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要約要約要約要約 

 

日本では従来、海外からの低賃金の単純労働者は受け入れない立場をとってきた。出稼ぎ外国

人をむやみに受け入れると、移民流入に伴う治安悪化や地域社会との摩擦、日本人失業者増加と

いった悪影響がでるのではないかという理由からである。だが、実際は一部産業（特に中小零細

企業が多い産業）での、労働力不足から単純労働者の受け入れ、また将来人手不足が予想される

分野での労働者の受け入れを行っている。本稿は、例外扱いして日本での単純労働を認めている

日系人の問題、研修・技能実習制度の問題、さらに日・インドネシアＥＰＡに伴う看護師、介護

福祉士の受け入れ問題を解決する政策を提言する。 

 

＜インドネシア看護師・介護福祉士＞ 

EPA 制度によりインドネシア人看護師・介護福祉士候補生の第 1 陣を受け入れた 2008 年から 2

年がたった今年、2 名のインドネシア人候補生と 1 名のフィリピン人候補生が看護師国家試験に

合格した。しかし、それは外国人の合格率が 1％程度であり、様々な問題点が指摘されているも

のの未だに大きな改善はなされていない。 

 そこで本稿では看護師・介護士受け入れの問題にも言及し概要や条件、概要などを取り上げて

問題点を調査し、更にフィールドワークをおこない現場の声を吸い上げた。以上の分析から先行

研究では見出されていなかった問題点を分析し、①マンツーマンでの指導による潜在看護師の派

遣と補助金の使い方②インドネシアでの日本語教育（E ラーニング）を政策提言とした。 

 

＜外国人技能実習制度＞ 

外国人研修・技能実習制度とは、開発途上国などの青壮年労働者を、主として事業協同組合（以

下、監理団体）を通じて日本の産業界が一定期間受入れ、日本の優れた技術・技能・知識を学ん

でもらい、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度である。最長三年の

在留が認められるが、これをいわば隠れ蓑にして、研修生や実習生を単純労働現場で雇うケース

が少なくない。時給 300 円で研修生を酷使するなど不当な低賃金労働などの事例が数多く報告さ

れてきた。こうした不正行為を是正するため、2010 年 7 月 1 日入管法の改正により、講習終了

後からの労働関係法令の適用、管理団体の役割強化などが明記された。抜本的改革ではあったが、

フィールドワークによるインタビューを通じて更なる改革が必要であるということを感じた。本

稿では以下三つの政策提言を行った。①日本語検定二級取得を在留資格要件に加える 

②免許更新制度 

③移民庁の設立 

 

 

＜日系ブラジル人をめぐる諸問題＞ 

近年、日本では移民の受け入れ方について数々の提言が存在する。日本経済団体連合は、外

国人労働者の定着化、国際的な人材獲得競争と、日本型移民政策の検討を挙げているii。     

政府も、外国人労働者短期就労制度、外国人を国内で有能な人材に育て、永住者として受け

入れる「日本型移民政策」、高度人材予備軍としての外国人留学生を積極的に受け入れる「留学
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生 30 万人計画」等、外国人の受入政策に関する各種提言を示し、どのような外国人をどのよう

な形で受け入れていくべきかに関わる「外国人受入れ政策」について、国民的議論を活発に行

う機運が高まってきているとしている。 

また、2008 年に起きた米金融危機以降の急激な景気後退による外国人労働者の雇用喪失に対

するセーフティー・ネット（雇用、住宅、教育等）のあり方についても考えるとしている。iiiiiiiiiiii 

日本における権威が、移民の在り方、または受け入れ方に関して提言を行う背景には、深刻

な少子高齢化問題があげられる。国立社会保障人口問題研究所iv によると、2050 年の日本の総

人口は、1億人を下回る約 9,515万人になるとされている。また、現在の 2010 年度の日本にお

ける平均年齢は 45、1歳であるが、2050 年には 54、3歳までに上昇するとされている。つまり、

現在の少子化対策では、少子高齢化に歯止めをかけることが出来ず、移民の労働力に頼らざる

を得ない状況が、今後一層強まっていくということが言える。 

少子高齢化が引き起こす問題は、日本国内における年金制度の破たん、貯蓄率の減少、経済

成長率の鈍化による国際競争力の低下などが挙げられる。これらの問題を考えていく上で、現

在の日本の移民の受け入れ方に関しての見直しは避けられないと思われる。 

日本が移民をどれくらい受け入れるかについてであるが、2050 年までに 1995 年の人口水準

で、総人口を維持するのであれば毎年約 31万人、15歳から 64歳までの生産年齢人口を維持す

るのであれば、毎年約 60万人、65歳以上人口に対する生産年齢人口の比率(扶養人口指数)を維

持するのであれば、毎年約 1,000 万人の移民を受け入れる必要がある、という報告書が 2000

年に国連経済社会人口部から出されている。v 

これは、あくまでも指標であるため、現実的な数値ではないと思われるが、これらの数を受け入

れなくとも、今後、少子高齢化が進むにつれ日本は今よりも多くの移民を受け入れなければなら

ないと考えられ、現行の制度改革の早期着手が望まれる。 
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第1章 インドネシア看護師・介護福インドネシア看護師・介護福インドネシア看護師・介護福インドネシア看護師・介護福

祉士祉士祉士祉士 

第１節第１節第１節第１節    先行研究先行研究先行研究先行研究 

〈＜用いた先行研究＞ 

 外国人看護師・介護福祉士の受け入れについて（大阪市立大学 朴一ゼミ） 

 来日第1陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施

設に対する追跡調査（九州大学アジア総合政策センター） 

 

＜先行研究の内容＞ 

①外国人看護師・介護福祉士の受け売れについて(大阪市立大学 朴一ゼミ) 

 全6章から成る。まず第1章で先行研究を紹介し、第2章では少子高齢化に伴う、日本にお

ける看護師・介護福祉士不足について言及し、第3章ではEPA 制度による外国人看護師・

介護福祉士の受け入れについての現状を述べている。また、ODA制度を使った政策提言を

おこなうので、第4章では日本のODA制度の概要と問題点について説明し、第5章ではイン

ドネシアの看護師が働く上で問題点が何であるかを見出すために、フィールドワークをおこ

ない神戸の適寿リハビリテーション病院へ赴き、看護師長とインドネシアからの研修生にイ

ンタビューをおこなっている。そして第6章では第2章から第5章までの分析により出てき

た、病院にかかるコスト、在留期間、日本語研修期間、受け入れ時期の４つを問題点とし、

①ODA制度による日本語学校の建設、②ODA制度による病院の建設、③ODA制度による病

院側のコストの負担、④受け入れ時期の変更、⑤在留期間の変更、といった５つの政策提言

をおこなっている。 

 

② 来日第1陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護

施設に対する追跡調査（九州大学アジア総合政策センター） 

 第1報から第3報まで成る。インドネシアからの第1陣の看護師候補者を受け入れた28病院

と介護福祉士候補者を受け入れた19介護施設を分析し、量的記述を中心に報告している。

第1報では「インドネシア人看護師・介護福祉士候補者の受け入れ理由」、「インドネシア人

候補者を受け入れての職場の変化」、「インドネシア人候補者の評価」、「職場での日本語能

力」、「EPAに対する意見」、「EPAに基づく今後の外国人看護師・介護福祉士の雇用につい

て」の分野でそれぞれの項目におき5段階で分け、量的分析をおこなっている。また、第2

報では、スピアマンの順位相関係数等の統計手法を用いて、外国人看護師・介護福祉士候補

者を受け入れた病院や介護施設の属性、受け入れ目的、職場の変化が候補者に対する評価、

EPAに対する評価、今後の雇用計画、総合的評価にどのように関連するのかを明らかにし

ている。第3報においては、EPAに基づく外国人看護師・介護福祉士の導入について、受け

入れ側である病院と施設では、受け入れの現状やその背景にどのような相違点があるのかを
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明らかにしている。第3報での統計手法は、カイ自乗検定、フィッシャーの直接確立法、T

検定などである。結論としてはEPAにより人の移動を持続可能なものにするために、外国

人ケアワーカーを導入することを提言し、受け入れ側と送り出し側の双方にとってメリット

があるような制度設計を求めている。また、日本語による試験合格のハードルは非常に高く、

そのためEPAによるこの制度を利用して日本で研修を受ける看護師・介護福祉士候補者が

減っていることが指摘され、持続可能なEPAのためには単に国家試験対策のための補助金

を配分するだけでは不十分であると述べている。 

 

〈先行研究を用いた意図と本稿での目的〉 

 これらの先行研究を用いたのは、外国人看護師・介護福祉士の受け入れの背景や課題がま

とまっており、量的な分析も施され、現状がよく把握できるように書かれているためである。

しかしその反面、双方の論文で政策提言の具体性や現実可能性にかけるものとなっている。

そこで、本稿では実際に医療現場で働く日本人看護師の方と外国人候補生に話を伺い、現行

の受け入れ制度を批判的に検証し、実現可能性を考慮に入れ、新たな政策提言をおこなった。 

 

 

 

第２節第２節第２節第２節    インドネシア看護師・介護福祉士の現状インドネシア看護師・介護福祉士の現状インドネシア看護師・介護福祉士の現状インドネシア看護師・介護福祉士の現状 

 

(１)EPA制度による看護師・介護福祉士受け入れについて 

 経済連携協定(EPA：Economic Partnership Agreement)が2006年にフィリピンで、

2007年にインドネシアと合意し、それに伴い日本への看護師・介護福祉士の受け入れが決

定した。そして2008年8月にインドネシアからの看護師・介護福祉士候補者の第1陣が来日し

た。当時インドネシアに対し日本は2年間で看護師候補者400 人、介護福祉士候補者300 人

を受け入れ上限として定めたが、日本の国会の承認が五月下旬ずれ込んだために告知・募集

期間が十分ではなかったことや、インドネシアには介護福祉士に相当する資格がないことか

ら看護師に募集を限定したこと、さらに希望者の半数が男性であるのに対し、受け入れ側は

女性を多く希望したことなどが原因で、結局看護師候補者104人、介護福祉士候補者101人の

計205人と予定を大きく下回った。１１１１ そして上院の批准が遅れていたが、2009年にはフィ

リピンからも受け入れが始まり第1陣が到着した。 

以後以下の表のように受け入れ人数が変化したが、2010年(平成22年)の受け入れ人数が大幅

に減少しているのが分かる。 

 

 

 フィリピン  インドネシア 

2008年(平

成20年) 

看護 - 104 名（47 施設） 

介護(就労) - 101名（53施設） 

介護(就学) - - 

2009年(平

成21年) 

看護 93 名（45 施設） 173 名（83 施設） 

介護(就労) 190名（92施設） 189名（85施設） 

介護(就学) 27 名（6 施設） - 

2010年(平

成22年) 

看護 46 名（27 施設） 39 名（19 施設） 

介護(就労) 72名（34施設） 77名（34施設） 

介護(就学) 10 名（6 施設） - 

 

                                                      
１１１１  2008/08/07 日本経済新聞より 
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 2009年の看護師国家試験では82人が挑戦したが合格者はなく、2010年2月の看護師国家試

験では254人中インドネシア人候補者2名とフィリピン人候補者1名が合格した。しかし、日

本人の合格率が90％以上である反面、外国人の合格率が１％と低く、以後日本語を簡素化な

どが検討されているが、実のところはまだ不明である。 

 

(２)外国人看護師・介護福祉士の受け入れの概要と条件 

 候補者は一定の資格と経験が入国の条件のため、専門知識は持つが、日本では無資格なの

で、病院や介護施設で研修を受けながら試験勉強をし、看護師候補者は上限３年、介護福祉

士候補者は上限４年のみの滞在期間中に国家試験を受験し、もし期間内に合格できなけれ

ば、母国へ強制的に帰国しなければならない。また、看護師国家試験が期間内に３度あるの

に対し、３年の実務経験が必要な介護福祉士国家試験は期間内に１度だけである。 

 日本への入国の条件、例えばインドネシアの看護師は母国での看護師資格と2年以上の看

護師の実務経験が必要、といったように存在する。以下それぞれの条件を表にまとめて示し

ておく。 

 

日フィリピンEPAに基づく看護師・介護福祉士受け入れの概要 

 看護師 
介護福祉士 

就労コース  就学コース 

目的 
看護師の国家資格取得

と取得後の就労 
介護福祉士の国家資格取得と取得後の就労 

在留資格 二国間の協定に基づく特定活動の在留資格 

活動内容

（国家資格

の取得前） 

日本国内の病院で就労・

研修（雇用契約を締結） 

日本国内の介護施設で

就労・研修(雇用契約を

締結) 

養成施設で就学 

活動内容

（国家資格

の取得後） 

日本国内の医療施設等

で看護師として就労 

（利用者宅でのサービス

を除く。） 

日本国内の介護施設で介護福祉士として就労 

（利用者宅でのサービスを除く。） 

在留期間

等 

・資格取得前：看護師３年、介護福祉士４年（養成施設の場合は、養成課程修了に

必要な期間）が上限 

・不合格・資格不取得の場合は帰国 

・資格取得後：在留期間上限３年、更新回数の制限なし 

・労働市場への悪影響を避けるため、受入れ枠を設定：当初２年間で1000人（看護

400人、介護600人）を上限 

入国の条

件 

・フィリピンの看護師資格

の保有者 

・３年間の看護師の実務

経験 

・日本人と同等以上の報

酬 

・「４年制大学卒業者＋

フィリピン介護士 

研修修了者（ＴＥＳＤＡの

認定保持）」 

又は「看護大学卒業者」 

・日本人と同等以上の報

酬 

・４年制大学の卒業者 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 9 

日本語等

研修 
入国後に６ヶ月間の日本語研修１１１１、看護・介護導入研修を実施 

送り出し調

整機関 
フィリピン海外雇用庁（ＰＯＥＡ） 

高等教育委員会 

（ＣＨＥＤ） 

受け入れ

調整機関 
（社）国際厚生事業団（ＪＩＣＷＥＬＳ） 

厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other07/dl/07-c.pdf) 

 

 

 

 

日インドネシアEPAに基づく看護師・介護福祉士受け入れの概要 

 看護師 介護福祉士 

目的 
看護師の国家資格取得と取得

後の就労 

介護福祉士の国家資格取得と取得後

の就労 

在留資格 二国間の協定に基づく特定活動の在留資格 

活動内容（国家資格

の取得前） 

日本国内の病院で就労・研修

（雇用契約を締結） 

日本国内の介護施設で就労・研修(雇

用契約を締結) 

活動内容（国家資格

の取得後） 

日本国内の医療施設等で看護

師として就労 

（利用者宅でのサービスを除

く。） 

日本国内の介護施設で介護福祉士と

して就労 

（利用者宅でのサービスを除く。） 

在留期間等 

・資格取得前：看護師３年、介護福祉士４年が上限 

・国家試験に不合格（資格不取得）の場合は帰国 

・資格取得後：在留期間上限３年、更新回数の制限なし 

・労働市場への悪影響を避けるため、受入れ最大人数を設定（平成22

年度は看護200人、介護300人） 

入国の条件 

・インドネシアの看護師資格の

保有者（看護学校の 

修了証書Ⅲ取得者又は大学の

看護学部卒） 

・２年以上の看護師の実務経

験 

・日本人と同等報酬の雇用契

約を締結 

・「大学又は高等教育機関の修了証

書Ⅲ以上の取得者＋介 

護士としてインドネシア政府から認定

された者」又は「看護 

学校の修了証書Ⅲ取得者又は大学

の看護学部卒業者」 

・日本人と同等報酬の雇用契約を締

結 

                                                      
１１１１ ・日本語能力試験2級程度の能力を有するものは、6ヶ月の日本語研修が免除され、雇用契約

が締結され、査証手続などの出国準備が整い次第、入国でき、JICWELSが手配する研修会場にお

いて実施する1週間程度の介護導入研修のみ受講することになる。 

(４)不法滞在等の問題が生じた場合の受入れの一時停止を含む、秩序立った受入れのための必要

な措置は日本政府が対処する。 
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日本語等研修 ６か月間の日本語研修１１１１、看護・介護導入研修を実施 

送り出し調整機関 インドネシア海外労働者派遣・保護庁（ＮＢＰＰＩＷ） 

受け入れ調整機関 （社）国際厚生事業団（ＪＩＣＷＥＬＳ） 

厚生労働省(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other21/dl/04.pdf) 

 

 

 

 受け入れ調整機関の国際厚生事業団(JICWELS)はコースとして看護師コースと介護福祉士

コースを定めている(フィリピンに関しては介護福祉士に就学コースと就労コースがある)。

看護師コースでは6ヶ月の日本語研修(日本語が十分であると認められて場合は免除)と看護

導入研修修了後、受け入れ施設(病院)で就労・研修をおこない看護国家試験を受けるコース

である。また、介護福祉士コースは6ヶ月の日本語研修(日本語が十分であると認められて場

合は免除)と介護導入研修修了後、受け入れ施設(介護施設等)で就労・研修をおこない、3

年間介護業務を行った後、介護福祉士国家試験を受けるコースである。ただし、フィリピン

のみに設定されている介護福祉士就学コースは、日本国内の介護福祉士養成施設へ入学し、

介護福祉士資格の取得後に介護福祉士として就労するコースである。 

 

 

(３)受け入れにかかるコスト 

 

経費 金額 支払い日時 経費の内容 

求人申込手数料 

31,500 円（税込） 

/受入れ機関当

たり 

職業紹介契約 

締結時 

・求人申請書の審査 

・求人、求職情報の翻訳・提供 

あっせん手数料 

138,000 円（税

込） 

/1 名当たり 

雇用契約書締結時 

・マッチング、雇用契約の締結支

援 

・来日支援とガイダンス、国内関

係機関 

・National Board との連絡・調整

に必要な経 

費 

National Board 

へ 

の手数料 

15,000 円 

/1 名当たり 
雇用契約書締結時 ・National Board の事務処理経費 

                                                      
１１１１ ・日本語能力試験2級程度の能力を有するものは、6ヶ月の日本語研修が免除され、雇用契約

が締結され、査証手続などの出国準備が整い次第、入国でき、JICWELSが手配する研修会場にお

いて実施する1週間程度の介護導入研修のみ受講することになる。 

(５)不法滞在等の問題が生じた場合の受入れの一時停止を含む、秩序立った受入れのための必要

な措置は日本政府が対処する。 
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滞在管理費 

21,000 円（税込） 

/1 名、１年間当

たり 

初年度は受入れ支 

援契約締結時、翌 

年度以降は年度当 

初 

・滞在者情報のとりまとめと国へ

の提供、受入 

れ機関・本人からの相談への対

応等に必要 

な経費 

・帰国費用 

日本語研修機関

へ 

の支払い 

約 36 万円 

/１名当たり 

（日額 2,000 円） 

日本語研修修了後 

1 か月以内 

・日本語研修機関への支払い  

（航空券代、日本国内移動費等の

来日経 

費、研修費（人件費・教材費）、宿

泊費、食費、研修生への「雑費」

（1 日 1200 円）の支給は日本語

研修機関が全額負担） 

 

出典：～インドネシア人看護師・介護福祉士受入れ枠組～｢求人登録申請の手引き｣』

(http://www.jicwels.or.jp/html/h21_Indonesia_pdf/h21_Indonesia_FORM/21indonesia_k

aigofukusi-guideline1.pdf) 

   

 受け入れ機関は外国人研修生を受け入れるにあたり、上記の表の額をJICWELS(国際厚

生事業団)に支払わなければならない。ただし、受け入れ機関において研修を実施するに当

たって、人員面・費用面で大きな負担となっているとの意見が多く、以下の補助金が都道府

県から支援されている。 

 ①日本語能力を高めるための日本語学校等への修学や講師派遣による研修実施に係る経

費の支援・・・研修生１人当たり117，00円 

 ②受け入れ施設の研修体制を充実させるための、研修担当者に対する経費や物件費等に係

る経費の支援・・・1施設当たり295,000円 

 

ただし、これは医療提供体制推進事業費補助金の事業の一つとなっており、後のフィールド

ワークで記すが、明確な使い道が示されておらず、医療機関によっては使用用途がはっきり

しないという意見が聞かれた。 

 

 

 

 

 

 
(４)受け入れ機関の要件 

 

受け入れ機関の要件として以下のことが決められている。 

受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件(病院病院病院病院) 

   ・看護学生の臨地実習に係る実習指導者が配置されていること 

   ・看護師・准看護師の員数が入院患者3人に対し1人以上の配置であること(精神病床に             

おいては入院患者4人に対し1人以上、療養病床においては入院患者6人に対し1人以上) 

   ・看護職員の半数以上が看護師であること 

   ・看護の組織部門が明確に定められていること 

   ・看護基準が作成・常時活用され、看護手順が作成・評価され見直されていること 

   ・看護の記録が適正に行われていること 
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   ・過去3年に、フィリピン人看護師候補者等の受け入れに関して虚偽の求人申請、二重

契約の不正行為をしたことがない医療法人等の受け入れ機関が設立していること 

 

研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件(病院病院病院病院) 

・看護師国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること 

・研修責任者(研修を統括)の配置、研修支援者(専門的な知識・技能に関する学習支援・日本

語の学習支援・生活支援)の配置等必要な体制が整備されていること(最低1名) 

・研修責任者は原則として看護部門の教育責任者とすること 

・研修支援者は原則として3年以上の業務経験のある看護師とすること 

・日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること 

・日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受け取ることを内容とするこ

と 

・1施設が1年あたり受け入れる人数は、メンタルヘルスケアの観点から、原則として2名以

上とし、研修の適正な実施体制を確保する等の観点から、原則として5名以上とする。 

 

受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件受け入れ機関の要件(介護施設介護施設介護施設介護施設) 

・介護福祉士養成施設における実習施設と同等の体制が整備されていること 

・介護職員の員数が法令に基づく職員等の配置基準を満たすこと 

・常勤の介護職員の4割以上が介護福祉士資格を有する職員であること 

・過去3年に、フィリピン人看護師候補者等の受け入れに関して虚偽の求人申請、二重契約

の不正行為をしたことがない医療法人等の受け入れ機関が設立していること 

 

研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件研修・雇用契約の要件(介護施設介護施設介護施設介護施設) 

・介護福祉士国家試験の受験に配慮した適切な研修内容とすること 

・研修責任者(研修を統括)の配置、研修支援者(専門的な知識・技能に関する学習支援・日本

語の学習支援・生活支援)の配置等必要な体制が整備されていること(最低1名) 

・研修責任者は原則として5年以上介護業務に従事した経験があり、かつ、介護福祉士の資

格を有すること 

・日本語の継続的な学習、職場への適応促進及び日本の生活習慣習得の機会を設けること 

・日本人が従事する場合に受け取る報酬と同等額以上の報酬を受け取ることを内容とするこ

と 

・1施設が1年あたり受け入れる人数は、メンタルヘルスケアの観点から、原則として2名以

上とし、研修の適正な実施体制を確保する等の観点から、原則として5名以上とする。 

 

 

 

第３節第３節第３節第３節    フィールドワークによる問題分析フィールドワークによる問題分析フィールドワークによる問題分析フィールドワークによる問題分析 

フィールドワーク 

インタビュー①加納総合病院看護婦長 山口様 

 
１、 なぜインドネシア人を受け入れようと思ったか？？ 

実際山口さん自身は反対だった。国家試験を３年で合格させるのは厳しいから。 

理事長の判断で受け入れ。院長は公の役員ということもあり、受け入れを依頼されていた。

また１陣を受け入れた病院のから、職員の活性化という魅力を伝えられていた。 

 
２、 インドネシア人看護師に対する患者さんの反応は？ 

よく理解してくれている。協力的 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 13

 
３、 日本人看護師とインドネシア人の関係は？ 

良い関係を保っており、インドネシアの看護師はいつも一生懸命なのでよいモチべーショ

ーン維持になっている。 

 
４、 想定していなっかたん難点は？ 

すべてを一から教育しないといけないこと 

 
５、 国家試験対策は 

週４回ボランティア、週３回２－５時まで職員の方によるマンツーマン教育 

 
６、 候補者の仕事内容は 

看護補助者として体を拭いたり、寝間着の交換などの身の回りのお世話、注射や検査の説

明はできない 

 
７、 入国条件についてどう思うか 

入国の段階である程度の日本語能力を習得しておいてほしい。 

 
８、 経済的な負担？ 

インドネシア看護師に対しては介護福祉士の給料、特別に看護師寮の利用権利、初期の雑

費 

  ただある病院では勉強にあてている午後の部分の給料を差し引いているという事実がある。

インドネシア看護師内でも不平等が生じている。 

 
９、 看護師試験に使用されているような専門用語は実務でも必要か？ 

はい。日常の仕事で頻繁に使うことはなくとも、ドクターに状況をスムーズに伝えるため

に必要 

 

 
１０、 インドネシアの看護師にも必ず日本人と同じ試験を受ける必要があると思うか 

    もちろん同じ条件で同じ試験内容を理解する必要性がある。インドネシア人と日本人が

かかる主な病気というのは違うので、それにあわせた勉強が必要であるから。 

    
１１、 制度に関する不満改善点は？？ 

    補助金をもらえるのはありがたいが使い道を明確にしてほしい。 

    日本語を日本に来る前の段階である程度学んでおいてほしい。 

    国家試験不合格となった場合の対応を考えてあげてほしい。 

 

インタビュー② 加納総合病院 インドネシア看護師ハルニさん 

 

日本になぜ来たか？ 

日本の医療を学ぶため。 

 

国家試験を勉強する上での負担は？ 

日本語、特に漢字。また日本の文化や社会を病院で働く前にもう少し知っておきたかった。 

 

国家試験自体に対してどう考えている？ 



ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０ＩＳＦＪ政策フォーラム２０1０発表論文０発表論文０発表論文０発表論文 11th – 12th    Dec. 2010 

 14

国家試験自体は看護師の質がさがってはいけないと考えているため、レベルを変える必要はな

い。 

 

現在どれくらいの時間勉強にあてている？ 

毎日午後から病院での勉強プラス家庭学習３－４時間 

 

この制度について望む点・改善してほしい点は？ 

私自身は恵まれているが友人で午後の時間を勉強にあてられず、働かなくてはいけない環境の人

がいる。そのような病院間での違いをなくしてあげてほしい。 

 

財団法人海外技術者研修協会 

 

過去に何人のインドネシアの看護師・介護師を卒業させたか？ 

―全国で 104 人、大阪で 56 人 

 

授業の時間数は？ 

―平日朝 9:00 より 17:30 土曜 9:00 から 12:00 まで 

 

基本的に日本に来られたばかりの看護師の語学レベルは？ 

―個人差はあるがほとんど人はゼロからスタート 

 

日本語研修を受けられている看護師・介護師の授業料はすべて政府負担か？ 

―すべて政府負担で、また移住・食事にかかる費用も負担 

 

印象としてはスタッフの方の対応、授業形態、時間数より、しっかりとした日本語教育がなされ

ていると感じた。しかし日本語をゼロからのスタートで６ヶ月という期間で仕事レベルの日本語

能力を養うのは難しい部分もあるとおっしゃっていた。これは私たちが外国語を６ヶ月でビジネ

スレベルまで向上できるかと考えた場合、想像がつきやすいだろう。 

 

 

主にインタビューで新たに得たこと 

国家試験合格のための具体的なサポート体制の甘さ 

→具体的にどのような教育が最も効率が良いか？ 

各病院でのサポートの違い（給料の支払い、勉強時間） 

 

 

 

第４節 政策提言 
 
１、 マンツーマンでの指導による潜在看護師の派遣：補助金の使い道 
問題点にも挙げたように、インドネシアの看護師たちにとって国家試験を独自の勉強だけで

合格するのは非常に困難ことである。現在政府から、インドネシアの看護師を受け入れてい

る病院に対して補助金を出しているがその使い道が有効でなければならない。 
現在日本には潜在看護師いわゆる看護師の資格を保持しておりながら看護師として勤務し

ていない人が約６５万人いると言われている。 
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日本における潜在看護師数の推定と年齢・コーホート効果への分解 中田喜文/ 宮
﨑 悟 
 
そこでこれらの潜在看護師たちを政府からの一つの補助金を用いて、国家試験対策の指導と

して雇うというのが提言である。 
インドネシアの看護師候補者にとっては国家試験をマンツーマンで勉強できるチャンスを

得て、潜在看護師にとっては新しい雇用のチャンスとなる。インドネシアと日本の国家試験

の内容の傾向は大きく違う。候補生たちがはっきりとどの部分を理解していなくて、どこに

問題があるのか、そしてどう改善することで国家試験合格に結びつくのかを把握するにはマ

ンツーマン指導が大切になってくるだろう。国家試験の指導を行うのはやはり実際その試験

を通過した人たちから、学ぶのが効率的であろう。そこで現在日本で多数存在している潜在

看護師を講師として雇い、候補生たちのより深い国家試験の対策を可能にする。 
 
 
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/07/s0729-9g.html 
２、 インドネシアでの日本語教育（Eラーニング） 
 
看護師候補生たちにとって一番の課題となるのは、日本語のレベルである。国家試験を合格

するにあたってもちろん専門的な知識が必要である、しかしそれ以前に日本語のレベルがあ

る程度保持されていなければそれ自体の勉強も難しくなる。現状では、候補生たちは病院で

実習を受け始める前に６か月の日本語研修を受講する。しかしインドネシアの看護師たち本

人が述べていたように、６か月ではまだまだ十分ではなく、日常のコミュニケーションはと

れても仕事の場では苦労する部分がほとんどである。そこで日本語教育に力を入れるという

面でインドネシアにおいての日本語教育の強化として、eラーニングにおける日本語教育の

導入を提言する。日本語の勉強の基礎をインドネシア国内で習得してから始めることで、日

本での日本語教育の場では医療に関する言語を学ぶことも可能になる。今回フィールドワー

クをさせていただいた病院の方もおっしゃったように日本に前の段階で、基礎の言語を学び、

日本語学校では少し医療のことについて学んでいてほしい、この要望にも応えることができ

る。 
 
 

 

 

 

〈出典〉 

http://www.jicwels.or.jp/ (国際厚生事業団) 

http://www.mhlw.go.jp/ (厚生労働省) 
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http://www.mofa.go.jp/mofaj/ (外務省) 

http://www.wam.go.jp/ (ワムネット) 

外国人看護師・介護福祉士の受け入れについて（大阪市立大学 朴一ゼミ） 

来日第1陣のインドネシア人看護師・介護福祉士候補者を受け入れた全国の病院・介護施設

に対する追跡調査（九州大学アジア総合政策センター） 
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第２章第２章第２章第２章    外国人技能実習生外国人技能実習生外国人技能実習生外国人技能実習生 

第１節第１節第１節第１節    外国人研修・技能実習生受け入れの背景外国人研修・技能実習生受け入れの背景外国人研修・技能実習生受け入れの背景外国人研修・技能実習生受け入れの背景 

 

１．沿革 

外国人研修・技能実習制度とは、開発途上国などの青壮年労働者を、主として事業協同組合（以

下、監理団体）を通じて日本の産業界が一定期間受入れ、日本の優れた技術・技能・知識を学ん

でもらい、帰国後に母国の経済発展に役立ててもらうことを目的とした制度である。1960年代後

半に、海外進出した日本企業が現地法人から現地社員を招へいし、技術や知識を習得した現地社

員が、帰国後、その技術を母国（開発途上国）で発揮させたことから、国際貢献と国際協力の一

環として1981年に在留資格が創設された。 

 こうした実績の積み重ねの中で、1980年代末、少子高齢化の進展、ボーダレス社会の実現、高

度情報化の進展により、外国人労働者問題にどう対応するかという問題が政治・経済・社会等の

場で大いに議論され、その結果、1990年の入管法改正に伴い、政府は従来の研修制度を大幅に見

直し、より幅広い分野における研修生受け入れを可能とする途を拓いた。具体的には、受け入れ

方式については、従前の企業単独型に加え、中小企業団体等を通じて中小企業等が研修生を受け

入れる団体管理型の受け入れが認められた。 

 さらに政府は、研修生拡充の観点から、1993年、研修を修了し所定の要件を充足した研修生に、

雇用関係のもとでより実践的な技術・技能等を習得させ、その技術等の諸外国への移転を図り、

それぞれの国の経済発展を担う人づくりに一層協力することを目的として技能実習制度を創設

した。 

 

２．受け入れの種類 

 研修生の受け入れには、前述のように、主に「企業単独型」と「団体管理型」がある。「企業

単独型」は主に海外に拠点をもつ企業や現地法人、海外取引先企業の常勤の職員を研修生として

受け入れを行っており、「団体管理型」は商工会議所、事業協同組合など中小企業団体、財団法

人・社団法人が第一次受け入れ期間となり、その指導・監督のもとに参加の会員企業が第二次受

け入れ機関として受け入れを行っている。 

３．プル要因 

1980年代の半ばからバブル崩壊による不況に見舞われるまで、日本経済は内需拡大による好

景気に支えられた結果大きな経済発展をとげた。この時期の実質GDP の上昇率は、87年から91

年にかけ、5％から6%という欧米諸国に比べれば2倍程度の高い伸びを示し、その結果、日本の

労働市場において人手不足が深刻化していった。雇用動向を示す指標の一である有効求人倍率

は、これを見ると1987年の0.7%から92年の1.08倍へと大幅に上昇したことがわかる。1990年・

91年では1.4倍という数値を記録し、深刻な求人超過の状態に陥った。 

 1992年以降、バブル崩壊の影響を受けて有効求人倍率も低下傾向を示し、求職者数が求人数

を上回る求職超過の状態になっているが、これによって必ずしも完全に人手不足問題が解決した

わけではない。というのも、1980年代後半以降の人手不足はすべての企業に同じように襲った

わけではなく、業種や規模によってかなりのばらつきがあったからである。厚生労働省が毎年発

表している雇用動向調査による、1987年以降現在までの欠員率（企業で不足している人の率）
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の推移は、産業別では建設業が1991年をピーク（約12％）として欠員率が急上昇し、製造業で

も91 年には6.7％という高い欠員率を示した。同様のことは職種別欠員率にも表れており、同じ

時期、人手不足が深刻化した職種は建設作業員や販売員といった分野であった。さらに、企業の

規模別で欠員率では、1991 年、従業員が30 人未満の小規模事業所の欠員率は1,000人以上抱え

る大企業の欠員率の3 倍以上に当たる10％という深刻な状況にあった。つまり、バブル時代に

特に人手不足が深刻であったのは、小規模の建設業や製造業の分野であったことがわかる（厚生

労働省『平成17年雇用動向調査』） 

 経済不況にある現在欠員率は低下傾向にあり、1999年時点で欠員率は1％に満たないが、その

中でも建設業は最も欠員率が高く、小規模事業所の欠員率は大企業の3 倍近くあるという構図

は変わっていない。こうした欠員率の数字を見ると、80年代後半以降の人手不足は、すべての

企業を平均的に襲ったわけではなく、3K（キツイ、キタナイ、キケン）の代表と言われる職種

に特に人が集まらなくなってきたことがわかる。このような状況の中、日本の研修・技能実習制

度に対する中小企業のニーズが高まっていったのである。 

このような、日本が研修生・技能実習生を引き寄せる要因である、プル要因が挙げられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 有効求人倍率 

 

出典：厚生労働省安定局 

 

４．プッシュ要因 

外国人研修生の日本への流入を支えている最大の理由は、日本と供給国側の所得格差と言える

だろう。現在の、日本と発展途上国との所得格差を検証するためにGNI（Gross National 
Income）を比較してみたい。下図は2005 年度の各国のGNI を比較したものである。日本は１

人当たり38,410 ドルの所得がある一方で、フィリピンや中国、インドネシアといった途上国で

はその数％の所得にしか満たない。無論、これは国民総所得の比較なので、そのまま所得の比較

と見るには無理があるだろう。物価水準の違いなども考慮しなければならない。しかしそれらを

考慮しても、この決定的な経済格差はアジアの近隣諸国の人々が日本に出稼ぎに来ようとする強

い動機を与えるには十分であったと言えるだろう。 

また次に、研修生の国別失業率の推移を見てみると、フィリピン、インドネシアなどは5％以

上の高失業率であることがわかる。ちなみに中国の失業率は、経済発展が目覚ましい都市部に限

ったものであるため、中国全体としてはさらに失業率が高いことが予想される。たとえ日本との
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所得格差が大きくても、自国である程度の雇用が保障されていれば、外国に出稼ぎにいく必要性

はあまり感じないであろう。しかし自国で仕事を見つけるのが難しく、かつ日本に来れば自国の

何十倍もの所得が得られるとなれば、途上国の労働者が日本に向かうのはごく自然な動きである

と言える。 

図 2 各国の GNI 比較（2005） 

出典：『Date&Statistics』 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 3 各国の失業率 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：総務省統計局 世界の統計より作成 
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第２節第２節第２節第２節    外国人研修生の現状と問題点外国人研修生の現状と問題点外国人研修生の現状と問題点外国人研修生の現状と問題点 

１． 受け入れ人数の推移 

 全国の外国人研修生受け入れ人数は、93 年の技能実習制度創設以降、増加傾向にある。2008

年は 99,400 人で 93 年の 38,647 人と比べ 2.5倍に増加している。技能実習生も含めれば 18．9

万人以上が日本に在留している。 

図 4 外国人研修生受け入れ人数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

出展：法務省 出入国管理統計より作成 

 

 
２．職種別受け入れ状況  

 外国人研修生の職種別受け入れ状況をみると、衣服・繊維製品製造作業者が 18.7％、食料品

製造業者 15.3％、金属加工作業者 9.7％、農業作業者 9.6％の順になっている。幅広い職種にわ

たって受け入れが行われている。 

 

図 5 職種別外国人研修受け入れ状況（2008） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：JITCO白書 2008 

 

 
３．問題点 

 研修生と技能実習生の違いは図 7 のようになる。前制度では技能実習制度と認定されて賃金

が支払われるが、研修生の段階では原則として就労が認められないため、わずかな研修手当は支

払われるが、賃金は支払われない。 
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 具体的には以下の不正事例が報告されている１１１１。 

 

①神奈川県の製菓メーカーでは、研修生を「菓子製造の研修」として受け入れたが、実際には出

来上がった歌詞を包む作業しかさせていなかった。 

 

②福岡県の製法業者は、研修生・技能実習生が屋外に出ただけで、1000 円の罰金を賃金から天

引きしていた。 

   

③山梨県の製造業者は、実習生から旅券と預金通帳を取り上げ、返却を求められても拒否してい

た。 

 
第３第３第３第３章章章章    外国人技能研修・技能実習制度の改正について外国人技能研修・技能実習制度の改正について外国人技能研修・技能実習制度の改正について外国人技能研修・技能実習制度の改正について 

１．各省庁の改正案 

 上記のような事例が数多く発生していたため、厚生労働省、経済産業省、法務省は研修・技能

実習制度についての見直しを行った。しかし、見直しにあたって、それぞれの省庁が示した案は

内容が全く異なるものであった。以下には厚生労働省案、経済産業省案、長勢元法務大臣案をま

とめた。現行の制度は研修一年、技能実習二年である。 

① 厚生労働省案 
・研修制度を廃止し、技能実習制度に一本化する。最初から雇用関係のもとで 3年
間の実習とし、労働法関係法令の適用をはかる。 
・技能実習の実効性確保のため、実習終了時の技能検定 3級レベルの評価を義務付

ける 
・ガイドラインの設定等により、日本人との同等報酬要件の実効性確保する。 
・企業単独受け入れに限り、実習 3年を修了し、一時帰国後、最長 2年間の再実習

を認める。 
・ブローカー対策等の為、不正行為を行った企業に対する罰則を強化する。 
・巡回指導の強化など、JITCOのチェック機能を強化する。 

② 経済産業省案 
・研修 1年と実習 2年の枠組みは維持し、制度趣旨の徹底や指導強化、罰則強化に

より研修・技能実習生の保護を図る。 
・技能実習終了時に、技能検定 3級受験等、技能評価を義務づける。 
・産業実態に合った職種設定の在り方を検討するとともに、新たな職種等の追加、

見直しをする。 
・優秀で意欲あるものに、一時帰国後、2年程度の再実習を認める「高度技能実習

制度」を導入する。 
・受け入れ企業の審査、評価を行う期間を創設し、新設機関に有料と認められた企

業は、企業規模を問わず高度技能実習を実施できる。 
・JITCOの指導部門を強化し、巡回指導の充実を図る。 

③ 長勢元法務大臣案 
・労働力確保の観点から「短期外国人就労制度」を創設し、単純労働を受け入れる。 
・技能実習制度は廃止し、研修制度も見直しする。 
・外国人の就労期間は 3年間とし、再就労は認めない。 

出典：厚生労働省 研修技能実習制度研究会資料をもとに作成 

 厚生労働省案は、労働法制の対象とならない 1 年目の研修を廃止し、技能実習を 3 年とする

ことで、実習生の保護をはかろうとする。期間の延長については、大企業を中心に再技能実習を

                                                      
１１１１ 『朝日新聞』2008年 5月 10日 
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2 年間認め、通算 5 年間の滞在を可能としている。一方、経済産業省の案は、1 年間の研修、2

年間の技能実習という現行の体制を維持し、期間の延長については、一時帰国の上、再度 2 年

間の高度技能実習を可能にし、最長で 5 年間の滞在を認めている。しかも、この高度技能実習

に関しては、中小企業でも可能としている。これまでの制度と比べてもあまりコストがかからず、

また多くの企業が利用可能な制度のままにおこうとする案である。いずれも現行の研修・技能実

習制度の手直し案であるが、労働者保護の立場に立つ厚生労働省、産業界の立場に立つ経済産業

省の主張の違いを調整することは難しい。さらに、長勢元法務大臣案は、研修制度を見直し、技

能実習制度を廃止して「短期外国人就労制度」を創設し、期間を 3 年と定めた上で、事実上単

純労働分野への外国人の受け入れを解禁する、とした。これは従来の、単純労働の為の外国人は

受け入れないとする方針を 180 度転換するものであった。厚労相、経産相はこの案を相次いで

批判し、参照の隔たりは大きかった１１１１。 

 

 
 
２．改正について 

 主な改正点は以下のとおりである。 

ⅰ在留資格「技能実習」の創設 

 従来の制度では、一年目の在留資格は「研修」、二年目・三年目は「特定活動（技能実習）」で

あったが、新制度では、一年目「技能実習 1号」、二年目・三年目は「技能実習 2号」という在

留資格が新設された。ただし、「技能実習 1号」から「技能実習 2号」へ移行するには、従来同

様に移行試験（技能検定基礎 2級）に合格する必要がある。 

ⅱ2ヶ月間講習終了後から労働関係法令を適用 

 従来の制度では、1 年目は、あくまでも研修生であることから、雇用契約を結ぶことができな

かった。新制度では、入国前に雇用契約を結ぶことにより、労働者として、1 年目から労働基準

法や最低賃金法等の労働関係法令が適用される。ただし、原則 2 ヶ月間の講習中は適用外とな

る。 

ⅲ管理団体の役割強化 

 「団体管理型」の場合、従来の制度では、受け入れから 1 年間が管理２２２２の対象機関であったが、

新制度では、受け入れから帰国までの 3 年間に変更となった。 

 

図 6 従来制度の概要 

入国                                    帰国 

     一年目          二年目          三年目 

 

 

《非実務研修・実務研修》 《技能実習移行対象職種について企業等での技能実習》 

 

              労働関係法令適用 

 

                                                      
１１１１ 石井由香 2007「日本の外国人・移民政策の現在」『アジア遊学』第 104号 132p－133p 
２２２２管理とは、技能実習が適正に実施されているか確認・指導することをいう。 

研修 特定活動（技能実習） 特定活動（技能実習） 
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図 7 新制度の概要 

 

団体による管理 

 

            技能検定    

入国         基礎二級合格                    帰国 

    

  一年目            二年目          三年目 

 

 

 

講習:《企業での技能習得》  《技能実習移行対象職種について企業等での技能実習》 

2ヵ月  

労働関係法令適用 

 
 

第４第４第４第４章章章章    フィールドワークによる実態調査と政策提言フィールドワークによる実態調査と政策提言フィールドワークによる実態調査と政策提言フィールドワークによる実態調査と政策提言 

 

１．フィールドワークによる実態調査 

私は、外国人研修生・技能実習生の実態調査のため、管理団体であるオール電算協同組合（大

阪府守口市）、技能実習生受け入れ先企業である葉田工業株式会社（大阪府大阪市）にてフィー

ルドワークを行った。オール電算協同組合では、来日して三週間の講習生ブンさん（23）、とブ

ンさん（21）にインタビューを行い、葉田工業では代表取締役の秦良典さん、技能実習生のコ

ウさん（28）、チョウさん（27）にインタビューを行った。 

今回のフィールドワークに快くご協力いただいたオール電算協同組合の金真義さん、中野礼子

さんをはじめとする皆様、葉田工業の皆様に深く感謝の意を述べたい。 

① インタビュー（１） 
※インタビュー結果をそのまま反映したものであるので、その点はご了承ください。 

協力いただいたのはブンさん（23）、ブンさん（21）。 

１． なぜ日本に来たのですか？ 

ブン）家族のためです。 

ブン）自分の将来のためです。 

２． 日本で苦労することは何ですか？ 

二人）中国と日本の文化の違いです。日本独自のルールやマナーがたくさんあり、まだ慣れませ

ん。例えば、ごみの分別、交通ルールはとても難しいです。 

３．三年間という期間はどうですか？ 

二人）とても緊張します。 

４．不安はありますか？ 

ブン）はい。さみしくなると母に電話をします。一週間に三日くらい。 

ブン）はい。私もさみしくなると父や母に電話をします。私は一週間に一度くらいです。 

 

 
技能実習 

 
技能実習 

 
技能実習 
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ブンさん（23）とブンさん（21）はともに勤勉で日本語検定三級を取得しています。もともと

中国の同じ工場で働いていたそうで、工場長からの推薦で日本に来日したそうです。 

 

② インタビュー（２） 
協力いただいたのは秦良典さんと奥さん。 

１． 業務内容について教えてください？ 

いわゆる鉄工所です。消防車の溶接などを行っています。 

２． いつから技能実習生を受け入れていますか？ 

2 年半前です。 

３． なぜ外国人技能実習生を受け入れようと思ったのですか？ 

人手不足です。日本人を雇っても三カ月かそこらでやめてしまうので困っていました。知り合い

の企業さんが「中国人はまじめでよく働くからいいよ。」ということを聞き、実習生を受け入れ

てみようと思いました。 

４． 三年間の実習の流れを教えてください。 

まず、最初はどれくらい仕事ができるのかわからないので、雑用から。次に溶接、現在は品質検

査までやってもらっています。ただ、三年という限られた時間ではすべてを身につけてもらうこ

とは難しいです。 

５． 外国人技能実習生との間でなにか問題はありますか？ 

文化の違いや言葉の問題です。とくに言葉のほうは問題です。普段は何となくコミュニケーショ

ンはとれるのですが、トラブルが起こり説明してもらったときは、全く意味がわかりませんでし

た。 

６． 実際に受け入れてみてどうでしたか？ 

本当によかったと思います。うちの実習生は本当にまじめで、賢い。雑用もしっかりしてくれる

し、そういったことを頼んでも嫌な顔一つもしないので情がわきます。あいつらおらんかったら

どないなるねんと思いますよ。 

③ インタビュー（３） 
協力いただいたのはコウさん（28）、チョウさん（27）。 

１． なぜ日本に来たのですか？ 

コウ）溶接を勉強するためです。 

チョウ）お金を稼ぐためです。また、日本のことを知るためです。 

２． 来日する前の日本のイメージはどうでしたか？ 

コウ）技術が発達しているというイメージです。日本人は親切だというイメージもありました。 

チョウ）全然わかりませんでした。 

３． 仕事はどうしてきたのですか？ 

二人）やめてきました 

４．三年という期間はどうですか？ 

コウ）もっと長いほうがいいです。その分お金も稼げます。 

５．日本で苦労することはありますか？ 

コウ）特にないです。 

チョウ）日本語です。 

６．帰国してからどうする予定ですか？ 

コウ）前の会社で働きます。 

チョウ）コンビニを経営するつもりです。 

 

④ フィールドワークのまとめ 
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調査結果から以下の問題を取り上げた。 
ⅰ言語の問題 
ⅱ外国人技能実習制度の期間の問題 

以上の問題を解決するため以下の政策提言を行う。 

 

 

２．政策提言 

１．日本語検定二級習得を入国要件に加える 

一番の問題は言語であろう。今回インタビューをさせてもらったチョウさん、コウさんは日本

語をほとんど話すことができず、通訳を通してようやく会話ができるという状態であった。例え

職場で会話を必要とすることがなくても、何か大きな問題が起こりそれを技能実習生に説明して

もらう場合、日本語が話すことができなければ厳しいものがある。 

２．免許更新制度 

この制度は最長三年の在留期間を延長することを目的とした制度である。技能実習生として来

日三年経過後、日本での実習を延長したい者でかつ勤務状態に問題がない者（団体管理の判断に

よる）に対して、日本語検定試験、技能検定をうけ、合格点に達すれば日本在留免許が交付され、

その先一年間日本で働くことができる。この免許の更新期間は一年と定め、一年ごとに日本での

労働意欲があるものは上記の二つの試験をうけ、合格点に達すれば更新とする。 

３．移民庁の設立 

 現在、技能実習制度をはじめとする外国人の受け入れに関する政策的な動きが活発化してい

る。しかし、その動きは、個別の受け入れ事案について第五章でみたように統一的な受け入れ政

策の枠組みは作られているわけではなく依然として縦割り行政の影響は大きい。総合的な移民政

策の策定の必要性はいうまでもないだろう。 

 
先行論文・参考文献・データ出典 
先行論文 

外国人労働者受け入れへの対策～研修生・技能実習生,外国人看護士・介護福祉士受け入れ 

の両点から～（大阪市立大学 朴一ゼミ） 

参考文献 

加藤剛（2010）『もっと知ろう！！わたしたちの隣人―ニューカマー外国人と日本社会―』世界

思想社 

鈴木江理子（2009）『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 

野林健・大芝亮・納家政嗣・山田敦・長尾悟（2007）『国際経済学・入門』 有斐閣アルマ 

石井由香（2007）「日本の外国人・移民政策の現在」『アジア遊学』第 104号 

データ出典 

http://www.mhlw.go.jp/(厚生労働省) 

http://www.moj.go.jp/（法務省） 

外国人労働者受け入れへの対策～研修生・技能実習生,外国人看護士・介護福祉士受け入れ 

の両点から～（大阪市立大学 朴一ゼミ） 

http://www.jitco.or.jp/（国際研修協力機構） 

http://www.soumu.go.jp/（総務省） 

『朝日新聞』2008 年 5月 10 日 
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第第第第 3 章日系ブラジル人をめぐる諸章日系ブラジル人をめぐる諸章日系ブラジル人をめぐる諸章日系ブラジル人をめぐる諸

問題問題問題問題 

１、１、１、１、日本における外国人登録者数日本における外国人登録者数日本における外国人登録者数日本における外国人登録者数 
 

2009 年度の日本における法務省登録外国人統計の外国人登録者数をみると、2,186,121 人で

あり、国籍の内訳として、多い順に、中国が 680,518 人、韓国・朝鮮が 578,495 人、ブラジル

が 267,456 人となり、これら 3カ国で日本に住む外国人の約 7割を占めている。vi 

本稿表 1 の 2009 年度在留資格で見た場合、中国は、永住者、留学、特定活動の順に多い。 

韓国・朝鮮においては、特別永住者としての在留資格が圧倒的に多く、全体の約 7 割を占め

ている。 

ブラジルは、永住者、定住者、日本人の配偶者としての在留資格で登録者が多く、特に、定

住者、永住者の在留資格が際立っており、この 2つで全体の在留資格の 8割以上を占めている。
vii 

表表表表 1                                        外国人登録者数上位外国人登録者数上位外国人登録者数上位外国人登録者数上位 3 国国国国     

2006 年年年年 2009 年年年年 

国国国国 総数総数総数総数 国国国国 総数総数総数総数 

韓国・朝鮮 598,219 中国 680,518 

中国 560,741 韓国・朝鮮 578,495 

ブラジル 312,979 ブラジル 267,456 

最も多い在留資格最も多い在留資格最も多い在留資格最も多い在留資格 

韓国・朝鮮 特別永住者 438,974 中国 永住者 156,295 

中国 永住者 117,329 韓国・朝鮮 特別永住者 405,571 

ブラジル 定住者 153,141 ブラジル 永住者 116,228 

法務省 登録外国人統計より作成 
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表表表表 2        外国人登録を行う際に必要な在留資格外国人登録を行う際に必要な在留資格外国人登録を行う際に必要な在留資格外国人登録を行う際に必要な在留資格 

活動に基づく在留資格活動に基づく在留資格活動に基づく在留資格活動に基づく在留資格 

在留資格在留資格在留資格在留資格 就労期間就労期間就労期間就労期間 就労就労就労就労 

外交 外交活動を行う期間 可 

公用 公用活動を行う期間 可 

教授 3 年又は 1 年 可 

芸術 3 年又は 1 年 可 

宗教 3 年又は 1 年 可 

報道 3 年又は 1 年 可 

経営・投資 3 年又は 1 年 可 

法律・会計業務 3 年又は 1 年 可 

医療 3 年又は 1 年 可 

研究 3 年又は 1 年 可 

教育 3 年又は 1 年 可 

技術 3 年又は 1 年 可 

人文知識・国際業務 3 年又は 1 年 可 

企業内転勤 3 年又は 1 年 可 

興行 1 年、6月又は 3月 可 

技能 3 年又は 1 年 可 

特定活動  

exワーキングホリデイ 

3 年、1 年又は 6月 可 

 

表表表表 3 

 

 

 

*東京外国人雇用サービスセンターによる入管法別表をもとに、就労の可否に着目して加工したものをもとに筆者作成 

○可 は、制限のない就労が可能であることを表す。 

 

就労は出来ない在留資格就労は出来ない在留資格就労は出来ない在留資格就労は出来ない在留資格 

在留資格在留資格在留資格在留資格 在留期間在留期間在留期間在留期間 就労就労就労就労 

文化活動 1 年又は 6月 不可 

短期滞在 90 日、30 日又は 15 日 不可 

留学 2 年又は 1 年 不可 

就学 1 年又は 6月 不可 

研修 1 年又は 6月 不可 

家族滞在 3 年、2 年、1 年 

6月又は 3月 

不可 

身分又は地位に基づく在留資格身分又は地位に基づく在留資格身分又は地位に基づく在留資格身分又は地位に基づく在留資格 

在留資格在留資格在留資格在留資格 在留期間在留期間在留期間在留期間 就労就労就労就労 

永住者 無期限 ○可  

日本人の配偶者 3 年又は 1 年 ○可  

永住者の配偶者 3 年又は 1 年 ○可  

定住者 3 年又は 1 年 ○可  
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日本における外国人登録者数上位 3 国の在留資格を見た場合、制限のない就労の在留資格の

もとで、外国人登録を行っているのは、ブラジル人が一番多い。つまり、出稼ぎのために来日

している外国人は、ブラジル人が一番多いということが言える。 

 また、2009 年度の日本における外国人登録者数を、中国とブラジルの人口それぞれで割っ

て％で表した場合、中国が約 0.05％、ブラジルが約 0.14％であった。つまり、これは、日本へ

出稼ぎに行こうとする割合が、各国の国レベルで見た場合、ブラジルの方が多い。  

つまり、出稼ぎのために来日する外国人は、ブラジル人が一番多いと言える。 

数々の国からの外国人労働者が存在するが、「日本型移民政策」を考えていく上では、まずは、

すでに受け入れた移民について考える必要があり、日本への出稼ぎ外国人労働者の圧倒的多数を

占める日系ブラジル人が現在直面している問題を考えることは、今後、外国人労働者の受け入れ

方を考える上で、非常に重要であると思われる。 

２、２、２、２、日本における日系ブラジル人のこれまでと現状日本における日系ブラジル人のこれまでと現状日本における日系ブラジル人のこれまでと現状日本における日系ブラジル人のこれまでと現状 

  

第 1節において、ブラジル人の在留資格は、永住者、定住者が多いとした。 

永住者としての在留資格は、定住者としての資格で来日し、滞在が長期化することによって、

永住権を獲得したために、増加したと考えられる。 

ブラジル人が多く居住する地域についてであるが、2009 年度の法務省登録外国人統計を見て

みると、上位 3 地域が、愛知県、67,162 人、静岡県 42,625 人、三重 18,667 人であった。viii 

愛知県においては、豊田市のトヨタ自動車、三重県においては、鈴鹿市の本田技研、静岡県

浜松市においては、音楽機器のヤマハ株式会社や自動車、二輪車を製造するスズキ株式会社な

どが本社をおくことから、製造関連の下請け企業、中小企業などで間接雇用、派遣労働者とし

て働くブラジル人が多い、ということが言える。 

 

なぜ、南米のブラジルが日本における外国人登録者数の第 3 位を占めるのかについてである

が、日本は、約 100 年前にブラジルへ日本人を移民として送り出しており、1908 年 4月 28 日

に、165世帯 781 人（男 600 人・女 181 人）の日本人を乗せた｢笠戸丸｣がブラジルへ向け出港

している。 

当時の日本は、経済状態も悪く、近代化が推し進められる中で農業従事者が過剰となっていた

ため、日本政府のもとで、日本人の移民労働政策がとられた。 

アメリカやオーストラリアでは日本人の排斥が進んでいたため、ブラジルへの出稼ぎが期待さ

れ、ブラジルでも、奴隷制度の廃止により労働力が不足していたため、ヨーロッパからの労働力

を求めたが、奴隷制度の風潮が抜けきれないブラジルへ出国することはヨーロッパにおいて、許

されなくなっていたため、日本からの移民労働者を受け入れた、という一連の歴史が存在する。 

時代の変化とともに、ブラジルに永住した日系人 1 世の子孫たちが、ブラジルの経済状態が

悪化したこと、日本へ出稼ぎに行った日系人が、ブラジルに帰ってきたときに不動産を購入した

ことなどから、日本への出稼ぎに向かうようになったと考えられる。 

日本においては、1980 年代後半から、3K 産業ixと呼ばれる単純作業の多い生産ラインや建設

現場において、深刻な人手不足に悩まされていたこと、その労働不足を解消していた「不法就労

者」を退去させたいxことなどから、1990 年「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律

（以下、入管法改正）」に踏み切った。 
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この改正により、日系 2世が「日本人の配偶者等」、日系 3世が「定住者」としての在留資格

を得、xi 日本において制限なしの就労活動が認められたことから、ブラジルからの出稼ぎ労働

者が一気に増加したとされる。 

ゆえに、日本での外国人登録を行うブラジル人はおもに日系人であり、特に日系人 2世、3世

が多いとされている。ちなみに、日系 4世も、2世ならびに 3世に扶養されている未成年の場合

は定住者として該当することになり、入国できるようになった。 

しかし、近年、日本における日系人の在り方に変化が生じている。 
2009年 3月 31日に、厚生労働省は、失業した日系人に対してある政策を打ち出した。 

母国への帰国旅費として１人３０万円（扶養家族には２０万円）を支給すると発表した。雇用

情勢の悪化で仕事を失い、日本語が話せないために再就職が難しい日系人が急増しているためで

ある。４月１日から全国のハローワークなどで申請を受け付ける。 失業手当の受給期間が３０

日以上残っている人には１０万円（６０日以上なら２０万円）を上積みする。ただし、旅費を受

け取って帰国した場合、日系人の身分に基づく在留資格での再入国はできなとしている。xiixiixiixii 

このような政策を行うことの背景には、2008 年度の急激な不況から始まった日本の深刻

な雇用状況を見て取ることが出来る。 

しかし、このような政策は、日系人にとってはつらい政策であるともいえる。第 4章のフ

ィールドワークでも、この問題に関する内容を少し載せてある。 

今後日本において労働力が必要となった時に、この政策は、日系人を労働力として受け入

れることを難しくすることも考えられる。 

移民を受け入れるには、長期的な視点での政策が必要とされる。 
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第２節第２節第２節第２節    日系ブラジル人が抱える問題認識日系ブラジル人が抱える問題認識日系ブラジル人が抱える問題認識日系ブラジル人が抱える問題認識 

１、１、１、１、労働者が抱える問題労働者が抱える問題労働者が抱える問題労働者が抱える問題 
  

先の現状分析では、移民労働者、出稼ぎ労働者として日本へやってくる日系ブラジル人の現

状についてと、彼らが直面する問題を、取り上げる必要があるというところまで述べた。 

バブル経済崩壊に伴う 1990 年の入管法改正時、日本政府は、ブラジル人を一時的な労働者と

して捉えていた。 

つまり、彼、彼女たちが 10 年以上も滞在するとは考えておらず、現在、彼らを取り巻く状況

において、数々の問題が生じてきている。 

彼・彼女らは、現在、どのような問題に直面しているかについてであるが、おもに挙げられ

るのは、年金、医療などに関する保険、子どもたちの教育、であろう。 

これらの問題の中で、われわれは、日系人の子どもたちにおける教育に関して扱う。外国人

労働者を取り巻く問題は、数々存在するが、親の都合で日本にやってきた子どもたちが、不就

学となり、学ぶことができない事態は、問題視するべきであると感じた。その他の問題に関し

ては軽く触れることにする。 

年金に関しては、年金未加入の問題が挙げられる。来日するブラジル人の多くは、一時的な

滞在という目的を持っていると思われるので、年金加入へのインセンティブが働かないと思わ

れる。次に、医療などに関する保険、特に、国民健康保険であるが、これは、未加入、支払い

滞納などが挙げられる。最後に教育に関して、であるが、これは、子どもたちの不就学などが

挙げられるであろう。 

 外国人の年金未加入問題は、これからの少子高齢化に伴って、日本の年金制度は破綻へ向か

うとされているだけに、外国人労働者や居住者が一時的な滞在であっても、年金を支払うイン

センティブが起きるような制度に変えることが必要である。 

 医療面での保険に関しては、外国人労働者が働く企業によって、状況が左右されると思われ

る。しかし、保険未加入で病院に行けず、大病を患い死にいたる、というケースもあり得るの 

で、外国人労働者の、医療面での保険制度も、今後、深刻な課題となってくると思われる。 

 これらは、彼らが日本においての滞在が長期化することで生じる問題である。 

 

第 1章において、2009 年に打ち出された日系人に対する帰国政策も問題であると述べた。帰

国政策は、現在の日本の状況からみた政策であるため、今後、労働力が必要となった時の場合

については考えられていないように思われる。 

なので、この政策に関する問題点は扱わない。あくまでも、移民を受け入れる、または受け入

れた後に生じる問題(ここでは日系ブラジル人の教育問題)をこの論文では扱う。 
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２、２、２、２、日系ブラジル人が抱える教育問題日系ブラジル人が抱える教育問題日系ブラジル人が抱える教育問題日系ブラジル人が抱える教育問題    不就学問題不就学問題不就学問題不就学問題 

 本稿が扱う教育に関しては、外国人の子ども不就学が問題であるとした。これは、現在、特

に重要な問題であると思われる。文部科学省の、静岡県浜松市xiiiにおける外国人の子どもの不就

学率を示したデータを次に示した。 

    

図表図表図表図表 4444    

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第 2222 回）記事次第回）記事次第回）記事次第回）記事次第    p6 p6 p6 p6 外国人の子どもの就学外国人の子どもの就学外国人の子どもの就学外国人の子どもの就学

状況について（浜松市）状況について（浜松市）状況について（浜松市）状況について（浜松市）のデータ（のデータ（のデータ（のデータ（2008200820082008    5/15/15/15/1））））より筆者作成より筆者作成より筆者作成より筆者作成        

 

これらのデータは、日系ブラジル人が 2番目に多く居住する浜松市のデータである。 

データを参照すると、就学年齢にあたるこどもの 2 割以上が、不就学であることがわかる。

今回は、平成 20 年度のデータをピックアップしたが、平成 18、19 年度のデータでも、子ども

たちの不就学率は、だいたい全体の 2割を推移している。xiv 

一般に、不就学とは、義務教育の学齢に達しておりながら、どの教育機関にも所属していな

い状態をさす。つまり、義務教育の年齢に達しながら、学びの機会そのものを欠いている状態

をさしている。xv 学齢期に達しているのに、学ぶことが出来ない子どもは、今後の将来に何ら

かの支障をきたす可能性も否定できない。 

親に日本に呼び寄せられた、または親とともに来日したことにより教育を受ける機会を失っ

てしまうことは、憂慮すべきで事態である。 

教育を受けることが出来ないことは問題であると考えられるが、不就学児童となった場合、

日本では 15歳から就労が可能となっているため、家計を助けるために働く子どもたちも存在す

る。 

しかしながら、図表 4 をみると、小学校年齢でも不就学率が 2 割である。また、中学校年齢

も、13～15歳であるため、15歳以下の子どもたちは、労働基準法に違反する年齢であるため、

働くことはできない。つまり、不就学児童の多くが就労不可であると考えられる。 

働くことが出来ないのであれば、家での家事を手伝う子どもたちも存在するであるが、一部

の不就学生は非行へ走る恐れもある。 

ある有識者の発言を引用した。 
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「学校に行ってない子たちが働かない場合は、家にいるということはほとんどあり得なくて、

コンビニの前でブラブラしてみたり、ゲームセンターに行ったり。自然と犯罪に近づいてい

くということは事実だと思います。(田村 2007)」xvi 

あくまでこの発言は可能性であり、全ての不就学児童がこのようになってしまうことはない

と思われる。外へサッカーをしに遊びにでたり、何か習い事をしたりする子どもも存在するで

あろう。 

 しかし、1997 年に、愛知県において、日系ブラジル人の 14 歳の少年が日本人の少年ら数人

に集団リンチを受け、死亡するという痛ましい事件が起きた。xviiこの少年は、夜に日系ブラジ

ル人の仲間たちと駅にいたところを日本人の少年らに襲撃されたとされている。 

 この事件について少しだけ触れる。これは、以前からあるブラジル人の非行グループがその

地域で問題となっており、そのブラジル人に被害を受けた日本人の少年たちが、そのグループ

に報復するために、ブラジル人を襲撃したことによって起きた事件である。 

しかし、殺された少年は、その非行グループとは無関係であった。 

日系ブラジル人の一部の非行が、日本人の少年たちの恨みを買い、同じ日系ブラジル人であ

ったがゆえに標的にされ殺されてしまった、という何とも理不尽な事件である。 

殺された少年は、中学 2 年生の時に学校を辞めている。不就学だったことが、彼が殺された

直接の要因にはならない。 

しかしながら、子どもたちが不就学であるがゆえに、昼夜問わずぶらぶらしたり、ゲームセ

ンターなどへいりびたる兆候が見られることは否めない。こうした事実が、犯罪に巻き込まれ

る要因の一つとも考えられる。 

子どもたちが、不就学ゆえに、犯罪に巻き込まれるという事態に陥ってしまった場合、親た

ちは、日本へ出稼ぎに来たことを後悔すると考えられる。 

不就学の問題は深刻である。 
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第３節第３節第３節第３節    教育問題と現状教育問題と現状教育問題と現状教育問題と現状 

１、１、１、１、不就学となる要因不就学となる要因不就学となる要因不就学となる要因 
 

不就学になってしまう理由はいくつか考えられる。 

外国人の子どもは、就学の権利はあっても義務はないので不就学となってしまう可能性は高

いといえるであろう。 

日本の子どもは、不登校であっても学校に籍を残しておくことが可能となるが、日系人の子

どもたちは、外国人であるため、学校に来なければ、不登校として扱われるのではなく、籍を

排除されてしまい、学校を辞めざるを得ない状況に追いやられてしまう。 

 また、日本の学校が肌に合わず、退学を希望する生徒が存在するのも事実である。 

日本の学校を卒業しても、ブラジルに帰った時には卒業としては認められないし、いつブラジ

ルへ帰るかもわからない状況で、日本の公立学校へ行って必死に勉強するインセンティブが働く

かどうかも疑問である。 

また、民族学校であるブラジル人学校に通っていても、家計が苦しくなれば学校を辞めざるを得

ない。 

２、２、２、２、日本の公立学校・ブラジル人学校日本の公立学校・ブラジル人学校日本の公立学校・ブラジル人学校日本の公立学校・ブラジル人学校 
 

日系ブラジル人の子どもたちは、学校へ行く場合、日本の公立学校、民族学校であるブラジル

人学校どちらかに通うことになる。 

どちらが望ましいのか、それは、子どもたち一人一人によって違うであろう。 

しかし、親の家計事情が厳しければ、ブラジル人学校へ通うという選択肢は無い。 

 それぞれの学校の特徴を見ていきたい。 

 まず、日本の公立学校であるが、学費がほとんどかからないことから、間接雇用、派遣労働で

不安定な状態にある日系ブラジル人の家計面においてはありがたい。 

実際、図表４を見ると、公立学校在籍者が過半数を占めている。外国人が多く居住する地域に

おいては、外国人の生徒に対して取り出し授業を行う公立学校も存在する。 

日本の公立学校で勉強するということは、日本語能力を上達させるスピードも民族学校と比べ

て速くなると考えられる。また、日本人の友人が出来る可能性もあり、公立学校へ通うことは、

長期日本に滞在するのであれば、今後何らかのプラスになるのではないかと考えられる。 

しかし、日本の学校の文化が外国人の子どもたちにとって望ましい環境であるとはいえない。

すべての公立学校に言えることではないが、日本の公立学校は、外国人を日本人と同じように

扱う「同化」が見られることは否めない。 
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外国人の子どもたちが、学校において日本人の生徒と同等の権利を持つことは重要である。し

かし、全く異なる文化で育ってきた外国人の生徒を日本人の生徒と全く同じように扱うのには無

理があるし、このことが、外国人の生徒にとっての抑圧になるxviiiことも考えられる。 

実際、日本の公立学校に通っていて、外国人であるがゆえにいじめを受けたなどの話はよく聞

かれる話である。 

次にブラジル人学校について見ていきたい。  

ブラジル人学校は、ポルトガル語で授業が行われる。このため、どの年齢に来ても、母語を忘

れる可能性はない。 

また、ブラジル認可の学校であれば、中学 3 年生レベルの学業を習得していれば、ブラジル

へ帰国しても、同じレベルから学業をスタートさせることが出来るので、帰国を視野に入れる子

どもたちにとっては、望ましいと言える。 

学校に通う子どもたちの親にとっても、コミュニティーの場としての役割を果たす。 

ブラジル人学校の問題点としては、おもに費用が挙げられるであろう。これらの学校は、大半

が各種学校として認めてもらうことが出来ず、大半は私塾である。支援については、地方自治体

に任されており、税制上の優遇や公的支援がある各種学校の認可を受けられているのはごく少数

であるために、これらの学校は、運営費の多くを保護者からの授業料でまかなわなければならず、

厳しい状況を強いられている。当然、保護者にとってもブラジル人学校に通わせることは、家計

面で大きな負担となる。xix 

 また、日本語を習得することが日本の公立学校に比べて難しくなる。 

ブラジル人学校においても日本語の授業は存在するが、毎日行われるわけではない。しかも、

日本人と関わる機会が少ないために、日本語から遠ざかってしまうことは否めない。 

３、３、３、３、日系ブラジル人の子どもたちの教育環境の問題認日系ブラジル人の子どもたちの教育環境の問題認日系ブラジル人の子どもたちの教育環境の問題認日系ブラジル人の子どもたちの教育環境の問題認識識識識 
 

第 2節では、日本の公立学校、民族学校であるブラジル人学校について述べた。 

どちらの学校に通わせることが望ましいのかについては、先ほども述べたように、子どもたち

それぞれにとって違う。 

しかし、子どもたちが民族学校であるブラジル人学校に通いたくても、お金がなければ通えな

い。これは、日本の子どもが私立学校を家庭の事情で諦めるのと同じであるように思われる。 

だが、明らかに違う点が一つある。それは、日系ブラジル人の子どもたちにとって日本は異国

であることである。 

日本の学校では、外国人の生徒がいても、当り前であるが、授業は通常通り進んでいく。マイ

ノリティな存在である中で、外国語で授業を受けることは相当ハードルが高いと考えられる。そ

の中で、必死に喰い込む外国人の生徒も存在するであろうが、やはり、言葉の壁は大きい。 

授業を理解することが出来なければ、学校へ来ることも億劫になってしまうと考えられる。そ

して、不就学へつながるというふうに考えることも十分可能である。 

つまり、公立学校においては、不就学になってしまう要因は多いと言える。「日本の学校で頑

張って勉強をする!!」という相当の決意を持って、または、外国人生徒に対しての制度が整い、

友達や先生との関係が良好な環境にある以外は、不就学へつながる可能性は高くなると考えられ

る。 

 様々な理由から、不就学になる生徒を防ぐために、ブラジル人学校が存在しているといっても

過言ではない。日系ブラジル人にとって、ブラジル人学校は重要な存在であると言えるであろう。 

しかし、先述したように、多くのブラジル人学校は、費用面において厳しい環境を強いられて

いる。 

2007 年 4 月 20 日の読売新聞の記事によると、ブラジルで学校として認可された長野県の、

ある学校は、生徒数が 05年にほぼ半減し、収支が悪化し、その後、教室の家主側との契約上の
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問題で退去を余儀なくされ、資金面で折り合える転居先も見つからず、閉鎖に至ったとされる。

また、在日ブラジル大使館によると、2007 年１月までに長野、愛知、静岡の３県の計８校が閉

鎖している。 

閉鎖の理由は大半が経営不振である。親が失業や転職して転居するケースが多く、児童・生徒

を安定して確保することが難しいうえ、無認可校との競合もあって、経営基盤が安定しにくい

という事実が取り上げられており、同記事において、ブラジル人の教育事情に詳しい群馬大の

結城恵准教授（多文化共生社会学）は「ブラジル人学校は親が授業料を滞納しても、採算を度

外視して子どもを受け入れているケースがある」と指摘。「一部企業などが支援に乗り出して

いるが、自治体を含めた支援体制の構築が必要だ」としている。
xxxxxxxx

 

 先にも述べたが、ブラジル人学校の中にはブラジル認可校も存在し、帰国を視野に入れた日

系ブラジル人にとっては、重要な教育機関であることは間違いないと言える。 

 入管法改正時、日本は出稼ぎのために来日した日系ブラジル人を一時的な労働者として捉え

ていたが、家族で来日したり、日本で家族を作ったりするケースが増え、制度面において支障

が出てきているということは先にも述べた。 

 特に、日系ブラジル人の不就学児童が問題になることは想定外であったと考えられる。 

各地の教育問題に関しては、地方自治体に任されているが、いまだに不就学児童が存在すること

から、ブラジル人学校の重要性を考える必要があるとの問題認識をしたい。 

４、４、４、４、ブラジル人学校の現状と問題認ブラジル人学校の現状と問題認ブラジル人学校の現状と問題認ブラジル人学校の現状と問題認識識識識 
 

ブラジル人学校の運営状況が厳しい状態にあることを前節に示したが、これらの学校は、ブ

ラジル認可の学校もあり、日系人の子どもたちにとって非常に重要な存在であることは確かで

ある。 

 ブラジル人学校が、ブラジルで学校としての認可を得るためには、教育・運用計画書を提出

し、ブラジル教育・スポーツ省の認証を受けなければならず、在日ブラジル領事館を通して、

煩雑な手続きを行わなくてはならない。 

以下に、ブラジル認可学校を設立するまでの流れを示した。 

 

ブラジル認可校設立までの流れブラジル認可校設立までの流れブラジル認可校設立までの流れブラジル認可校設立までの流れ 

 

日本においてブラジル人学校設立の許可を日本側で受ける日本においてブラジル人学校設立の許可を日本側で受ける日本においてブラジル人学校設立の許可を日本側で受ける日本においてブラジル人学校設立の許可を日本側で受ける 

 

 

日本側の許可を受けた後、ブラジル教育・スポーツ省に教育・運営計画書を提出日本側の許可を受けた後、ブラジル教育・スポーツ省に教育・運営計画書を提出日本側の許可を受けた後、ブラジル教育・スポーツ省に教育・運営計画書を提出日本側の許可を受けた後、ブラジル教育・スポーツ省に教育・運営計画書を提出 

 

 

 

 

 

 

 

教育・運用計画書を提出するにあたって定められている項目は、次の通りである。 
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ブラジル教育・スポーツ省が定める教育基準に準じ、かつ日本語及び日本文化の授業をブラジル教育・スポーツ省が定める教育基準に準じ、かつ日本語及び日本文化の授業をブラジル教育・スポーツ省が定める教育基準に準じ、かつ日本語及び日本文化の授業をブラジル教育・スポーツ省が定める教育基準に準じ、かつ日本語及び日本文化の授業を

設けること設けること設けること設けること  

学校規則はブラジルの法律に基づくこと学校規則はブラジルの法律に基づくこと学校規則はブラジルの法律に基づくこと学校規則はブラジルの法律に基づくこと  

教員、職員のリスト及び各人の最終学歴を明記すること教員、職員のリスト及び各人の最終学歴を明記すること教員、職員のリスト及び各人の最終学歴を明記すること教員、職員のリスト及び各人の最終学歴を明記すること  

学校施設及び設備を明記すること（教室、実験室、運動場、その他）学校施設及び設備を明記すること（教室、実験室、運動場、その他）学校施設及び設備を明記すること（教室、実験室、運動場、その他）学校施設及び設備を明記すること（教室、実験室、運動場、その他）  

 

これらの条件をクリアして、日本でブラジル認可ブラジル人学校を設立することは、容易に

出来ることではなく、何年かの期間を要する。 

労力、歳月をかけて、設立することが出来たブラジル認可校が、経営難に陥り、廃校してし

まうのである。 

ブラジル人学校が、日系人の子どもたちにとって果たす役割は大きい。 

まず、子どもたちが幾齢にきても母語を失わない。しかも、日本の公立学校になじめない、

いじめを受けた、などの理由で、学校をやめた子どもたちの未就学を防ぐために、設立された

ブラジル人学校も存在する。xxiこれらの学校が廃校になってしまうことは、不就学の子どもた

ちを増やしてしまう事態につながるのではないか。 

 

ここで、各種学校の認可を受けている外国人学校の現状とブラジル人学校の推移をみてみた

い。 

 

図表図表図表図表 5 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第 2222 回）記事次第回）記事次第回）記事次第回）記事次第    資料４よりテキスト引用資料４よりテキスト引用資料４よりテキスト引用資料４よりテキスト引用 
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図表図表図表図表 6 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第 2222 回）記事次第回）記事次第回）記事次第回）記事次第    資料４より筆者作成資料４より筆者作成資料４より筆者作成資料４より筆者作成 

 

ブラジル人学校が、各種学校として認められている割合は、図表 5、6 を見て分かるように、

かなり少ない。 

これは、各種学校として認めてもらえる基準を満たしていないことが理由である。 

参考資料 1、2 に各種学校認可基準を載せてある。特に、外国人学校にとって厳しいのは、基

本財産と思われる。 

認可基準を緩和し、校地借用・校舎借用を外国人に認めている地方も存在する。 

しかし、日系人が多いとされる特定の地方以外にも居住する日系人は存在するので、地方に

おいての認可基準にばらつきxxiiが見られるのは問題であると思われる。 

地方自治体によって、外国の子どもたちへの教育に関する取り組みは異なる。一般的に外国

人、特に日系ブラジル人が多く居住する地域の地方自治体の取り組みと、日系人がマイノリテ

ィとされている地域の地方自治体の取り組みの差は存在する。 

しかし、親の仕事が不安定であり、転校を重ねる日系ブラジル人の子どもも存在することか

ら、地方による外国人学校への取り組みの差は解消すべきであると思われる。 

 外国人の子どもたちの不就学を回避するためにも、やはり、日系人の子どもたちの教育制度

を拡充させることが必要であると思われる。子どもたちにとって、一番必要なのは、教育であ

る。親の都合のために、来日し、教育をうけることから疎外されてしまう子どもたちがいるこ

とを、認識しなければならない。 

また、日系ブラジル人の子どもの親が、高い学費を払ってでもブラジル人学校に通わせるのは、

やはり、子どもたちにとってブラジル人学校が望ましい場所であると考えているからであろう。 
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第３節第３節第３節第３節    フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワーク日本ラチーノ学院にて日本ラチーノ学院にて日本ラチーノ学院にて日本ラチーノ学院にて 

われわれは、今回の論文を執筆するにあたって、フィールドワークとして、2010 年 10月 28

日(木)に滋賀県のブラジル認可校、日本ラチーノ学院にて取材を行った。 

この学校は、10 年前から存在し、現在は 200 人位の生徒を受け持っている。受け持つ学年は

保育園～高校であり、1歳～18歳くらいまでの生徒がこの学院に在籍している。 

生徒たちは、学校の送迎マイクロバスで通学している。この学校は滋賀県にあるのだが、三重

県からの学生が多いと聞いた。月のバス代は大体 100万円くらいである。 

今回の取材を行うに当たって、学院の校長先生、教師の方にお話しをうかがうことができた。

取材は約 2 時間弱にわたって行われ、たくさんの質問をすることが出来、ブラジル認可校の現

状、実際に抱える問題を知ることが出来た。質疑応答の内容は以下である。 

また、日系ブラジル人を取り巻く現状について伺うことも出来たので、その内容も項目ごとに

区別して、第 2節から第 4節まで載せてある。 

 

�インタビュー内容をそのまま載せてあることをご了承ください。 

１、１、１、１、インタビューインタビューインタビューインタビュー    日本ラチーノ学院、及びブラジル人学校について日本ラチーノ学院、及びブラジル人学校について日本ラチーノ学院、及びブラジル人学校について日本ラチーノ学院、及びブラジル人学校について 

Q.この学院の立場は？ 

A  ブラジルでは学校として認められているが、日本では「会社」という形。 

 

Q．卒業後、日本の大学にはいけますか？ 

A  行けます。ブラジルでは学校として認められているから。 

 

Q ここでは日本語の授業は？ 

A あります。1週間に 2回。  

>生徒さんは日本語を話せますか？ 

A あまり話せない。聞くのは簡単だけど、話すのはちょっと。 

 

Q.国からの補助金は？ 

A  補助金は一切ない。逆に、会社だから国に法人税を払わなくてはならない。 

 

Q.この学院の授業料は？ 

A  3万から 4万 5千円です。 

>これは１ヵ月の授業料ですか？ 

A  そうです。その中に、バスの送迎代・朝ごはん・昼ごはんが入っています。 

>みんなきちっと納めてくれますか？ 

A  100％ではない。1～2 人遅れることも‥ 
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Q.ブラジル人学校を経営していくのは困難だと思われますが、財政的にどうでしょうか？ 

A  一番の問題は、送迎とか、食べ物とか、先生の給料とか、あとガス電気水道も授業料から全

部出しているから、けど国から誰も手伝わないから、正直難しい。 

 

Q.この学校は別の学校と統合しましたよね？ 

A  2 年前ぐらい、同じ学院の分校がありました。長浜、米原の方に。けど、不景気でここだけ

になりました。 

 

Q.他の学院の生徒たちは？ 

A 全員ここにきました。 

 

Q.この建物はいつから？ 

A ここは 10 年くらい。一度場所を変えたので。 

 

Q.経営がぎりぎりとおっしゃましたが、新しくしたい設備とかはありますか？ 

A  やっぱり月々やっていくのがぎりぎりなので‥毎月赤字です。 

 

Q.赤字できているのに、何故続けていかれるのですか？ 

A  やっぱり生徒 200 人のために。 

 

Q.ブラジルに学校として認可されるまでどのくらいの歳月がかかりましたか？ 

A  2001 年までは学校でなくただの保育所。2001 年以降に学校を作った。ブラジルの国からは、

2003 年から学校として認められた。だからここの 4 年生の生徒がブラジル行っても、4 年生か

らスタートできる。 

 

Q.ブラジルからの認可を得るのは難しかったですか？ 

A  いろんなブラジル人学校があったから、みんなで力を合わせてできた。今のほうが難しくな

っている。それでも 2 年かかりました。 

 

Q,2008 年の不況で生徒さんは？ 

A  半分になった。前は 420 人いたから。 

Q.その生徒さんたちは今どうしている？ 

A  はっきりはわからないが、ブラジルに帰った人が多い。後は日本の学校。少ないとは思うけ

ど、学校にはいかず家にいる子どもも。 

 

Q．今一番日本にしてほしいことは何ですか？ 

A  いろんな問題あるけど、日本に学校として認めてほしい。学校として認められたら、助けて

もらえるから。 

>それは、資金面で補助が出るということですか？ 

A  国からの補助というより、この施設は学校として認めてもらっていなくて今は「会社」とい

う形だから、他の企業からの補助もしてもらえない。 

それに、例えば遊びに行くときも、生徒は「学生」ではない。「学校」ではないから。電車乗

るときも映画見に行くときも、学生料金ではない。生徒さんが「私学生です」といっても、やっ

ぱり別になってしまう。 

だから、お金の面だけでなく、国から学校と認められると、いろんなことが変わります。 
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Q.日本で学校として認められたいとおっしゃっていましたが、それは現状難しいですか？ 

A  何年か前からずっと頑張っているけど、難しい。岐阜県や滋賀県によって違うから、国では

ないし。厳しいとこ、ゆるいとこ。 

>地方によって差があるのはおかしいですよね‥ 

 

Q.日本の大手商社から教科書を頂いたということですが？ 

A もらったのは、やっぱり日本語の本だった。ここで使っているのはブラジルから買っている。 

 

Q.日本で学校として認められるのは難しいということですが、なぜ？ 

A  お金のことです！ 

 

２、２、２、２、インタビューインタビューインタビューインタビュー  日系ブラジル人の子どもたちに関して日系ブラジル人の子どもたちに関して日系ブラジル人の子どもたちに関して日系ブラジル人の子どもたちに関して 

 Q.日本の報道で、不労就学の子の犯罪が大きく取り上げられていますが、どう捉えられていま

すか？ 

A  わたしたちは何よりその生徒たちを本当に心配している。やっぱり一番学校に行かないとい

けない年齢だけど、どうすればいいか。わたしたちの力がないから。だから国からどうにかして

ほしい。 

不景気が始まってから、この学院の生徒は半分になった。もちろん、不景気の影響は、日本人だ

って受けている。だけど日本人の子どもたちはずっと学校に行けているよね。 

 

Q.ブラジル人学校と、日本の学校、どちらに通わせるのが望ましいとお考えですか？ 

A  いろいろあるけど、やっぱり一番良いのは、お父さんがブラジル帰りたいと思うならブラジ

ル人学校がいい。ずっと日本にいるなら、日本の学校で。2 年、3 年、4 年先のことを考えて、

その答えを出すべき。 

だけど問題なのが、気持ちはあるけどなかなか帰らないこと。3 年後に帰ろうと思っていても、

いざ 3 年経つと、じゃあまた 3 年、じゃあまた 3 年となっていく。結局 15 年とか。 

子どもの立場で見ると、結局 15 年後、日本語がしっかり覚えられていないということになる。

それが問題。 

３、３、３、３、インタビューインタビューインタビューインタビュー    日系ブラジル人を取り巻く現状につい日系ブラジル人を取り巻く現状につい日系ブラジル人を取り巻く現状につい日系ブラジル人を取り巻く現状についてててて 

Q.ブラジル人学校を補助するのか、ブラジル人学校に通っている親を補助するのかどちらが望

ましいと考えますか？ 

A  それはやっぱり別の話。やっぱり一番良いのは両方ですよね。日系ブラジル人を補助すると

なった場合、子どもがいる人だけを補助するのか？いろんな人がいるからね。 

 

Q. 日本では少子化が進んでいてて、不足した労働力を移民で補うという考えがあります。しか

し日本は、移民の方にとってはまだまだ住みにくい環境だと思いますが、どうですか？ 

A 1990 年から、ブラジル人は働きにこれたんだけど、そのとき日本政府が考えたのは、2,3 年

働いたらブラジルへ帰ってもらう。だから言葉のこともあまり心配しなかった。一人で来て、働

くだけだから。子供のことも考えてなかった。けど、家族を呼んで、だんだん言葉が問題になっ

て、今でも変わらず言葉のことが問題。20 年経っても、変わらない。 
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Q.じゃあやっぱり教育は大事？ 

A 大事です！ 

>先生（通訳さん）は日本語をどこかで勉強されていたんですか？ 

A  わたしはしてない。1991 年に来たから、自分で勉強した。学校行ってなかった。だけど読

むことは出来ない。ひらがなや簡単なカタカナくらい。 

 

Q.始めはどこで働かれていたのですか？ 

A 工場で。 

>工場での労働はどうでした？ 

A  15歳のときだからね‥。何回帰ったんですけどね。ブラジルに。 

>労働条件は？ 

A  18歳までは、定時だった。毎日、8時間。あの時は 1時間 850円。1ヶ月で 12万くらい。 

>それで生活できましたか？ 

A わたしの場合は、お父さんもお母さんもいたから。まだマシです。けどやっぱりあの時も、

一番問題は言葉。本当に大変だった。あの頃はまだ話せなかったし、お父さんは話せたけど、働

くときは別々だし。今でも読めないから、手紙が来たり、市役所行ったりとかは大変。 

 

Q. ブラジルは、日本の外国人登録数が第 3 位で、出稼ぎに来る外国人の中では一番多い国で

すが、ブラジルの経済状況は悪いのでしょうか？ 

A  やっぱりブラジル出稼ぎは増えている。けど、10 年 20 年日本にいたら、ブラジルに帰って

も仕事が出来ない。時間がたってブラジル帰っても、考え方が古いといわれるから。先生も同じ。

ブラジルで先生になって、日本で 10 年働いて、ブラジル帰っても、考えていることが古いから

（もう仕事できない）。仕事がないから、やっぱり日本に戻る（だから増えていく）。 

この学校、不景気始めてからやっと国が「子どもどうするの」って言い始めた。それまで心配

してなかった。200 人（ラチーノ学院の生徒数）の中で、みんなはブラジルに帰らないと思いま

す。ずっとここにいると思います。だけど高校終わってからどうするのか。日本語わからないし。

生徒さんたちが働いて、家族作って。 

日本はだんだん子ども減って、だんだんお年寄り増えているから働く人減っているよね？け

ど、ブラジルから出稼ぎに来ていた人も同じ。だんだん年寄りになっている。それで、その人を

どうするのか。10 年 20 年経ったら、働くことできない。2 年ほど前から、国から社会保険入っ

てくださいっていわれているけど。だから問題はお年寄りにもある。 

そこで日本が考えたのは、30 万あげるからブラジル帰れ、と。もういらないから。けどはっき

りゆうと、ブラジル人がそうゆう気持ちになれない。日本が、もうわたしを要らないから捨てる、

という気持ちになる（とらえてしまう）。 

 

Q.日本に出稼ぎ来たブラジル人は、ある程度稼いで帰るつもりでしたか？ 

A そうですね、けど 100 年前は逆の事あったよね。日本人がブラジルに来て。お金貯めて日本

に帰る。だけど帰らなかったよね、だからわたしがいるんだけど。校長先生もね。それが今は逆。

お金貯めてもなかなか帰らない。 

だから、国が、短い間じゃなくてもうちょっと長い目で見てわたしたちのことを考えてほしい。 
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４、４、４、４、取材を終えて取材を終えて取材を終えて取材を終えて 

質疑応答方式で行った取材は、以上であるが、これからのブラジル人学校、本学院の方向性を

校長先生に伺うことが出来た。 

まず、これからのブラジル人学校に求められるのは、日本語教育の充実である、とおっしゃっ

ていた。これらの理由としては、出稼ぎにやってきた日系人の滞在が長期化することで、日本語

を話すことが子どもたちにも必要となっていくからである。しかし、日本語の授業を強化しよう

と思っても、予算が足りずに強化することが出来ないのが現状である、とおっしゃった。学内を

見学させてもらうことが出来たが、やはり、予算が厳しい状況にあることがうかがえた。 

日本ラチーノ学院は、学校の生徒のことを、一番に考え、予算が厳しい中でも生徒のために学

校を運営していることが、今回の取材からうかがえた。これは、日本ラチーノ学院だけに言える

ことだけではなく、他の民族学校も同じような気持ちを持って、厳しい状況にありながらも、学

校運営を行っているのであると考えられる。 

特に、印象的であったのが、学校として認められていないがゆえに、子どもたちが学生として

扱われない、といったことである。校外学習へ広島に行った時も、全て大人料金で支払った、と

の事実を聞いた時は、明らかに不平等であると感じた。 

学内では、学生として扱われるのに、学校の外へ出ると学生でない、こういった事実は、あら

ゆる場面において、子どもたちを困惑させるのではないのであろうか。 

子どもたちは、親の経済的な都合により、状況が左右されてしまう。ブラジル人学校にとって、

安定した学生人数の確保は難しいのかもしれない。しかしながら、ブラジル人の子どもたちにと

っては、ブラジル人学校の存在は重要であることは事実である。子どもだけでなく、親にとって

も、コミュニティーの場としての役割を果たしている。 

日系ブラジル人は、今後も日本に出稼ぎに来日すると考えられる。 

また、日本の企業も彼らの労働力によって支えられているのが現実である。これらの相互関係

を踏まえたうえで、彼らの子どもたちに教育を提供するブラジル人学校、敷いてはこれからの外

国人学校の在り方について提言したい。 
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第５節第５節第５節第５節    政政政政策提言策提言策提言策提言 

政策提言政策提言政策提言政策提言    参考資料１，２を参照しながら提言を見ていただきたい。 
 

提言提言提言提言 1 

    外国人学校認可基準を全国一斉に統一し、外国人学校を各種学校として認めやすくする外国人学校認可基準を全国一斉に統一し、外国人学校を各種学校として認めやすくする外国人学校認可基準を全国一斉に統一し、外国人学校を各種学校として認めやすくする外国人学校認可基準を全国一斉に統一し、外国人学校を各種学校として認めやすくする 

 

提言提言提言提言 2 

外国人学校に対して、校地借用認可・校舎借用認可を与える外国人学校に対して、校地借用認可・校舎借用認可を与える外国人学校に対して、校地借用認可・校舎借用認可を与える外国人学校に対して、校地借用認可・校舎借用認可を与える 

 

提言提言提言提言 3 

特に、基本財産・特に、基本財産・特に、基本財産・特に、基本財産・校舎面積の規定を外国人学校においては緩和する校舎面積の規定を外国人学校においては緩和する校舎面積の規定を外国人学校においては緩和する校舎面積の規定を外国人学校においては緩和する 

 

提言提言提言提言 4 

外国人児童奨学金制度外国人児童奨学金制度外国人児童奨学金制度外国人児童奨学金制度 

 

 

これらの提言は、全ての外国人学校(ブラジル人学校)に向けてではなく、ある基準を設け、

それをクリアした学校に対して行うことが望ましい。 

考える基準は以下である。 

 

基準基準基準基準    ブラジル認可校であることブラジル認可校であることブラジル認可校であることブラジル認可校であること 

 

 

条件条件条件条件    認可された場合は、ある所得以下の子どもに対して授業料の面で優遇措置を設けること認可された場合は、ある所得以下の子どもに対して授業料の面で優遇措置を設けること認可された場合は、ある所得以下の子どもに対して授業料の面で優遇措置を設けること認可された場合は、ある所得以下の子どもに対して授業料の面で優遇措置を設けること 

 

 ブラジル認可校であるのは一定の基準とした。理由は、どのブラジル人学校も各種学校として

認めてしまうことは望ましくないと考えたからである。 

ブラジル認可校である場合、学業がブラジルでも認められているために、子どもたちにとって

も、ブラジル人学校で勉強することは、将来を見据えたうえでは可能性を広げられると考えたこ

とも、ブラジル認可校を基準として考えた要因である。 

また、ある一定の所得以下の子どもに関しての優遇措置を行うことは、不就学児童を増加させ

ないためでもある。 

 

最後に、民族学校が各種学校に認められれば、子どもの不就学を防ぐことに少なからずともつ

ながると考えられることを述べておきたい。 
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補足補足補足補足 

各種学校に認定されると…各種学校に認定されると…各種学校に認定されると…各種学校に認定されると… 

1. 各種の税制上の優遇措置 
2. 地方自治体からの廃校舎・余裕教室の無償貸与に係る特例 
3. 公共交通機関の判断による定期券の割引の措置 

を受け得る。 

日本ラチーノ学院の取材からもわかるように、各種学校に認定されると、国からの補助金はな

くとも企業からの支援を受けられる立場にもなる。 

 

 

 

 

おわりにおわりにおわりにおわりに 
  
 日本は、これから少子高齢化に伴い、移民による労働力を必要とした場合、どの国から労働力

を受け入れるのか。それは、やはり、すでに多くを受け入れた日系人からの労働力を受け入れる

ことが望ましいと考える。 

日系何世までに定住者としての資格を与えるのかも、今後の議論になってくると思われる。 

今回は、日系ブラジル人を取り巻く数ある問題の中で、不就学問題を中心とした教育問題を取

り上げた。 

多くの日系ブラジル人の子どもたちは、親に連れられてやってくる。 

 その子どもたちが、日本に来ても教育の面において障害がないような状態にすることは、今後

日本が移民受け入れ国として望ましい環境を整える一つの策であるという風に思われる。 

また、日系人の雇用状態の不安定さは、教育を論ずる前の問題にある。なので、今後、そうい

った雇用を喪失した外国人労働者へ向けてのセーフティーネット作りも必要となってくるであ

ろう。 
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参考資料 1 

 

昭和２５年文部次官通達 

昭和３５年文部省管理局長通達 

 

 

準学校法人の設立認可基準詳細準学校法人の設立認可基準詳細準学校法人の設立認可基準詳細準学校法人の設立認可基準詳細    
区分区分区分区分 基準内容基準内容基準内容基準内容 
目的目的目的目的 私立専修学校・各種学校の設置私立専修学校・各種学校の設置私立専修学校・各種学校の設置私立専修学校・各種学校の設置 

機関機関機関機関 役員役員役員役員 
役員役員役員役員 

役員には、各役員につき、その配偶者又は３親等以内の親族が１人を超
えて含まれてはならない。 

理事理事理事理事 
（会）（会）（会）（会） 

職務：業務の執行機関（法人を代表する） 
定数：５人以上（ただし、７人以上を適当とする） 
選任：設置する学校の校長等 

監事監事監事監事 
職務：財産・業務執行状況の監査機関 
定数：2 人以上 

（兼職禁止：理事・教職員を兼ねてはならない） 

評議員評議員評議員評議員 
（会）（会）（会）（会） 

職務：理事長の諮問機関 
定数：理事定数の２倍を超える数 
選定：寄付行為の規定により選任された者 

資産資産資産資産 基本財産基本財産基本財産基本財産 基本財産基本財産基本財産基本財産 原則、自己所有（負担付でないこと。ただし、特段の事情があり、かつ、
教育上支障のないことが確実と認められる場合には、この限りで 
はない） 

施施施施
設設設設
・・・・
設設設設
備備備備 

校地校地校地校地 
校舎敷地、屋外運動場、実験実習地等 

校舎校舎校舎校舎 普通教室、実習室、職員室、図書館等（教員室、事務室、保健室他） 

設備設備設備設備 
教具（機械、器具、模型等） 
校具（机、腰掛等） 

運用財産運用財産運用財産運用財産 毎年度の経常支出に対し、授業料・入学金の経常的収入その他の収入で
収支の均衡を保てること 

設置する各種学校設置する各種学校設置する各種学校設置する各種学校 

� 修業年限は１年以上、授業時数は１年６８０時間以上 

� 生徒定数は８０人以上 

� 生徒定数に応じ、相当数の専任教員を有すること（おおむね生徒定

数４０人につき１人以上） 

� 学校の経営が営利企業的でないこと 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第2222回）記事次第回）記事次第回）記事次第回）記事次第    平成平成平成平成21212121年年年年2222月月月月24242424日日日日    資料資料資料資料2222よりテよりテよりテよりテ

キスト引用キスト引用キスト引用キスト引用    
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参考資料２ 

 

 

昭和３１年文部省令第３１号 

に基づき都道府県が認可を行う 

 

 

    
各種学校の設立認可基準詳細各種学校の設立認可基準詳細各種学校の設立認可基準詳細各種学校の設立認可基準詳細    

    

区分区分区分区分    基基基基    準準準準    内内内内    容容容容    

目的目的目的目的    学校教育に類する教育を行うこと 

修業年限修業年限修業年限修業年限    １年以上（但し、簡易な技術、技芸の課程は３ヵ月以上） 

卒業所要授業時間卒業所要授業時間卒業所要授業時間卒業所要授業時間    年間６８０時間以上 

教育内容教育内容教育内容教育内容    規定なし 

教員在留資格教員在留資格教員在留資格教員在留資格    担当する教科に関して専門的知識、技術、技能等を有する者 

教教教教    員員員員    数数数数    ３人以上 

校舎の面積校舎の面積校舎の面積校舎の面積    
115．70 ㎡以上（特別な事情があり、かつ、教育上支障がな
い場合はこの限りでない。） 

運動場等運動場等運動場等運動場等    規定なし 

教教教教    材材材材    規定なし 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第ブラジル人学校等教区に関するワーキング・グループ（第2222回）記事次第回）記事次第回）記事次第回）記事次第    平成平成平成平成21212121年年年年2222月月月月24242424日日日日    資料資料資料資料2222よりテよりテよりテよりテ

キスト引用キスト引用キスト引用キスト引用    
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先行文献・参考文献・データ出典先行文献・参考文献・データ出典先行文献・参考文献・データ出典先行文献・参考文献・データ出典 

《先行文献》《先行文献》《先行文献》《先行文献》 
外国人の子どもの不就学」 佐久間孝正 2006年 9月 20日勁草書房 

《参考文献》《参考文献》《参考文献》《参考文献》 
1. 「外国人の子どもの不就学」 佐久間孝正 2006 年 9月 20 日勁草書房 
2. 「共生社会に向けた協働のモデルを目指して」2008 年 3月 31 日 東京外国語大学多言

語・多文化教育研究センター 
3. 「日本の外国人移民」 駒井洋 1999 年 12月 20 日 明石書店 
4. 「ニューカマーの子どもと学校文化 日系ブラジル人生徒の教育エスノグラフィー」 

勁草書房 2006 年 3月 20 日 
5. 「日本の内なる国際化 日系ニューカマーとわたしたち」 戸井田克己 2005 年 3月 28

日 古今書院 

6. 「日系ブラジル人移民史」 高橋幸春 1993 年 10月 31 日 三一書房 
7. 「日本の移民政策を考える―人口減少社会の課題」 依光正哲 2005 年 8月 31 日 明

石書店 

8. 「在日外国人の教育保障 愛知のブラジル人を中心に」 新海 英行 加藤良治 松本

和子 2001 年 12月 30 日 大学教育出版 
9. 「移民をめぐる自治体の政策と社会運動」 駒井洋  (2004.9) 明石書店  

10. 「総合デカセギ業の誕生」丹野清人（2006） 
11. 「日本における外国人移民の増加～静岡県浜松市の日系ブラジル人を中心に～」松尾友

樹（2005） 

12. 「グローバル化する日本と移民問題」第 1巻 国際化のなかの移民政策の課題（2002）
明石書店 

13. 「グローバル化する日本と移民問題」第 3巻 移民政策の国際比較（2003）明石書店 
14. 「エルクラノはなぜ殺されたのか」 西野瑠美子 1999 年 5月 25 日 明石書店 

 

《データ出典》《データ出典》《データ出典》《データ出典》 

総務省統計局総務省統計局総務省統計局総務省統計局    http://www.stat.go.jp/ 

文部科学省文部科学省文部科学省文部科学省    
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/005/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2009/04/27/1261300_1.pdf 

法務省法務省法務省法務省    http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html     

国立社会保障人口問題研究所 http://www.ipss.go.jp/ 

外務省外務省外務省外務省    http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/sy_090228.html 
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i 本稿は２０１０年１２月に行われる ISFJ日本政策学生会議「政策フォーラム２０１０」のために作成し

たものである。本稿の作成にあたっては、朴一教授をはじめ多くの方から有益かつ熱心なコメントを頂

戴した。ここに期して感謝の意を表したい。しかしながら本稿に得る誤り主張の一切の責任は 
ii 2008年 10月 14日「人口減少に対応した経済社会のあり方」より 
iii http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/event/sy_090228.html 

2009200920092009 年年年年 1111 月月月月 21212121 日日日日の外務省・愛知県・国際移住機関（IOM）共催シンポジウム「外国人受入れと社会統合に関する国際

シンポジウム」-国際的経験の共有と生活者としての外国人住民の受入れの実践例を中心にして-のイベント・募集

案内の文書より 
iv 国立社会保障人口問題研究所人口統計資料集 2010 表 1-5、表 2-8より 
v 在日ブラジル人の労働と生活 2009 御茶の水書房 小内透【編者】P4 L5~18  
vi 入国管理局ホームページより 
vii http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html 第４表 
viii http://www.moj.go.jp/housei/toukei/toukei_ichiran_touroku.html 
ix きつい きたない 危険 
x 「日系ブラジル人移民史」p356 ,357 高橋幸春 1993年 10月 31日 三一書房 

xi ビザ（入国査証）の種類 

短期滞在（観光はこれに当たる）、興業、技能、留学、研修、定住者、永住者など 27種類存在するが、1990年以前

は活動制限があり単純労働可能なビザは存在しなかった。しかし、1990 年の入管法改正後は、「日本人の配偶者

等」「定住者」という項目に対して、就労活動に制限のない在留が認められた。 
xii 朝日新聞 2009年 3月 31日 18時 35分 引用 
xiii この地域は日系ブラジル人が多く居住する、日系人登録数第 2位の県である。 
xivhttp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kokusai/005/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2009/04/27/1261300_1.pdf 

ブラジル人学校等の教育に関するワーキング・グループ(第 2回) 議事次第平成 21年 2月 24日(火) 文部科学省 
xv 「外国人の子どもの不就学」 佐久間孝正 P61 L2~4引用 2006年 9月 20日勁草書房 

 
xvi 「共生社会に向けた協働のモデルを目指して」2008年 3月 31日 東京外国語大学多言語・多文化教育研究センタ

ー 
ｐ17ｌ3~5 
xvii 「エルクラノはなぜ殺されたのか」 西野瑠美子 1999年 5月 25日 明石書店 
xviii 「外国人の子どもの不就学」 佐久間孝正 P82 L5~10引用 2006年 9月 20日勁草書房 
xix [参考]  朝日新聞 2008 年 12 月 28 日 18 時 12 分 
xx  2007年 4月 20日読売新聞 (板根薫) 引用 
xxi[参考]  朝日新聞 2008 年 12 月 28 日 18 時 12 分 

 


