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第３回「外国人との共生社会の実現のための有識者会議」 議事録 

 

開催日時：令和３年４月２８日（水） 

午前１０時００分から午前１１時５８分まで 

於：オンライン開催 

 

［出席委員］ 

田中座長，池上委員，佐藤委員，高橋委員，田村委員，林委員 

 

［省庁出席者］ 

（出入国在留管理庁） 

君塚在留管理支援部長，近江政策課長，本針在留管理課長，木村外国人施策推進

室長，田中在留支援課補佐官 

（内閣官房） 

初又内閣参事官 

（内閣府） 

谷政策統括官（防災担当）付参事官（防災計画担当）付企画官 

木村子ども・子育て本部参事官（子ども・子育て支援担当）付参事官補佐 

（警察庁） 

新井組織犯罪対策企画課課長補佐，赤塚国際捜査管理官付課長補佐 

（消費者庁） 

成澤地方協力課課長補佐 

（総務省） 

上坊自治行政局参事官（国際担当） 

（法務省） 

直江大臣官房司法法制部付，服部人権擁護局調査救済課課長補佐 

（厚生労働省） 

石津外国人雇用対策課長 

（文部科学省） 

氷見谷国際課長，北山国際教育課長 

（国土交通省） 

矢吹賃貸住宅対策室長 

 

１ 開 会 

○木村外国人施策推進室長 本日も御多忙中のところ，お時間をいただきまして

ありがとうございます。 
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  定刻になりましたので，ただいまから第３回外国人との共生社会の実現のた

めの有識者会議を始めさせていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症の感染状況等を考慮し，本日もオンラインにより

会議を開催することになりました。御不便をお掛けしますが，よろしくお願い

申し上げます。 

  それでは，田中座長，進行をお願いいたします。 

○田中座長 おはようございます。第３回外国人との共生社会の実現のための有

識者会議を開催したいと思います。委員の皆様，本日もまたお忙しいところ，

御参加いただきましてどうもありがとうございます。 

  それでは，早速議事次第に沿って進めてまいりたいと思います。 

 

２ 議 事 

（１）重点事項について 

○田中座長 議事の（１）は，重点事項についてであります。 

  前回，第２回会議においては，第１回に引き続き，事務局から提示された外

国人との共生社会を実現するために取り組むべき重点事項案に対して，委員の

皆さんからいろいろな御意見をいただきました。前回会議では，このうちの１

番目の柱，「円滑なコミュニケーションのための日本語教育の取組」及び２番

目の柱「外国人に対する情報発信・相談体制等の強化」について御議論いただ

き，３番目と４番目の柱については，事務局で論点等を整理してもらうという

ことになっておりました。その論点整理の結果について，まず始めに事務局か

らお話を伺いたいと思います。 

  よろしくお願いします。 

○近江政策課長 よろしくお願いいたします。出入国在留管理庁の近江です。 

  資料１について御説明申し上げます。 

  まず，前回，第２回の際に取り組むべき重点事項として資料をお出ししてお

りましたが，今，田中座長から御説明いただきましたとおり，特に後段の二つ

の柱について先生方からいろいろ御意見をいただきまして修正をしておりま

す。 

  修正の趣旨を簡単に申し上げますと，まず３番目の柱でございますが，「外

国人の子供に対する支援」では子供が前面に出過ぎているのではないか，教育

だけのカバーでは不十分ではないかという先生方からの御意見をいただきまし

て，人生全体を視野に入れた論点という形に書き直させていただいております。 

  最後の四つ目でございますが，「共生社会の基盤としての在留管理体制の構

築に向けた取組」としておりましたが，今回，「共生社会の基盤整備に向けた

取組」に修正をさせていただいております。 
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  論点といたしましては，共生社会の観点から，前回記載しておりましたオン

ライン申請など出入国在留管理庁独自の施策については「等」の中に読み込む

ことにいたしまして，今回の論点としましては，差別に対する働きかけや保健，

医療，福祉に関するサービスを享受するための仕組み，政府統計の充実，情報

収集の強化，災害等の非常時の対応という御意見を幅広く先生方からいただき

ましたので記載をさせていただいております。 

  ２ページ目でございますが，こちらは，先ほどの１枚目をイメージ図にした

ものでございます。詳細は見ていただいたとおりですが，この年代については，

便宜的に厚生労働省で使われています健康施策を考える上での６区分である幼

年期，少年期，青年期，壮年期，中年期，高年期を四つのサイクルという形で

書き直しております。どの年代にも共通で必要な支援としては，円滑なコミュ

ニケーション支援のための日本語教育，情報提供，多言語対応であると思って

おりまして，あとは幼年期における子育て・教育，少年期における教育・キャ

リア形成，青年期・壮年期・中年期における就労等，高年期につきましては介

護等ということで，このイメージ図を作らせていただいております。 

  簡単ですが，以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  この論点整理の１ページ目については，私の判断するところでは，前回会議

において委員の皆様から御指摘いただいた事項をおおむね反映してもらったん

じゃないかと思っております。それから，２ページ目のイメージ図については，

このステージとかをどういうふうに区分するかというのはいろいろな考え方が

あり得ると思いますが，議論や説明をするに当たって事務局が作成したイメー

ジということでありますので，私としてみると，このイメージに余りとらわれ

る必要なく，委員の皆様方のお考えに沿って御議論いただければいいんじゃな

いかと思っております。 

  このライフサイクルのところは，今日の本題でありますので，後ほど委員の

皆様に御発表いただく機会をお願いしておりますし，それからまた，論点整理

全体についても，また後ほど更に御意見があれば御発言いただければいいんじ

ゃないかなと思っております。 

  そこで，議事（２）ということで，今日はそちらをメインに行うわけであり

ますけれども，前回，この円滑なコミュニケーションのための日本語教育の取

組等を議論したときに，佐藤先生が御欠席でしたので，佐藤先生から，まず前

回の議論についてのコメントをいただければと思います。佐藤先生，よろしく

お願いいたします。 

○佐藤委員 発言の機会をいただきましてありがとうございます。 

  前回，意見を書面で提出させていただいたんですが，日本語教育について，
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更に３点ほど意見を述べさせていただきます。 

  大きな柱に「円滑なコミュニケーションのための日本語教育等の取組」とあ

ります。外国人に対する日本語教育について，円滑なコミュニケーションとい

うことが強調されていますが，これだけでは不十分ではないかという意見です。 

  共生という視点を強調するのであれば，社会参加という視点が必要になって

きます。コミュニケーションができれば社会参加も可能になるというのは楽観

主義だと思いますし，コミュニケーションというのがそもそも対等な関係を前

提にしているわけです。社会参加のためには，コミュニケーション能力だけで

なくて，日本の社会で生きていくための知識，技能，自立や自己表現のための

日本語というのが必要になってきます。そこで，ここは「円滑なコミュニケー

ションと社会参加のための日本語教育」といった表現が適切ではないかと考え

る次第です。 

  今後，外国人の社会参加が不可欠になってきますので，こうした表現が入れ

ばいいと思いますので，御検討いただきたいというのが一つ目の意見です。 

  二つ目は，前回の議事録を読ませていただきますと，皆さん，非常に中長期

的な視点からの議論もされていて，非常にいいなと感じた次第です。 

  そこで，国として日本語学習の機会を保障するということを明確に打ち出す

必要があるということです。具体的には，各自治体に生活と就労のための日本

語学習の拠点を整備するということです。これまで各地域で日本語教室がたく

さん作られ，外国人に日本語教育を提供してきました。ただ，この地域の日本

語教室では，外国人労働者や日本語ゼロの人には十分に対応できないのではな

いか。そのために，自治体に生活と就労のための日本語学習に特化した施設を

整備するといったことを打ち出す必要があると考えています。 
  日本語教育推進法には，外国人等に対し，その希望，置かれている状況及び

能力に応じた日本語教育を受ける機会が最大限に保障されるようにするという

一言もあります。もちろん財政的な裏付けが必要ですので，地域日本語教室の

中で拠点になるところを，この生活と就労のための日本語学習の拠点として再

整備していくというのが現実的だろうと思います。また，そこには，今議論さ

れている国家資格を持った日本語教師を配置する施策を進めるということで

す。「日本語教育の機会の提供」にこうした点を加えてはどうかというのが二

つ目の意見です。 

  そして三つ目です。日本語教育の拠点整備と同時に，この前の意見でも申し

上げたので，日本語教育の体系化を入れていただいています。この点について，

改めてお話しますと，日本語教育の拠点整備となると，費用，学習時間，カリ

キュラム，コース設計，目標とする日本語能力と評価の方法，テストなどにつ

いて詰める必要があります。日本語教育推進法では，教育課程の編成の方針の
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策定であるとか，日本語能力の評価について国としてしっかりやるようにと規

定されています。そのため，これまで多くの省庁で進めている日本語教育，さ

らには日本語力テスト，２０ぐらいあるということですが，これらを整理して

いく必要性があります。 

  提供する側の論理ではなくて，学習者の側からどのように学習を積み上げて

いけば日本語が習得できるようになるかを明確にする作業が必要だと思いま

す。日本語学習者の多様化に対応して，様々な日本語学習のカリキュラムや評

価法などが作られてきました。この時期に多様に作られてきた日本語能力基準

の体系化を進める必要があるのではないでしょうか。国として日本語教育に一

定の責務があるとすれば，どこまで責任を持って進めるかということを示して

いく必要性がありますが，そのためにも，こうした体系化は必要だろうと思い

ます。 

  今後，生活上必要な日本語，就労のための基本的な日本語，職種や職業に対

応した日本語などといった体系化を図り，どこまで国として日本語学習を保障

するかを明確にしていく必要性があると思いますので，日本語教育の体系化を

どのように進めるかを，より踏み込んで検討していく必要があると考えており

ます。 

  以上でございます。お時間をいただきましてありがとうございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

 

（２）ライフサイクルに応じた支援について 

○田中座長 それでは，ここから，議事（２）のライフサイクルに応じた支援に

ついて議論を進めてまいりたいと思います。 

  今回は，各委員から特に御関心のある事項について御発言をいただけると理

解しておるところでございます。前回の会議同様，事務局や各省からの取組に

関する資料がいくつか提出されておりますので，まず，それらについて簡潔に

説明をしていただいて，その後，委員の皆様方から御発表をいただくというこ

とにして，それで更に議論を深めてまいりたいと思います。 

  それでは，資料２に関する説明を事務局から，それから資料３については文

部科学省からいただけると聞いておりますので，事務局及び文部科学省から御

説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

○近江政策課長 それでは，資料２について事務局から説明申し上げます。でき

る限り簡潔に御説明したいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

  まず，１ページ目を見ていただきまして，今回はライフサイクルを通じた支

援ということで，出入国在留管理庁で外国人の年代別の在留外国人数のデータ

を持っておりますので，それを再編成してグラフ化，表化しております。 
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  １ページ目は，この３０年間の四つの年代別の年齢構成を表として表してお

ります。基本的に一貫して増加しておりますが，比べますと，１５歳から６４

歳が２．８８倍，６５歳以上は２．６７倍と，ほかの年代に比して若干高めの

増加になっているという状況でございます。 

  次に，２ページ目をおめくりいただきまして，こちらは四つに分けました年

代の３０年間の推移を書いております。先ほどとデータとしては同じものにな

っていますが，特に６５歳以上の高年期は，比較の問題ではありますが，一貫

して増加しておりまして，ほかの年代は，リーマンショックや東日本大震災が

起きた際などに若干増減があったんですけれども，高年期は一貫して増加して

いるという状況になっております。 

  ３ページ目は，在留外国人の多い主な国籍について１０年間というスパンで

見てみました。一見してすぐ特徴がお分かりになると思うんですが，大震災な

どの影響で，韓国，ブラジルは一旦減少しまして，ブラジルについては増加傾

向に戻り，韓国はそのまま減少しているという状況でございます。ベトナムは，

ここ１０年で特に急激に伸びております。 

  ４ページは，人口構造ということで，人口ピラミッドを作ってみました。後

ほど林先生から，人口の観点から御説明されるということを承知しております

ので，こちらの資料については説明を割愛させていただきます。 

  次でございますが，１１ページをおめくりいただけますでしょうか。１１ペ

ージ以降が，今現在，ライフサイクルに応じた支援として政府でやっている支

援を取りまとめた資料でございます。１１ページにまとめておりますが，年代

別でございますと，左側から子育て・教育に関する支援，あと青年期・壮年期・

中年期は雇用・労働になっており，全体を見まして先生方からも御意見をいた

だきましたが，高年期に関する支援にフォーカスしたものは総合的対応策に記

載がなく，ここが今まで余り見えていなかった，我々が配慮していなかった部

分かなと思っております。 

  １１ページが全体の図でございまして，次，１２ページ以降が，ここの１１

ページの内容を総合的対応策から抜粋をし，１７ページ以降は，各省からいた

だきました総合的対応策の内容を記載したものでございますので，御参考にし

ていただければと思っております。 

  最後，４１ページでございますが，４１ページ以降は，出入国在留管理庁で

ライフサイクルに応じた支援ということで，前回も御説明しておりますが，い

ろいろなところからのヒアリング結果等を記載させていただいておりますの

で，今日，先生方から御説明いただく際の参考になればと思います。 

  事務局からは以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 
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  それでは，引き続いて，文部科学省から御説明をお願いできますでしょうか。 

○北山国際教育課長 文部科学省から説明させていただきます。 

  当省からは，外国人の子供への教育について，まず国際教育課からプレゼン

をさせていただきまして，続けて大臣官房国際課から，外国人学校について説

明をさせていただきます。私，国際教育課長の北山と申します。よろしくお願

いいたします。 

  まず，資料３の１ページ以降でございますが，構成としては，１ページに現

状と課題，２ページに文部科学省における取組，３ページに今後の目標をそれ

ぞれ整理しておりまして，４ページ以下はデータになります。説明の中で随時

触れさせていただければと思います。 

  まず，１ページを御覧ください。 

  外国人児童生徒の日本語指導の現状と課題についてでございます。 

  公立学校における日本語指導が必要な児童生徒は急増しておりまして，平成

３０年度で約５万人になっております。このうち特別の指導を受けることがで

きている者は８割にとどまっておりまして，また，その中で特別な教育課程と

いう取出し指導等を受けることができている者は６割となっています。 

  資料の５ページ，６ページを御覧いただけますでしょうか。 

  ５ページの棒グラフは，日本語指導が必要な児童生徒が増えていることを示

すデータです。外国人は下の青い柱になりますが，平成２４年度以降急増して

おります。 

  また，６ページを御覧いただきますと，左下の折れ線グラフが日本語指導が

必要な児童生徒のうち特別な指導を受けている児童生徒の割合となっており，

青い線が外国人になります。外国人児童生徒がまだ少なかった平成２４年以前

というのは８割台半ばで推移しておりましたが，平成２４年から平成２８年に

向けて，その割合が減り，平成３０年に少し取り戻してはいますが，８割に満

たない数字になっております。 

  右側の棒グラフが，その中で特別な教育課程を受けることができている児童

ですが，６割強にとどまっています。このように，特別の指導を受けることが

できない児童生徒が２割ほどいるわけですけれども，その理由について，比較

的取組が進んでいる愛知県と静岡県に聞いてみました。ちなみに，愛知県では

外国籍児童への特別な指導の実施率が８７％，静岡県では８６％ということで，

共に８割台後半ということになっておりますが，聴取の結果，日本語指導の経

験やノウハウのある教員の不足であるとか教員全体の不足，また，日本語指導

を担当することが決まってから研修を受けるといったように，対応が後手に回

ってしまうといったことがあったり，あるいは，散在地域が増えてきているこ

とや，そういった地域では外部人材の確保すら困難であるというようなこと，
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また，児童生徒の母語が多様化していて母語支援員の確保にも苦慮していると

いった回答がございました。 

  １ページにお戻りください。 

  中段で，特に高校段階についての整理を行っております。日本語指導が必要

な高校生の中退率，非正規就職率，進学も就職もしていない者の比率というの

は，一般の水準から見ると極めて高くなっております。 

  ７ページの資料を御覧いただけますでしょうか。 

  一番右のところに一般の高校生と比べた数字を挙げさせていただいておりま

すが，まず中退率は９．６％と，およそ１割，進学率は４割程度と低く，就職

率における非正規就職率は４割と，一般の高校生の１０倍になっております。

進学も就職もしていない者の割合というのは１８．２％と，一般の２．５倍ほ

どになっているという状況がございます。 

  以上が日本語指導についてでございます。 

  １ページにお戻りいただけますでしょうか。 

  就学支援について御紹介させていただきます。 

  学齢相当の外国人の子供は，住民基本台帳上，１２．４万人いるということ

になっておりますが，うち不就学の可能性があると考えられる子供は約２万人

という事実が，令和元年度に文部科学省が初めて実施した全国調査の結果，明

らかになったところでございます。この調査結果は，資料の８ページのところ

に詳細のデータを付けさせていただいております。 

  この表の中で，左から四つ目の列の一番下の欄，「不就学」というものが６

３０人になっております。六つ目の列の「就学状況確認できず」が８，６５８

名となっていて，さらに一番右の市町村教委から報告があった人数と住民基本

台帳上の人数の差というのが１万１８３人ということになっておりまして，こ

れを足し合わせると１万９，４７１人，約２万人が不就学の可能性があると考

えられる，という状況でございます。 

  次に，２ページを御覧いただければと思います。 

  これまでの文部科学省の取組について簡単に御紹介させていただきます。 

  まず日本語指導についてですが，体制整備を進めるとともに，補助事業によ

り自治体を支援してきております。体制整備としては，平成２６年に義務教育

段階での「特別の教育課程」というものを制度化しまして，学校で取出し指導

等の特別な指導を行えるようにいたしました。また，平成２９年度からは，日

本語指導に必要な教員を基礎定数化，これは日本語指導が必要な児童生徒が都

道府県内に１８人いるごとに１人の教員を配置するという制度上の措置でござ

いますが，この取組を進め，令和８年度，２０２６年度までに計画的に教員配

置を進めることとしております。 



9 
 

  また，補助事業として，帰国外国人児童生徒等に対するきめ細かな支援事業，

略称で「きめ細かな支援事業」と言っておりますが，これを実施しておりまし

て，今年度は昨年度から８，０００万円程度増の７億２，０００万円を計上し，

計１３９の自治体の事業実施を支援しております。大体自治体の全体の数で数

えると８％ぐらいということになろうかと思います。具体的には，日本語指導

者や母語支援員の派遣であるとか，ＩＣＴ機器の活用，高校生に対する支援な

どを行う自治体に対して事業費の３分の１を補助するという内容になっており

ます。 

  また，高校生段階の日本語指導につきましては，今年度中に「特別の教育課

程」を高校でも実施できるよう制度化し，来年度末までに指導資料等を作成す

るとともに，自治体を通じて学校におけるカリキュラム設計を促しまして，令

和５年度からは高校における授業が行われるようにするということを目指して

取組を進めております。こちらは文部科学省に検討会を設けて議論を進める予

定になっておりますが，この検討会の座長には，この有識者会議の委員でいら

っしゃる佐藤郡衛先生にお願いをしているところでございます。 

  次に，就学支援に関する文部科学省の取組でございます。 

  先ほど８ページで御紹介しました，令和元年に初めて実施した外国人の子供

の就学状況調査の結果を受けまして，令和２年７月には，資料では１３ページ

に付けさせていただいておりますが，就学支援・就学状況把握の指針というも

のを策定いたしました。これは，日本語教育推進法に基づきまして，閣議決定

により定められました基本方針に基づき作ったものですけれども，理念として

は，１３ページの資料の一番上に赤字で書かせていただきましたように，外国

人の子供たちが将来にわたって我が国に居住し，共生社会の一員として今後の

日本を形成する存在であることを前提に，日本における生活の基礎を身に付け，

その能力を伸ばし，未来を切り開くことができるようにするために，自治体が

講ずべき施策を指針としたものでございます。指針では，就学状況の把握，就

学案内等の徹底，出入国記録の確認，学校への円滑な受入れへの留意事項等を

定めているところでございます。これも受けつつ，補助事業によって自治体を

支援しております。外国人の子供の就学促進事業，略称で「就学促進事業」と

言っておりますが，これを実施しておりまして，今年度は昨年度から３，５０

０万円増の１億１，０００万円を計上いたしまして，２５自治体における就学

状況把握，就学ガイダンス，日本語指導等の取組を支援しております。 

  最後に，今後の目標といいますか，３ページに，今後取り組みたい事項とし

て現在当課で検討している内容を挙げさせていただいております。 

  日本語指導につきましては，義務教育段階では日本語指導が必要な全ての児

童生徒が特別の指導を受けることができるようにしたいということを考えてお
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りまして，現在，７９．５％だったところを１００％にしたいと考えておりま

す。なお，この資料を作成している段階では，今後５年間でとしていましたが，

その後，対日直接投資推進会議の関係の議論が進んでおりまして，こちらでの

議論も踏まえて，年限を２０２２年までに達成する方向としていくことになろ

うかと考えておりますので，「今後５年間」というところは「今後２年間」に，

この資料でも修正をさせていただければと思います。厳しい目標設定ではあり

ますけれども，これを実現するために，この「きめ細やかな支援事業」の一層

の増額などを通じて自治体の取組を促していきたいと考えております。 

  また，特別な指導を受けることができる８割の方のさらに６割しか受けるこ

とができていなかった「特別の教育課程」についても，導入促進を図っていき

たいと思っております。 

  また，高校については，「特別の教育課程」の制度化，導入に加えて，「き

め細やかな支援事業」の拡充等々を行っていきたいと考えております。 

  就学促進につきましては，今回新たな目標として，今後５年間で外国人児童

生徒が居住する全ての自治体において就学状況を把握するということを設定し

たいと考えておりまして，そのために，令和元年度に初めて行った全国調査を

今年度以降毎年実施するとともに，就学促進事業の拡充によりまして市町村の

取組をサポートしたり，先進事例の横展開を図っていきたいと考えております。

こちらにつきましては，就学状況の把握に係る市町村ごとのデータを公表する

といったようなことも含めて取組を進めていくことを検討しているところでご

ざいます。 

  文部科学省といたしましては，こういった事項について総合的対応策の中に

盛り込んでいただき，予算要求の際の後押しをいただけると有り難いなと考え

ておりますので，どうぞよろしくお願いいたします。 

  国際教育課からは以上でございます。 

○氷見谷国際課長 引き続いて，文部科学省大臣官房国際課の氷見谷でございま

す。 

  資料の全体像につきましては，ただいま国際教育課から説明がございました

ので割愛させていただきます。文部科学省で作成した資料３の１４ページ，国

際課で特に取り組んでいることを御紹介させていただければと思います。 

  こちらは，専ら外国人の子供の受入れを目的としている学校等教育施設，い

わゆる一般的には外国人学校と呼ばれているものに対する施策でございます。

これにつきましては，資料の一番上に概要がありますが，外国人学校は様々な

ものがあり，各種学校認可を受けているもの，又は無認可のもの，また，ここ

には記載がございませんけれども，一条校として外国人も受け入れていらっし

ゃる学校などもございます。そういった中において，ここで数字として挙げて
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おりますのは，各種学校認可を受けている外国人学校ということで，現在１２

８校あり，生徒数は，幼小中高を含め２万７，０００人程度いらっしゃるとい

うところでございます。 

  こういった学校に対する支援として，まずは税政上の措置ということで，法

人税・所得税の非課税や特増の認定・指定寄付金という形での税政上の優遇を

図っております。また，こういった学校が設置される際には，校舎の借用や運

用財産等についても弾力的に取り扱うようにという要請もさせていただいてい

るところでございます。 

  資料右側でございますが，今般，新型コロナウイルス感染症，前回も御紹介

をさせていただきましたが，クラスターが発生した学校が出てきたというとこ

ろもございます。そういった中において，現在，公立学校と同様の形で，同様

の情報が手に入れられるように，各種学校については県や自治体等を通じて情

報の提供をさせていただいております。また，各種学校認可を受けていないと

ころにつきましては，私どもの方で存在が把握できたところについては，メー

ルマガジンという形で情報提供もさせていただいており，その他にも，多言語

に翻訳した衛生管理マニュアル等を作成してお届けしておるところでございま

す。無認可の学校につきましては，憲法の関係もございまして，財政等の支援

をするというのが現状ではなかなか難しいところでございますけれども，でき

る限りの支援等をさせていただきたいということで取り組んでおります。 

  また，この関係では，こういった学校も含めて，今後の新型コロナウイルス

感染症の対策や衛生環境等について検討をする場を設けて，先ほど申し上げた

ような様々な課題，制約がございますけれども，そういった中でも，できるこ

とは何かということで探ってまいりたいと考えているところでございます。 

  説明は以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，事務局と文部科学省からの説明を受けて，委員の皆様方から御発

言をいただきたいと思います。私の方から順番にお名前を呼びますので，よろ

しくお願いいたします。 

  まず池上先生からお願いできますか。 

○池上委員 池上でございます。それでは，これから１０分間，いただいた時間

の中でお話をしていきたいと思います。 

  私の発言は，３点論点があります。生涯を通じてライフサイクルの中で重要

だと思われる事項，課題に関して３点お話しします。 

  まず１番目が，外国人の年齢層の捉え方についてです。先ほども４段階の図

を示していただきました。一般的にもよく知られている区分なので違和感はな

いなと皆さん思われると思いますが，果たして外国人のデータを分析する視点
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として，あの年代のくくり方で適切なのかというのが私の提起したい論点の一

つです。 

  現実的には，非正規雇用で製造業に従事するような定住型の外国人の場合は，

６５歳まで雇用が保障されているということはほとんどないです。現実的には，

５０代半ばを過ぎると途端に求人が減ります。また，５０代半ばを過ぎて体を

壊すと再就職は難しい。腰を悪くしたり何だりということです。６５歳以降は

年金をもらって生活する高年期という暗黙の前提が，恐らくは先ほどの図の背

景にはあると思うんですが，そういう捉え方では，外国人の労働や老後の生活

の実態を見誤ってしまうのではないかというのが私の危惧です。 

  近年，外国人の高齢化が進んでいるということは，先ほどの図でも明らかで

した。ただ，外国人一般ということで議論すると，そんなに高齢者は増えてい

ないという話になります。それは，例えばベトナムとか，若い人たちが多い国

も全部ひっくるめてなのでそう見えるんですけれども，これまで，実は余り高

齢化や，それに伴う課題が顕在化してこなかったニューカマーの外国人，具体

的にはブラジルとかフィリピンの人たちにとって，今正にこれから未知なる世

界が始まろうとしているという認識がとても重要だと思います。これまでは，

労働を担う壮年層がいて，子育て層がいて，そこに問題のフォーカスが当たっ

ていた。ところが，年を取って帰るかというと，現実には帰らない。更に言う

と，日本に定着した壮年層は，ブラジルに残してきた年取った両親を呼び寄せ

るということが起きています。こういった動きを考えると，これまでは高齢化

という問題は議論の外にあったニューカマー外国人，ブラジル人，フィリピン

人，ペルー人など，こういう人たちにとってのこれから未知なる世界が始まる。

これから５年，１０年，こういった認識は大事だと思います。 

  日本の社会保障制度の網から漏れ落ちてしまう外国人高齢者にどんなセーフ

ティーネットが対応し得るかという検討が必要かと思います。もちろん予防策

として，現在のまだ壮年層の人たちにしっかりと保険に入っていただく，年金

に入っていただくということは大事なんですけれども，それができないまま，

６０代に突入しようという定住型の外国人にどんなセーフティーネットが必要

か，これを考えたい。 

  単身の外国人高齢者の存在というのも，実は今問題になりつつあります。ま

だ公表されていないデータですけれども，静岡県の２０２０年の調査を受託し

ました。ブラジル人を抽出して，一人暮らしという回答をした９２人を年代で

見てみると，５０代が４２．４％，６０代以上は１９．６％で，５０歳を超え

る人たちが６割を占めています。これについては，５月中に発行される「移民

政策研究」という学術誌の中に論文を書きましたので，その中で言及していま

す。なお，５０歳を超える５２人のうち，男性が７５％，女性は２５％という
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ことで，ブラジル人は大体男女同じぐらいの比率なんですが，高齢の単身者を

見ると男性が多いという，この事実もちょっと頭に置いていただければと思い

ます。 

  二つ目の論点です。ロールモデルの提示，ロールモデルとの出会いというの

がとても重要だということです。 

  少年期から青年期にかけては，同じような背景を有する先輩たちの姿に接し

たり，直接話をしたりすることで，進路について具体的なイメージを抱いて，

学習にも身が入ることがあります。目の前で算数を教えたり英語を教えたりと

いうことも大事なんですけれども，何でそれをしなければいけないのというと

きに，私はしばしばトンネルの先の光という比喩を使います。トンネルの中で，

真っ暗で，一歩一歩歩きなさいといっても，なかなか動機が弱いけれども，そ

の先に明かりが見えれば，そこへ向かって歩いていくということができる。ロ

ールモデルとの出会い，直接・間接な接点，これは大事だと。 

  具体的に一つ，静岡県の経済産業部が作った冊子のことを紹介したいと思い

ます。それは「企業で活躍する定住外国人ロールモデル活躍事例集」というも

ので，定住外国人の正社員としての活躍を促進するために，現在活躍している

方を紹介する事例集です。これは本人のライフヒストリーの短いもの，それか

ら現在の仕事，勤めている会社の担当者の方のコメントといったもので，見開

き１枚になっています。そのなかに，私たちの大学の卒業生などもいますけれ

ども，大学を出るという形じゃないけれども，日本の社会で正に社会参画して

いる，先ほど佐藤先生がおっしゃった，社会参画している人たちの姿が多々あ

ります。これは，昨年度末に外国語版もできました。ポルトガル語等ですけれ

ども，それをいろいろなところで当事者，あるいはコミュニティ，あるいは企

業の側に紹介していくという活動が今年度の展開として期待されています。 

  ３点目，企業側の意識改革の重要性ということです。 

  外国人の労働環境の整備・改善ということで，恐らく企業側の意識改革の重

要性ということが書かれていると思うんですが，その前提として，外国人雇用

に関心がない，あるいは，あってもノウハウが分からないという企業が多いか

なと思います。 

  昨年度，静岡県の経済産業部から，定住外国人の雇用に関する日本語能力を

どう捉えるかという，企業を対象とした調査を受託しました。２，０００社ほ

ど分析しましたが，需要としては外国人に来てもらっても構わないけれども，

ノウハウが分からないとか，今まで経験がないということで及び腰になってい

る方々がたくさんいました。一方で，実際に同じ業種でも外国人の方を雇用し

ているところがあって，そういうところの様々な取組の工夫，そういったもの

も具体的にちょっと報告書には書いてあります。雇用の前提として，企業に対
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しても，やはり外国人雇用のロールモデルとなるような企業の事例紹介が有効

かなと思います。企業側の視点，また働いている人の視点，こういったものも

広げていくことによって，更に雇用の裾野が広がっていくのかなと考えており

ます。 

  私からは以上３点でした。ありがとうございました。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，引き続いて佐藤先生，お願いできますか。 

○佐藤委員 よろしくお願いします。 

  第２回の前回の会議で，子供に特化するのではなくて，乳幼児から高齢者ま

でのライフサイクルに応じた支援が必要だという視点が打ち出されましたけれ

ども，非常に重要だと思いました。ただ，今回，もともと柱になっていた子供

の教育支援を中心に，お話させていただきたいと思っています。 

  子供の支援を検討するに当たって，その施策を行っていくための基本的な視

点をまずしっかりと押さえる必要があります。というのは，これまで多くの問

題を抱えていたために，目の前の課題の解決が必要で，どうしても対症療法的

になってきました。特定技能制度の導入で定住化が一層進みますので，どのよ

うに教育を進めるのか，そして，どのような視点に沿った支援が必要かをはっ

きりさせていくことが重要だと思います。そこで，三つぐらいの視点が重要だ

と考えています。 

  一つは，今，池上先生の報告にもありましたし，文部科学省の報告書にも出

ていますけれども，外国人を共に日本社会を作っていく存在として位置付けた

うえで，どのような施策が必要かを検討することがまず第１点です。二つ目は，

共生，更に一歩進めて多文化共生という視点です。外国人の子供の教育を保障

し，社会参加を促すとともに，人権を基礎にした教育を日本の学校教育全体で

展開していくことです。そして第３は，外国人の子供を支援の対象とするだけ

ではなく，外国人の子供が活躍できるような場を学校の中に作っていくという

ことです。 

  次に，具体的な支援について意見を述べさせていただきます。学齢期の子供

への支援は，三つの柱，就学の支援，学習の支援，進路の支援が重要です。さ

らに，ライフサイクルという視点から見ると，不就学，中退者への支援，いわ

ゆる青年期前期への支援がどうしても必要になっています。これらは，就学前

及び学齢期における外国人の子供に対する支援，中高生の進路・キャリア形成

支援，外国人の子供の母語・母文化の支援という柱立てにも関わってくると考

えています。 

  文部科学省から説明がありましたように，施策として進められているものも

ありますので，ここでは更に必要な施策について意見を申し上げたいと思いま
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す。 

  まずは就学の保障です。国際的な視点からみても，国の責任として，就学年

齢の子供の教育をしっかり保障していく必要があるということは言うまでもあ

りません。ただ，ここで留意したいのは，学校に行っていない子供，つまり不

就学の子供への支援です。２０１７年に施行された教育機会確保法では，年齢

又は国籍等に関わりなく，能力に応じた教育機会を確保することが明記されて

います。ですから，夜間中学，あるいはＮＰＯなどが取り組んでいる地域にお

ける学習教室などへの支援も検討する必要があります。 

  それから，外国人学校への支援も必要です。今回，外国人学校の位置付けや

役割を踏まえた支援という項目がありますけれども，外国人にとって外国人学

校は重要な就学の場ですので，その実態把握とともに，支援についても検討が

必要です。 

  外国人の子供の就学実態の把握が喫緊の課題ですけれども，今回，文部科学

省の通知の中で，福祉や保健担当などと連携して，乳幼児健診や予防接種の実

施などで，外国人の保護者に対する情報提供と実態把握についての提案をして

いますが，これは実態把握をする上でとても有効な策だろうと思います。つい

でながら保健に関わっていうと，外国人学校に就学する子供にも予防接種であ

るとか健康診断などを実施していくということは，これからとても重要な課題

です。 

  それから，受入れ体制ですが，自治体間の格差が大きいんです。就学案内で

あるとか就学実態の把握などについても，地域間の格差がないような方向で検

討する必要があります。特に子供の数が少ない，いわゆる散在地域で課題が多

いんですけれども，複数の市町村が連携する広域行政で，受入れ体制や指導体

制を整備していくということも検討すべき施策だろうと思います。 

  就学について，中長期的な視点から１点付け加えておきたいと思いますが，

外国人の就学義務を視野に入れることが必要だと思います。ただ，これには外

国人学校等の法的な位置付けといった制度改革も必要ですので，今後きちんと

議論を詰めていく必要性があると考えています。 

  二つ目は学習支援です。日本語学習の保障ですが，文部科学省の報告にもあ

りましたように，正規の授業時間内に個別の指導計画の下に指導する，これを

特別の教育課程による指導と言っているわけですけれども，これを受けていな

い子供が４割ほどいるので日本語指導をさらにしっかりしていくことが大事に

なります。日本語指導ができない理由として，担当する先生がいないことをあ

げています。ですから，先生の研修と同時に，担当教師の配置の拡充も必要で

す。現在，外国人児童生徒１８人につき１人の日本語指導担当教師を配置でき

るようになっていますけれども，更に拡充していくことが必要です。 



16 
 

  それから，圧倒的多数を占める子供の数が少ない地域の中では，先ほど言っ

たように，自治体の枠を超えた協働の指導体制，あるいはＩＣＴを活用した指

導法などが有効です。それには自治体の枠を超えた形での予算措置なども必要

になってきますので，こうした課題をクリアしていくことが重要です。 

  中長期的には，日本語の教員免許がありませんし，教科としての日本語もあ

りませんので，教科としての日本語の設置であるとか，日本語の教員免許の設

置なども視野に入れていく必要性があります。 

  そして三つ目，進路の保障です。今，文部科学省の報告にありましたように，

ようやく高校生段階の支援が視野に入ってきています。ただ，統計データがな

いんです。例えば，高校進学率一つ取ってみてもはっきり分からない。エビデ

ンスを基にした支援策が必要ですので，こうしたデータは必ず必要です。 

  高校で喫緊の課題は，高校進学に際しての配慮です。外国人に対して特別の

定員枠を設けるとか，入試の際に特別の配慮をするといったようなことですが，

これも実は自治体間によって大きな差があります。この格差を解消することが

重要な課題です。 

  それから，柱立てにも出ていますキャリア形成支援ですが，外国人生徒にと

って自分の夢や希望と実際の職業選択と進路が結び付いていないという問題が

あります。例えば，弁護士になりたいとか，お医者さんになりたい。しかし，

それをどう実現するかがわかっていない，あるいはその道筋がみえていないと

いう問題があります。自分の夢や希望をいかに実現するかを把握できるような

支援が必要です。 

  例えば川崎市のふれあい館では，外国人生徒は中卒後，単純労働に就くこと

が多いから，高校を卒業して社会保険付きの工場に入るといった一つのロール

モデルを見せることで，将来の展望を持たせるような取組をやっています。こ

のように実際に職業に就くための支援策が必要です。 

  そして，第４は学校における共生の教育の充実です。豊かな人間関係，人権

尊重，差別や偏見の低減，異文化の相互理解というような教育が必要ですし，

母語・母文化に配慮した教育も必要です。学校の多文化共生の教育を進めるた

めに神奈川県では，高校に多文化教育コーディネーターを配置しています。是

非，こうした視点からの支援策を検討する必要があります。 

  それから，２０１６年の文部科学省の有識者会議で，私，座長をやらせてい

ただいて，池上先生にも御参加いただいていたんですけれども，英語以外の言

語によるイマージョン教育，複数言語による外国語教育，正規の外国語の科目

に中国語やポルトガル語などを位置付けて評価するといった取組などについて

提案しました。このように，外国人の子供が活躍できる場を学校の中にきちん

と保障していくことが必要だろうと思います。 



17 
 

  そして，学卒者，あるいは中退者への支援についてです。就労支援，職業選

択ができるような情報提供と相談体制，地域での居場所づくり，さらには学び

直しの機会の拡充などの支援が必要です。 

  こうした支援には，地域のＮＰＯが大きな役割を果たしています。２００８

年のリーマンショックで，不就学への子供への対応が早急な課題になったとき

に，定住外国人の子供の就学支援事業，いわゆる「虹の架け橋事業」が２００

９年から行われました。不就学の子供が地域で孤立しないよう，日本語指導や

学習習慣の確保を図るために，教室を設けて，学校に転編入できるような取組

を行いました。非常にこれは効果があったんです。特に不就学の子供や学齢超

過の子供，さらに就学前の子供への教育機会を提供したのがＮＰＯだったんで

す。こうしたＮＰＯへの支援は，外国人の子供たちの教育を充実する上で，欠

かせないと思うんです。この事業は自治体に移管していきましたが，財政的な

措置が伴わなかったために継続しませんでした。国も自治体も財政的な裏付け

をもって支援策を講ずるということが必要だと思います。 

  以上，主な論点について，具体の支援策について意見を述べさせていただき

ました。どうもありがとうございます。以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，引き続いて高橋委員，お願いします。 

○高橋委員 ありがとうございます。 

  まず，ライフサイクルという言葉について，最初に申し上げたいと思います。 

  ライフサイクルというと，一人の方の人生を語るような感じですが，一方で，

いろんなライフステージの方が日本に入ってくるということを考えると，ライ

フステージという言葉でいいのか，使い分けるのがいいのか，いろいろお考え

が皆さんにもあると伺いましたけれども，私も少し迷っているということを申

し上げたいと思います。その上で，私からは，各論になりますけれども，５点

ばかり申し上げたいと思います。 

  まず第１点は，入ってくる外国人，入国してくる外国人は，日本の仕組みを

知らない。それから，ライフステージも様々だということを前提に考えると，

やはりライフステージに応じた行政へのアクセスの確保，これが非常に重要な

のではないか。まず大事なのは入口であり，日本への定着をスムーズに行える

ような導入教育，これを社会統合プログラムとして体系化して，国と自治体，

企業の連携の下で分担して実施すべきではないかと思います。土地勘のある日

本人なら知らなくても済むことは多々ありますが，外国人の場合は日本の仕組

みを知らなければ，そもそも行政にアクセスできず，ハンディキャップを背負

ってしまうということだと思います。 

  それから，同じ観点から，行政のデジタル化といいますか，彼らに対して行
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政サービスの提供についてのワンストップ，それからワンスオンリーの相談，

手続体制を構築すべきじゃないかと思います。デジタル庁ができて，行政サー

ビスのオンライン化を進めようとしていますけれども，私は，むしろ外国人に

こそ，こういうサービスを提供すべきではないかと思います。以上が１点目で

す。 

  ２点目が，経済的課題への対処ということでございます。 

  どうしても，外国人労働者が低賃金労働の温床になってしまうのではないか

という懸念が拭えません。やはりそうなってしまえば，彼らが社会の底辺に沈

み，結果的に欧米のように社会の分断を招いてしまうわけです。足元でもコロ

ナ禍で大きな景気変動の下で，外国人が雇用の調整弁に使われているというの

は間違いないわけですが，そうなった場合に，彼らには非常に選択肢が限られ

ている。技能実習がもともと低賃金労働の温床になっているのではないかと言

われてきましたけれども，コロナ禍で彼らがどういう環境に置かれているか。

セーフティーネットにも引っかからないで，いきなり困窮してしまうというよ

うな話も聞いています。短期的なことばかりではなくて，中長期的に考えても，

この低賃金労働を排除していくという観点が特に必要なんではないかと思いま

す。あるいは，日本の企業の風土，文化になじめないがゆえに定着率が悪い。

これは日本人も同じですけれども，定着率が悪く，変われば変わるほどどんど

ん賃金が下がってしまう，あるいは上がっていかないという問題にもつながる

ことだと思います。以上が２点目。 

  ３点目が，外国人の子供の成長，ライフステージに応じた教育機会の確保と

いうことでございます。 

  日本語の教育は義務化されていませんけれども，子供たちの教育は，これは

義務教育なので，日本語教育ということだけではなくて，教育そのものをきち

んと確保していく，ここが必要ではないかと思います。そういう観点に立った

ときに，特に不就学の解消，あるいは，先ほども問題提起がありましたけれど

も，外国人学校における教育の実態，例えば外国人学校の中でどれだけ日本語

教育が行われているのか，あるいは，いわゆる義務教育に当たるものがどこま

でしっかり行われているのか，その辺も見ていかなくてはいけないのではない

かと思いますし，一方で，母国語をずっと話し続ける，あるいは自分たちのア

イデンティティを維持するということも非常に重要なことだと思いますので，

そういった意味でも，外国人学校の課題というのは，もう少しきちんと詰めて

考えるべきではないかなと思います。 

  それから，地域によって随分実情が違うと伺っていますけれども，そういう

中で外国人コミュニティが強いところもあると伺っていますので，そういった

コミュニティと行政，企業，ＮＰＯ，ここをどうつないでいくか，一種プラッ



19 
 

トフォームのようなものが必要なのではないかと思います。 

  それから，社会人になってからの日本語教育ということ，ここも非常に重要

なのではないかと。再三申し上げていますけれども，留学生も含めて外国人が

日本の企業に入り，その中で高度な日本語を学び，あるいは企業になじんで職

業人生を送っていく，あるいは自分のライフステージを上げていく，そのため

にも社会人になってからの日本語教育が非常に重要で，そのための環境を整備

しなくてはいけない。特に中小企業などでは，そういう環境整備が難しいので，

経済団体などとの連携というのも必要なのではないかと思います。 

  ４点目がセーフティーネットの在り方ということです。 

  高齢化の問題もあります。日本人であれば社会保険に加入してということで，

加入条件，あるいは加入期間の問題というのはないのかもしれませんが，様々

なライフステージの方が日本にぽっと入ってくるということを考えると，セー

フティーネットの薄さというのが，特に高齢者になってから顕在化してくると

思います。かつ，先ほど申し上げたように，経済的にも非常に脆弱な状況に置

かれているので，改めて就業・生活面でのセーフティーネットの在り方を検討

する必要があるのではないかと思います。原則は日本人と同じ社会保障制度へ

のアクセスを確保するということだと思いますけれども，果たして日本人と同

じ条件でと言いきっていいのかどうか，やはり気になるところです。 

  最後，５点目ですけれども，彼らの生活設計に関わる問題として，「定住者」

とか「永住者」の条件を今以上にもっと明確化していくということが必要なの

ではないかと思います。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，引き続いて田村委員。 

○田村委員 おはようございます。よろしくお願いします。 

  私からは大きく２点です。既に先生方が言及されたこともあるので，そこは

少しはしょりながらお話ししたいと思います。１点目は，今，ライフサイクル，

私もライフステージの方がいいかなと思うんですが，人生のステージが変わっ

ていく中で生じている課題について，２点目は，これから何をしていけばいい

のかということについて，少し整理をしてみたいと思っています。 

  まずライフサイクルの話ですけれども，この会議でも，各省庁，いろいろな

施策をしているということは，よく分かりますし，これもこの２年ほどで随分

進展したように思います。いろいろな情報が多言語化されていますし，子育て

も教育も就労も福祉も，それぞれの分野で結構いろいろなことをやっています。

ただ，そもそも誰がどこでどんなことに困っているのかを誰も把握はしていな

い。結果的に，今，高齢の外国人の方，私の２０年来の日系ブラジル人の友人
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たちも，皆だんだんいい年になってきて，大体生活習慣病になっていたり，一

人暮らしになったりもしていますし，一方で，その子供たちの世代も，大学を

出ていい仕事に就いている人たちもいる一方で，本当に厳しい人もいます。結

局，ロールモデルがない中で，大学に行かなくても，うちの親も大学に行かず

に工場で働いているんだから，もうそれでいいじゃないかというようなことが

２世代目に生じている。そういう意味ではライフサイクルかもしれないですけ

れども，２世代目にもまた課題が引き継がれてしまっている。こういうことは

既にかなり顕在化していることですね。 

  一方で，施策は打っているけれどもつながっていないなという印象です。日

本語に関しても，やはりボランティアに相当頼っていまして，もちろん住民同

士の交流機会としては大変意義があるんですけれども，日本語を習得する場と

しては，そもそもの設計がなっていない。いつまでにどのぐらいのレベルの日

本語を身に付けるために行っているのかというデザインがない。とにかく毎週

来て，楽しいねと。それはそれで意味があるんですけれども，結局日本語力を

身に付けていく場としての教室にはなっていない。そもそも学習の成果を計測

する手段もない。これではなかなか日本語は身に付かないんじゃないか。日本

語教室に自治体が結構なお金を，十分じゃないとはいえ，トータルするとかな

り助成金は配っているんですけれども，言葉を選ばずに言うと，砂に水をまい

ているような感じがします。学習者の人がお金を得て，自分たちで学びたいと

ころに行けるようにすれば状況は変わるのではないかなと思いますが，そもそ

も日本語力をどうやって測るのかというところも，これからだというところで

すね。 

  一方で，「技能実習」で来る人たちも，最近再来日ですね，一回来て帰るけ

れども，もう一度同じ会社が「技術・人文知識・国際業務」で雇って，そうす

ると今度は家族を連れてくるというパターンが結構各地域で見られます。加え

て，今回「特定技能」もできましたから，もともと「技能実習」で来ていて，帰

るつもりで，今度は「特定技能」に切り替えて，１号だと家族帯同できないけ

れども，さらに他の在留資格に変更したら，次は家族を呼び寄せられますよね。

結果的に，一時的な滞在者と思っていたけれども，長く暮らすよね，この人た

ちはと。だったら，「技能実習」で来たときから長く暮らす前提で情報提供し

ておけばよかったのに，一時的な滞在者だねということで，自治体もいつまで

も一時的な滞在者に必要な情報しか提供していない。１０年たっても２０年た

っても，ごみの出し方の多言語化しかやっていない。年金とか固定資産税の納

め方とか，そういうことが本当は必要になっているのに，いつまでも私たちの

まなざしといいますか，マインドが，外国人イコール一時的な滞在者になって

いる。これを，共に地域で長く暮らす住民に置き換えないといけない。 
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  池上先生もコーディネートされていた集住都市会議も，もう随分前の話です

けれども，自治体の首長さんたちは，この人たちは帰る人だから，健康保険と

年金のセット加入を緩和してくれという提言を出していましたよね。私，それ

は「何を言っているんだ」とずっと思っていました。何でそこを緩和するのか。

ずっといるかもしれないのではないか。本人たちに聞いたら帰ると言っている

から，年金は要らないのではないかという議論自体が僕は間違っていたと今も

思っています。残念ながら，その人たちが無年金でこれから高齢化していきま

す。無年金の外国人はこれから増えます。以前は年金に入れなかった在日コリ

アンの人たちが無年金となり，これは関西等の自治体が助成金を出しています。

けれども，加入できたにもかかわらずしなかった高齢者の外国人の人たちが，

これから無年金で日本で暮らし続けます。なぜこんな事態になったのか。一時

的な滞在者としてしか外国人を見てこなかった，このことの付けが回ってきて

いるのだと思います。 

  まず，視点の置き換えが必要。ライフサイクル，このまま日本で年老いてい

くのだと，こういう認識を持たないといけない。長く暮らすのであれば，最初

からどんな情報を提供しておかなければいけないのか。本人たちが言ってこな

くても，これとこれとこれは入ってくださいね，これとこれとこれは手続して

くださいねということをつないでいかないといけない。そこはコーディネート

機能だと思うのですけれども，これが不足している。施策は大分充実してきま

した。ただ，これがうまくマッチングできていないなということで，今，いろ

いろな課題が生じているように感じます。 

  では，どうしたらいいのかというのが２点目なんですけれども，やはりニー

ズ把握と支援の仕組みを整えていかないといけないのではないか。これは，リ

ーマンショックの後に定住外国人施策推進室ができた際に，何度も提言したの

ですけれども実現しなかったことではありますが，最初に，来日時か住民登録

した時に世帯ごとに，お子さんが何歳で，お父さんやお母さんは仕事している

かどうか，どんな持病があるかといったことを聞けば，向こう１年間のどんな

通訳機会が発生しそうなのか，どんな日本語を何時間受けるべきなのか，これ

が分かるはずです。こういう最初に世帯ごとの状況をきちんと伺って，向こう

１年間の支援プランを立てる。介護保険の最初のケアプランをたてるようなも

のです。世帯人数，それから年代，就学状況，就労状況，母国での言語は何語

だったのか，どんな仕事に就いていたのを聞けば，大体組み立てられますよ。

それに沿って日本語の習得支援と通訳・翻訳のサポートをセットにする。正に

介護保険で最初にケアプランを立てて，それに必要なメニューを提示し，利用

する側が選ぶ。どこの日本語教室に行くのか，どの通訳を使うのか選ぶ。そこ

に介護保険事業者のような仕組みがあれば，そこに行って使った分を自治体が
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お金を出せばいいわけです。今，利用者サイドの評価がないまま，日本語教室

にお金を配ったり，通訳しているＮＰＯにお金を出したりしています。もちろ

ん一生懸命やっているところもあるけれども，結果的に学習者にとって選択肢

がない，利用者にとって選択肢がない状態。これを変えていけば質は必ず上が

ると思いますし，きちんと食べていける日本語教室，あるいは通訳・翻訳が食

べていける職業になるような気がします。 

  そのためには，まずアセスメントをできる人，いわゆるコーディネート人材

が必要です。日本語の先生になりたい人はたくさんいるけれども，日本語教室

のコーディネートをしたい人がいないです。通訳として活躍する人はいるけれ

ども，通訳者をコーディネートする人材がいないです。このコーディネート人

材が圧倒的に不足しています。ヘルパーさんだけいても，ケアマネがいなかっ

たら介護保険事業は回りません。地域全体のニーズをアセスメントして，この

地域には何人の日本語の先生が必要なんだ，この地域には何人の何語の通訳が

必要なんだとアセスメントする人がいないと，結局，上がってきたニーズにと

にかく応えていく，いつまでもばんそうこう貼りを繰り返していくことになっ

てしまう。そうすると，問題が顕在化しないと手が打てないですね。高齢者の

問題も顕在化していますけれども，まだ余り見えていないからほったらかしで

す。これが一斉にどんと顕在化したときに，さあ，どうしようかというので動

いているのでは遅いです。きちんとコーディネートできる人材を育てていく。

一方で，現場で対応する日本語教育や通訳・翻訳をきちんと提供できる事業者，

あるいは人材を育成して，認定し登録していく。こういう仕組みです。 

  私は，介護保険事業が非常に参考になるんじゃないかなと思います。そのロ

ジックでいくと，本人負担が１割あるとか，そういう財政面での設計も必要か

なと思いますが，まずは地域のニーズをきちんと把握する。あるいは，世帯ご

とのニーズをアセスメントして，この世帯には向こう１年間どんなニーズがあ

るんだと市役所に来たときに，あるいは入管に行ったときに最初に必要な手続

を全部してしまう。漏れなくきちんとやるということが大事です。 

  私は就学調査も大事だと思うのですけれども，結局，就学状況の調査は世帯

調査じゃないですか。世帯の様子が分からないと就学の状況も分からない。世

帯の様子を確認したら，「ああ，この人は就学もできていない。」と。率直に

言いますと，就学できていない世帯は，ほかもいろいろ課題があります。であ

れば，ちゃんと世帯を評価しなければいけないんじゃないか。結果として就学

状況も改善されるし，結果として福祉の課題も解決される。世帯の評価をする

という視点が重要ではないかなと考えます。 

  私からは以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 
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  長くお待たせいたしましたけれども，林委員，どうぞ。 

○林委員 ありがとうございます。 

  私の資料は，資料４の佐藤先生の後にございます。 

  それで，ライフサイクルについてのアイデアに関する意見ということですけ

れども，私，当初から言っておりましたことが，まずＳＤＧｓの中のことをど

ういうふうに解決，対応するかということ，それから，医療・福祉，それから

政府統計などを含めた指標をきちんと取れるように，統計をきちんと取ってい

くということです。結局それらはいずれもライフサイクルではなくて，今日の

資料１で見せていただいた共生社会の基盤整備に向けた取組であったり，それ

から，今日の議題の（１）であります「重点事項」に結局落ちてしまうという

ことで，そういう枠組みだと御理解いただいた上で聞いていただければと思っ

ています。 

  ちなみに，今，ライフサイクルかライフステージかという言葉の違いがあっ

たんですけれども，私がやはりなじみがあるのはライフコースかなと思ってい

ますが，私としては，どの言葉でもするっと入ってくるということはあります。 

  さて，まずＳＤＧｓなんですけれども，私の資料の２ページにある１０に「人

や国の不平等をなくそう」というゴールがありまして，次，３ページ目ですけ

れども，１０．７として「計画に基づき良く管理された移民政策の実施などを

通じて，秩序のとれた，安全で規則的かつ責任ある移住や流動性を促進する」，

こうしたターゲットが組まれており，それに対して二つの指標があって，その

指標の二つ目，１０．７．２というのが，「秩序のとれた，安全で規則的かつ

責任ある移住や流動性を促進する移住政策を持つ国の数」ということになって

います。 

  ちなみに，この１０．７．２の指標を，この共生社会を実現するということ

でやっていくということかなとも思っていたんですけれども，実は，この一つ

の指標の中に六つの領域があり，各々の領域の中にたくさんの項目がある。全

部で３０個の項目をイエス，ノーで答えていって，それを最終的に合計すると

いう複合指標だったんですね。その細かいところは４枚目に書いてあるんです

が，ちょっとまた一つ戻っていただいて，首相官邸のＳＤＧｓ推進本部でＳＤ

Ｇｓアクションプランというものを毎年作っていて，令和２年度の改定から，

そのほかの外国人の教育とか別項目では入っていたんですが，この一つに外国

人材の受入れ・共生のための総合的対応策が，日本のＳＤＧｓアクションプラ

ンにもきちんと位置付けられ，この政府間会合もできて有識者会合もできたの

かなとは思った次第です。 

  ただ，４ページ目に行きまして，この領域が１から６まであり，その中に項

目がかなり細かくある中，この項目の全てが共生社会に資するということでは
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ないかもしれないということが１点と，あと，今回の会議で全く触れられてい

ないという点があるということが２点目であると思います。そして，今ＳＤＧ

ｓ指標は国連の各機関が担当になって，全ての国からデータを上げてもらって，

すぐに国際比較ができるという状況にあり，まだ出していない国もありますが，

日本も２０１９年の国連からの質問票に基づいて出した結果をここにお示しし

ています。 

  まず，総合評価としては「２」と書いてあるんですが，これは１，２，３，

４の４段階で，下から２番目ということになります。これは，それぞれの領域

の項目のイエス，ノーの割合で評価されるのですが，ここに領域１：３，領域

２：３，領域３：３，領域４：２，領域５：２，領域６：３とあり，日本の評価

はこういうことになっています。そして，各項目の下に，赤字がイエスと日本

が答えたもの，青字がノーと答えたもの，そしてノーデータ，データが出てい

ないというか，国連に答えていないものが紫の字で書いたものになります。 

  それで，今我々が専ら話しているのは，これは領域１にある「国民ではない

者に対しても，以下のサービスへの平等なアクセス，福祉及び権利を提供して

いるか」というところになると思うんですが，これは一応全てイエスと日本は

答えています。イエスの濃淡もあるかもしれませんけれども，それから社会保

障は正規の外国人のみということではありますが，一応イエスと答えており，

領域１の総合評価が「３」なのは，多分この社会保障が正規在留の外国人のみ

イエスとしているから，「３」になっているんだと思います。 

  それから，領域２のところ，国家移住政策を実施する専用の政府機関がない

と答えていて，ちょっと聞いたところ，これは今でもないですとのお答えを出

入国在留管理庁からいただいています。 

  それから，領域３の「帰国及び再入国に関する他国との協力協定」がノーに

なっているんですけれども，最近，特定技能などで，かなり二国間の協定の策

定は進んできたかなと思っているんですが，これがどういうところでノーにな

ったのか疑問です。また，領域４と領域５の総合評価が他よりも低くなってい

る。それで，そのノーか，データがないと答えたところを見ますと，「海外で

習得したスキル及び資格の評価の促進」について，これは確かに，例えば医師

や看護師，それから介護士にとっても，その資格の相互認証というものは，日

本側でなかなか難しいということになっている状況があって，これをどう考え

ていくのか。それぞれ国の政策があると思いますので，これをどう考えていく

のかというところも，長期雇用の面で一つの論点なのかなと。 

  それから，ノーデータのところで「送金の流れの促進」というのがありまし

て，よく日本における外国人の送金額は幾らですかと言われたときに，やっぱ

りデータがなく，これは非常に重要な点だと。何かというと，２０００年代か
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らＯＤＡの議論の中で，ＯＤＡの額よりも移民による自国への送金額の方が増

えたという話がでており，世界銀行が言い出したんですけれども，そういう意

味で，日本も送出し国に対して仕送りということで，もし貢献しているのであ

れば，それはきちんと測っておく必要があると思います。 

  それで，領域５については，難民のところですので，かなりノーのところが

あり，ここのところをどうするのか。ただ，難民として入ってきた方に対して

は，移住，共生社会ということで関係をしてくると思います。 

  領域６は，入国時のいろいろなことになりますので，もしかしたら共生社会

までいかない話かもしれないということになっております。しかし，領域４の

特に送金のところは今，非常に国際的には重要な論点になっているので，どう

捉えたらいいかなと思っています。 

  日本はそういう状況なんですけれども，総合的に各国がどうかというと，５

ページ目以降を確認していただくと，日本が他よりもそれほど低いというわけ

ではないので，そこそこ日本もやっているなという感じがこれで分かるという

感じです。この間，ある送金会社がグーグルの検索によって各国の人が行きた

いと思っている国を調査したところ，日本が世界で第２位だったという結果も

あるので，日本も，日本のモデルというのを作っていくというのも非常にある

のかなと思いました。１２ページにある日本の改善項目は，先ほどとくとくと

話をした内容ですので飛ばしたいと思います。 

  それから，１３ページ目ですが，先ほど近江課長から私の方から話があるか

ら飛ばしますと言われて飛ばしていただいたんですが，資料２でもかなり多く

書いていただいていますが，外国人の人口ピラミッドということで，今，外国

人全体として見ると，高齢者はまだまだ少ないんですけれども，国籍によって

かなり違いがあるという点が１点。これは，在留外国人統計から取ったんです

けれども，各歳別にやっているので，１番上の８０歳以上というのが，一つの

カテゴリーになっていて，そこだけが非常に大きいということになっています。 

  ですので，まず在留外国人統計も，今８０歳以上と一つにまとめているのも，

もう少し上の方まで，国勢調査みたいに１００歳以上というのを一つまとめて

いただいてもいいのかなとも思いました。日本の場合は，８０歳以上がばっと

多いんですが，外国籍合計だとこのようになって，若い人，２５歳がわっと多

くて，８０歳以上のところがちょっと多い。８０歳以上のところが特に多いの

は，韓国・朝鮮籍の方です。また，韓国・朝鮮籍の方は，丙午の時にぼこっと

減っており，日本人と同様に減っています。国によってかなり異なる人口構造

を持つところがあるということが１点。 

  そして，もう１点言いたかったのが，男女別に見ると，フィリピン，タイと

かもそうなんですけれども，女性が非常に多い国籍があります。そうしたジェ
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ンダーの視点も外国人共生の中に入れていくというのは非常に重要であるかな

と思います。 

  そして，先ほども佐藤先生からありましたけれども，なかなかエビデンスが

ない中で，人口動態統計は，国籍，１０国籍に限られるんですけれども，それ

を出していますので，その外国人の国籍によってどれだけ死亡率が違うかとい

うのを，人口構造，若い人が多いという影響を外し，調整した上で比べました。

１４ページの左上の全死因というところを見ていただきますと，外国人全体で

見ると，死亡比は日本人よりも少し高いという結果になっています。ただし，

これは韓国・朝鮮籍の方の死亡が多いことで全体を引っ張っている。それから，

その他が非常に多くなっていますが，中国，フィリピン，タイ，米国，英国，

ブラジル，ペルーというのは，日本人よりも良いぐらいの健康状況である。こ

れは外国人でいらっしゃる方は，健康な方や，あと，高学歴の人が多いという

のも分かっていますので，そういう影響はあるかもしれません。 

  そして，韓国・朝鮮籍の方は，死因別を見ると自殺が多いとか，その他の国

籍は自殺は少なくなっている。もし問題があったら自国に戻ってしまうという，

サーモンバイアスと言われる，そういうことが効いているかなと。ですので，

こうやってきちんとデータで見られるところは見ていくということが重要なの

と，もう一点は，心疾患がフィリピン，タイ，脳血管疾患もフィリピン，タイ

でちょっと多くなっているというのが，非常にびっくりしたんですけれども，

慢性疾患の対策が本当に届いているんだろうか。じゃ，どのぐらい健康診断を

受けているんですかというのを調べるときに，その統計がない。例えばどのぐ

らい健康診断を受けているかというのは，国民生活基礎調査で分かるわけなん

ですが，国民と名の付く統計は，国民なので外国人は入れていない。 

  そこで，次の１５ページに政府統計についてということですが，今，政府統

計の中に国籍や在留資格が質問項目にあるのは，国勢調査，人口動態統計，賃

金構造基本統計調査も近年入れたということで，これは在留資格別に出してい

て非常に重要だと思います。あとは国立社会保障・人口問題研究所でやってい

る政府統計ですけれども，人口移動調査も国籍別に聞いていて，政府統計，す

ごくたくさんあるんですが，それ以外は今のところ見付つることができません

で，もしあったら教えてほしいと思いますし，外国人を対象にした調査も必要

ですけれども，日本人と比べてどうかと見るところも非常に重要だと思います。

ＳＤＧｓの中でも，先ほどの１０．７．２もありますが，全体的な指標を，所

得，性別，年齢，人種，民族，居住資格，障害，地理的地位，その他各国事情に

応じて分けてディスアグリゲートして出せるということが非常に重要だという

ことになっておりますので，項目に国籍とかを入れるだけで，すぐに統計が取

れてしまいますので，これは是非やっていただきたい。 
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  それから，人口動態統計も，先ほどのように，その他の国籍の中に含まれて

いる国籍は何だろうとなりますが，これは実は分からないんです。なぜならば，

国籍１０区分で調査票に書くときに，１０区分以外の国は「その他」に全部入

ってしまいます。その他といってもいろいろあります。ベトナム，ネパールが

入っていないのは，これから入れるということだったかもしれませんが，例え

ばヨーロッパ，いろいろな国があって，それは１国ずつ入れられないけれども，

ヨーロッパという地域別，アフリカという地域別に見ていくというような切り

口も必要ですので，国勢調査的に自由記入で国籍などを書き，後で統計的に処

理できるという形に是非していただきたいなとも思っているところです。 

  すみません。長くなりましたけれども，以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  これまで事務局，それから皆様の発表を承ったんですけれども，今の御発言

を受けて，事務局の方から何かレスポンス等できるところとか，あるいは事務

局としてこれは言っておきたいとかって，そういうことはございますか。 

○近江政策課長 特段我々の方からお話しすることは今のところございません。 

○田中座長 先生方の意見を出していただいたことで，相当な面をカバーできて

いるとは思うんですけれども，私から気が付いたことを少しだけ申し上げさせ

ていただきたいと思います。 

  これは事務局とは別に調整していないんですけれども，私もいささかライフ

サイクルというよりはライフステージかなという感じがしますね。もちろんラ

イフサイクルとして，先ほど田村委員がおっしゃったように，長くいらっしゃ

る方もいるけれども，その人たちは，それぞれのステージを越えて動いていく

し，それから，そのステージにある段階から入ってくる外国人の人もいるとい

うことを考えると，ステージというような言い方をしておくのがいいのかなと

いう感じが私はしています。これは事務局の方でもまた少し考えていただけれ

ばと思います。 

  それから，もう一つは，これも意見は様々なんでしょうけれども，区分けの

ところで，幼年期，少年期，青年期，高年期のこの分け方は，それなりに一つ

の見方だろうとは思うんですけれども，社会の中で日本社会の制度というよう

なものと絡めて区切りができるところというのはやはりあって，それは人々に

よって，事情によって違うわけですね。先ほど池上先生がおっしゃったように，

５０歳か５５歳ぐらいのところで転機が現れる人というのも結構いるわけで

す。そうすると，そこのところでの現れ方は，多くの日本人だったら６５歳を

超してからの現れ方と似ていたりするわけですから，その点のところ，ちょっ

と配慮する必要があるのと，あと，幼年期と少年期の間を４歳と５歳で分ける

というのが，子供にとってみると，もちろん身体的な発達ということはあるけ
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れども，小学校に入るか入らないかという辺りの差というのは，政策を考える

上では，結構大事な差になってくるし，義務教育という制度があるわけですか

ら，４歳と５歳のところで政策をどういうふうに変えるんだというのは，ちょ

っと私はなかなか想像しにくいんです。 

  ただ，そういった上で，私として見ると，これはさっき佐藤先生のペーパー

の方にはお書きいただいてあるわけですけれども，就学前の子供の環境と，そ

れから教育ということについて，やはり目を向けておかないといけないんじゃ

ないかなと思うんですね。就学の状況調査としていただいて，小学校に行って

いないお子さんがこれだけいるということが分かったということで，これは大

変重要なことですから，それに備えてやっていかなければいけないわけです。

就学前の子供はどのぐらい幼稚園に行っているのか，どのぐらい保育園に行っ

ているのか，そういう辺りのところも，やはり把握しておく必要があるんじゃ

ないかなと私は思います。 

  幼稚園と保育園だと，これは日本人の子供でも面倒くさいわけですよね，管

轄の省が違うから。そうなると，ますますもって外国人の親御さんたちにとっ

てみると，赤ちゃんが生まれた後にどういう機会がどういうコストで発生する

のかというようなことは大変分かりにくい可能性があると思うんです。それで

また，保育園とか幼稚園の状況というのは，多分地方自治体によっても大分い

ろいろなところが違うんじゃないかと思うんですね。ただ，私は教育の専門で

はないんですけれども，聞いているところでいえば，今の子供の発達というこ

とに関していうと，幼児教育というのは非常に決定的であるという面があって，

小学校に入ってからの教育ということを考えても，それ以前のことを考えてい

かなければいけないということで，その辺りのところについて重点事項の項目

立てでは，この幼年期のところに子育て・教育と書いていただいているので項

目は入っているんですけれども，やはりこの辺，もうちょっと一生懸命調べな

いといけないんじゃないか。調べるというのは，これは田村委員がおっしゃっ

たように，最初から世帯ごとに調べて，赤ちゃんがいるのか，これから妊娠す

るのか，そういうのが分かっていれば，それなりに調べられることだとは思う

んです。ですから，調べ方の方法は幾つかあると思いますけれども，この幼年

期のところをもう少し調べていただく必要があるかなと思っております。 

  それからまた，ＳＤＧｓ関連は，林委員から大変丁寧な資料を提供していた

だいて有り難いと思うのですが，その中の１０．７というのは，私の理解では，

これは各国の政策を調べている。それを各国の自己評価で調べているので，六

つの領域に五つのポイントを並べても，少し粗過ぎるという感じがするんです

ね，今回の共生社会を作るという観点からすると。 

  ですから，実際は共生社会を作る個々の外国人の在り方というのは，ＳＤＧ
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ｓ１７のうちのいろいろなところに散在して，日本人に当てはまるようなとこ

ろ，ＳＤＧｓ１の貧困問題，これは外国人の貧困問題，そこのところにそのま

ま来ますし，それからＳＤＧｓ２の栄養状態という問題もあるし，ＳＤＧｓ３

の健康状態も，全てこれ，外国人の方の健康状態という話で，さっきこれも林

先生のデータで出していただいていますし，それから，教育はＳＤＧｓの４で

すから，結局外国人に対する対策ということになる。非常に多くのＳＤＧｓの

中で比較的にいうと，日本人は，このＳＤＧｓは大丈夫ですよと言っているよ

うなものの中に欠けているところがないかというのを精査する必要が出てくる

と私は思っています。 

  正にその面でいうと，教育のところですね。今，私が申し上げた幼児教育と

いうのも，これはＳＤＧｓ３の中で大事だと言っているわけで，それは日本人

の場合はみんな言っていますよという話かもしれませんけれども，日本社会の

中で，外国人についてそういうふうにならないということがあるかもしれない

というところを，やはり考えていかなければいけないので，最終的にはこの１

０．７含めて，ＳＤＧｓを広く考えて，この総合的対応策の中で抜けていると

ころはどこかということを考えるときの，ある種のチェックリストとして見て，

ＳＤＧｓの１６９ターゲット，２３０インジケーターズ，眺め回してみるとい

うのは重要だと思います。 

  それで，林先生がおっしゃった１０．７でいうと，多分次の基盤のところで

議論になるのかなというような重要な指摘は，送金の仕組みがどうなっている

かという話と，それからあと資格ですね。外国で取った資格をどれだけ共通に

日本で使えるのかという話ですね。大学なんかでやっていると，卒業証書はみ

んないんちきじゃないかとか，成績証明書はどうなっているんだとか，そうい

うのを非常に心配するわけですけれども，そういうものは世界の国の中では結

構スタンダーダイゼーションをやっているというのはあるので，日本でも今後，

フォーマルな教育だけでない，いろいろなところの基準，実際は特定技能のこ

とで外国でいろいろ試験をやるようになっているんですけれども，そういうの

をもう少しユニバーサルにするのはどうしたらいいか。これは次回のテーマか

なという感じであります。 

  私からはそんなところを申し上げたんですけれども，ほかの委員のお話を聞

いた上で，更に追加的に御発言ございませんでしょうか。ミュートを外してし

ゃべり始めていただければ結構です。 

○池上委員 池上です。 

  田村委員の発言に非常に刺激を受けました。私事ながら，年老いた両親を浜

松に呼んだ際にケアマネさんに随分お世話になったのを見ていまして，「なる

ほど，そういう切り口があったか」と目からうろこでした。 
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  その一方で，ここから先，そのケアマネに相当する人をどこから連れてきて，

どうやってスキルの，正に先ほど田中座長からスタンダーダイゼーションとい

う言葉があったけれども，標準化していくのかという辺りが結構大きな課題で，

経験のある都市，例えば浜松とか大きいところだとできるかなと思うんですけ

れども，田村委員のイメージだと，それを全国展開していく段取りなどが，何

かもう少しお話を伺えると，ライフサイクル，ライフステージに応じた支援を

考える上で，皆さん，あれこれ考えるんじゃないかなと思いますので，よろし

ければお願いします。 

○田村委員 私，日本の介護保険制度の原型を作った立川のケア・センターやわ

らぎというところの石川治江さんという方と親しくしておりまして，一緒にブ

ラジルに行って，ブラジルの介護，これからどうするかというのも議論したこ

とがあるんです。日本の介護保険制度の原型になったのが，正にその立川でや

った介護のコード化。コードというのは，例えば排せつ介助というのは何なの

か，入浴介助というのは何なのかという，いわゆる介助，介護ですね。介護と

いうのを１３８の項目に分類されたんです。それぞれの項目について，できる，

できないを評価して，できない場合にどういう手順でどういうふうにサポート

するのかという制度設計をされた。それをもしなぞらえるなら，例えばこの年

齢の人がここにいて，学校に行くのであればこのぐらい日本語力が必要とか，

今できていないとしたら，１年間で大体何回分ぐらいの通訳が必要そうなのか

という，外国人の方が地域で暮らしていく上で，それは１００か２００ぐらい

の項目があると思いますよ。それをちゃんとコード化するということですね。

コードというのは放送コードのコードです。メニューにするということですね。

それができていれば，別に支援が要らないんだけれども，できていない場合は

どんな支援が必要なのか。そのどんな支援という中身もきちんとマニュアル化

していけば，違う人が来ても同じサービスを提供できるようになる。 

  これは，立川で障害者の方が地域で暮らしたいといったときに，ボランティ

アで回していたんだけれども，結局手技がみんな違うので，あの人の排せつ介

助じゃ駄目だという話になって，「じゃ，２４時間，３６５日，地域で暮らせ

ないじゃないか」ということで，きちんとコードにしてマニュアルにした。そ

れを厚生労働省の方が参考にして介護保険の原型を作られたと聞いています。

そのようなイメージで，外国人の方の，特にコミュニケーションの部分ですね。

日本語だったり通訳・翻訳だったり，そこの部分に関してどういうものが必要

なのか，どういう場面でできる，できないをきちんとコード化して，それを評

価する人がいれば大丈夫じゃないかな。 

  それは，神奈川県とか愛知県で多文化共生のソーシャルワーカーを育てて登

録していらっしゃいますよね。ああいう方々にきちんとインタビューなり研究
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を重ねていけば，それほど難しくなく，私は，外国人の方のコミュニケーショ

ン支援分野のコード化，マニュアル化というのは整うのではないかなと思って

います。 

  以上です。 

○池上委員 ありがとうございました。多文化ソーシャルワーカーと介護の世界

の人のクロスするところですね。大分イメージができました。ありがとうござ

いました。 

○田中座長 それじゃ，林委員，どうぞ。 

○林委員 ありがとうございました。 

  まず，非就学の子供の調査が行われてすばらしいなと思いましたし，更に住

民基本台帳の人口と比べてというのも入れていただいて，これは非常に重要だ

なと思いました。 

  と言いますのも，２０２０年の国勢調査もまだ結果は出ていませんけれども，

２０１５年の国勢調査では国籍不詳が結局１００万人いるという状況になって

いて，都市部では難しいとか，若者も答えてくれないとか，そういうことがあ

りまして，先ほどの統計の話と併せて，本当に今，そのぐらい日本の統計も大

変だということが１点。 

  それから，池上先生の方から企業の事例紹介ということを言っていただきま

して，これまで多くの自治体でも事例集なりいろいろなことをやっていてこう

いった自治体や企業の先進事例を全国に広げていくという，そういった横展開

といいますか，スケールアップというのが非常に効率的に進んでいけるのかな

と思いました。 

  それから，高橋先生から，このセーフティーネットの話なんですけれども，

歴史的経緯から，生活保護は外国籍でも大丈夫ということで，ネットを見ると，

ここの国籍なのにどうして生活保護が多いんだとか，既に議論は非常に行われ

ていて，年金も今回の話でいろいろ，今後どうするのかという話もありました

けれども，欧米では外国人が全部生活保護で吸い取っていって，そういうのが

ネオナチにつながっているというのもありますし，ここは国籍別にどのぐらい，

どの自治体で何％とかというデータを見ながら，丁寧に話していかなければい

けないことかなと思っています。 

  それから，外国人学校は，やはり憲法上余り支援はできないという話を聞い

て，なかなかそういうこともあるのだろうと思いましたけれども，ここのとこ

ろも今後じっくり見ていかないといけないのだなと思われました。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

○高橋委員 座長から幼児教育の重要性のことについて御指摘がありましたけれ
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ども，子供の貧困とかを日本人について考えたときに，就学後だけじゃなくて，

幼児教育の在り方，それからさらに出産，それから，その手前の妊娠，例えば

望まない妊娠であるとか，そういうところまで含めてアプローチしないと，子

供の貧困とか，貧困の連鎖を止められないが，日本の施策はまだまだという感

じです。 

  私は，日本人以上にそうした事例に当てはまる外国人が多いのではないかと

いうことを危惧していまして，そういう場合に，先ほど田村先生もおっしゃっ

たコード化というのが非常に重要だとは思うんですけれども，同時に，やっぱ

り実際の施策ということを考えたときに，相当仕組みをうまく作っていかない

と，本当にセーフティーネットにならないというか，持ち上げていくことがで

きないんじゃないかなという懸念を感じております。 

  それから，全く別件ですが，送金のお話ですけれども，よく外国人が銀行口

座を作ることの難しさが指摘されていますが，ところが，やはり彼らもさすが

で，フィンテック業者を使って随分送金をするようになっていて，利便性が高

いものを使っていると聞いております。統計も取ろうと思えば取れる状況にな

ってきていると思いますので，非常にいい論点を御指摘いただいたかなと思い

ました。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございます。田村委員，御発言でしょうか。 

○田村委員 ありがとうございます。 

  正にコード化するに当たって慎重にやらなければいけないんですけれども，

まず今，現状把握ができていないなと。統計がないというのは，今，林先生か

らたくさんお話ありましたけれども，白書みたいなものが必要じゃないかなと。

白書ですね。今，在留外国人統計は出ているんですけれども，生活に係るのは，

それぞれ各省庁に分かれていて，就学だったら就学，介護だったら介護の端っ

こに外国人のことが少し載っているという状況なので，外国人の受入れと共生

に関する白書みたいなものが出されて，今の外国人の方々の生活の現状をきち

んと把握するというところが出発点じゃないかなと思います。そこから，現状

はこうだから，ここまで良くしなければいけないよね，ちゃんとＫＰＩを立て

て，目標を立てて，ビジョンを作って計画を作って，その後に総合的対応策と

いうのが本来の順番だったのかなと思うんです。今，総合的対応策が先にあっ

て，いろんな施策が出ていますけれども，例えば高齢者のことは何もなかった。

それはベースになる統計がないからだと思います。 

  だから，これは次回の議論かもしれないんですけれども，白書のようなもの

ですね。それぞれの政策にばらけて端っこに載っているものをきちんと合わせ

ていく。それから未就学児童のところもそうだし，就学年齢もそうだし，その
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後の進路がどうなっているのか，高齢者の方がどんな様子なのか，健康診断の

受診率はどんな具合なのか，亡くなるとしたら，どんな理由でどういうふうに

亡くなっていて，どんな傾向が見られるのかという，外国人の方々の正にライ

フステージごとの様子をきちんと把握するような，そういう取組がまず必要だ

なというふうに今日の議論を通して思いました。それで，もし次回にそういう

議論ができるのでしたら，しっかり深めたいなと思います。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  それでは，佐藤先生，どうぞ。 

○佐藤委員 ありがとうございます。 

  ライフサイクルやライフステージというお話がありましたが，政策を打つた

めには，ライフステージごとの方が分かりやすいと思います。ただ，さっきの

子供の話などは，日本生まれ，日本育ちの子供たちが成長しているんですね。

すると，これはもうライフステージだけでは対応し切れない。ライフサイクル

であるとかライフコースといったような視点から支援策を考えないとうまくい

かないですね。まだ不十分な部分については，ライフステージでいいだろうと

思います。しかしながら，もっと積極的な施策を打つためには，ライフサイク

ルとかライフコースといった視点が必要だろうと思います。 

  例えば幼児の話がありましたけれども，就学前教育が全くなっていないとこ

ろだと学校に入ってから大変なんです。就学前教育について座長の方からお話

しいただきましたけれども，先進地域ではプレスクールといって，日本語や日

本の学校の仕組みなど教えるところができています。しかしながら，多くの地

域ではそういう支援が全くなされていません。座長がおっしゃったように，就

学前教育については実態把握がまだ十分ではありません。しかも幼保一元化と

いうのが実現されておらずに，文部科学省が幼稚園で厚生労働省が保育園とい

うような形で管轄も違いますので，なかなか外国人の子供の実態も把握できて

いないんですけれども，しかしながら，ようやく就学前教育についても支援が

なされつつありますので，是非，実態を把握して，この有識者会議でも具体の

提案できればなと思いました。 

  以上でございます。 

○田中座長 どうもありがとうございます。 

  そうしたら，私から近江課長への提案は，これのタイトルを「ライフステー

ジ・ライフサイクルに応じた」と，両方使うというのはいかがかというふうに

思いました。 

○近江政策課長 ありがとうございます。そのようにさせていただきます。 

○田中座長 その他，御発言ございますでしょうか。池上先生。 
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○池上委員 今の田中座長の御提案，とても良いと思いました。 

  私も，ライフステージという言葉の意味も意義があると思うし，一方で，今，

佐藤先生がおっしゃったライフコースとかライフサイクルという視点もとても

大事だと思いました。つまり，両者は質的に違うものを言っているんだという

認識を，私たちは共有する必要があると思うんですね。ライフステージという

のは，ある段階がどうであるかという話，ライフコースとかライフサイクルと

いうのは，ある一人の人が成長していく中で，次とどうつながっていくか。そ

のためには今何が必要でという時系列的なことを意識した話なので，両方の視

点を持つというのはとても大事だと思います。どちらかが今回選択されるとい

うのではなくて，両方を持って議論していくという姿勢を是非続けていきたい

と思います。ありがとうございました。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  林委員。 

○林委員 すみません。先ほど最後言い忘れたんですけれども，座長の方から，

やっぱりＳＤＧｓはそれぞれの項目を見ていくことが重要というのは，正に本

当にそうで，それを日本人と外国人とそれぞれ比べるチェックリストとして使

っていくということで，首相官邸のアクションプランもいろいろなＳＤＧｓが

並んでいるんだと思います。 

  ですので，ＳＤＧｓの二百数十個の指標の中の，特にどれがというのを，ち

ょっとまた選び出していきたいと思いますので，一応付け加えました。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  更に御発言ございますでしょうか。 

  そろそろ予定された時間に近付いてはきているんですけれども，まだ何分か

ありますけれども，いかがでしょうか。 

  田村委員，どうぞ。 

○田村委員 先ほど，日本人との比較というお話が林先生からも出て，健康状況

もそうなんですけれども，例えば不就学と不登校なんかもそうですし，外国人

学校の位置付けで，私，海外はどうなっているのかなというのを調べたことが

あるんですが，例えばアメリカでは，チャータースクールという，自分の子供

にこういうことを教えたいからというのをきちんとカリキュラムを整えて届け

出たらいいよとか，ホームスクーリングとか，いろんな多様な教育が認められ

ていて，そこの中にエスニックマイノリティーのための学校もある。だから，

外国人学校だけ論じているというよりは，多様な教育機会の中にエスニシティ

ーで学校を作っているというのもある。 

  例えば外国人のことも，もちろん外国人固有の施策として論じる必要もある

んですが，ほかにも外国人以外にも就学できていない子供って多分たくさんい
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て，入院中の子供とか，私が復興庁でやっている，福島から避難している場合，

どっちの学籍になるんだみたいな，ほかの課題というのも結構あって，つまり

何が言いたいかというと，ほかのいろいろな施策で，いろいろなセーフティー

ネットから漏れている人を議論するときに，必ず外国人のことも視野に入れて

くださいという，今は外国人の共生に関してここで議論しましょうということ

になっているんですが，逆にフィードバックしていくといいますか，各省庁の

いろいろな施策で外国人のことが漏れ落ちていませんかと，きちんとそこも見

てくださいよというような逆の投げ掛け方というんですかね，各省庁に対して。

そういうアプローチも必要じゃないかなというところ，ちょっとすみません，

最後に付け足しをしたいなと思います。こちらで集約してまとめるという白書

も大事だけれども，それをもって，今度はそれぞれの施策にもっとフィードバ

ックしていって，それぞれのところで，例えば教育というところで不登校の中

で外国人のお子さんはどうなのか，健康というテーマだったらどうなのかとい

う，それぞれのところにもう一回フィードバックしていって，外国人の方で漏

れ落ちている，あるいは顕在化している課題はないのかという拾い方もしてい

く。そういう双方向でそれぞれの省庁とやり取りしていただくと，まだ漏れて

いる，見えていない課題が拾えるのではないかなと思います。 

  以上です。 

○田中座長 どうもありがとうございました。 

  更に御発言ございますでしょうか。よろしいですか。 

  近江課長から何か御発言ありますか。 

○近江政策課長 座長，ありがとうございます。 

  次回の第４回に当たりましては，今回の第３回の議論で，統計，支援に関す

る専門人材など広い基盤の話も含めて御議論いただきましたので，その御議論

の内容を踏まえて，第４回をどのように進めるかを御相談させていただきたい

と思っておりますので，よろしくお願いいたします。 

  私からは以上でございます。 

○田中座長 それでは，本日，大変活発に御議論いただきましてどうもありがと

うございました。 

  議論自体はこれで終了させていただきたいと思います。 

  最後に事務局から，今後の日程等について御連絡いただければと思います。 

○木村外国人施策推進室長 事務局から，今後のスケジュール等についてお伝え

いたします。 

  次回，第４回になりますけれども，５月２４日月曜日の１４時から１６時に

開催予定であります。詳細については追って御連絡させていただきます。 

  また，出入国在留管理庁においては，令和３年２月以降，これまで計１８回
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にわたり関係者ヒアリングを実施しており，支援団体や研究者，自治体等，様々

な分野の方々から御意見を伺っております。今回の参考資料にも添付しており

ますので，よろしければ御一読いただければと思います。 

  事務局からは以上でございます。 

 

３ 閉 会 

○田中座長 それでは，本日の会議は以上で終了したいと思います。 

  御出席ありがとうございました。また来月お目にかかります。 

－了－ 


