者が複数国に所在することから，法的

救済がより困難な側面がある。これらの分野は，グローバル経済に伴う国際的な労

働市場での熾烈な人材獲得競争にさらされており，世界各国に拠点を有する人材紹

介会社の介入も手伝って，人材の流動性が激しい。加えて，海外に本社がある多国

籍企業の日本市場への進出が進む一方，人事・労務管理部門がグローバルな統一的

かつ戦略的人事管理政策の下で海外本社に一任されていたり，日本国内に所在する

企業でありながら，社員構成の多数が出身国の異なる外国人で占められていること

も多いため，日本の労働法や労働・雇用慣行を無視した乱暴な解雇や不利益変更等

が行われていることも少なくない。 

イ さらに，ＩＣＴ（インターネット・コミュニケーション・テクノロジー）の発達

による国境を越えたクラウドワークという働き方が出現し，雇用主と労働者，ある

いは同じプロジェクト・部署に所属する労働者がそれぞれ異なる国に所在するとい

う事態も生じている。そのため，不当解雇や労働条件の一方的不利益変更，賃金不

払等の権利侵害が起こっても，裁判管轄や適用法令，判決の執行力の問題が生じ，

日本国内の法制度の範囲では，事実上，法的救済が不可能となる事態が現実化して

いる。高度専門職を含め，専門的・技術的分野に従事する外国人労働者の権利につ

いては，外国政府や法曹会との連携や合意形成を含め，雇用や労働のグローバル化

や国境を越えた法的紛争の増加に応じたより多角的かつ実効的な法的救済手段の検

討が必須である。 

ウ クロスボーダー案件への対応 

法的紛争のクロスボーダー化は労働の分野に限定されるものではない。家事事件

の分野においても，日本人と外国人あるいは日本在住の外国人同士の婚姻も増加し，

同時に離婚やこれに伴う財産分与，子供の親権，面会交流等の問題，国際的な相続

の事案も増加している。さらに消費者被害（例えば海外に本社のある企業による投

資詐欺等），海外サーバーや海外のＳＮＳプラットフォームを通じた名誉棄損，ヘイ

トスピーチ，リベンジポルノ被害などの相談も増加している。 

これらの事案では，紛争当事者となり得る者が海外に居住している場合もあるが，

法的権利救済の観点からは，費用，弁護士，訴訟手続への参加等について海外から

のアクセスを容易にする制度の検討が必要である。例えば，ハーグ案件（子供の引

き渡し，面会交流）では利用が可能な法テラス民事法律扶助の利用範囲を一般事件

にも拡張する，各国の弁護士会等を通じて海外から日本の弁護士を紹介する制度を

設ける（海外の弁護士の紹介を受ける制度も必要となろう），国外から電話会議やス

カイプ等を通じた調停・訴訟手続への参加制度などがある。 

(2) 全国的な増加への対応 

都市部以外においても，在留外国人，訪日外国人の数は増加が続いており，外国人

事件は，都市部，郊外，地方を問わず発生し，それぞれに特徴はあり得るが，共通す

る部分も多くある。 

例えば，広島では，都市部と比して技能実習生の労働問題が多く報告されているが，
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一般的な渉外家事，入管案件，最近では難民案件もあって事件は多様化し，依頼者の

国籍も多岐にわたっている。 

外国人のリーガルアクセスを整備する必要性は全国的に高まっている。 

弁護士過疎の問題には，一定の社会層の人が弁護士にアクセスできないという社会

や地理的状況に着目した問題があることが意識されるようになり法テラスやひまわり

公設事務所によって解消されようとしている。また，外国人へのリーガルアクセスに

ついては，大都市圏の弁護士会レベルでは東京パブリック外国人部門の設立などで解

消に努めようという動きがでてきている。 

しかし，外国人という社会的過疎に着目し，それを全国的に解消しようとすると，

社会プラス地域，特に語学面において対応できる弁護士又は通訳の確保など様々な要

素を総合的に検討する必要がある。また，外国人といっても在留資格，母語，出身国

等について都市部と地方では傾向が異なり，さらに地方といっても浜松市のような集

住地域もあれば，いわゆる散在地域もあり，各地においてどのようなニーズがあるの

かについて，常に分析と検討が必要である。 
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第３編 国・自治体が採るべき総合的な外国人政策の立
案と組織体制 

 

第１章 国・自治体の政策の変遷と課題～｢多文化共生法｣等の
法整備の必要性～ 

 

第１節 多文化政策法の不在 
 

第１編「第１章 はじめに」で述べたとおり，今，日本は，様々な国籍の人々，外国に

ルーツを持つ人々が暮らす国となっており，かかる状況に鑑みれば，本来であれば，既に

これらの人々の人権を保障するための法制度や政策が築き上げられてきてしかるべきであ

った。 

現に，ドイツ，韓国，スイス等の諸外国において，外国人の受入れと，受入れた外国人

を含めた外国にルーツを持つ人々と共生する社会の確立のための法制度が採用されている

ことは，第２章で述べるとおりである。 

しかし，以下に述べるとおり日本では十分にこれが行われないままとなっているばかり

ではなく，むしろ外国人を管理の対象として位置付ける方向でのみ法整備が進められてき

た。 

 
第１ 外国人管理法制しか存しないこと～2004 年の基調報告書から 

 

「まず，戦後日本の外国人法制を見ると，一貫して「単一民族社会観」に立脚し，出入国

管理法や外国人登録法を骨格とした「外国人管理法」を優位とする法制しか用意してこな

かったことが認められる。そのため，旧植民地出身者とその子孫も含めて，外国人はあく

までも管理の対象としか位置付けられてこなかったのである。 

本来，外国人は，日本国籍を有する民族的少数者とともに等しく人権の享有主体であり，

民族的少数者の固有の権利と公的社会へのより広い参画の保障を基本とする法制度と政策

が必要であるが，これらを基礎的条件とする多民族・多文化共生社会の構築に焦点を当て

た法制は未だ整えられていない。」 

「改めて日本国憲法に目を転じると，憲法に外国人及び民族的少数者の人権に関する明文

規定は存在せず，個々の事件において判例法が形成されてきたと言うことができる。 

戦後日本の外国人の人権に関する判例法は，1978 年（昭和 53 年）10 月 4 日のいわゆる

マクリーン事件最高裁大法廷判決に集約されてしまっている。そこでは，外国人の人権に

関して，いわゆる「権利性質説」に立ちつつ，これら外国人の人権は，出入国管理法（以

下，「入管法」という）に基づく「在留制度」の枠内において保障されるものであるとして

いる。このマクリーン最高裁判決は，その内容が一人歩きし，現在においても，外国人の

人権に関する訴訟において，「広範な行政裁量」を基礎付ける根拠として国側から引用され

続けている。 

このように，日本の外国人法制は，入管法と外国人登録法（以下，「外登法」という）と

いう「外国人管理法制」によって基本的には成り立っており，このマクリーン最高裁判決

の憲法解釈と相俟って，外国人の人権保障の伸張にとって最大の障害となっている。」 
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「日本社会は，確実に「多民族・多文化社会」に移行しようとしている。このような社会

状況の下で，外国人及び民族的少数者の人権保障と非差別・平等に関する国際人権基準を

柱として，日本国内に，差別の規制と被害者の救済措置を含む「外国人及び民族的少数者

の人権基本法」を制定し，もって，「多民族・多文化の共生する社会」の構築に向けた人権

保障システムへの転換の契機とすることが，緊要の人権課題である。」 

本年と同じく，外国人の人権をテーマに行われた 2004 年の人権擁護大会シンポジウム第

1 分科会基調報告書には，第 1 編「総論」第 1 章「はじめに～問題提起」の項に，上記の

各記載がある。 

前回のシンポジウムを開催し，「多民族・多文化の共生する社会の構築と外国人・民族的

少数者の人権基本法の制定を求める宣言」を人権擁護大会で採択してから 15 年弱が経過し

ている。 

 
第２ 更なる在留管理の強化 

 

このような「外国人管理法制」は，特に 2000 年代以降，極めて頻繁に繰り返されてきた

入管法の改正により，ますます強化されてきている。 

特に入管法の 2009 年改正（2012 年 7 月施行部分）により，中長期に在留する外国人に

「在留カード」所持を義務付け，在留期間満了時の更新，あるいは在留資格の変更許可申請

時点における情報の取得・変更から，在留期間中であっても情報を取得する管理体制と変

わった（いわゆる「点の管理から線の管理」へ）。2009 年の法改正により外国人登録法が

廃止され，外国人も住民基本台帳に記録されることとなり，外国人による行政サービスの

利用への便宜が図られるようになった反面，市区町村に届けられた住所やその変更などの

情報を法務大臣も取得し，在留管理に利用することができることとなっている。 

また，上記のような法改正とともに，｢水際作戦」｢不法滞在者 5 年半減計画｣等の政策も

実施されてきた。このように，管理的色彩の強い政策が実施されてきたものと評価すべき

であり，その弊害も目立っている（詳細については，第２編第３章第２節第２「行きすぎ

た入国・在留管理」の項で述べたとおりである。）。 

さらに政府は，骨太の方針 2018 において，「法務省，厚生労働省，地方自治体等が連携

の上，在留管理体制を強化し，不法・偽装滞在者や難民認定制度の濫用・誤用者対策等を

推進する。」としており，より一層の在留管理の強化を図ろうとしている。 

以上のような法改正を経て，更に，在留管理制度の強化が図られている一方で，外国人

住民の住民基本台帳への記録という法改正はあったものの，外国にルーツを持つ人々の共

生を目的としてそれを実施するための体制を定めた基本的な法律は，いまだ定められてい

ない。 

 
第３ 人権保障の観点から多文化共生のための法制度を 

 

第１編「第１章 はじめに」で述べたとおり，既に，日本は，様々な国籍や外国にルー

ツを持つ人々が暮らす国となっているが，今後も，外国人労働者の受入れの増加に伴って

外国にルーツを持つ人々が増加していくと考えられる。その中で，これらの人々が同じ社

会の一員として共に日本で働き，学び，生活できるようにしていく前提として，これらの
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人々の人権が護られる必要があり，多文化共生のための法制度を構築する必要性はますま

す高まっている。併せて，従前の行き過ぎた外国人管理法制についても，人権保障の観点

から速やかに見直しがなされなければならない。そのためには，2004 年に宣言した人権基

本法の内容を踏まえた上で，さらに第２編で論じた多文化共生を実現するための具体的な

課題を乗り越えるための法整備を改めて検討する必要がある。 

 

第２節 国の施策 
 
第１ 1980 年代後半 

 

総務省は，地域の国際化の推進の観点から，自治体の国際協力や多文化共生の推進を所

管している。 

旧自治省（2001 年の省庁再編により総務省に再編統合）は，1987 年に，①「地方公共団

体における国際交流の在り方に関する指針」（昭和 62 年 3 月自治画第 37 号），1988 年及び

1989 年に② ｢国際交流のまちづくりのための指針」（昭和 63 年 7 月 1 日自治画第 97 号）

及び③「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針」（平成元年 2 月 14 日自治画第 17 号）

を策定し，地方自治体に対し，外国人の活動しやすいまちづくりを促した。 

このうち，①は，地方自治体における国際交流を促し地域の国際化を図っていくことを

主な内容とするが，外国人滞在者・訪問者の増加に伴い，外国人にとって暮らしやすい地

域づくりの必要性が増加していることを指摘する。具体的な方策としては，主要公共機関

や道路などにおける外国語による案内板等の設置，地域計画策定の際に外国人に対する配

慮を行うこと，窓口に外国語に堪能な職員を配慮すること，生活相談サービスの実施，外

国人向け広報資料の作成，ボランティアの活用，帰国子女の教育体制，生活相談体制を整

備することなどが示されている。 

②は，外国人が活動しやすいまちづくりを進めることが必要であるとし，課題として，

外国人の言葉の問題，行政情報や知識の不足，日本人の風俗・習慣・物の考え方に対する

外国人の知識不足を挙げている。課題解決のための方策として示されているのは，外国語

表示や情報提供，抽象的な体制整備などに限られている。 

③では，在住外国人に対する支援事業を行う主体として中間的民間国際交流組織である

地域国際化協会（いわゆる国際交流協会，1980 年代前半から終わり頃にかけて各地に設置

された）の重要性を指摘するとともに地方自治体との役割分担が示されている。 

1990 年の入管法改正によるニューカマーの受入れに先立つ時期に，国がこのような共生

施策を打ち出したこと，とりわけ各地における国際交流協会の設置を促し，在住外国人に

対する支援事業を行う主体として位置付けたことは，その後に国際交流協会の果たしてき

た役割を振り返ると，一定の意義があったものと評価できる。もっとも，その施策は，表

面的であり在住外国人の視点に立ったものはなっておらず，そのニーズに応えるものとも

なっていなかった。 

 
第２ 2006 年の多文化共生推進プラン 

 

総務省は，2006 年，各都道府県と指定都市に対し，地域における多文化共生推進プラン
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を策定し，自治体を外国人に対する行政サービスの主要な主体と位置付けた上で，民間団

体と連携・協働して施策を推進するよう求めた（平成 18 年 3 月 27 日総行国第 79 号総務省

自治行政局国際室長通知）。同プランは，学習支援や医療通訳制度の整備等，より在住外国

人の生活に密着した重要な施策を的確に挙げている。しかしながら，その実施は，各自治

体に委ねられ，国が責任を持って実現を図ろうとするものではなく，実現するための財政

的裏付けも欠いていた。 

 
第３ 多文化共生事例集 

 

2017 年，総務省によって，多文化共生事例集が作成された。これは，地方自治体や国際

交流協会，ＮＰＯ法人などの多文化共生の取組を募って，その中から他の自治体の参考と

なる優良な取組を紹介するものである。 

この事例集は，自治体や国際交流協会などにとって参考になる注目すべき取組が多数紹

介されており，有益なものである。しかしながら，国が主体的に共生施策を立案・推進し

ようとする姿勢はない。 

 
第４ 内閣府定住外国人施策推進室 

 

共生施策を所管する行政庁としては，総務省のほかに，内閣府政策統括官（共生社会政

策担当）の下におかれた日系定住者を対象とする内閣府定住外国人施策推進室がある。同

室の推進する日系定住外国人施策としては，日本語で生活できるために必要な施策として，

日本語教育の総合的な整備，日本語習得の促進，子どもの教育に対する支援，ブラジル人

学校等の各種学校・準学校法人化の促進等の支援，ブラジル本国政府への要請，仕事に必

要な日本語の習得を図る職業教育，職業訓練等，多言語での就職相談，事業主に対する指

導・相談援助，産業界との意見交換，就労の適正化のための取組，防災・減災のための対

策，防犯対策，交通安全対策，公的賃貸住宅の活用，民間賃貸住宅への入居支援，社会保

険・国民健康保険の加入促進，外国人患者受入れ環境の整備，外国人住民に係る住民基本

台帳制度の円滑な運営，相談体制の整備，リーダーとなる人材やＮＰＯの育成の促進，情

報の多言語化，自治体における自主的な多文化共生の取組の促進，日系定住外国人の日本

社会への受入れの必要性・意義について国民に周知する取組など，多岐にわたるものであ

り，移民政策として評価できるものである。 

しかしながら，同室は，日系定住者のみを対象としているため，かかる取組の対象とな

る外国人は，日系定住者に限られている。 

 
第５ まとめ 

 

以上のとおり，従来の国の施策は，特定のカテゴリーの外国人のみに目を向けたもので

あったり，地域の国際化の観点から自治体の対応を促すものにとどまり，国が外国人受入

れ全体を視野に入れて主体的に共生施策を立案・推進しようとする姿勢に欠けていた。 
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第３節 自治体や国際交流協会の動き 
 
第１ 自治体の動き 

 

総務省が 2006 年に多文化共生推進プランを策定する以前から，外国人住民を多数受け入

れている自治体は，必要に迫られて，独自の施策を進めてきた。2001 年に設立された「外

国人集住都市会議」や，2004 年に設置された「多文化共生推進協議会」等は，現場の視点

に立って国に対する政策提言活動を行っている。また，多くの自治体で，国際交流協会と

連携した機動的な施策が展開されているが，その内容は，自治体により大きな差がある。 

 

第２ 外国人集住都市会議1 

 

外国人集住都市会議は，外国人の集住する都市と地域の国際交流協会により構成される

都市間連携会議であり，外国人住民に係る施策や活動状況に関する情報交換を行う中で，

地域で顕在化しつつある様々な問題の解決に取り組んでいくことを目的として設立された。

2001 年 5 月 7 日に浜松市で第 1 回会議が開催され，外国人住民との地域共生に向けた「浜

松宣言及び提言」が採択された。同年 11 月 30 日には，総務省，法務省，外務省，文部科

学省，文化庁，厚生労働省，社会保険庁の 5 省 2 庁に「浜松宣言及び提言」の申入れを行

った。 

以後，同会議は，毎年大会を重ね，国に対し，現場の自治体の視点から提言を重ねてい

る。具体的な提言内容としては，公立学校における日本語指導体制の充実，義務教育前の

子どもの支援，学齢期超過の子どもへの施策，外国人学校への支援，不就学問題への対応，

大人の日本語指導への取組，社会保険加入に関する取組，改正労働者派遣法の効果的な実

施，外国人の雇用の安定，外国人支援に向けた企業と自治体の連携，防災や災害時の対応，

外国人住民の活躍できる社会の実現，外国人庁の設置の提言など，多岐にわたっている。 

集住都市会議には，2018 年 4 月 1 日現在，15 都市が会員都市として参加している。 

 

第３ 多文化共生推進協議会2 

 

多文化共生推進協議会は，外国人が多数居住する県市が一致協力して，多文化共生社会

の形成に向けて総合的かつ効果的な取組を進めることを目的として2004年3月に設置され

た。7 県 1 市により構成されている。 

多文化共生推進協議会は，国に対し，中長期的な視点に立った外国人全般の受入れ方針

を策定することや，既存の政策を検証した上で，全ての外国人が日本社会に適応して生活

できるようにするための施策に係る体系的・総合的な方針の作成を毎年繰り返し求めてい

                                                   
1 外国人集住都市会議の 2018 年 4 月 1 日現在の会員都市は，太田市（群馬県），大泉町（群馬県），上田市（長

野県），飯田市（長野県），美濃加茂市（岐阜県），浜松市（静岡県），豊橋市（愛知県），豊田市（愛知県），小

牧市（愛知県），津市（三重県），四日市市（三重県），鈴鹿市（三重県），亀山市（三重県），伊賀市（三重県）

総社市（岡山県）の 15 都市である。 
2 多文化共生推進協議会の 2018 年 4 月 1 日現在の構成団体は，群馬県，長野県，岐阜県，静岡県，愛知県，

三重県，滋賀県及び名古屋市である。 
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る。しかしながら，国は，これに応じていない。 

 
第４ 国際交流協会 

 

国際交流協会（地域国際化協会）は，民間の国際交流組織として自治体の施策を補完す

る存在であり，外国人住民の生活に対する様々なサービスの実施主体として，多くの自治

体において欠かせない存在となっている。もっとも，その成り立ちや自治体との関係はそ

れぞれに異なっており，国や自治体の支援の状況もまちまちである。そのような中，公益

法人改革により，官民の役割分担の明確化が求められるようになり，財政負担の縮減・合

理化の流れの中で公益財団法人となった国際交流協会に対する補助金その他の支援が削減

される状況が生じてきている。さらに，長期に続く低金利により財団の基本財産の運用利

回りの低下が多くの国際交流協会の財務に悪影響を及ぼしており，今後，必要な施策の実

施に困難を生じかねない状況にある。 

 
第５ まとめ 

 

以上のとおり，自治体は，国が外国人受入れに関する共生施策を積極的に示そうとしな

い中で，必要に迫られて独自に施策を工夫し，同様の立場にある自治体間で連携して，国

に対し，体系的・総合的な方針の作成や外国人庁など主管庁の設置を求めるなどしてきた。

これらの一部には，各省庁の施策に反映されたものもあるが，全体として，国は十分にこ

れに応えてきたものとは言えない。また，国際交流協会は，民間の国際交流組織でありな

がら，本来公に賄われるべき外国人市民の生活支援サービスの主たる担い手としての役割

を果たしてきた。しかしながら，公的な負担の削減や低金利による財務の悪化により，事

業の継続に困難を生じかねない状況にある。国や自治体は，国際交流協会がその活動を円

滑に継続できるよう，必要かつ十分な財政的支援を継続していくべきである。 

 

第４節 多文化の共生する社会を実現するための法律，条例を（国や自
治体の在り方） 

 
第１ 日本の外国人法制と多文化の共生する社会実現のための法律 

 
１ 人権保障に適った外国人の外国人受入れのための法制度 

(1) これまでの受入れの在り方 

ア なし崩し的な受入れ 

日本の出入国管理においては，どのような外国人を受け入れるか，また，どのよ

うな外国人を国外に退去させるかについて，入管法の在留資格の類型をどのように

定めにさらにその在留資格該当性を同法施行規則以下でどのように定めするかによ

って決まることとなっている。 

しかし，第１編で見たとおり，特に非熟練労働者の受入れに関しては，技能実習

生，留学生などの，本来は非熟練労働者の受入れ手段ではなかった制度が，実態と

しては非熟練労働者の受け皿となっている。しかも，技能実習制度は，「特定活動」

の在留資格の中で，その一類型として「技能実習制度に係る出入国管理上の取扱い

第３編　国・自治体が採るべき総合的な外国人政策の立案と組織体制



－ 195 －

179 
 

に関する指針」(平成 5 年法務省告示第 141 号)によって 1993 年に受入れが始まり，

2010 年になって初めて在留資格「技能実習」が法律上明記された。造船や建設につ

いての短期的な受入れも，「特定活動」の在留資格の中で，法務大臣等が告示として

定める方法で受入れが行われてきた。 

また，国家戦略特区などにおける特別な取組という名目で，一部の地域のみで農

業や家事労働者の受入れが始まっている。 

このように，外国人の受入れは，現実には，国会等で正面から議論がなされない

まま，あるいは特定の地域だけの特別措置という形でなし崩し的に行われてきた。 

イ 出入国管理計画における検討状況 

入管法 61 条の 10 の規定に基づいて 5 年ごとに策定されている「出入国管理基本

計画」では，第 5 次出入国管理基本計画(2015 年)で，「少子高齢化の進展を踏まえた

外国人の受入れについての国民的議論の活性化」として，「専門的・技術的分野とは

評価されない分野の外国人の受入れについては，ニーズの把握や受入れが与える経

済的効果の検証はもちろんのこと，教育，社会保障等の社会的コスト，日本人労働

者の確保のための努力の状況，受入れによる産業構造への影響，受け入れる場合の

適切な仕組み，受入れに伴う環境整備，治安など，幅広い観点からの検討が必須で

あり，この検討は国民的コンセンサスを踏まえつつ行われなければならない。」とし

ているが，具体的にこのような観点から受入れの在り方を恒常的に検討する場は設

けられていない。 

ウ 労働力不足を背景とした「骨太の方針」 

2018 年 6 月に政府が閣議決定した「経済財政運営と改革の基本方針 2018～少子高

齢化の克服による持続的な成長経路の実現～」（いわゆる「骨太の方針」）は，「新た

な外国人材の受入れ」の項目の中で，「政府基本方針及び業種別受入れ方針」として，

「受入れに関する業種横断的な方針をあらかじめ政府基本方針として閣議決定する

とともに，当該方針を踏まえ，法務省等制度所管省庁と業所管省庁において業種の

特性を考慮した業種別の受入れ方針（業種別受入れ方針）を決定し，これに基づき

外国人材を受け入れる。」としている。 

さらに政府は，同年 7 月 24 日，「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」

を設置するとともに，骨太の方針を踏まえて，「外国人の受入れ環境の整備に関する

業務の基本方針について」を閣議決定した。この基本方針では，「日本で働き，学び，

生活する外国人の受入れ環境を整備することによって，外国人の人権が護られ，外

国人が日本社会の一員として円滑に生活にできるようにしていく必要がある。この

ため，多言語での生活相談の対応，日本語教育の充実をはじめとする外国人の受入

れ環境の整備に係る様々な分野における取組を政府全体として強化し，進める必要

がある。」としており，本基調報告書で指摘した点など，正しいものを含んでいる。

しかし，受入れやその後の在留に関する方針において，外国人労働者やその家族の

権利の保障の観点，人権諸条約などの要求する入国や在留に関して留意するべき観

点などについては触れられていない。 

また，これらの基本方針は，法律によって定められるか否か，明らかではない。 
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エ 外国人の受入れ全般と在留関係の在り方 

外国人労働者だけではない外国人の受入れ全般についても，第２編第３章に記載

されたとおり，国際人権諸条約の諸規定に基づき，長期の在留資格や在留特別許可

に係る法令の要件の緩和と明確化を通じて，外国人やその子ども・家族の在留の安

定を図る必要がある。この原則が入国在留関係の基本原則として法律において明記

されるべきであるが，退去強制令書の執行先に関する入管法 53 条 3 項の規定を除い

て，条約の趣旨を反映する旨の規定は存在しない。 

(2) 受入れの在り方の方針と法律への明記 

受入れの在り方の検討の基本方針としては，当面の人手不足の課題への対応策，長

期的な人口減への対応策，個別の業種の課題への対応策など経済社会的な側面からの

方針が定められる必要がある。 

次に，人権の観点からは，第 1 に，送出し国での悪質なブローカーの排除や日本で

雇用主によって人権侵害が行われないような受入れの仕組みが検討される必要がある。

第 2 に，国際人権諸条約上の，家族の統合や私生活の平穏などの規範に沿った制度設

計を行うべきことが基本方針として確立される必要がある。第 3 に，地域社会におけ

る共生のための政策が受入れと並行して必要であることが明確にされる必要がある。 

以上の点が，場当たり的な政策決定ではなく，受入れの基本方針として法律上定め

られるべきである。 

 
２ 多文化の共生する社会を実現するための国の役割，求められる法制度 

第１編，第２編の各章に記載したとおり，多民族の共生する社会の実現のためには，次

のような施策が実施されることが必要である。政府の骨太の方針その他によって，現に外

国人労働者の入国が増加しつつある今，入国した外国人の入国後の安定した就業，入国し

た外国人やその家族を含めた日本社会での安定した生活の保障が必須である。 

(1) 教育における施策 

第２編第１章にあるとおり，外国につながる子どもや成人の日本語教育，民族的ア

イデンティティを保持するための母語教育等のための専門的な教員の加配やスクール

ソーシャルワーカー等の配置を行うとともに施設を整備し，そのための国際交流協会，

ＮＧＯ等の活動を支援することが必要である。 

これを実施するのは地方自治体であるが，地方自治体の取組にはばらつきがある。

文部科学省は，一定の数の日本語の指導が必要な子どもに対して加配教員を配置する

という措置を採っているが，外国人が散在して居住している地域や多様な言語を母語

としている子どものいる学校などでは，十分な取組は困難である。また，日本語指導

などに専門性をもった教員の養成も必要である。これらの施策の充実は国の法的，予

算的な裏付けがあって始めて地方自治体が行うことができる。 

成人に対する日本語教育については，文部科学省（文化庁）が外国人の我が国の文

化芸術に関する理解に資するために行うものを所管するが，「生活者としての外国人」

のための日本語教育事業や日本語教室空白地域解消推進事業，日本語教育の人材養成

及び現職研修カリキュラムの開発事業（新規）の総予算は 2 億 2100 万円にすぎない。 

他方，ドイツが統合政策の一環として行っているドイツ語講習，ドイツ社会のオリ

エンテーションなどを含む統合プログラムの予算は 3 億ユーロ（調査団のヒアリング
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による。1 ユーロ 130 円として約 390 億円）である。対象となる人数の違いを考慮し

てもなお日本の現状は十分なものとは言えない。 

法的根拠という点からも，文化庁の事業は，「国は，外国人の我が国の文化芸術に関

する理解に資するよう，外国人に対する日本語教育の充実を図るため，日本語教育に

従事する者の養成及び研修体制の整備，日本語教育に関する教材の開発，日本語教育

を行う機関における教育の水準の向上その他の必要な施策を講ずるものとする。」（下

線部引用者）(文化芸術基本法 19 条)を根拠としており，外国にルーツを持つ人々が，

日本社会の中において日本語でコミュニケーションをとり，働く能力を身に付けるこ

とを目的にしたものではない。したがって，ＮＰＯなどへの支援も 3 年を限度とした

ものであり，継続的安定的な事業とは言い難い。なお，内閣府は，日系定住外国人の

定住施策として行う日本語教育を所管しているが，外国にルーツを持つ人々全体が社

会で共生するために必要な日本語教育の総合的施策とはなっていない。 

外国にルーツを持つ人々が，日本社会でコミュニケーションをとり，労働するため

の能力を身に付けること，日本語教育だけではなく日本社会の仕組みやルールを知る

こと，母国のアイデンティティを保持できるようにすることも，外国にルーツを持つ

人々が日本社会で共に生活するために必要なことであり，そのための施策の確立も政

策目標とすべきである。 

すなわち，多文化の共生する社会を実現するという全体的な目標と，これに必要な

上記のような教育などに関する政策課題及び国による具体的な施策の実施義務，国や

地方自治体の施策の実施体制を法律によって規定し，予算措置を採ることが喫緊の課

題となっている。 

そして，これらは外国人の入国管理や在留管理のための法律によって規定されるべ

きものではなく，以上のような内容を含んだ，多文化の共生するための法律（仮称「多

文化共生法」）を制定し，その中に規定されるべきものである。 

(2) 医療，社会保障，法律扶助等へのアクセス 

外国にルーツを持つ人々が，医療，社会保障等のサービスや法律扶助制度等へアク

セスし，十分に活用することができる制度を実現し，国が国際交流協会，ＮＧＯ等と

協力してその運用を支援することが必要である。 

具体的には，第２編第４章の諸施策とともに，これらのサービスにアクセスするこ

とができるよう，多言語での相談に応じる相談窓口の設置が必要である。ドイツでは，

国や地方自治体がＮＧＯに継続して委託して，生活の相談に応じる窓口を多く持ち，

経験豊かで，多言語に対応する相談員が対応をしている。日本においても，多文化の

共生する社会実現のため，国は，地方自治体が生活上の相談に対応する窓口を設置す

るべきことを法律で定め，地方自治体は，ＮＧＯや国際交流協会などの経験を積んだ

相談員が相談に対応することができるように継続的な事業の委託を行うことが考えら

れる。 

(3) 労働の場面での障壁を取り除くために 

第１編第３章で記載したとおり，賃金等の労働条件における国籍や民族を理由とす

る差別の禁止を徹底し，労働者の権利の保障等のための相談，紛争解決の仕組みを充

実させること，日本語教育を含む職業訓練や職業斡旋制度の充実をすることが必要で
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ある。 

これらを実現するためには，国が各地の労働局等の外国人相談窓口をより充実させ，

多言語での対応が可能な常設の窓口としていくこと，成人に対する日本語教育の中に

職業訓練等と結び付いたものを設置することなどが必要である。 

(4) 差別的取扱いの解消 

第２編第２章にあるとおり，調停委員等や教員の公務就任における差別をやめ，就

職・入居等の私人間における差別的取扱い及び差別的言動の禁止を含む法整備が必要

である。 

本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律

（いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」）は制定されたものの，なお差別的言動の解消に

向けた更なる法律上の取組が求められ，また，入居や入店その他の場面での差別を解

消するための法律，条例の制定が必要である。 

さらに，これらの差別を解消するため，人種差別撤廃条約等の人権諸条約の国内に

おける実施の役割を担う国内人権機関を早期に設立し，人権諸条約の個人通報制度を

早期に実現するべきである。 

 
３ 諸外国の多文化の共生する社会の確立のための法制度 

外国人の受入れと，受入れた外国人を含めた外国にルーツを持つ人々に対する社会統合

のための諸外国の政策の例を挙げると，以下のとおりである。 

(1) ドイツ3 

ドイツは，かつては自らが移民国家であることを否定しつつ，短期ローテーション

としての外国人労働者の受入れを始めたが，現実には，外国人労働者やその家族の定

住化が進み，2006 年末時点では全人口のうちの 8.2％が外国人居住者であり，「移民の

背景を有する市民」は全人口の約 19％にのぼっている。この現実を踏まえ，ドイツは，

移民国家であることを認め，2004 年に「移住の調整と制限並びに欧州連合市民及び外

国人の滞在と統合の規制のための法律」（「移民法」ないし「移住法」といわれる。）を

制定し，その第 1 章に「連邦領域における外国人の滞在，職業活動及び統合に関する

法律」（「滞在法」といわれる。)を設けた。 

移民法の概要については，次のとおり丸尾眞論文 7 頁以下を引用する。 

「1. 滞在許可の簡素化  

(1) 従来 4 種類あった在留資格（滞在許可，滞在権，滞在認可，特別滞在）は，期

限付きの滞在許可及び無期限の定住許可の 2 種類に整理 

(2) 従来の労働許可と滞在許可の二重許可手続きは不要 

(3) 行政能力強化のため，連邦難民認定庁を改組し，連邦移民・難民庁を設置 

2. 労働移民の原則（ＥＵ加盟国国籍者を除く） 

(1) 需要が高い高度な技術や知識を有する外国人に対しては，滞在許可基準を緩和。

高度な技術・知識を有しない専門家は，基本的に受け入れず 

(2) 100 万ユーロ以上を投資して，10 人以上の雇用を創出する自営業者は滞在許可

                                                   
3 丸尾眞「ドイツ移民法における統合コースの現状及び課題」(内閣府経済社会総合研究所，2007 年 8 月)  

戸田典子「ドイツの滞在法－｢外国人法｣からＥＵ「移民法」へ」『外国の立法 234』(国立国会図書館調査及び

立法考査局，2007 年 12 月)4 頁以下 
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を得る資格があり，3 年後には定住許可を得る資格がある。 

(3) 卒業後の外国人学生には，1 年間の滞在許可を付与 

3. 人道的理由による滞在許可の拡大  

4. 外国人の社会統合の強化  

(1) 長期滞在する外国人・移民の社会への同化の一層推進。統合のためのコースと

して，ドイツ語(600 時間)とオリエンテーション・コース，ドイツの法令，文化，歴

史に関する知識習得のためのコース（30 時間）を設けることを規定（連邦政府負担）。  

(2) ドイツ在住の両親が子供を呼び寄せる場合には，子供の社会統合を確保するた

め，呼び寄せ可能な子供の年齢について上限を新設（移民の場合には原則16歳まで，

難民の場合には 18 歳まで）」 

以上のとおり，移民法は，外国人の在留に関する原則と移民のドイツ社会への統合

のためのドイツ語コース(600 時間)，ドイツ社会のオリエンテーションコース(30 時間4)

を連邦予算で行うことなどを定めた。統合コースは，自治体が民間団体に委託する方

法で実施されている。なお，統合コースは，その対象が徐々に広がり，2015 年には難

民申請者のうち一定の出身国の者も受講対象者となった5。 

(2) 韓国 

韓国は，1990 年代初めから 2006 年にかけて，日本の研修・技能実習生制度をモデ

ルにした「産業研修生制度」を設けてきたが，研修生に対する暴力などの人権侵害，

高い失踪率などの問題が顕在化したため，2003 年 8 月「外国人労働者の雇用等に関す

る法律」を定め，「雇用許可制」を採用した。雇用許可制は，その詳細は第１編第２章

第１節第２，５のとおりであるが，非熟練労働者受入れ制度であることを正面から認

めて，一定期間の受入れを行うものである。 

雇用許可制による受入れの開始後，韓国政府は，次の課題を「在住外国人の韓国社

会への統合，異文化共存のコンセンサス形成」とした6。そこで 2007 年 5 月「在韓外

国人処遇基本法」が制定された。同法により，国務大臣の下に設置された外国人政策

委員会を中心に政府として統一した外国人政策を施行することができるようになった

とされる。同法の目的は，「外国人が韓国社会に適応して能力を十分に発揮し，国民と

外国人の双方が理解し尊重し合う社会環境をつくることで，国の発展と社会統合に貢

献することを目的」とするとされている7。 

(3) スイス 

2008 年 1 月 1 日に施行されたスイスの新しい「外国人法」は，滞在資格の付与等に

関する問題と，スイス社会への外国人の統合を目的とする法律として制定されている8。 

 

以上の諸外国の状況に照らして，日本においても，人権保障に適った外国人受入れの基

                                                   
4 当時。ドイツ移民難民庁訪問時に，現在では，100 時間に拡大されていると聴取している。 
5 久保山亮「ドイツにおける難民の社会統合 労働市場統合と自治体の役割に焦点をあてて」『2016 難民研究

ジャーナル№6』107 頁 
6 白井京「韓国における外国人政策の現状と今後の展望－現地調査を踏まえて」『外国の立法 243』（国立国会

図書館調査及び立法考査局，2010.3）165 頁 
7 白井京前掲同頁 
8 戸田典子「スイスの外国人政策と新しい外国人法」（国立国会図書館レファレンス，2008.5） 
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本方針を定め，外国にルーツを持つ人々が共生する社会を構築することを国や自治体の責

務として定める法律（仮称「多文化共生法」）の制定が喫緊の課題となっていることが明ら

かである。 
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第２章 「多文化共生法」などの法政策立案，実施のための組
織・体制の必要性 

 

第１節 地方自治体の組織・体制の必要性 
 
１ 多文化の共生する社会確立のための地方自治体の部署の必要性 

外国にルーツを持つ住民が地域で共生することができるようにするための施策は，地方

自治体が，現場と対話しながら実施している。しかし，国の統一的な施策，法制度はいま

だ確立されておらず，いわゆる外国人集住都市や散在地域の一部などで地方自治体やＮＧ

Ｏの負担と努力で先進的な取組がなされているものの，その取組の在り方は様々である。 

地方自治体のみの財源でその施策を実施することは困難な場合が多いが，まずもって，

地方自治体の中で，外国にルーツを持つ住民のニーズを正確に把握し，外国にルーツを持

つ住民が地域で共生できるようにするための施策を立案するための部署を作ることが求め

られる。 

 
２ 自治体によるＮＧＯや国際交流協会支援の必要性 

外国人集住都市や散在地域の一部で行われている先進的な取組の多くは，国際交流協会

やＮＧＯの中の，多言語対応ができ，また，専門的な経験を豊富に持っている者によって

担われており，地方自治体はこれらの組織に委託する形で多文化の共生するための施策を

実施している。 

今後，自治体が各施策を実施するに当たっては，国際交流協会やＮＧＯと，安定的・継

続的な関係を結び，その活動を支援することが求められている。 

 

第２節 国の組織・体制の必要性 
 
１ 外国人受入れと外国にルーツを持つ人々の共生のための施策の実施組織の必要性 

(1) 国の省庁の必要性 

日本が目下の人手不足や長期的な人口減少に直面する中で，外国人労働者を多く受

け入れていくことは不可避であるように見える。 

その現実に目を向けたとき，どのような外国人をどのように受け入れるかというこ

とのみを検討し，立案し，受入れを実施することだけに注力し，入国した外国人を含

む外国にルーツを持つ人々が日本社会の中で生活する生活者であることに目を向けな

ければ，外国にルーツを持つ人々の人権は守られず，社会の分断も拡大することなる。

したがって，受入れ，在留継続の在り方と共生する社会を確立するための施策の実施

は，車の両輪として並行して実施しなければならない。 

ドイツは，戦後，ガストアルバイターと言われる短期ローテーションの非熟練労働

者受入れ制度を設けて外国人を受け入れたが，自らが移民国家であることは否定して，

多文化政策や統合政策の実施を先送りにしてきた。しかし，現実には短期ローテーシ

ョンで受け入れた外国人の多くがドイツに残り，彼らに対する多文化政策や統合政策
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が存在しなかったことは，彼らの高い失業率や地域社会の分断という結果を招いた1。

同様な失敗は避けなければならない。 

日本においては，既に見たとおり，オールドカマーといわれる旧植民地出身者に対

する社会保障や差別撤廃のための施策は不十分なままである。これに加えて，外国に

ルーツを持つ人々が増加する中で，国が責任を持って，人権保障を含めた総合的な考

慮の下で外国人の受入れ・在留の在り方を立案し，同時に，外国にルーツを持つ人々

が共生する社会を構築するための政策を立案・実行するための省庁の必要性が増して

いる。 

(2) 現状の所管 

現在，外国人の受入れの在り方については，法務省入国管理局が立案し，入国管理

局が出入国管理政策の執行も担っている。しかし，これまで述べたとおり，外国人を，

どのような職種で，どのような方法で，どの程度受け入れるかを決めるに当たっては，

①当面の人手不足の課題への対応策，長期的な人口減への対応策，個別の業種の課題

への対応策など経済社会的な側面からの検討，②送出し国での悪質なブローカーの排

除や日本で雇用主によって人権侵害が行われないような受入れの仕組みという点から

の検討，③国際人権諸条約上の，家族の統合や私生活の平穏などの規範に沿った制度

設計という面からの検討，④地域社会における共生のための政策に応じた受入れ体制

の整備をどのように進めるかという面からの検討など，多岐にわたる要素を総合的に

考慮することが必要である。骨太の方針は，各種の職種の所管庁との総合調整を法務

省入国管理局が行うべきこととしているが，これらの困難な課題への対応は，将来的

には，外国にルーツを持つ人々の問題を包括的に直接取り扱う省庁が，統一的な見地

から政策決定を行い実行すべきことがらである。 

新たに受け入れた外国人を含む外国にルーツを持つ人々との共生のための施策につ

いて見ても，各種の施策の所管は各官庁にまたがり，分散している。これらの施策は，

教育や医療，労働，差別の解消等の各分野に及ぶものであり，国においては，それぞ

れ文部科学省，厚生労働省，法務省等が分散して所管している。また，日本語教育に

ついては，文部科学省（文化庁）が外国人の日本の文化芸術に関する理解に資するた

めに行うものを所管し，内閣府が日系定住外国人の定住施策として行うものを所管し

ている等，外国にルーツを持つ人々全体が社会で共生するための総合的施策を立案す

る省庁は存在しない。 

 
２ 各界の要請 

上記の状況を受けて，各界は仮称「外国人庁」の設置などを求めている。 

(1) 外国人集住都市会議 

静岡県浜松市，群馬県太田市，三重県津市などの，外国人が集住する地域の地方自

治体が構成員となっている外国人集住都市会議は，継続して，国に対して「(仮称)外

国人庁」の設置を求めている。 

例えば，「おおた宣言～すべての人が安心して暮らせる地域づくり～」(2010 年 11

                                                   
1 実行委員会のドイツ調査団は，ドイツの移民難民庁へのインタビューとディスカッションの中で，現在の日

本が当時のドイツと似た状況にあるのではないかとの示唆も受けた。 
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月 8 日)は，「外国人集住都市会議は，国に対し，明確な「外国人受け入れ方針」を定

めるとともに，定住外国人政策・多文化共生政策を積極的に推進するために（仮称）

外国人庁を設置することを求める。」としている。 

(2) 社団法人日本経済団体連合会（経団連） 

経団連は，外国人受け入れ問題に関する提言(2004 年 4 月 14 日)で，以下のとおり

提言している。 

「 外国人受け入れ問題本部の設置，外国人庁（仮称）の創設検討 

周知のとおり，日本では出入国管理及び難民認定法（以下，入管法という）によっ

て，外国人の在留資格を審査した上で，入国及び就労・就学を認めている。日本に入

国し在留する外国人に係る問題は，関係する省庁や地方自治体が一体となって対応す

べきところであるが，関係省庁や地方自治体が日常，情報を共有し連携をとりあい，

共同して問題解決を図るような体制にはなっていないのが実態である。… 

以上のような状況を改善するため私たちは，国に対して，外国人受け入れに関する

検討体制の整備と外国人に係る諸問題を総合的に企画・立案し，必要な調整を行うた

め，内閣に「外国人受け入れ問題本部」（仮称）を設置するとともに，内閣府に「特命

担当大臣」を置くことを提案する。… 

加えて国は，将来的に「外国人受け入れに関する基本法」（仮称）を制定し，さらに

その取り組みを強化すべきである。さらに外国人受け入れに係る施策を一元的に管轄

する「外国人庁」（仮称），あるいは「多文化共生庁」（仮称）の設立について，その是

非を含めたあり方を検討すべきである。」 

 
３ 諸外国の体制 

(1) ドイツ 

ドイツでは，2002 年に連邦移民難民庁に統合政策に関する部門が設置され，他の各

省庁に分散して分担されていた任務を一括して担当することとなり，管轄ごとに別々

に実施されていた統合政策の境界線が取り除かれ，国レベルで一本化した政策に向か

って歩み始めたとされる。2005 年に施行された移民法により実施されている統合コー

スの実施や，外国人向け福祉相談とドイツ系帰還民対象の福祉相談が，移民向けの初

回相談へと統一されるなど，移民難民庁の下で統合政策が実施されている2。 

(2) オーストラリア 

オーストラリアでは，移民政策は「移民・市民権省(Department of Immigration and 

Citizenship)」が統一的に問題を扱っており，受入れ，多文化政策の双方を所管して

いる。また，2007 年 10 月から実施されている市民権テストでは，社会統合に向けた

方向性を打ち出しているとされる3。 

(3) スウェーデン 

スウェーデンでは，1969 年，外国人に関する問題を扱う独立した庁として「移民庁」

                                                   
2 ミヒャエル・グリースベック「ドイツにおける移民の社会統合の促進と 連邦移民難民庁の役割り」（日独シ

ンポジウム『日本とドイツにおける移民問題』）

http://www.jdzb.de/fileadmin/Redaktion/PDF/veroeffentlichungen/tagungsbaende/J32/09-p1102%20gries

beck-j.pdf 
3 梅田久枝「オーストラリアの移民政策」『総合調査「人口減少社会の外国人問題」』（国立国会図書館）265 頁 
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が設立され，その所管事項は，入国管理と外国人統合政策となっている4。 

(4) 韓国 

韓国では，外国人受入れの職種，人数などは国務大臣の下に置かれた外国人労働者

政策委員会が決定し，その実務を担当する部門として，労働部の下に「外国人労働者

政策実務委員会」が設置されている5。 

また，2018 年 5 月から出入国事務所は「出入国・外国人庁」に名称が変更された6。 

 
４ 外国人受入れ方針の策定と外国にルーツを持つ人々の共生を図る多文化共生庁の設

置を 

３で述べたとおり，諸外国では，外国人受入れの基本方針を策定し，外国にルーツを持

つ人々の社会統合を所管する省庁として，移民難民庁，外国人庁，移民庁などが設置され

ている。 

１，２で述べたとおり，日本においても，外国人をどのように受け入れるか，人権保障

の観点を踏まえて総合的に検討し，その基本方針を策定する省庁が必要である。 

また，外国人の受入れの進展により外国にルーツを持つ人々が増加する中で，外国にル

ーツを持つ人々が地域の中で共に生きる社会を構築するための施策は，この目的の下に，

外国にルーツを持つ人々全体を対象として，また，外国人受入れ政策と連動して策定すべ

きものである。現状の国の体制は，１で述べたとおり，各省庁の縦割り行政となっており，

このような視点から総合的な施策は検討されていない。今こそ，外国にルーツを持つ人々

が地域の中で共に生きる社会を構築するための施策を立案し，実施する役割を担う省庁が

必要である。 

2018 年 7 月 24 日の閣議後の法務大臣発言によれば，政府も，骨太の方針に基づく新た

な外国人の受入れ制度の創設を機に，仮称「入国管理庁」設置等の組織体制の検討を開始

したとのことである。しかし，外国人の出入国・在留管理を政策の主眼としてきた入国管

理局の業務を拡大して，人権保障の観点に基礎を置くべき共生政策を担わせるのでは，入

国管理や在留管理の側面のみが重視され，人権保障の考慮が不十分になるのではないかと

いう強い懸念がある。 

外国にルーツを持つ人々と共に生きる社会の構築のための施策は，人権保障の観点も含

めて立案され，実現されるべきものであるが，そのためには，外国にルーツを持つ人々が

共生するための活動経験を持った人，人権や多文化共生の専門知識を持った人によって構

成される組織によってこれらの施策が立案，実行される必要がある。 

これを実現するためには，「多文化共生法」（仮称）の実施を含めて，外国にルーツを持

つ人々と真に共生する社会を構築するための施策を所管し，これを実施するための組織（仮

称「多文化共生庁」）を創設することが必要である。 

 

                                                   
4 井桶三枝子「スウェーデンの外国人政策と立法動向」『外国の立法 246』（国立国会図書館調査及び立法考査

局，2010.12）141 頁 
5 白井京前掲 161 頁 
6 聯合ニュース 2018 年 5 月 7 日付け 
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第４編 付録：海外視察報告 
 

第１章 ドイツ視察報告 
 
１ ドイツを選択した理由 

ドイツでは，2002 年に連邦移民難民庁に統合政策に関する部門が設置され，国レベルで

の統合政策が始まり，さらに 2005 年に施行された移民法により実施されている統合コース

等の統合政策も実施されている。 

また，研究者の久保山亮氏1や渡會知子氏2らとの事前ヒアリングを通じて，上記の国家レ

ベルの取組以前から，ドイツの各自治体において統合・共生のための積極的な政策が採ら

れていたことや，その政策を実現するに当たり労働組合やキリスト教会系の「五大福祉団

体」が大きな役割を果たしているとの情報に接することができた。 

そこで，統合政策について，国家レベルの取組については，ニュルンベルク所在の連邦

移民難民庁を視察した上，自治体レベルでの取組についても，ミュンヘンとベルリンの関

係行政機関や福祉団体を視察し，さらに難民の受入れ状況や移民の背景を持つ者に対する

教育現場の実際を学ぶため，ドイツを調査訪問地とした。 

 
２ 視察日程・メンバー 

日本からは，市川正司，板倉由実，髙井信也，吉田朋弘，通訳兼アドバイザーとして社

会福祉法人日本国際社会事業団（ＩＳＳＪ）の近藤花雪氏が参加した。 

視察した日程と場所は次のとおりである。 

2018 年 5 月 28 日 連邦移民難民庁 

5 月 29 日 ＡＷＯ（福祉団体），ミュンヘン市教育・スポーツ局 

5 月 30 日 ミュンヘン市労働・経済開発局，バイエルン州難民評議会 

5 月 31 日 ノイケルン区，ベルリン州司法・消費者保護・反差別省 

6 月 1 日 ディアコニー（福祉団体），ベルリン州難民事務所・登録センター，語学学校 

 
３ 移民労働者受入れについて 

(1) 歴史的背景 

ドイツは，まず 1955 年にイタリアとの間で労働者受入れの協定を締結したあと，

1960 年代には受入れを本格化させ，1960 年にはスペイン，ギリシアと，1961 年には

トルコと，以降 1968 年までに，モロッコ，ポルトガル，チュニジア，ユーゴスラビア，

韓国と労働者の募集と受入れの協定を締結し，この協定による入国者は，通称で「ガ

ストアルバイター」と呼ばれるようになった。 

しかし，オイルショックによって引き起こされた世界経済のマイナス成長により，

ドイツの雇用状況も 1973 年末には下降し，1973 年 11 月 23 日，ガストアルバイター

は募集の停止に至った。 

この新規受入れの停止という措置に直面し，それが短期的なものでないことが分か

                                                   
1 久保山亮「ドイツの移民政策における自治体と中間的組織―1990 年代後半からの政策転換と“統合”から締

め出される「事実上の定住者」―」（国立民族学博物館調査報告，2009 年 3 月 31 日）257～278 頁参照 
2 渡會知子「ドイツ地方自治体における「統合政策」の実践 ミュンヘン市におけるインタビュー調査をもと

に」『移民政策研究 4 号』（2012 年）144～158 頁参照 
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ると，多くのガストアルバイターがドイツに定住するという道を選んだ。定住を選ん

だ元「ガストアルバイター」は，幸いヨーロッパ諸国が 1 年や 2 年の労働許可，滞在

許可の更新を認めていたこともあり（この点で，更新上限のある日本の技能実習制度

とは異なる），更新を重ねて定住化していくこととなった。さらに 80 年代には事実上，

定住者向けと言ってよい，長期ないし無期限の滞在・労働許可が創設されて定住化が

進むこととなった。 

また，トルコとドイツ政府間の協定では当初，ヨーロッパ系移民とは異なり，家族

呼び寄せは禁じられるという差別的条項があったが，新規募集の停止の翌年となる

1974 年，「家族形成法」という外国人の出身者からの家族の呼び寄せを合法と認める

法が成立したことも，定住化を促進する結果をもたらした。 

他方，ドイツ政府は，「ドイツは移民国ではない」との認識に固執する保守政党によ

り，1983 年 6 月の立法により，1 人 1 万 5000 マルク，子ども 1 人につき 1500 マルク

の帰国援助金，年金掛け金の自己負担分の支払済みの金額の払戻しを負担して帰国推

進政策を実施したが，政府担当者は 100 万人の帰国を予想していたのに対し，結局こ

の措置での帰国者は 30万人にとどまり，翌々年には政策は停止されるに至っている3。 

このように，事実上定住化が進む一方で，「ドイツは移民国ではない」との認識に基

づき，十分な統合や共生政策が採られなかった結果，ドイツに定住していったガスト

アルバイターの社会統合が進まず，社会の分断が生じたとして，現在では，移民と正

面から向き合わずに統合のための政策を積極的に採らなかったことについて否定的に

評価する声が多数である。 

(2) 現在の法制度4 

前述のとおり，ドイツは，かつては自らが移民国家であることを否定しつつ，短期

ローテーションとしての外国人労働者の受入れを始めたが，現実には，外国人労働者

やその家族の定住化が進み， 2006 年末時点では全人口のうちの 8.2％が外国人居住者

であり，「移民の背景を有する市民」は全人口の約 19％に上っている。この現実を踏

まえ，ドイツは，移民国家であることを認め，2004 年に「移住の調整と制限並びに欧

州連合市民及び外国人の滞在と統合の規制のための法律」（「移民法」ないし「移住法」

といわれる。）を制定し，その第 1 章に「連邦領域における外国人の滞在，職業活動及

び統合に関する法律」（「滞在法」といわれる。）を設けた。 

移民法の概要は，第３編第１章第４節第１･３で述べたとおり，外国人の在留に関す

る原則と移民のドイツ社会への統合のためのドイツ語コース(600 時間)，ドイツ社会

のオリエンテーションコース(30 時間)を連邦予算で行うことなどを定めるものであっ

た。 

(3) ヒアリングの結果から 

1980 年代～2013 年までは高度専門職に限っていたが，2013 年以降，半年に 1 回「ホ

ワイトリスト」を更新して，どの業種を受け入れるかを決めている。業種は，職業訓

練を経てなる程度の職業であり，訪問時点では 135 職種である。リストは労働省が決

                                                   
3 宮島喬『現代ヨーロッパと移民問題の原点』（明石書店）第 1 章～第 3 章の記載による 
4 丸尾眞「ドイツ移民法における統合コースの現状及び課題」(内閣府経済社会総合研究所，2007.8)  

戸田典子「ドイツの滞在法－｢外国人法｣からＥＵ「移民法」へ」『外国の立法 234』(国立国会図書館調査及び

立法考査局，2007.12)4 頁以下 
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定するが，労働局のデータに基づき人手不足の職種を選定している。半年ごとにリス

トを更新するので受入れ人数を制限する必要はない。主な職種は，看護士・介護士・

ＩＴ関係・手工業等。2 年間は職場移転に許可が必要で，ホワイトリストに載ってい

る業種にしか転職できないが，その後は制限がない。 

また，2012 年のＥＵブルーカード指令により，アカデミックの人（本国で大卒で，

ドイツの大学で取れる資格を取っている人）で，年収が 5 万 2000 ユーロ以上の人も受

け入れている。 

いずれの受入れについても，母国の資格がドイツの資格の何に当てはまるのかを評

価する詳細な仕組みがある。 

ドイツでも，1950 年代は非熟練労働者を求めていたが，今は専門職を求めており，

そのために上記の資格評価制度を採用している。非熟練労働については，ＥＵ市民で

は賃金格差のある東欧の出身者が従事し，また，難民申請者が働いている。 

受入れ手続は，海外からドイツでの仕事を探す→仕事に内定→大使館でビザの申請

→大使館は労働局（連邦の機関）と協議し労働局が審査→ビザを受け取って入国する

と最寄りの外国人局（各州に附属）に行く→滞在許可証をもらうという流れである。

海外からの求職は，インターネットなどを使って雇用主と直接に契約交渉する者が多

く，ブローカー等の弊害は聞いていない。 

その他にも，職業訓練のための入国，バルカン諸国からの受入れ，フィリピンとの

二国間協定による看護士の受入れを行っている。 

さらに，呼び寄せた家族は，呼び寄せた者と同じ資格で，同様に働ける。 

 
４ 統合・共生政策について 

(1) 国家レベルの施策 

統合コースとしての語学のコースは，以下のとおり，連邦レベルで移民難民庁と労

働局が連携して行っており，予算は約 3 億ユーロ／年である。 

① 統合コース（600 時間の語学，100 時間のドイツ文化のオリエンテーション） 

→全ての移民，難民認定者と難民申請中の人で認定の可能性の高い出身国の人

が受講できる。 

② 職業に特化した語学コース（就業時に必要なもの） 

(2) 自治体レベルでの施策 

ミュンヘン市やベルリン市のノイケルン区等では，上記国家レベルの政策に加えて，

自治体レベルでも様々な統合・共生のための施策を実施している。 

自治体レベルでは，まず，自治体内のニーズの調査を行い（この時点でも後述の福

祉団体等の多くの団体と情報共有する仕組みを採用している），そのニーズを解決する

ためのプログラムを後述の福祉団体等から公募し，これに予算を付けて業務を委託す

るという形で施策を実施する例が多い。 

例えば，ミュンヘン市の教育・スポーツ局においては，市の統合計画書を作成，そ

の中で以下の 5 つのポイントを挙げている。①難民の宿泊施設，②教育，③ドイツ語

の習得をとおしての社会統合，④職業の資格の承認，⑤住宅をどうするか。その上で，

各問題を解決するための方法を公募し，良いプログラムで経済的なものを審査して予

算を配分する方法に依っている。 
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また，ミュンヘン市労働・経済開発局においては，職業に特化した語学コースは，

移民難民庁と労働局が連携して行っているが，対象が特定されているため，受講でき

ない人（例えば，難民申請中のアフガニスタン人）に対しては，ミュンヘン市（社会

局）が対応して溝を埋めている。 

さらに，ベルリン市のノイケルン区では，「地域の母」という独自のプログラムを実

施している。500 人の失業の女性で，移民の背景のある母親かつドイツ語の読み書き

ができる者を，子供の教育・幼稚園に行くことの重要性等について半年間教育して「地

域の母」として登録し，10 家庭を各 2 時間訪問するようにするプログラムである。 

(3) 福祉団体の取組 

さらに，ＡＷＯやディアコニー等の福祉団体が，前項の各プロジェクトを実施し，

また，独自のプロジェクトを立ち上げている。 

独自のプロジェクトとしては，例えば，ＡＷＯは，難民，特にシリアの若い世代の

中には迫害経験者や学校に行けなかった人がおり，今後の将来を考えられない，統合

のプログラムに乗って行けないという悩みを抱えており，そのための支援をしている。

また，学校と提携しながらワークショップ等を行い，宗教や政治的に極右・極左に動

かないように防いでいくようにしている。多文化への理解，多文化への開放を通じ，

反差別を実現するためのプログラムも実施している。 

また，ディアコニーは，ギリシアからのガストアルバイター出身者が 2011 年頃から

増加し，相談の場所が必要になったことから，ギリシアの家族に特化したセンターを

運営している。センターの運営に当たっては，ギリシア出身者をドイツに近づけるだ

けでなく，母国の文化を保持しドイツに住む人に知らせていくことの双方向の取組が，

良い近隣関係を築く上で重要と考え，ギリシアのダンスを住民に教える，学校にドイ

ツ語のコースを提供する，写真展を開催する等の活動をしている。 

そのための財源は，様々であり，ＡＷＯを例に取れば，移民難民庁からの資金や，

プロジェクトごとに，ミュンヘン市，青少年局，州，ＥＵから資金が出ている。90％

が支援で，自主財源は 10％であり，企業や個人からの寄付，会員からの寄付もあると

いう。 

(4) 教育 

当初，受け入れたガストアルバイターの多くは学歴がなく，失業後，新しい仕事を

見付けるのが困難で，現在も高齢者の失業率が高い。その失敗を教訓に，その世代の

子どもたちに早期に教育を保障し，学校に行き仕事を見つけることができるように取

り組んでいる。 

 
５ まとめ 

以上述べたとおり，ドイツでは，ガストアルバイター受入れの際に，統合のための政策

を採らなかったという「失敗」の反省を生かし，2005 年に施行された移民法により実施さ

れている国家レベルでの統合コース等の統合政策のほか，各自治体において統合・共生の

ための積極的な政策が採られている。2014年以降の難民の大量流入においても，難民の内，

認定の可能性の高い者については，上記統合政策の対象とする等の手当がなされている。 

もう一つの特徴として，自治体や国や自治体からの委託を受けたＮＧＯが，独自のプロ

グラムも実行しながら，これらの政策を実現する役割を担っていることが挙げられる。特
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に，労働組合やキリスト教会系の「五大福祉団体」は，大きな役割を果たしている。長い

経験を持ったこれらの組織は，移民の背景を持つ人もメンバーとして取り込みながら，高

いモチベーションを持って，地域の実情に併せて柔軟な活動を行っている。 

特に 2005 年以降，充実したドイツ語教育が行われていること，民間の福祉団体も十分な

予算の下，移民との関わりに大きな役割を果たしていることなどといったドイツの各種の

制度からは，多文化共生社会を目指す日本が学ぶべきことは多い。 

 

 

連邦移民難民庁のインタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 5 月 28 日（月）13 時～約 2 時間 

場所：連邦移民難民庁（住所 Frankenstraße 210， 90461 Nürnberg） 

説明者：Katrin Hirseland 氏， Andreas Müller 氏， Silvia Rager 氏 

■移民政策 

・ドイツでも少子高齢化が進行していることが政策決定の要因となっている。 

・1980 年代～2013 年までは高度専門職に限っていたが，2013 年以降，半年に 1 回「ホワ

イトリスト」を更新して，どの業種を受け入れるかを決めている。業種は，職業訓練を

経て就職することが想定される職業であり，現時点では 135 職種である。リストは労働

省が決定するが，労働局のデータに基づき人手不足の職種を選定している。半年ごとに

リストを更新するので受入れ人数を制限する必要はない。主な職種は，看護士・介護士・

ＩＴ関係・手工業等。2 年間は職場移転に許可が必要で，ホワイトリストに載っている

業種にしか転職できないが，その後は制限がない。 

・また，2012 年のＥＵブルーカード指令により，アカデミックの人（本国で大卒で，ドイ

ツの大学で取れる資格を取っている人）で，年収が 5 万 2000 ユーロ以上の人も受け入れ

ている。 

・他に，職業訓練，バルカン諸国からの受入れ，家族の呼び寄せがあり，また，看護士の

分野で，フィリピンとの 2 国間協定を締結している。 

■労働市場 

・ガストアルバイター時代の人たちとその子供・孫世代も労働市場ヘのアクセスに支障を

抱えている。ＥＵ市民はドイツに自由に入って来られるが失業者については同様の問題

がある。最近は難民申請者も多くが失業者となっている。 

・統合政策がなかった（語学教育とドイツでの生活への適応を考えなかった）ことがその

原因である。 

・現在では，海外で取得した資格の承認に力を入れている。5 年前から新たな制度ができ，

母国の資格がドイツの資格の何に当てはまるのか審査申請ができるようになった。 

・1950 年代は非熟練労働者を求めていたが，今は専門職を求めており，そのために上記の

資格評価制度を採用している。非熟練労働については，ＥＵ市民では賃金格差のある東

欧出身者が従事し，また，難民申請者が働いている。さらに，農業はシーズンのみの労

働需要がある。 
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■質疑応答 

・語学以外の職業訓練等のプログラムは，移民以外にも開かれている。 

・失業手当は，①失業保険料を支払っていた人向けは 1 年間，②1 年経過後も最低限生活

する保障は受けられる。 

・在留資格がなくても生活保護は受けられるようになっており，期限もない。 

・統合コースとしての語学のコースは，以下のとおり，連邦レベルで移民難民庁と労働局

が連携して行っており，予算は約 3 億ユーロ／年である。 

① 統合コース（600 時間の語学，100 時間のドイツ文化のオリエンテーション） 

→全ての移民，難民認定者と難民申請中の人で認定の可能性の高い出身国の人が受講

できる。 

② 職業に特化した語学コース（就業時に必要なもの） 

・呼び寄せた家族は，呼び寄せた者と同じ資格で，同様に働ける。 

 

 

 
連邦移民難民庁，外観 

 

 

 
 連邦移民難民庁，説明者らと ＡＷＯ，インタビュー風景 
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ＡＷＯ，相談室 

 

 

ＡＷＯのインタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 5 月 29 日（火）10 時～約 2 時間 

場所：ＡＷＯ（住所 Goethestr 53， 80336 München） 

説明者：Tina M. Garway 氏， Christiane Lüdicke 氏， Mert Miser 氏 

■団体について 

・ＡＷＯは移民の分野で大きな役割を担っている団体である。業務は相談業務が中心であ

り，統合についても支援している。ミュンヘンの移民の相談業務だけで 120 人のスタッ

フが働いている。 

・「専門的な移民と統合」（Fachdienst Migration & integration）が活動の柱の一つで，

統合コースへの申請やジョブセンターに行くこと等を支援している。新規移民・難民と

元々ドイツにいる人を問わず移民の背景を持つ人であれば，誰に対しても開かれている。

ここで各プログラムを行っているわけではなく様々な支援につなぐ役割を担っている。

同行と通訳支援は基本的には行っていない。相談は無料。 

・もう一つの柱が青少年の支援，特に犯罪を犯した少年の支援であり，未成年者であれば

裁判所へ出頭する際の同伴支援をしている。犯罪を犯した少年の背景を探ると，移民の

場合には文化的な背景の差異によるアイデンティティの危機や，名誉に対する考え方が

違う場合もある。 

・相談員は移民の背景がある人が多い。 

・東欧（ブルガリア・ルーマニア）から来たＥＵ市民に特化したセンターもある。働くた

めに多くの人がドイツに来るが，搾取を受けたり問題が起きている。最低賃金違反や無

保険状態であったりするので，個別相談・言語支援・就労の申請の仕方を教える支援を

している。 

・運営資金の財源は様々であり，ミュンヘン市，青少年局，州，ＥＵ（東欧の支援）から

資金が出ている。90％が支援で，自主財源は 10％。企業や個人からの寄付，会員からの

寄付もある。 
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・自治体等との連携については，支援者が集まる会議の場を持っており，地区ごとや分野

ごとに管轄を分担している。コーディネーションセンターが調整している。 

■統合政策・支援の概要 

・2005年移民法で移民の相談業務と統合コースが義務化され，連邦から委託を受けている。 

・統合コースは，2017 年からは，難民申請上位 6 か国（シリア，エリトリア，エチオピア，

イラン，イラク，ソマリア。アフガニスタンは入っていない）は，無料で受講できる。 

・さらに，新しいプロジェクトを立ち上げている。難民，特にシリアの若い世代の中には

迫害経験者がおり学校に行けなかった人もいる。今後の将来を考えられない，統合のプ

ログラムに乗って行けない人がおり，そのための支援をしている。 

・青少年の支援は，12～27 歳が対象である。20 歳前後の 1 人で来た男性が増えている。宗

教や政治的問題もあり，多文化への理解，多文化への開放を通じ，反差別を実現してい

る。 

・教育の分野では自助のための支援をしている。ドイツ語が一定（Ｂ1）レベルに達するま

での相談も受け付けている。適切なレベルに達する前のクラスも提供している。 

・外国人でも教育を受けさせる義務があり，子供を学校に行かせないと，両親が罰を受け

るし，学校にソーシャルワーカーもいるので，移民の子の不就学は珍しい。 

・労働分野はジョブセンターと連携して実施し，また，職業訓練施設とも連携している。

職業あっせんではなく，職業を見つけるまでの相談，職場や雇用主の問題に対応するた

め相談に乗っている。 

 

 

ミュンヘン市教育・スポーツ局のインタビュー記録 

文責：吉田 

日時：2018 年 5 月 29 日（火）13 時～ 

場所：ミュンヘン市教育・スポーツ局（住所 Bayerstr.28，80335 Munichen） 

説明者：Sven Mesvh 氏 地方自治体の教育のマネージメント部署に所属 

■人口，公立学校の移民の背景のある生徒及び職業学校における外国籍保持生徒の割合 

・人口（2016 年 12 月 31 日現在）移民の背景のある人5：43.2％，外国籍保持者：28.3％ 

・ミュンヘンの公立普通教育校における移民の背景のある生徒6の割合（2016／17 年度） 

小学校（4 年制）：49.1％，基幹学校（ Mittelschule/Hauptschule 等州によって名称は

異なる）：69.4％，特別支援学校：37.2％，実科学校：37.2％，ギムナジウム：20.3％7 

・ミュンヘンの職業学校における外国籍保持生徒の割合（2015／16 年度） 

デュアルシステムの職業学校：19.0％，移行システムの職業学校：60.4％（6 年以内に

ドイツに移住し，特別クラスに属する生徒を除くと，外国籍保持生徒の割合は 41.6％に

減少する），職業専門学校：26.5％，職業継続教育（専門学校，専門アカデミー（バイエ

ルン州独自の職業教育システム））：9.7％，専門上級学校，職業上級学校：19.7％，全て

                                                   
5 人口統計における移民の背景の定義は，外国籍保持者あるいは／並びに，自身が 1955 年以降にドイツに移

住した者あるいは／並びに，少なくとも両親のどちらかが 1955 年以降にドイツに移住した者を指す。 
6 移民の背景とは，ドイツ国籍を持たない生徒あるいは／並びに，外国で生まれた生徒あるいは／並びに，家

庭内言語がドイツ語ではない生徒のことを指す。 
7 ドイツの教育制度については，本章末尾参照。 
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の職業学校の合計：21.5％ 

■ミュンヘン市教育・スポーツ局の取組 

・ニーズの把握とサービスの提供，解決策を探し，全市内で教育を受ける権利を実現。移

民の子どもの多い地区に，他より多くの先生を配置，特別な語学のできる先生を配置す

る。 

・予算の決定方法は，公募。良いプログラムで経済的なものを審査して予算を配分してい

る。 

・推測ではなく，研究・調査によるデータが重要であり，年に一度，調査報告書を作成す

る。 

・市の統合計画書で①難民の宿泊施設，②教育，③ドイツ語の習得をとおしての社会統合，

④職業の資格の承認，⑤住宅をどうするかという 5 つのポイントが挙げられている。 

・ミュンヘン市の方針として，1 日目から市民。早く教育の機会を保障することが重要。 

・15 歳以下の子であれば，義務教育かドイツ語を特別に教えるクラスに通う。16 歳以上の

子であれば労働市場への統合を目指した職業訓練校の職業統合コースに通う。 

・基本的に小学校（4 年間），中学校（5 から 6 年）にドイツ語クラスが置かれている。 

・ユーバーガングクラスとドイツ語特別クラス（通常クラスに加えて）の 2 つがあり，ど

ちらかを受ける義務がある。ユーバーガングクラスはつなぐためのクラスで，全員に移

民の背景があり，同クラスに 2 年間行き，その後，通常クラスに入る。ドイツ語クラス

は取出し授業。 

・ユーバーガングクラスの数が多い（中学校の場合，小学校は逆）が，移民の子だけ固ま

ってしまい，統合の視点からは取り出しの方がよい（8～12 時間／週はドイツ人と同じ

授業を受ける）。 

・スクールソーシャルワーカーは全ての中学校に置いている。社会教育支援員を置いてい

るプログラムやユーゲントいう学校から職業につなぐソーシャルワーカーを置いている

ところもある。 

・移民たち自身でアイデンティティを保護するはず，文化の衝突をなくし交流していくこ

とが，平行社会を避けて文化的衝突，誤解が生まれないために重要。 

 

 
ミュンヘン市教育・スポーツ局，外観 

 

第１章　ドイツ視察報告



－ 218 －

198 
 

 
ミュンヘン市教育・スポーツ局，インタビュー風景 

 

 
ミュンヘン市労働・経済開発局，説明者らと 

 

 

ミュンヘン市労働・経済開発局のインタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 5 月 30 日（水）10 時～約 2 時間 

場所：ミュンヘン市労働・経済開発局（住所 Herzog-Wilhelm-Straße 15， 80331 München） 

説明者：Dr.Petra Schutt 氏，Dr.Ulrike Schulz 氏，Andra Barboni 氏 

■ミュンヘンの労働市場 

・市の外国人局，労働局，労働・経済開発局，ジョブセンター等が関与している。 

・ミュンヘンには 180 か国を超える様々な国籍の人が住んでいる。28．3％が外国人でドイ

ツの平均より高い。さらに 15％は移民の背景を有している。 

・ドイツの雇用状況は良く，資格のある人が求められている。特に情報・ＩＴ分野や介護・

看護の分野で求人が多い。資格のない人は労働市場へアクセスするのが難しい。 
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・ジョブセンターに登録している失業者の外国人のうち 29％が戦争のある国（イラン，パ

キスタン，シリア，エリトリア），12％がヨーロッパの国，6.1％がブルガリアとルーマ

ニアの出身である。 

・外国人労働者にはかなりの求人があるが，資格専門職の求人：非熟練の求人は 11：1 で

ある。非熟練の求人がそもそも少なく，ドイツ全体では 6％であり，ミュンヘンは多い

方である。難民は，資格がないので資格化するニーズが高まっている。 

■ＭＢＱ（雇用と資格承認のプロジェクト） 

・1993 年から実施。予算規模は 28 ミリオンユーロ（ＭＥ）で，社会局から 6ＭＥ支出。110

を超えるプロジェクト（相談，資格承認，雇用につなげる等）を含み，いずれも労働市

場への統合という目的で実施されている。 

・①長期失業者を減らす，②女性と男性の平等，③若い世代（25 歳以下）の学校・大学か

ら就業への支援，④中小企業への支援という 4 つの柱で運営している。 

■質疑応答 

・永住は，在留資格により必要な滞在年数が異なる。ビザの目的が明確であること，ＩＤ

を証明できること，所定以上の収入があること，収入，犯罪歴がない等品行方正である

こと等の要件がある。年数は，ブルーカード所持者で 2～3 年，ドイツ人と結婚すると早

くもらえることもある。 

・職業に特化した語学コースは，移民難民庁と労働局が連携して行っているが，対象者が

特定されている。受講できない人に対して，ミュンヘン市（社会局）が溝を埋めている。

例えば，移民難民庁の講座はアフガニスタン難民の申請者は受けられないので，ミュン

ヘン市が補完している。 

・外国人排斥運動，反対意見に対する対応もあり，反対派の多くの人は，自分たちの受け

ていたものが奪われていくと思っているがそれは間違っている。何かを削って難民，社

会統合に取り組んでいるわけではない。従前の政策に＋αをしているだけである。 

・労働組合や経営者団体（商工会議所）等との協働の例として，手工業業者団体は，職業

訓練の場を提供している。また，統合チームを作り，移民・難民等を雇用したい企業に

対する相談業務を行っている。資格認証についても労働組合と連携している。 

・失業保険は，1 年以上勤務経験があれば，賃金の 6 割が 1 年間，保険料に基づいて支払

われる。1 年が経過すると生活保護として 400 ユーロ（月）＋家賃が税金から支払われ

る。なお，最低賃金は 8.5 ユーロである。 

 

 

バイエルン州難民評議会のインタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 5 月 30 日（水）15 時～約 1.5 時間 

場所：バイエルン州難民評議会（住所 Augsburger Str. 13， 80337 München） 

説明者：Uche Akpulu 氏 

■団体について 

・難民の声をまとめる組織として 31 年前に設立した人権団体で，政府の組織ではない。人

権団体として，難民の退去強制や収容に反対している。 
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・各加盟団体の事務局をこの団体が担い意思決定をしている。事務局は 13 人。 

・財政基盤は，加盟団体からの会費で賄うほか，様々なプロジェクトごとにファンドを得

ている。例えば，「バイエルンにとどまろう」キャンペーンは，ＥＵの社会資金を得てい

る。 

■活動について 

・難民の状況を社会に発信していく活動を行っている。広報手段は，バナー，デモやキャ

ンペーン。 

・例えば，退去強制施設への難民申請者（認定の可能性が低い人）の収容に反対するキャ

ンペーンを行っている。当局は，早く審査して送り返そうとしており，この運用がバイ

エルンから連邦レベルに広がる可能性があり，反対している。 

・機関誌も年 3～4 回出している。右派の台頭に対抗するためのチラシも作成している。 

・一般市民は難民の状況について不知・無関心であり，ドイツのための選択肢（通称：Ａ

ＦＤ）はこれを利用している。バイエルン・キリスト教社会同盟（通称：ＣＳＵ）も支

持者を失いたくないために難民に厳しい政策を採りがちである。 

・他にも，ＡＷＯ等の依頼を受けて講演活動や，ワークショップの開催，また，労働局の

職員に対して，難民の就労についてトレーニングする等している。 

・難民申請が不認定となると「難民申請中」との在留資格を失い，「滞在猶予」（本来退去

強制の対象だが猶予）となる。この人たちが一番困難を抱えており，不平等・人権侵害

が多い。 

・難民本人や支援者からの相談業務も実施している。これは，ミュンヘン市外の難民に焦

点を当てている（市内には市評議会があるので）。 

・広報活動と相談業務が中心で同行・通訳支援は行っていないが，他の支援団体につなぐ

ことはある。 

・さらに各州の評議会とのネットワークを築いて情報交換している。 

■難民の社会「統合」について 

・ドイツ基本法では，6 才以上の子（16 才以下）は誰でも学校に行く権利があるが，難民

の子には不就学がある。田舎やソーシャルワーカーのいない地域の難民は学校に行く義

務があることを知らない。また，収容施設の子は学校には行けず，施設の中で授業「的」

なものを受けている。 

・大人は教育を受ける義務はない。都市部はともかく，田舎ではドイツ語教育に対するア

クセスが弱い。市部では公的なドイツ語コースがあるが，田舎にはない。 

・移民難民庁が難民申請者に対すドイツ語コースを始めたが，6 か国に限られている。全

ての人が受けられるようにすべきであり，現制度は難民を分断しており不平等である。 

・「統合」には様々な側面がある。言葉はその一つに過ぎない。6～9 か月学んだだけで統

合が上手くいくわけがなく，他にも必要な要素はある。「統合」という言葉にも疑問があ

る。ドイツへの順応という側面だけで語られがちであり，もっと双方向でなければなら

ない。 
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バイエルン州難民評議会，説明者と 

 

 

 
ノイケルン区，インタビュー風景 
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ノイケルン区のインタビュー記録 

文責：吉田 

日時： 2018 年 5 月 31 日（木）午前 10 時から 

場所：ノイケルン区役所（住所 12040 Berlin Raum:A‐106） 

説明者：Mr.Arnold Mengekoon 

■人口と予算 

・ノイケルン区は土地が安く，多くのガストアルバイターが定住した。学歴がない人が

多く，高齢者の失業率が高い。その世代の子どもたちに早期に教育を保障している。 

・外国人比率は 25％で，人口の 45％が移民の背景を持つ（半分はドイツ国籍保持者）。

出身国は 150 か国，最大がトルコ系，次がパレスチナ，レバノンのアラブ系移民，次

がポーランド人，旧ユーゴスラビアなど東欧からの移民，イスラム系移民は 6 万 3000

人。 

・移民の失業率は 40％で，北部は特に高い。9 万 2000 人が生活保障に頼っている。 

・区全体の予算は 911 ミリオンユーロ（ＭＥ）。そのうち 541ＭＥは使い道が決められて

おり 25ＭＥが自由に使える予算である。別途ＥＵから取れる助成（60ＭＥ）もある。 

・資金の 2/3 は統合・教育・透明性を高めることに使用している。 

■教育が重要 

・新規の子どもでドイツ語ができない子は，ウェルカムクラス（1 クラス 12 人で，ノイ

ケルンに 70 校）で勉強する。ドイツ語ができるようになったら通常クラスに戻る。 

・通常クラスは 1 クラス 30 人，生徒の背景が多様化（難民や移民の子）。30 人単位は大

きすぎるので，単位を小さくして先生のケアを充実させたいが，まだできていない。 

・学校には教師＋スクールソーシャルワーカー＋社会教育士（小学校），スクールカウ

ンセラー（全部で 6 人しかいない。）がいる。ただし，若い世代に担い手がいない。 

・子どもの非行はアラブ系が 53.6％，トルコ系が 20.5％，学校に通っていないことと関

係。 

紛争国から来ていることも原因，家族も不安定であるが，子どもは大人の 10 倍不安定。 

・非熟練の仕事にしか就いていないため，優秀な子にメンタープログラムを付けている。 

週に 1，2 回，仕事場に連れて行くなど違う新しい世界を見せる。 

・母語は，ヨーロッパの言語は小学校で学べる。イタリア，ポルトガル学校などがある。

トルコ，アラビア学校はないが，授業は設置している。トルコと協定があり，トルコ

から教員を受け入れ，また，アラビア語も国民学校と連携し，受けたい子がいれば受

けられる。 

・失業者に対する教育は，統合コース（義務）や特定の職に適応するための語学コース。 

・「地域の母」プログラムを実施。500 人の失業者の女性で，移民の背景のある母親かつ

ドイツ語の読み書きができる者が，子どもの教育・幼稚園に行くことの重要性等につ

いて半年間学び「地域の母」として登録し，10 家庭を各 2 時間訪問するプログラム。 

・10 年前から地域ごとのＮＧＯと，ソーシャルワーカー，社会学者が集まって，市民社

会を盛り上げていく。 

・ほかの宗教に対するリスペクト。宗教ごとの休日が一目で分かるカレンダーを作成し

ている。ラマダン後の家庭訪問はしない，差別に当たる。 
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・日本がこれから受入れをするにしても家族がいる，独自の社会的なシステム（宗教や

価値観）を持っているが，一緒に共同していくこと，お互いに話し合える関係が大事。 

 

 

ベルリン州司法・消費者保護・反差別省のインタビュー記録 

文責：吉田 

日時：2018 年 5 月 31 日（木）14 時 30 分から 

場所：ベルリン州司法・消費者保護・反差別省（住所 D-10825 Berlin， Salzburger Str. 

21-25） 

説明者：Ünsal 氏，Stanislawa Paulus 氏（ナショナルデモクラシーセンターコーディネー

ター） 

・反差別省は省庁として機会の平等であることが特徴，4 つの柱を持って活動している。 

① 法的に守る（相談，支援を得られるように訴訟以外にも相談インフラを作る） 

② 差別の予防（差別が起きないようにするための対策，センシビリティの向上） 

③ ＬＧＢＴの機会の平等 

④ 民主主義の促進（個人による差別，構造が生む差別，特定のグループ（右翼，反ユダ

ヤ主義）による差別に対して民主主義で対抗していく） 

・反差別の部署ができたのは 2007 年。職員 32 人，予算は 8.7 ミリオンユーロ（ＭＥ）で，

大部分がプロジェクトに利用される。他の部署（労働や社会保障）に比べると少ない。 

・一般平等取扱法があるが，ベルリンでは基本法とは別に，独自の反差別立法がある（州

内で立法第 1 号）。伝統的にダイバーシティな町でリベラル，熱心なロビー活動により立

法にこぎつけた。 

反差別に取り組んでいる州はあまりなく，州で概ね 2～3 人程しか取り組んでいない。 

・ベルリンの反差別立法は連邦レベルよりも進んでいる。 

・公的機関における差別取扱いを禁止し，行政裁判所に訴えを提起できる。 

・民族に基づく差別に関する発言を禁止している。 

・連邦の基本法が根底にあるが，基本法（憲法）に基づいて訴訟はできず，ベルリンの立

法で細かい規定を設けて使い勝手をよくしている。 

■右傾化・レイシズムに対抗するための対策 

・4.3ＭＥの予算で始まった。50 のプロジェクトがあり，被害者の保護や，教育のサービ

ス（教師や生徒向け講演）や申立ての書き方や裁判の申立ての仕方をサポートしている。 

■もう一つの大きな柱は，難民に対する差別，難民の中のＬＧＢＴに対する差別，特に居

住地・受入施設におけるＬＧＢＴの問題。州全体で難民の社会統合と「解放」，さらにシ

ンティ・ロマに対する差別が問題。 

■就職，住居差別の相談体制について 

・ベルリンには，多くの相談窓口がある。 

・人種・民族的背景，性別，宗教・世界観，障がい，年齢又は性的指向の法定差別は窓口

がある。 

・女性＋ムスリムなどの複合差別がある。社会的背景や「太っている」からなど法律の規

定外の差別がある。 
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■ヘイトスピーチはベルリンでも大きな問題 

・ヘイトスピーチそのものを直接規制する法律はない。人民扇動罪があるが実際に刑罰を

科すことは難しい。 

・歴史的に「扇動する」ことが民主主義を減殺する方向で使われた。ムスリムは出て行け

と武器を持って蜂起した場合は適用可能だが，そうでなければ適用は難しい（言動レベ

ルで刑罰に処するのは難しい）。故に差別させないことが大事。 

 

 
ベルリン州司法・消費者保護・反差別省，説明者らと 

 

 
 ディアコニー，外観 ディアコニー，説明者らと 
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ディアコニーのインタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 6 月 1 日（金）10 時～約 2 時間 

場所：Diakoniewerk Simeon（住所 Morusstr. 18a， 12053 Berlin） 

説明者：Alix Katharina Rehlinger 氏，Anna SuerhoffTina 氏他 

■団体について 

・プロテスタント系の福祉団体で，ここでは移民の社会統合に関するプロジェクトを実施

している。 

・スタッフは 44 人で，全員が大学でソーシャルワーク，教育学，法律等を学んでおり，ト

ルコ，アラブ等の多様な文化的・宗教的背景を有する者もいる。 

・財政的基盤は，連邦，市，区等の行政機関やＥＵからの資金提供が多く，教会税はわず

か。 

■支援の概要 

・自身と家族の滞在資格に関わる相談が多い。また，社会保障について，児童福祉のもら

い方，学校への入学のさせ方等について，相談で答えを見付けるか，専門家・支援団体

につないでいる。 

・もう 1 つ大きな問題は，仕事・労働市場への統合。ドイツ語ができればジョブセンター

の枠組みに乗せられるが，ドイツ語をどう学ぶかが問題になっている。 

■ギリシアの家族に特化したセンターの運営 

・ギリシアからのガストアルバイター出身者が 2011 年頃から増加し，相談の場所が必要に

なった。 

・ドイツに近づくことだけでなく，母国の文化を保持しドイツに住む人に知らせていく双

方向の取組が良い近隣関係を築く上で重要と考え，ギリシアのダンスを住民に教える，

学校にドイツ語のコースを提供する，写真展を開催する等の活動をしている。 

■「地域の母」（Stadtteilmütter）事業 

・移民の母親に，家庭教育の中で暴力がないこと，男女の平等が重要であること等を教育

し，母親と 2 年間の労働契約を結び，移民家庭を個別訪問している。双方に社会に出て

いく勇気を与える。 

・社会統合は，語学・教育・労働など様々な機会へのアクセスを保証していくことが核と

なる。加えて差別からの保護も重要である。 

■教育 

・子どもの教育について，ベルリンでは，小学校に入る 1.5 年前に，ドイツ語のレベルチ

ェックを受ける。十分でなければ特別なドイツ語教室を受けることになる。 

・義務教育は 10 年間で，移民の子どもも義務がある。ドイツ語が不十分な場合にはウェル

カムクラスに入るが，様々な年齢・語学レベルの子が混在しており，また，教師の質の

問題もあり運営が難しい。1～2 年で普通クラスに戻る前提であるが，空きが無く長期化

する場合もある。 

・大人に対する統合コースは，義務化されている人は無料だが，自由意思で来ている人は

自己負担（ただし，失業者等は無料）。クラスは，上級者，女性・親・若年，非識字者等

に別れている。 
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■難民支援 

・2015 以降の難民の流入に対応して新たなポジションを設けた。 

・申請時の支援，具体的には，移民難民庁のインタビューへの対応，不認定の場合の見通

し，認定の場合の権利について相談対応をしている。相談で多いのは，特にシリアの家

族の呼び寄せの問題である。本人は滞在資格が得られても，家族呼び寄せが認められな

い場合がある（補完的保護の場合）。家族が心配で統合コースに専念できず，社会統合に

も悪影響を及ぼしている。 

 

 

ベルリン州難民事務所・登録センターの見学・インタビュー記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 6 月 1 日（金）13 時 30 分～約 2 時間 

場所：ベルリン州難民事務所・登録センター（住所 Bundesallee 171 10715 Berlin） 

説明者：Monika Hebbinghaus 氏他 

■施設 

・建物は元州立銀行のものだが，同行が破産し，2015 年 2 月からベルリン州難民事務所（Ｌ

ＡＦ）が使用している。申請登録だけでなく，到着時のワンストップセンターとなって

いる。関係官庁も入っており様々な対応が可能。ＬＡＦが建物を管理し，他の省庁に貸

している。 

・1 階で受付を行う。難民申請者は，テンペルホフ空港跡地の短期滞在施設に入った後，

翌日にはシャトルバスで 10 時までに来る。毎日 60 人の新規申請者がいる。全情報を受

付で登録し，2 階でコントロールを受け，申請登録という流れ。登録までは 2～3 日掛か

る。登録手続は通訳と共に行う。通訳は 40～60 人おり，アラビア，ファシル，クルド，

英語，エリトリア等，全ての言語に対応している。 

・2 階では，①まず，指紋を採取し，ユーロポール等のデータベースで検索し，申請者に

犯罪歴があると次の手続には進めない。また，ドイツ国内や他のＥＵ諸国で申請済と判

明すると，申請登録ができない。②次に，持ち物検査をし，一定レベルの資産を回収す

る（以後は，ドイツの提供する資金と住居で生活するため）。③最後に，社会保障に関

し，脆弱性が高い人の対応を行っている。例えば，1 人か家族かで受け取れる保護費が

異なるので，それを説明している。また，申請者がどこの家に行くかも決めている。脆

弱性（妊婦・障害等，ベルリンではさらにＬＧＢＴも含める）が強いとソーシャルワー

カーにつなぐ，見合った宿泊場所（車椅子の人にはバリアフリー住宅）を提供する等の

対応をしている。④さらに，ワンストップエージェンシーなので，移民難民庁の支局も

あり，第 1 回目のインタビューまでここで行っている。認定の可能性が高い申請者には，

登録が終わった直後から，職業へのアクセスについて相談できる。申請が早い段階で却

下された人のために，帰還のための相談窓口もある。 

■説明者による解説 

・2015 年が 5 万 3001 人で新規の難民申請登録のピークであった（登録した人だけ，来た

人は 8 万人ほど）。これだけ多くの人が一度に来たので，権利を十分に保障することが

難しかった。 
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・出身国は，シリアが最多だが，2015 年の 1 万 5828 人から 2016 年は 4770 人へと減って

いる。次がアフガニスタンで，5337 人から 3514 人と同じく減少しており，認定率は 50％

前後である。 

・ベルリンでは，2016 年から，申請者も保険証をもらって医療機関が受診できる。 

・社会保障としては，物品支給が優先される。5 人家族の保護費が 1500 ユーロ／月である。

6 か月後は，自分で住む家を借りられるが，実際には難しいので，住居を提供している。 

・なるべくキッチンのあるところで生活できるようにしている。既存の建物を利用する他，

仮設住宅やモジュールビルディングを建設している。約 2 万 3000 人＝約 80％が施設で

生活している。 

・仮設住宅はコンテナだが，費用が掛かる割に無駄が多い。そこでモジュールビルディン

グを 20 か所建設しており，既に 12 個は完成，残り 8 個も 2018 年には完成する予定であ

る。難民の 3 分の 1 が子供や青少年であるから，施設には，遊び場も作っている。建設

予定地は，ベルリン市の所有地に建てる関係で郊外になりやすい。 

 

 

 
ベルリン州難民事務所・登録センター，1 階受付 

 

 

第１章　ドイツ視察報告



－ 228 －

208 
 

語学学校の訪問記録 

文責：髙井 

日時：2018 年 6 月 1 日（火）17 時～約 1 時間 

場所：dtz-bildung and qualifizierung（住所 Hasenheide 109， 10967 Berlin） 

 

語学学校を訪問し，統合コースのドイツ語の授業を見学した。授業の様子は以下の写真

のとおり。 
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■ドイツの学校系統図（文部科学省の下記ホームページより転載） 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shougai/015/siryo/08102203/001/016/004.
htm 

 

 
就学前教育 

幼稚園は満 3 歳からの子どもを受け入れる機関であり，保育所は 2 歳以下の子どもを受け

入れている。 

義務教育 

義務教育は 9 年（一部の州は 10 年）である。また，義務教育を終えた後に就職し，見習い

として職業訓練を受ける者は，通常 3 年間，週に 1～2 日職業学校に通うことが義務とされ

ている（職業学校就学義務）。 

初等教育 

初等教育は，基礎学校において 4 年間（一部の州は 6 年間）行われる。 

中等教育 

生徒の能力・適性に応じて，ハウプトシューレ（卒業後に就職して職業訓練を受ける者が

主として進む。5 年制），実科学校（卒業後に職業教育学校に進む者や中級の職につく者が
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主として進む。6 年制），ギムナジウム（大学進学希望者が主として進む。9 年制）が設け

られている。総合制学校は，若干の州を除き，学校数，生徒数とも少ない。後期中等段階

において，上記の職業学校（週に 1～2 日の定時制。通常 3 年）のほか，職業基礎教育年（全

日 1 年制），職業専門学校（全日 1～2 年制），職業上構学校（職業訓練修了者，職業訓練中

の者などを対象とし，修了すると実科学校修了証を授与。全日制は少なくとも 1 年，定時

制は通常 3 年），上級専門学校（実科学校修了を入学要件とし，修了者に高等専門学校入学

資格を授与。全日 2 年制），専門ギムナジウム（実科学校修了を入学要件とし，修了者に大

学入学資格を授与。全日 3 年制）など多様な職業教育学校が設けられている。また，専門

学校は職業訓練を終えた者等を対象としており，修了すると上級の職業資格を得ることが

できる。夜間ギムナジウム，コレークは職業従事者等に大学入学資格を与えるための機関

である。 

なお，ドイツ統一後，旧東ドイツ地域各州は，旧西ドイツ地域の制度に合わせる方向で学

校制度の再編を進め，多くの州は，ギムナジウムのほかに，ハウプトシューレと実科学校

を合わせた学校種（5 年でハウプトシューレ修了証，6 年で実科学校修了証の取得が可能）

を導入した。 

高等教育 

高等教育機関として，大学（総合大学，教育大学，神学大学，芸術大学など）と高等専門

学校がある。修了に当たって標準とされる修業年限は，通常，大学で 4 年半，高等専門学

校で 4 年以下とされているが，これを超えて在学する者が多い。 
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第２章 スウェーデン視察報告 
 
１ スウェーデンを選択した理由 

スウェーデンは，移民に対してスウェーデン語教育の提供や就労支援を行うなどして移

民統合政策を進めている。スウェーデンの移民は，ストックホルム，ヨーテボリ，マルメ

の 3 大都市に集中しており，その中でもマルメは難民の受入れ窓口になっている。マルメ

はスウェーデン南部に位置し，デンマークのコペンハーゲンから電車で 30 分程度の距離に

あるが，デンマークは移民受入れに厳しい政策を採っている関係で，難民がデンマークを

越えてスウェーデンに移動してくるためである。マルメや首都ストックホルムにおいて，

移民統合における最前線の現場を視察し，関係諸機関を訪問して実態や政策を学ぶため，

スウェーデンを調査訪問地とした。 

 
２ 視察日程・メンバー 

日本からは，茂木鉄平，金喜朝，関聡介，難波満，出井博文，大林弘典，針ケ谷健志，

鈴木満，通訳兼アドバイザーとして名古屋短期大学の新海英史氏が参加した。スウェーデ

ンで，マルメ大学研究員の長南さや佳氏，ルンド大学留学生の紅山綾香氏に参加いただき，

貴重な情報を得た。視察した日程と場所は次のとおりである。 

2018 年 5 月 28 日 Kommunförbundet（Lund 市自治体連合事務所），マルメ市役所，マル

メ大学移民研究所 

5 月 29 日 公共雇用サービス，Nätverket（ＮＧＯ組織） 

5 月 30 日 司法省移民局，公共雇用サービス（ストックホルム本部），日本大使館 

5 月 31 日 ストックホルム大学社会経済研究所 

 
３ 移民労働者受入れについて 

(1) 歴史的背景 

1954 年，北欧共通労働市場制度の導入によって，アイスランド，フィンランド，デ

ンマーク，ノルウェーといった北欧諸国の国民は労働許可を得ることなく自由にスウ

ェーデンに入国できるようになり，これらの国々からの移民労働者が増えた。もっと

も，1933 年に移民労働者について労働許可制度が事実上廃止されたため，1940 年代に

はこれらの国々からの移民労働者の流入は始まっていた。この北欧共通労働市場協約

によって，北欧諸国から多くの移民がスウェーデンにやってきた。その他，ドイツ，

イタリア，トルコ，ギリシャ，ユーゴスラビアなど離れた国からも労働許可を得て移

民労働者がやってきた。 

1960 年代のスウェーデンは記録的な経済成長期で，この時代に多くの移民労働者が

訪れた。スウェーデン国内において，様々な産業で労働力が必要とされており，この

ころ既に数多くの女性労働者が存在していたものの，それでも労働者不足が生じてい

たため移民労働者が労働力として求められた。 

1970 年代以降，スウェーデンは経済の停滞を理由に移民労働者の受入れ制限的な政

策を採り，「労働市場テスト」を導入した。「労働市場テスト」とは，スウェーデン国

内での募集によって求人が埋められないかどうか，国がチェックする制度である。 

1995 年にスウェーデンはＥＵに加盟した後は，2004 年から 2013 年にかけてＥＵ加
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盟国が増えたことにより，スウェーデンにはポーランドやバルト諸国，ルーマニア，

ブルガリアといった国からも労働者が来るようになった。 

2008 年 12 月 15 日，移民労働者に関する政策を変更し，「労働市場テスト」を廃止

し，雇用主が移民労働者を自由に選択して雇用することが可能となった。その結果，

インド，中国，タイといったＥＵ域外の国々からの移民労働者もやってくるようにな

った。 

かつてスウェーデンには，移民労働者がイタリアやギリシャから来ていた。移民労

働者はもともと 2，3 年で母国へ帰国することが想定されていたが，結果としてスウェ

ーデンに残る人々もいた。なお，移民労働者も，新たな雇用先が見つかれば，当初の

期間を経過しても滞在期間を延ばし，スウェーデンに滞在することが容易であった。

彼らの家族の中にはスウェーデン語を話せない人もおり，そういった人々がスウェー

デン語を話すことができるようにする，社会統合，統合教育という議論をしていた時

期があった。なお，移民労働者の家族帯同は，ＥＵ圏内外を問わず基本的に認められ

ている。 

(2) 現在の法制度 

ア 受入れの端緒 

ＥＵ域内の国及びスイス以外の国民は，これらの国々で募集をしても必要な人材

を確保することができなかった雇用者と雇用契約を締結することで，移民労働者と

してスウェーデンに入国できる。 

イ 受入れの条件 

有効な旅券を持ち，入国前に雇用主と雇用契約を締結しておく必要がある。 

また，移民労働者の労働条件は団体協約や業界の労働慣行での規定を下回っては

ならないとされている。具体的には，最低賃金月額 1 万 3000ＳＥＫ(2018 年 5 月時

点で日本円換算 16 万 2540 円)以上か，若しくはその会社が労働協約で定めた賃金以

上の契約が必要となる。その他，各種保険や年金なども他従業員と同様に保障され

ている必要がある。 

(3) 受入れ後の地位 

ア 在留期間，帰化・定住の可能性 

入国後 2 年間はその契約した雇用主以外の雇用主の元では働くことができない。3

年目以降は，雇用主は変えられるが，最初の 2 年間と同種の仕事に就く必要がある。 

原則として 4 年間働いた後は，永住権を取得することができる。永住権を取得す

れば，裁判官や一部の国家公務員に就職できない制限はあるものの，地方参政権も

付与されるなどスウェーデン人とほぼ同じ権利を付与される。さらに，原則として 5

年間滞在すれば国籍を取得することも可能になる。 

なお，移民労働者の中には，長期的な滞在を予定しておらず短期的な滞在を目的

とする労働者もいる。例えば，タイからやってくるブルーベリー採取の労働者は季

節労働者であり，2～3 か月程度しかスウェーデンに滞在しない。 

イ 移民労働者の地位 

スウェーデンにおいては，滞在許可を得た外国人は，選挙権以外については，ス

ウェーデン国籍を持つ者と同様の権利を有する。 
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移民労働者も，労働者としては，スウェーデン人の労働者と同じ地位であり，居

住地域に制約はなく，労働協約によって権利が守られている。 

ただ，最初の 2 年間は同じ雇用主，残り 2 年間は同じ職種で働くという制約があ

る。新しい雇用主が決まっていない場合，4 か月間は次の勤務先を探すことができる。 

法的問題が発生した場合，移民労働者は多くの場合，労働組合に相談に行く。ま

た，司法センター（Center for justice）のようなＮＧＯがあって移民労働者の紛

争処理を行う。 

なお，移民労働者の訴訟等について発生するコスト（弁護士費用等）は政府が負

担することになっている。 

ウ 家族の呼び寄せ 

移民労働者の家族も，移民労働者が適法にスウェーデンに滞在している限りは，

特に制限なく滞在でき，家族も仕事に就け，仕事内容の制限はない。 

家族再統合でスウェーデンに来た家族も，スウェーデンで働く権利がある。労働

者の子どもにもスウェーデン人と同じ権利が与えられる。 

 
４ 難民の受入れについて 

(1) 受入れに当たっての基本的スタンス 

移民労働者については，上記のとおり過去に受入れを規制したことはあったものの，

難民については，第二次世界大戦後から現在まで他のヨーロッパ諸国と比べても開放

的で平等主義的な難民政策を採っているとされる。難民の社会統合を促進するため，

難民に対して，後に述べる導入プログラムを受講させ，スウェーデン市民と同等の権

利を保障している。スウェーデンの難民政策には，難民を国家の“負担”と考えるの

ではなく，“可能性”や“資産”と捉えるべきとの考えが根底にある。高齢化が進み労

働力が減少していく中で，移民は貴重な労働力であり，将来的に国を支える礎となり

得るからである。 

(2) 近時の受入れ政策 

2014 年以降，中東情勢の悪化を背景に，主にシリアから大量の難民がスウェーデン

に押し寄せた。スウェーデンにやって来たシリア難民の数は 2015 年だけでも 16 万人

以上であり，スウェーデンは，補完的保護を含め，そのほとんどを難民として受け入

れた。同時期に，未成年の難民認定申請者について特別な配慮をするというスウェー

デンの難民政策に応じてアフガニスタンから親が帯同しない子どもの難民申請者も多

数やって来た。2015 年以降あまりにも多くの難民が押し寄せたため，現在は，スウェ

ーデン国内において，ＥＵ全体で平等に難民を受け入れるべきという論調が強くなっ

ている。そのような中，アフガニスタンから来た子どもの難民申請者の多くについて

は，難民と認めない判断がなされている。また 2016 年 6 月には新しい難民受入れ法が

施行され， ＥＵミニマムに受入れ条件を引き上げ（条件が厳しくなった），その結果

スウェーデンにおける難民申請者の数は激減した。 

(3) 受け入れた難民についての社会統合政策 

ア 導入プログラム 

難民の審査には現状で平均 6～12 か月を要している。その間，申請者の食事と住

居は政府が提供している。難民申請者にはスウェーデン国内移動の自由がある。  
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難民として認定されると，20 歳から 64 歳までの難民は政府機関である

Arbetsförmedlingen（公共雇用サービス）が提供する導入プログラムを受ける。導

入プログラムは，それまで各自治体に任されていた難民の社会統合政策について，

国が主導して全国で統一され充実した対応をするべく，2010 年に導入されたもので，

難民の社会統合のための最重要施策である。難民は，導入プログラムを通して，労

働市場への参入の準備をし，市民として生活していくための基本的な情報や知識を

得る。導入プログラムは，週 40 時間，最大 2 年間の期間で組まれ，具体的にはスウ

ェーデン語教育，職業訓練，勉学，地元民と触れ合うイベントなどがある。難民に

はそれぞれ多様なバックグラウンドがあるため，本国で経験してきた仕事や学業を

スウェーデンでも活かせるよう，難民ごとに個別のプログラムが組まれる。スウェ

ーデン語を身につけることが社会統合において最重要課題とされており，特にスウ

ェーデン語教育が充実している。 

導入プログラムを受講中の難民は，日本円にして月額約 8 万円の給付金を受け，

住居を与えられる。 

イ 通訳支援 

スウェーデンの居住者は全て，通訳をつける法的権利を有する。スウェーデン語

が不自由な人に対しては，通訳や翻訳をして適切な行政サービスを受けられるよう

環境整備をするべき法的義務を行政が負っている。少数言語などで通訳者が近辺に

いない場合は，遠方の通訳者との電話通訳を利用することもある。通訳費用は各自

治体が負担し，これら通訳や翻訳が適正になされているかを，オンブズマンがチェ

ックしている。 

ウ ＮＧＯの関わり 

難民の統合政策において，ＮＧＯが果たす役割が大きい。難民は，スウェーデン

人に知人がおらずスウェーデンで暮らす中で疎外感を感じることがあることから，

ＮＧＯが，難民とスウェーデン人とのつながりを作る役割を果たしている。例えば，

コンサート，ハイキング等の行事企画をＮＧＯが提供している。スウェーデンでは，

市民が積極的に社会参加する風潮があり，子どもは 6 才頃から日常的に様々な社会

活動に参加している。例えば男女平等の価値観も，その日常的な社会活動で育まれ

るなど，そこでの経験が社会の中心的な価値を形成している。ＮＧＯが難民に対し

て上記のような行事企画を提供する意義が大きく，市民もＮＧＯの活動を通じて難

民と触れ合うことで，互いの理解を深めている。難民がスウェーデン人と知り合い

になることは就職にも好影響を及ぼすため，難民の雇用促進にもつながっている。 

 
５ まとめ 

スウェーデンは，移民労働者と難民とで異なる政策を採っている。移民労働者に対して

は，その時代の経済政策に影響を受けながら，積極的に受け入れる時期もあれば，受入れ

を制限してきた時代もあった。現在は，雇用主が移民労働者を自由に選択して雇用できる

政策を採っている。一方，難民については，第二次世界大戦後はほぼ一環して広く受け入

れてきた。 

2014 年以降のシリア難民の大量流入は，国内で緊張感が一気に高まり，国を挙げての積

極的な対策が求められるようになり，スウェーデンの難民政策における大きな出来事とな
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った。1980 年以降，難民を，国家の負担と見るのではなく，将来の可能性や資産と捉える

べきという考えの下で，社会統合のため様々な施策が講じられている。難民を含む外国に

ルーツを持つ人々が，スウェーデン人と同等の権利を保障されていること，比較的短い期

間で国籍を取得できること，家族滞在を広く認められていること，充実したスウェーデン

語教育が行われていること，通訳などの行政サービスを受けられること，民間のＮＧＯも

移民との関わりに大きな役割を果たしていることなどといったスウェーデンの各種の制度

からは，多文化共生社会を目指す日本が学ぶべきことは多い。 

なお，スウェーデンにおいて移民政策は国民の重大な関心事であり，選挙で政権が変わ

れば移民政策も大きく変わる可能性がある。今後の動向に着目していきたい。 

 

 

スコーネ地方自治体連合事務所「Kommunförbundet Skåne」のインタビュー記録 

文責：出井 

日時：2018 年 5 月 28 日（月）10 時～約 2 時間 

場所：Kommunförbundet Skåne （自治体連合事務所，Lund 市） 

説明者：Jenny Strand 氏（移民の社会統合戦略担当） 

 

■スコーネ地方自治体連合は，スコーネ地方にある33の自治体の連合体である。全国に自

治体は290，自治体連合は21ある。スコーネ地方ではパーストフなど7300人しかいない自治

体もあるが，マルメは33万3600人もいる。経済的に規模が違う自治体があるが，スウェー

デン全体として，大きな自治体と小さな自治体のバランスをとる必要がある。活動目的と

しては，自治体のサポートをしたり，自治体の全ての活動をモニターし補助したり，自治

体間の協働を促進したりしている。予算は人口規模で各自治体から拠出されている。 

■移民の社会統合について，アセット（資産・前向きの価値）かバーデン（負担）なのか，

という議論がある。スコーネとしては，働ける人が働き，スコーネの福祉に貢献してもら

い，潜在性をつかんで，労働市場が移民を包摂し，女性の移民の労働市場参加率を上げる，

などの対応が重要と考えている。 

■スコーネ地方自治体連合において力点を置くものとしては以下の各点である。 

1.リーダーシップ…政治レベルや事務方幹部レベルで自治体の方向性をはっきりさせる。

移民が生活し労働市場に参加するときに協力し，より良い条件整備を可能とすることで，

スムーズな移民統合を実現する。 

2.労働に関する戦略…能力査定をもっと相対的に捉え，労働市場への参加を広げる。 

3.広範囲な協力体制(内外・水平・垂直などの協力体制が大切)…ＥＵの社会基金も使い，

戦略レベルと運営レベルで，いろいろな領域の人を集め議論し協力する。それぞれ何を

やっているのかを知ることも重要。ありとあらゆるレベルでの協力が不可欠である。 

4.プリスクール…レベルや年齢に応じて対応し，9歳以降は普通の学校に入るための対応が

なされる。親のいない難民の子について，政府の監督下で普通の人が後見人となる。 

5.トレレボリモデル…仕事を得るためのシステムとして，社会福祉として国の負担を避け

るため，ビジネスの負担として雇用マッチングを図る。 
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6.教育分野…とりたて緊急課題がない状況にある。既に教育制度には移民の子ども達に対

する教育課程などが取り入れられており，当たり前のこととして運用されている。 

7.法律の運用面について…自治体が重視しているのが社会的サービス法と医療関係の法律

であり，この2つが自治体の大きな活動となる。 

8.通訳について…行政サービスを受ける際全ての人に「通訳を受ける」権利がある（2018

年7月1日施行）。これを受け，通訳のための教育が始まることになっている。 

9.学校に行かせる義務…保護者には学校に行かせる義務があり，これを怠れば罰金も課せ

られる。また，親子間のコミュニケーションが重要であるという発想や，アイデンティ

ティーの問題から，母語で教える義務がある。マルメ市では，母語が話せない子どもが5

人クラスにいれば，母語の先生による授業ができる。その際，家庭では母語を使ってい

ることが条件となる。スウェーデン語ができるか否かにはあまりこだわっていない。多

文化主義を徹底しており，同化の側面が弱い。 

 

 
自治体連合事務所，説明者らと 

 

 

マルメ市役所職員のインタビュー記録 

文責：大林 

日時：2018 年 5 月 28 日（月）13 時 30 分～約 2 時間 30 分 

場所：マルメ大学（説明者に来ていただいた）  

説明者：Natalie Glotz Stade 氏（マルメ市役所の法務担当職員） 

■総論 

・スウェーデンでは，各自治体に物理的に居住していることを基礎として，居住者に諸権

利が付与される（“マルメに住めば飢えることはない”）。 

・社会保障や医療サービスは，各自治体の責任で運用されている。 

■通訳 

・スウェーデン居住者は全員，通訳をつける権利を持つ。2018 年 7 月 1 日改正法で，より

手厚い通訳の権利が保障されることとなった。スウェーデン語が不自由な人，難聴や言

語障害，視覚障害がある人に対しては，行政が，通訳や翻訳をして行政サービス（医療

サービスも含む）の申請者が権利行使をできるように環境整備をする義務がある。通訳
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費用は自治体が負担し，これら通訳はオンブズマンが適正に運用されているかチェック

する。 

・少数言語などで通訳者が近辺にいない場合は，遠方の通訳者との電話通訳を利用する。 

■市民権（citizenship，国籍） 

・基本は，5 年間スウェーデンに住むと市民権が付与される。難民やスウェーデン国籍者

と婚姻した者などは，市民権獲得に必要な居住年数は 5 年より短い。 

・市民権は，条件を満たせばほぼ自動的に付与される。 

・市民権が付与されれば，裁判官や国家公務員に就職でき，参政権も付与されるなど，ス

ウェーデン人と全く同じ権利を付与される。 

■労働 

・難民とその他（労働移民）で国・自治体の対応が分かれる。難民は，国・自治体が責任

を持って対応する必要があり，公共雇用サービスが具体的な対応をしている。 

・労働移民は，入国前に雇用主と雇用契約を締結しておく必要があり，最低賃金月額 1 万

3000ＳＥＫ(16 万 2540 円)以上か，若しくはその会社が労働協約で定めた賃金以上の契

約が必要。その他，各種保険や年金なども他従業員と同様に保障される必要あり。 

・労働移民は，入国後 2 年間はその契約した仕事を移れない。3 年目以降は，雇用主は変

えられるが，最初の 2 年間と同種同系統の仕事に就く必要あり。 

・労働移民の家族も，労働移民が適法にスウェーデンに滞在している限りは，特に制限な

く滞在でき，家族も仕事に就け，仕事内容の制限はない。 

■教育 

・全ての住民は，不法滞在の子供であれ，教育を受ける権利を持つ。登録された住民は 10

年の義務教育を受ける義務があり，子供に義務教育を受けさせないと親権者に罰金が課

される。 

・教育法に，母語による教育の補完の規定がある。マルメでは，1 クラスで 5 人以上特定

の母語を話す生徒がいる場合は，その母語による補完的な教育を受けられる。 

■反差別法 

・差別的言動があれば，オンブズマンに通報され，オンブズマンが裁判手続をする。 

・スウェーデンの反差別法は，罰金の制裁がある。 
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説明者のプレゼンテーションを聞く調査団 

 

 

MALMO UNIVERSITY 移民研究所のインタビュー記録 

文責：鈴木 

日時：2018 年 5 月 28 日（水）17 時頃～約 1 時間 

場所：MALMO UNIVERSITY 

説明者：Henrik Emilsson 研究員 

 

■スウェーデンの移民受入れ制度 

・職種に関わらず雇用者が雇いたい者を労働者として国内に呼べる仕組みになっている。

移民労働者は家族の呼び寄せも可能。 

・2年の滞在許可が下りて，仕事を続けることができれば2年の延長ができ，その後は永住

権の取得が可能になる。 

■スウェーデンの制度の問題点 

・上記の制度は 2008 年の改正により導入されたものであるが，この改正によって国内の平

均年収が約 20％下がり，約 4 万ユーロ（日本円で約 520 万円）まで下がった状態が続い

ている。 

・ＥＵ圏の国から来た労働者が就労する業種の割合は，改正の前後に関わらず，需要があ

る業種と需要がない業種とでバランスがとれている。これに対して，非ＥＵ圏の国から

来た労働者の場合，改正前は，約 30％の人が需要のある業種に就労していたが，改正に

より，その割合が約 12％まで下がり，44％が既に失業がたくさんいるような需要のない

業種で働いている。このような事態が生じたのは，雇用主が誰を雇うのか決めることが

できることが原因である。なお，需要があるのは，ＩＴ，医者，看護師，エンジニア，

建築といった業種。 

・労働許可は多国籍企業で短期間働く人が取っているが，熟練度が高い者はいろんな国々

を移動する傾向があり，熟練度の低い者の滞在が長くなる傾向にある。2010 年から 2013

年のデータによれば，労働許可が下りている労働者は多いように見えるが，およそ 1 万

5000 名の労働許可が下りた者のうち，およそ 6000 名しか滞在を続けていない。 
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■今後について 

・改正前の制度では労働移民は 5 つのカテゴリーに分類されており，高熟練の労働者は容

易に永住権を得ることができたが，2008 年の改正により高熟練の労働者も，低熟練の労

働者と同様に滞在許可を細かく延長しなくてはならなくなったことが問題であり，それ

ぞれの熟練度に応じた対応をすべきである。誰が必要かは国ではなく経営者が一番分か

っているという建前でこの制度を導入したが，人の移動はいろんな理由で生じることか

ら，実態に即していない制度となってしまっている。 

・仮に，日本でスウェーデンの制度を導入したとしても，高熟練の労働者は民族的なつな

がりなどに頼らず，給料次第で働く場所を決めるので，どの国の労働者が低熟練の仕事

を担うかにもよるが，似たような現象が生じると考えられる。 

・スウェーデンの現在の政権が続けば，労働市場テストを導入することになり，雇用主で

はなく政府の機関が労働者として誰を受け入れるのが適正なのかを判断するようになる

と考えられる。 

 

 
マルメ大学・研究員らと 

 

 

公共雇用サービス「Arbetsförmedlingen」のインタビュー記録 

文責：針ケ谷 

日時：2018 年 5 月 29 日（火）9 時～約 2 時間 

場所：Arbetsförmedlingen 事務所 

説明者：Petra Johannesson 氏（課長） 

■導入プログラム 

 難民に対する就労支援を目的としたプログラムで，2010 年に法律上位置付けられた制

度である。大人（20 歳から 64 歳）の難民と，滞在許可を与えられた人及びそれらの近親

者が対象である。 

プログラムの内容は，労働市場への参入の準備をすること及び市民として生きていく

ための基本的な情報・知識を与えるというものである。最低限，スウェーデン語教育

（Swedish For Immigrants）は受講しなければならない。1 週間に 40 時間のプログラム
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が入れられており，最長原則として 24 か月である。導入プログラムは，（1）フルタイ

ムの仕事を得た場合，（2）高等教育を受けることとなった場合，（3）24 か月が経過し

た場合のいずれかの場合に終了する。 

このプログラムを受講中，受講者は月に 8 万円の交付を受け取ることができる。プロ

グラムの内容に従わない場合には，命令が出されるうえ，最終的には生活のための助成

金が止められることになる。 

導入プログラムの具体的な計画はスウェーデン語教育や就労の準備といったプログラ

ムを組み合わせて作成される。現在，経営者側との協力によって設けられたプログラム

や 100 にも及ぶクラブ活動が用意されている。また，難民の半分は，大学に入ることに

関心がある状況にあることから，高等教育に対するニーズにも応えるため，相談会を行

うこともある。 

スウェーデンでは，難民が本国で有していた資格をできだけ活用してもらうことを考

えている。母国の資格を既に有する難民は，スウェーデンで求められる水準との間を埋

めることで，早期に現場に出ていけるような制度となっている（Fast Track システム）。 

■諸機関との協力関係 

導入プログラムに関して，様々な機関が協力して行っている。例えば，マルメ市役所，

雇用庁，スウェーデン語教育機関，税務署などが協力している。 

■課題 

課題としては，難民のための住宅不足，低いスキルしかない難民の就職が困難である

こと，女性の就職状況が良くないこと，といったものが挙げられる。 

■プログラムの成果・統計など 

2007 年では，難民のうち 50％が仕事を見つけるに至るまで，約 9 年かかっていた。し

かし，2011 年には 5 年でこの水準に至っており，状況は改善されている。 

導入プログラムを終えた人が，90 日後，どの程度就職又は高等教育を受けているかを

示したデータがある。今年は，35％を目指していて，毎年少しずつ伸びている。一方，

男性と女性との間には 15 から 20％の差があり，女性のほうが低い。 
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公共雇用サービス（日本のハローワークに相当）の待合場所。仕事を求める人がこの場所で順番を待っている。 

 

 

ＮＧＯ組織「Nätverket:：Ideburen sektor Skåne」のインタビュー記録 

文責：関 

日時：2018 年 5 月 29 日（火）14 時～約 2 時間 

場所：Nätverket 事務所（住所 Ladebursgatan 5， 211 55 Malmö）www.natverket.org 

説明者：Henrik Nilsson 氏（雇用・ビジネスデベロッパー） 

■難民がスウェーデンに来た場合の 3 段階について 

 Ⅰ）難民申請段階（6～12 か月）：マルメから入国した庇護希望者は，難民申請するこ

とがその後の手続の大前提となるため，移民庁の出先機関に誘導される。難民審査には現

状で平均 6～12 か月を要している。その間，申請者の食住は政府が責任を持って提供する。

申請者にはスウェーデン国内移動の自由があるが，指定居住地以外に転居はできない。 

 Ⅱ）認定された難民（週 40 時間×24 か月）：「Arbetsförmedlingen（ＡＦＭ＝ＰＥＳ。

公共雇用サービス）」の導入プログラムと給付金を受ける。〔ＰＥＳでの聴取結果のとお

り〕 

 Ⅲ）その後：原則として，通常の国民等へのサービスと同等（ＥＵ統一基準に準拠）。 

■当ＮＧＯの活動内容について 

 スウェーデンの制度は，ＮＧＯの存在と役割が非常に大きいというところに特色がある。 

 上記Ⅱがあるも，入国後 5 年経た難民に「疎外感」「スウェーデン人知人なし」との声

が多い。当ＮＧＯは，上記Ⅱ期間中に，コンサート，ハイキング等の行事企画を提供する。 

 スウェーデン社会では，社会参加が当たり前。子どもは 6 才から日常的に様々な社会活
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動に参加する。男女平等価値観も，その日常的なクラブ活動で育まれるなど，そこでの経

験が社会の中心的な価値を形成する。だからこそ，ＮＧＯが難民に対して上記のような行

事企画（＝スウェーデン人と同様の経験）を提供する意義がある。そして，スウェーデン

人と知り合いになることは就職にも好影響を及ぼす。もちろん，知り合うのは簡単ではな

い。そこで，ＮＧＯの行事企画を通じてスウェーデン人と簡単に仲良くなれる機会を提供

する。 

■当ＮＧＯの財源や協働パートナー等について 

 設立から 10 年。労働市場に諸活動を直結させたところが特徴で，50 組織（＝赤十字，

セーブザチルドレン等）と協力関係にある。ＰＥＳ等とも定期協議があり，そこで各難民

の興味のある内容などに応じてオーダーメイド的にマッチングを行う。「社会的資本」の

重要性について，近年は政府機関も理解している。 

 活動財源は，スコーネ地方政府，中央政府（県の行政統括組織），ＰＥＳなどから得て

いるが，監督を受けず，独立している。 

 対象当事者は，目下シリア難民が 8 割だが，時期によって難民の出身国構成は異なる。 

■補足：近時の動向等について 

・「スウェーデン民主党」が，欧州他国と同様，移民・難民受入れに消極的な勢力として

台頭，現状 20％位の得票率がある。潜在的な不満の受け皿となり，社会が「分節化」し

つつある。2015 年のシリア難民大量入国事態を受け，同党は「イスラムの国になった」

と喧伝。2018 年 9 月の国政選挙は移民・難民受入れが主要争点であり，その結果の影響

は大きい。 

・スウェーデンは，「同化」主義（分離居住）→「多文化」主義→現在は「統合」志向，

という時代的変化を遂げてきたと考えている。 

・公用語はあくまでもスウェーデン語であり，その習得は依然として重要。習得までの手

続では通訳も付すが，通訳の評判は芳しくなく，レベル向上が課題である。 

 

 
説明者によるプレゼンテーション 
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司法省移民局のインタビュー記録 

文責：金 

日時：2018 年 5 月 30 日（水）9 時 30 分～約 1 時間 30 分 

場所：司法省 

説明者：Mattias Wahlstedt 氏，Josefin Agelii Mayotte 氏，Oscar Berger 氏，シャルロ

ット氏 

・スウェーデンには移民受入れの長い伝統がある。難民申請，難民の第三国定住，家族再

統合，スウェーデン人との結婚，労働移民と様々なルートでスウェーデンに来る。その

人たちについて，滞在許可，帰化というプロセスがある。 

・2015 年以前は移民についてポジティブに捉えられていたが，2015 年の欧州難民危機の際，

ＥＵ加盟国間で公平な分担がなかったため，スウェーデンに 16 万 3000 人の難民申請が

来た。それ以降，政策の変更があった。 

・労働移民はニーズがあり，人口動態的なことがあって来るのであり，難民が来ることと

は違う。 

・個別のケースに関する法律の適用については，政府の外局である移民庁が担当している

（滞在許可の内容，家族再統合の許可等）。 

・短期的労働者が母国に帰るというのは現実的には起こり得ない。日本の皆さんがスウェ

ーデンに来て，どのように統合を図っていくのかを学ぶのは時宜に適っている。 

・現在のスウェーデンの制度は，他のＯＥＣＤ加盟国と比較してもユニーク。基本的な唯

一の条件は，その移民を雇用主が雇いたいと思っているか，その移民にスウェーデン人

の平均的な給与を支払えるようになっているかということ。2008 年に制度が変更になっ

た。それ以前は労働市場テストが存在していたが，現在は，経営者が雇いたいと言えば

許可が下りる。非常にオープンなシステム。 

・2015 年以降，低熟練労働は難民にあてがわれるようになった。その背景にあるのは，難

民が速やかに社会統合を図るのがよいという考え方。 

・労働移民の半分くらいが，非熟練労働者。非熟練か否かで選別をしないというのが，政

治的な原理原則。 

・労働移民として来た後は，労働者としてスウェーデン人の労働者と同じ地位。労働協約

によって権利が守られている。ただ，最初の 2 年間は同じ雇用主，残り 2 年間は同じ分

野の産業で働くという制約がある。新しい雇用主が決まっていない場合，4 か月間次の

勤務先を探すことができる。居住地域に制約はない。 

・労働移民が 4 年間働いた後，永住許可を申請できる。永住権にアクセスするのは簡単。 

・家族再統合でスウェーデンに来た家族も，スウェーデンで働く権利がある。労働者の子

どもにもスウェーデン人と同じ権利が与えられる。 

・法的問題が発生した場合，労働移民は多くの場合労働組合に相談に行く。「司法センタ

ー（Laywer for justice）のようなＮＧＯがあって，労働移民の紛争処理を行う。発

生するコスト（弁護士費用等）は政府が負担することになっている。 
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司法省・説明者らと 

 

 

公共雇用サービス（ストックホルム）のインタビュー記録 

文責：大林 

日時：2018 年 5 月 30 日（水）13 時 30 分～約 2 時間 

場所：ホテル Birgerjar（会議室を借りて，説明者に来ていただいた）  

説明者：Hedvig Stahre 氏（公共雇用サービス職員。上級専門官。担当は難民の労働市場

へのアクセス。ＰＥＳの本部職員で，情勢分析や政策のフォローをしている） 

■導入 

・1960 年以降，スウェーデン移住者が激増（フィンランド，トルコやイタリア，旧ユーゴ

等）。70 年台からは難民（チリやプエルトリコ，旧ユーゴ）が増えた。 

・2015 年以降，シリアやアフガニスタンからの難民が激増。現在，国民の 15％が外国生ま

れであり，このことはいろいろな分野に影響を及ぼしている。 

■スウェーデンの労働市場 

・社会統合を，労働を通じて行おうという政策を採っている。 

・現在景気が良く，2008 年以降現在まで失業率は最低ライン。しかし，外国生まれの人々

の失業率はスウェーデンネイティブよりは高く，これは仕事に求められる能力が高く（高

熟練），難民の持っている能力とマッチしない問題がある。 

■導入プログラム 

・2010 年以降，導入プログラム制度が法定され，国が責任主体として難民対応に取り組ん

でいる。2010 年以前は各自治体が責任主体だったが，自治体によって提供サービスに違

いが出てしまう問題点が指摘されていた。 

・導入プログラムのターゲットは，20〜64 歳で，政治難民や庇護を求めていて一時的な居

住を許可されている者で，プログラムの目的は雇用状態になること。 

・導入プログラムの内容は，市民オリエンテーション，ＳＦＩ（スウェーデン語教育），

住居，生活のための給付金を提供し，難民は週 40 時間のフルタイム参加でＳＦＩや職業

訓練を受ける。 

・2018 年 3 月時点で 6 万 7780 人（46％は女性，3 分の 2 は 40 歳以下）が導入プログラム
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を受けている。教育レベルは，29％は高等教育（大卒が主）を受けておりシリアが多い，

22％は高校卒，50％は中学校卒のみか教育を受けていない。 

・導入プログラム終了後 90 日後は，2018 年 4 月段階で 44％が就労している。 

■課題など 

・労働市場により難民を参加させるためには，教育レベルを上げる必要がある。 

・不足している職業は，教員，ＳＥ，プログラミング，ソーシャルワーカー（老人ホーム

のスタッフ等），セラピー系の業務，製造業，食品加工業，ベイキング，肉加工，建築

分野など。 

・女性の労働市場参加率を上げたいが，女性はプログラム参加を躊躇したり時間が経って

から参加する傾向があり，子育てしてることが主な理由ではないかと言われている。 

・2015 年以降の大量の難民流入のため，住宅の不足，健康福祉の問題（戦争地域からきた

ことでの心理的なケア等）がある。 

・現在，Fast Track システムを導入し，労組や経営者団体と協力して，どういう領域でど

ういう労働力が必要か協議するなどして早期の労働市場への参加を促進させる。 

 

 
説明者へのインタビューの様子 

 

 

ストックホルム大学社会経済研究所 Eskil Wadensjo 教授のインタビュー記録 

文責：針ケ谷 

日時：2018 年 5 月 31 日（木）8 時 30 分～約 1 時間 30 分 

場所：ストックホルム大学 

説明者：Eskil Wadensjo 教授  

■スウェーデンにおける労働移民受入れの経緯 

1954 年，北欧共通労働市場ができて，北欧 5 か国からの労働移民がスウェーデンに来

ることとなった。この制度によって，近隣から多くの移民がスウェーデンにやってきた。

1960 年代のスウェーデンは記録的な経済成長期で，この時代に多くの労働移民がスウェ

ーデンに来ていた。他方，1970 年代以降，スウェーデンは労働移民については，これを

制限する政策をしていた。 

1995 年，スウェーデンはＥＵに加盟した。その後，2013 年，2014 年にかけてＥＵ加盟
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国が増えたことにより，さらに多くの労働者が来るようになった。 

2008 年 12 月 15 日，労働移民について政策の変更があり，雇用主が労働移民を自由に

選択して雇用することが可能となった。その結果，ＥＵ域外からの労働移民，すなわち

インド，中国，農業分野でのタイといった国々からの労働移民が来るようになった。 

かつて，スウェーデンにはゲストワーカーが，イタリアやギリシャから来ていた。彼ら

はもともと 2，3 年で母国へ帰国することが想定されていたが，結果としてスウェーデン

に残る人々もいた。彼らの家族の中にはスウェーデン語を話せない人もおり，そういっ

た人々がスウェーデン語を話すことができるようにする，社会統合という話が持ち上が

ったのである。なお，当時のゲストワーカーについても家族帯同の権利は認められてい

た。 

2008 年の政策変更によって，欧州域外から来た移民労働者は，配偶者や 18 歳以下の子

供を呼び寄せることが可能となった。 

スウェーデンの現在の移民受入れ制度も，急速に成立したものではない。特に，スウェ

ーデンでは当初は近隣の国々からのみ受入れを開始し，その後受入れの範囲を拡大してい

ったという背景がある。 

■ゲストワーカーの受入れについて 

1996 年までは，仕事を探しに来た人が仕事を見つけることができれば，ほぼ確実に労

働許可がでていた。その後，公共雇用サービス（ＰＥＳ）などが出てきて，状況が変化

した。公共雇用サービスの事務所が海外に設置されていた時代もあり，就業の支援を行

っていた。 

■公共雇用サービス（ＰＥＳ）の存在をどう評価しているか。 

男性に対しては良い結果が出ているものの，女性についてはあまりうまくいっていな

いということが統計上分かる。労働市場の問題もあるが，母国でどのような教育を受け

ていたのかにもよる。もっとも，難民の教育には時間が掛かるものである。 

 

 
ストックホルム大学でのインタビュー風景 
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