
 

多文化共生の推進に関する研究会（第２回） 

議事次第 

 

日時：平成 30年 12月６日（木）16:00～17:30 

場所：自治体国際化協会 １階大会議室          

0 T（東京都千代田区麹町１丁目７ 相互半蔵門ビル）  

 

１ 開会 

２ 議題 

（１）多文化共生に関するアンケート調査結果（暫定版）の報告について 

（２）総務省による自治体ヒアリングの結果報告（豊橋市）について 

（３）委員による自治体等の多文化共生の取組報告について 

（４）多文化共生にかかる優良な取組の共有手法について 

（５）その他 

３ 閉会 

 

（配付資料） 

 資 料 １ 多文化共生に関するアンケート調査結果（暫定版） 

 資 料 ２ 豊橋市における多文化共生の取組について 

 資 料３－１ 日下委員提出資料 

資 料３－２ 佐藤委員提出資料 

資 料３－３ 須藤委員提出資料 

資 料４  多文化共生にかかる優良な取組の共有方法について 

 



多文化共生に関するアンケート

調査結果（暫定版）

平成３０年１２月６日
総務省自治行政局国際室

資料１



外国人住民の増加、多国籍化や高齢化等の進展、外国人材の受け入れ拡大のための新たな在留資格の
検討が進められていることを踏まえ、地域における多文化共生施策の更なる推進のため、地方公共団体に
おける多文化共生の状況等を把握することを目的に実施。

１ 調査目的

電子メールによる調査

３ 調査方法

平成30年9月19日～平成30年10月9日

２ 調査期間

・調査対象団体
①都道府県（47団体）
②指定都市（20団体）
③中核市（54団体）
④その他市区町村（281団体）
「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（平成30年１月1日現在）において、
「外国人住民数の上位100団体」又は「外国人住民の割合が全国平均（1.96%）以上の団体」を抽出

・上記①～④のほか、任意に回答のあった市町村

４ 回答団体（536団体）

多文化共生に関するアンケート調査 概要

1



多文化共生に関する指針・計画等の策定状況について

回答のあった536団体中、多文化共生に関する指針・計画等を策定している団体は421団体（78.5％）、
未策定の団体は115団体（21.5％）。

都道府県 指定都市 市区町村 合計

多文化共生に関する指針・計画等を
策定している団体

（国際化施策一般に関する指針・計画や総合計画等の中で多文化
共生施策について記載している団体を含む）

45 20 356 421

未策定団体 2 0 113 115

計 47 20 469 536
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6 (30.0%)

18 (90.0%)

(a)

(b)

28 (7.9%)

230 (64.6%)

(a)

(b)

261 (73.3%)

149 (41.9%)

90 (25.3%)

58 (16.3%)

(a)

(b)

(c)

(d)

20 (100.0%)

20 (100.0%)

12 (60.0%)

11 (55.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(１) 多文化共生に関して現在取り組んでいる分野(複数回答)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

(ア)コミュニケーション支援
① 地域における情報の多言語化

② 日本語及び日本社会に関する学習支援

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

都道府県 指定都市 市区町村

40 (88.9%)

40 (88.9%)

18 (40.0%)

17 (37.8%)

(a)

(b)

(c)

(d)

多様な言語、多様なメディアに
よる行政・生活情報の提供

外国人住民の生活相談のため
の窓口の設置、専門家の養成

ＮＰＯ等との連携による多言語
情報の提供

地域の外国人住民の相談員等
としての活用

2 (4.4%)

33 (73.3%)

(a)

(b)

地域生活開始時における
オリエンテーションの実施

日本語および日本社会に
関する学習機会の提供
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Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

(イ)生活支援
① 居住

② 教育

都道府県 指定都市

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

17 (85.0%)

20 (100.0%)

7 (35.0%)

6 (30.0%)

13 (65.0%)

18 (90.0%)

0 (0.0%)

2 (10.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

128 (36.0%)

249 (69.9%)

25 (7.0%)

46 (12.9%)

95 (26.7%)

184 (51.7%)

0 (0.0%)

37 (10.4%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

12 (60.0%)

2 (10.0%)

5 (25.0%)

0 (0.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

45 (12.6%)

12 (3.4%)

38 (10.7%)

9 (2.5%)

(a)

(b)

(c)

(d)

20 (44.4%)

1 (2.2%)

4 (8.9%)

2 (4.4%)

(a)

(b)

(c)

(d)

情報提供による居住支援、
入居差別の解消

自治会・町内会等を中心とする
取組の推進

住宅入居後のオリエンテーション
の実施

外国人住民が集住する団地等におけ
る相談窓口の設置

15 (33.3%)

31 (68.9%)

7 (15.6%)

8 (17.8%)

18 (40.0%)

34 (75.6%)

2 (4.4%)

4 (8.9%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

学校入学時の就学案内や就学援助制度
の多様な言語による情報提供

日本語の学習支援

地域ぐるみの取組

不就学の子どもへの対応

進路指導および就職支援

多文化共生の視点に立った
国際理解教育の推進

外国人学校の法的地位の明確化

幼児教育制度の周知
および多文化対応

市区町村
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(１) 多文化共生に関して現在取り組んでいる分野(複数回答)



13 (65.0%)

8 (40.0%)

9 (45.0%)

10 (50.0%)

13 (65.0%)

7 (35.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

55, (15.4%)

59, (16.6%)

25, (7.0%)

83, (23.3%)

134, (37.6%)

39, (11.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

40 (11.2%)

19 (5.3%)

20 (5.6%)

(a)

(b)

(c)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

(イ)生活支援
③ 労働環境

④ 医療・保健・福祉

都道府県 指定都市

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

5 (25.0%)

2 (10.0%)

4 (20.0%)

(a)

(b)

(c)

7 (15.6%)

6 (13.3%)

7 (15.6%)

(a)

(b)

(c)

ハローワークとの連携による就業支援

商工会議所等との連携による就業
環境の改善

外国人住民の起業支援

31 (68.9%)

9 (20.0%)

18 (40.0%)

5 (11.1%)

5 (11.1%)

3 (6.7%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

外国語対応可能な病院・薬局に関する
情報提供

医療問診票の多様な言語による表記

広域的な医療通訳者派遣システムの構築

健康診断や健康相談の実施

母子保健および保育における対応

高齢者・障害者への対応

市区町村
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(１) 多文化共生に関して現在取り組んでいる分野(複数回答)



10 (50.0%)

16 (80.0%)

(a)

(b)

14 (3.9%)

38 (10.7%)

(a)

(b)

20 (100.0%)

2 (10.0%)

16 (80.0%)

12 (60.0%)

18 (90.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

152 (42.7%)

20 (5.6%)

72 (20.2%)

36 (10.1%)

106 (29.8%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

(イ)生活支援
⑤ 防災

⑥ その他

都道府県 指定都市

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

35 (77.8%)

4 (8.9%)

33 (73.3%)

15 (33.3%)

31 (68.9%)

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

災害等への対応

緊急時の外国人住民の所在把握

災害時の通訳ボランティアの育成・
支援、連携・協働

大規模災害時に備えた広域応援協定

災害時の外国人への情報伝達手段の
多言語化、多様なメディアとの連携

11 (24.4%)

32 (71.1%)

(a)

(b)

より専門性の高い相談体制の整備
と人材育成

留学生支援

市区町村
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(１) 多文化共生に関して現在取り組んでいる分野(複数回答)



9 (45.0%)

13 (65.0%)

13 (65.0%)

2 (10.0%)

(a)

(b)

(c)

(d)

18 (90.0%)

13 (65.0%)

16 (80.0%)

(a)

(b)

(c)

152 (42.7%)

65 (18.3%)

208 (58.4%)

(a)

(b)

(c)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

(ウ)多文化共生の地域づくり
① 地域社会に対する意識啓発

② 外国人住民の自立と社会参画

都道府県
指定都市

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

36 (80.0%)

13 (28.9%)

30 (66.7%)

(a)

(b)

(c)

地域住民等に対する多文化共生の
啓発

多文化共生の拠点づくり

多文化共生をテーマにした
交流イベントの開催

11 (24.4%)

11 (24.4%)

15 (33.3%)

3 (6.7%)

(a)

(b)

(c)

(d)

キーパーソン・ネットワーク・自助組織等
の支援

外国人住民の意見を地域の施策に反映
させる仕組みの導入

外国人住民の地域社会への参画

地域社会に貢献する外国人住民の
表彰制度

46 (12.9%)

34 (9.6%)

71 (19.9%)

2 (0.6%)

(a)

(b)

(c)

(d)

市区町村
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(１) 多文化共生に関して現在取り組んでいる分野(複数回答)



3 (15.0%)

1 (5.0%)

0 (0.0%)

2 (10.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

3 (15.0%)

2 (10.0%)

5 (25.0%)

0 (0.0%)

0 (0.0%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(イ)⑥

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

(２) (１)の分野のうち、重点的に取り組んでいる分野(複数回答)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

11 (24.4%)

2 (4.4%)

1 (2.2%)

5 (11.1%)

0 (0.0%)

3 (6.7%)

12 (26.7%)

5 (11.1%)

5 (11.1%)

3 (6.7%)

0 (0.0%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(イ)⑥

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

86 (24.2%)

50 (14.0%)

4 (1.1%)

41 (11.5%)

1 (0.3%)

4 (1.1%)

25 (7.0%)

3 (0.8%)

50 (14.0%)

16 (4.5%)

4 (1.1%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(イ)⑥

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

(ア) コミュニケーション支援

①地域における情報の多言語化

②日本語及び日本社会に関する学習支援

(イ) 生活支援

①居住に関する支援

②教育に関する支援

③労働環境に関する支援

④医療・保健・福祉に関する支援

⑤防災に関する支援

⑥その他

(ウ) 多文化共生の地域づくり

①地域社会に対する意識啓発

②外国人住民の自立と社会参画

(エ) その他

都道府県 指定都市

市区町村

8



(３) 現在課題と認識している分野(複数回答)

Ⅰ 多文化共生に関する取り組み状況 ※指針等策定済み団体のみ回答

（ア）コミュニケーション支援

①地域における情報の多言語化

②日本語及び日本社会に関する学習支援

（イ）生活支援

①居住に関する支援

②教育に関する支援

③労働環境に関する支援

④医療・保健・福祉に関する支援

⑤防災に関する支援

（ウ）多文化共生の地域づくり

①地域社会に対する意識啓発

②外国人住民の自立と社会参画

（エ）その他

都道府県 指定都市 都道府県 n=45
指定都市 n=20
市区町村 n=356

市区町村
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17 (85.0%)

15 (75.0%)

5 (25.0%)

10 (50.0%)

8 (40.0%)

14 (70.0%)

15 (75.0%)

14 (70.0%)

12 (60.0%)

3 (15.0%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

198 (55.6%)

145 (40.7%)

42 (11.8%)

130 (36.5%)

49 (13.8%)

101 (28.4%)

232 (65.2%)

124 (34.8%)

108 (30.3%)

16 (4.5%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

32 (71.1%)

35 (77.8%)

13 (28.9%)

27 (60.0%)

22 (48.9%)

31 (68.9%)

40 (88.9%)

25 (55.6%)

20 (44.4%)

4 (8.9%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)



（１）多文化共生に係る指針・計画等の策定の検討状況

Ⅱ 指針・計画未策定自治体の状況 ※指針等未策定の団体のみ回答

都道府県 指定都市 市区町村 計

(ア)策定予定である 2 - 4 6

(イ)策定を検討しているが時期は未定 0 - 52 52

(ウ)策定する予定はない 0 - 57 57

計 2 - 113 115

回答のあった536団体中、多文化共生に関する指針・計画等を未策定の団体は115団体（21.5％）で、その
うち、今後策定を予定又は検討している団体は58団体、策定の予定はないと回答した団体は57団体。
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（１）先進的な取り組みを行っている自治体から共有を受けたい分野を教えてください(複数回答)

Ⅲ 先進的な取り組みの共有について ※指針等の策定、未策定に関わらずすべての団体で回答

都道府県 指定都市 都道府県 n=47
指定都市 n=20
市区町村 n=469

市区町村

11

（ア）コミュニケーション支援

①地域における情報の多言語化

②日本語及び日本社会に関する学習支援

（イ）生活支援

①居住に関する支援

②教育に関する支援

③労働環境に関する支援

④医療・保健・福祉に関する支援

⑤防災に関する支援

（ウ）多文化共生の地域づくり

①地域社会に対する意識啓発

②外国人住民の自立と社会参画

（エ）その他

30 (63.8%)

35 (74.5%)

15 (31.9%)

27 (57.4%)

29 (61.7%)

30 (63.8%)

36 (76.6%)

28 (59.6%)

26 (55.3%)

2 (4.3%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

15 (75.0%)

13 (65.0%)

8 (40.0%)

10 (50.0%)

8 (40.0%)

13 (65.0%)

13 (65.0%)

10 (50.0%)

13 (65.0%)

4 (20.0%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)

270 (57.6%)

215 (45.8%)

107 (22.8%)

176 (37.5%)

117 (24.9%)

170 (36.2%)

313 (66.7%)

203 (43.3%)

154 (32.8%)

18 (3.8%)

(ア)①

(ア)②

(イ)①

(イ)②

(イ)③

(イ)④

(イ)⑤

(ウ)①

(ウ)②

(エ)



（２）先進的な取り組みの共有の手法について

Ⅲ 先進的な取り組みの共有について ※指針等の策定、未策定に関わらずすべての団体で回答

都道府県

(ア)先進的な取り組みを行っている自治体の職員等から助言を受けられるアドバイザー制度が
あれば、活用したいと思いますか。

指定都市 市区町村

(イ)地域の自治体が集まり、多文化共生にかかる先進的な取り組みの紹介や自治体間での情
報共有等を行う会議が開催されれば、参加したいと思いますか。

都道府県 指定都市 市区町村

35 (74.5%)

12 (25.5%)
はい

いいえ
14 (70.0%)

6 (30.0%) はい

いいえ
231

(49.3%)
238

(50.7%)

はい

いいえ

都道府県 n=47
指定都市 n=20
市区町村 n=469

38 (80.9%)

9 (19.1%)
はい

いいえ

18 (90.0%)

2 (10.0%)

はい

いいえ 304
(64.8%)

165
(35.2%)

はい

いいえ

12



（３）多文化共生の分野でＣＩＲ（国際交流員）を活用したい意向はありますか。

Ⅲ 先進的な取り組みの共有について ※指針等の策定、未策定に関わらずすべての団体で回答

都道府県 指定都市 市区町村

都道府県 n=47
指定都市 n=20
市区町村 n=469

29 (61.7%)
18 (38.3%) はい

いいえ
10 (50.0%)10 (50.0%)

はい

いいえ

81
(17.3%)

388
(82.7%)

はい

いいえ

＜参考＞回答団体におけるＣＩＲ任用状況

都道府県 指定都市 市区町村 計

回答団体数 47 20 469 536

ＣＩＲ任用団体数 44（93.6%） 16（80%） 62（13.2%） 122（22.7%）

13



豊橋市における多文化共生
の取組について

（H30.9.10 ヒアリング結果）

資料２
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豊橋市における国籍別在留外国人数の推移
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豊橋市における在留資格別人口の推移

→永住者、定住者の割合が高い

特別永住者 永住者 定住者
日本人の配

偶者等
永住者の配

偶者等
高度専門職

技術・人文知識・国
際業務 技能

その他の就労目的
の在留資格 留学 技能実習 特定活動

左記以外の在留資
格 合計

平成25年
（割合）

（全国平均との差）

1399人
（約9.8％）
（-8.3％）

6396人
（約44.7％）

（13％）

3312人
（約23.2％）
（15.4％）

1095人
（約7.7％）

（0.9％）

219人
（約1.5％）

（0.3％）
－

155人
（約1.1％）
（-4.5％）

82人
（約0.6％）

（-1％）

104人
（約0.7％）

（-2％）

247人
（約1.7％）
（-7.6％）

1024人
（約7.2％）
（-0.3％）

16人
（約0.1％）

（-1％）

254人
（約1.8％）
（-4.3％）

14303人

平成26年
（割合）

（全国平均との差）

1351人
（約9.8％）
（-7.1％）

6074人
（約44.1％）

（12.2％）

3239人
（約23.5％）

（16％）

1045人
（約7.6％）

（0.8％）

234人
（約1.7％）
（約0.4％）

－
173人

（約1.3％）
（-4.5％）

73人
（約0.5％）
（-1.1％）

85人
（約0.6％）
（-.2.1％）

211人
（約1.5％）
（-8.6％）

1046人
（約7.6％）
（-0.3％）

17人
（約0.1％）
（-1.2％）

230人
（約1.7％）
（-4.4％）

13778人

平成27年
（割合）

（全国平均との差）

1318人
（約9.7％）
（-5.9％）

5976人
（約43.8％）

（12.4％）

3182人
（約23.3％）
（16.1％）

963人
（約7.1％）

（0.8％）

226人
（約1.7％）

（0.4％）

0人
（約0％）
（-0.1％）

166人
（約1.2％）

（-5％）

78人
（約0.6％）
（-1.1％）

65人
（約0.5％）
（-2.1％）

201人
（約1.5％）
（-9.6％）

1202人
（約8.8％）
（0.2％）

38人
（約0.3％）
（-1.4％）

218人
（約1.6％）
（-4.6％）

13633人

平成28年
（割合）

（全国平均との差）

1282人
（約8.9％）
（-5.3％）

6170人
（約43％）
（12.5％）

3321人
（約23.2％）
（16.1％）

947人
（約6.6％）

（0.8％）

241人
（約1.7％）

（0.4％）

1人
（約0％）
（-0.2％）

199人
（約1.4％）
（-5.4％）

72人
（約0.5％）
（-1.2％）

59人
（約0.4％）
（-2.3％）

191人
（約1.3％）
（-10.3％）

1478人
（約10.3％）

（0.7％）

152人
（約1.1％）
（-0.9％）

226人
（約1.6％）
（-4.9％）

14339人

平成29年
（割合）

（全国平均との差）

1253人
（約8.4％）
（-4.5％）

6279人
（約41.9％）

（12.7％）

3664人
（約24.4％）
（17.4％）

941人
（約6.3％）

（0.8％）

261人
（約1.7％）

（0.3％）

2人
（約0％）
（-0.3％）

206人
（約1.4％）

（-6％）

68人
（約0.5％.）

（-1％）

78人
（約0.5％）
（-2.2％）

209人
（約1.4％）
（-10.8％）

1532人
（約10.2％）
（-0.5％）

258人
（約1.7％）
（-0.8％）

236人
（約1.6％）
（-5.1％）

14987人

平成30年
（割合）

1203人
（約7.5％）

6419人
（約39.9％）

4275人
（約26.6％）

1009人
（約6.3％）

277人
（約1.7％）

1人
（約0％）

243人
（約1.5％）

59人
（約0.4％）

92人
（約0.6％）

244人
（約1.5％）

1690人
（約10.5％）

331人
（約2.1％）

248人
（約1.5％）

16091人

（注）１ 平成27年の入管法改正前の「技術」と「人文知識・国際業務」は、合算した値を「技術・人文知識・国際業務」として入力。
（注）２ 「その他の就労目的の在留資格」欄には、教授、芸術、宗教、報道、経営・管理（投資・経営を含む）、法律・会計業務、医療、研究、教育、企業内転勤、興行の合算値を入力。（外交、公用は除きます）
（注）３ 「左記以外の在留資格」は、文化活動、研修、家族滞在などが該当します。
（注）４ 豊橋市データについては各年４月１日現在、住民基本台帳データより算出
（注）５ 全国平均は各年12月末現在（法務省在留外国人統計）の数値より算出

技能実習の外国人数が平成25年に比べ、平成30年は1.5倍以上

→技能実習での外国人の急増

平成25年～平成30年にかけて常に永住者・定住者の
割合が共に全国平均値よりも10％以上上回る

３



豊橋市における多文化共生の取組の経過等について
＜これまでの経過＞
・ 「平和・交流・共生の都市宣言」（２００６年）の本旨の実現に向け、２００９年に、「平和・交流・共生の都市宣言推進基本計画」を策定し、
当該計画における共生分野の具体的行動計画として、同年に「豊橋市多文化共生推進計画」（計画期間：２００９－２０１３年）を策定

・２０１４年、日系ブラジル人の大幅な減少や外国人市民の多国籍化、定住・永住等在留資格の構成の変化などを踏まえ、
「豊橋市多文化共生推進計画２０１４－２０１８」を策定

豊橋市総合計画 平和・交流・共生の都市宣言

（県）あいち多文化共生推進プラン

豊橋市多文化共生推進計画

（国）地域における多文化共生推進プラン

＜多文化共生推進計画の位置づけ＞

＜計画の策定体制＞

市 民

豊橋市

外部有識者等

パブリックコメント

新豊橋市多文化共生推進計画（仮称）策定会議【課長級】

策定部会【担当者級】

＜会議構成員の所属（H30.11末現在）＞
多文化共生・国際課、防災危機管理課、広報広聴課、
安全生活課、市民協働推進課、国保年金課、長寿介護課
こども未来政策課、保育課、産業政策課、商工業振興課、
住宅課、教育政策課、学校教育課、生涯学習課、図書館

新豊橋市多文化共生推進計画（仮称）検討会議

＜会議構成員の所属（H30.11末現在）＞
・愛知県庁 ・豊橋技術科学大学 ・愛知大学

・豊橋市立小中学校外国人児童生徒推進委員会
・豊橋商工会議所 ・国際交流協会
・ＮＰＯ法人ＡＢＴ豊橋ブラジル協会
・ＮＰＯ法人フロンティアとよはし
・トヨハシ フィリピノ アソシエーション ・豊橋市自治連合会

平和・交流・共生の都市宣言推進基本計画

外国人市民会議

都市宣言推進会議【部長級】

４



豊橋市の取組事例①（Ｈ３０年度関連予算額：１，４４８万円）

「行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備」関連の主な取組

公共交通乗り方案内 納税のしおり ごみ捨てマニュアル

配布

市役所、市民課隣に外国人情報窓口を設置

転入外国人を中心に行政情報の提供・説明

配布資料：ポルトガル語、タガログ語、英語、やさしい日本語

窓口対応言語：ポルトガル語（常設）、タガログ語（週２日）
（タガログ語についてはH29より週1日→週2日に増加）

①行政・生活情報の多言語化

②通訳等の配置

③外国人相談対応等の充実

納税課 １名【ポルトガル語】 住宅課 １名【ポルトガル語】

多文化共生・国際課（外国人相談員） ２名【ポルトガル語】 市営住宅管理センター １名【ポルトガル語】

多文化共生・国際課通訳 １名【タガログ語】 市民病院 ４名【ポルトガル語、スペイン語、英語】

多文化共生・国際課（国際交流員） １名【英語】 豊橋高等学校 １名【ポルトガル語】

国保年金課 １名【英語、ポルトガル語、スペイン語】 くすのき特別支援学校 １名【ポルトガル語、スペイン語】

子ども家庭課 １名【ポルトガル語】
公立小中学校

２３名【ポルトガル語、スペイン語、タガログ語】

こども保健課 ２名【ポルトガル語】 多文化共生・国際課（フロアーアシスタント） １名【ポルトガル語】

（平成３０年度庁内通訳等配置状況）

＜多文化共生・国際課での外国人相談対応＞

多文化共生・国際課において、ポルトガル語（２名）の通訳者を配置し、行政手続き等の
相談に対応。相談対応にあたっては、各課や関係機関とも連携しながら、きめ細かな対応
をとっている。その他、英語（１名）、タガログ語（１名）通訳者も各課への手続きや相談時に
付き添い、通訳対応を実施。

＜外国人情報窓口の設置＞
初めて来日した外国人や他市から転入した外国人に対して、ポルトガル語や「やさしい日

本語」により、ごみ分別や生活上のルール、行政情報などを紹介する窓口を市民課に設置。

＜豊橋市国際交流協会での外国人相談対応＞
地域在住の日系ブラジル人を対象に、日常生活の困りごとに

対応するため、ポルトガル語による各種の相談対応を実施。

＜市営住宅外国人相談＞
住宅課窓口や豊橋市市営住宅管理センターにおいて、

ポルトガル語で入居にかかる相談等に対応。

・外国人向け相談窓口のほか、外国人対応の
多い部署や学校等に通訳等を配置

・通訳が配置されていない場合でも、外国人相談
員が同行するなど、安心して市役所を訪れる
ことのできる環境整備を進めている

（平成２７年度から新たにタガログ語にも対応）

・現在、４１名の通訳等を配置

５



豊橋市の取組事例②（Ｈ３０年度関連予算額：８，２１１万円）

「外国人児童等の学習環境の充実」関連の主な取組

市立小中学校 児童生徒数 うち、外国人児童数

小学校 ５２校 ２１，５７６名 ８７６名（４．１％）

中学校 ２２校 １１，４５５名 ４０２名（３．５％）

計 ３３，０３１名 １，２７８名（３．９％）

（参考１）市立小中学校児童生徒数
（平成２５年４月現在）

①外国人児童生徒教育相談員等の充実

（参考２）外国人児童の多い市立小学校
（平成２５年４月現在）

小学校名 児童数 Ａ 外国人児童数 Ｂ（Ｂ／Ａ）

多米小学校 ７３６名 １１６名（15.8％）

岩田小学校 ７５０名 １１５名（15.3％）

中野小学校 ４６４名 ６５名（14.0％）

汐田小学校 ４１２名 ６１名（14.8％）

岩西小学校 ４９６名 ５６名（11.3％）

飯村小学校 ７７３名 ４２名（5.4％）

②日本語初期支援校「みらい」の実施（平成30年新規事業）

（「みらい」修了式）

○来日して間もない外国籍の中学生や外国人学校から市内に編入した
生徒たちの日本語指導を集中的に行う初期支援校「みらい」を
市立豊岡中学校に設置し、２０１８年４月９日に開校

○外国籍生徒は、居住校区に学籍を置きながら、市立豊岡中学校において、
週４日間１６０時間にわたり、日本語の読み書き、会話などを中心に指導
を受ける機会を提供

○指導は、豊岡中学校の教諭２名に加え、ポルトガル語、タガログ語の
相談員、教室運営を行うコーディネーターを配置

○11月末現在、延べ３６名の外国籍生徒が活用（うち現在通級中６名）
（内訳 ブラジル：２４名、フィリピン：１１名、中国：１名）

○「外国人児童生徒教育相談員」「外国人児童生徒教育スクールアシスタント」
「登録バイリンガル」の３種類の支援者を設定し、外国人児童生徒をフォロー

○庁内に外国人児童生徒相談コーナーを設置し、外国人児童生徒教育相談員
として、以下を配置
・外国人児童生徒コーディネーター１名（ポルトガル語対応、非常勤嘱託職員）
・日本語教育巡回相談員７名（日本人）
・バイリンガル常駐相談員７名（ポルトガル語５名、タガログ語２名）
・バイリンガル巡回相談員４名（ポルトガル語２名、タガログ語１名、スペイン語１名）

○巡回相談員は、相談コーナーを拠点に市立小中学校を巡回し、通訳対応や
教諭からの相談対応も実施

○外国人児童生徒の多い市立小中学校には、外国人児童生徒教育スクール
アシスタントを５名配置

○そのほか、上記相談員等を補完する形で、
登録バイリンガル３５名が通訳ボランティア
として活動

市立小中学校 児童生徒数 うち、外国人児童数

小学校 ５２校 ２１，０１９名 １，２６４名（６．０％）

中学校 ２２校 １０，４７３名 ５７４名（５．５％）

計 ３１，４９２名 １，８３８名（５．８％）

小学校名 児童数 Ａ 外国人児童数 Ｂ（Ｂ／Ａ）

岩田小学校 ８２４名 １８４名（２２.３％）

多米小学校 ７４７名 １４４名（１９.３％）

汐田小学校 ４８４名 ９９名（２０.５％）

飯村小学校 ７３１名 ７９名（１０.８％）

岩西小学校 ５３２名 ６９名（１３.０％）

中野小学校 ４１７名 ５８名（１４.０％）

（平成３０年４月現在）

（平成３０年４月現在）
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豊橋市における多文化共生の取組にかかる今後の方向性等について

・これまでの取組などにより、多文化共生に関する市民意識は少しずつ向上
・現在では、外国人市民が自治会役員を務めたり、外国人の赤十字救急法指導員が日本で初めて誕生する
など、外国人市民が外国人市民のために活躍できる土壌が育ちつつある

・外国人市民を「支援される側」としてだけとらえるのではなく、「支援する側」でもあるという視点を持ち、外国人
市民の持つ個性が発揮できる環境づくりが重要

・こうした取組を拡げていくためには、行政だけでなく、ＮＰＯ等の民間レベルの取組も支援していく必要がある

・外国人市民の永住化の進展や国の外国人受入れ施策の拡大による外国人市民の多国籍化により、
外国人市民の支援ニーズがより多様化することが想定

・これまでの取組みを充実させ、多様な支援ニーズに対応するとともに、外国人市民が活躍できる環境整備を
すすめていく

・また、外国人市民の自立と活躍をより一層促進するよう、乳幼児期から老年期までのライフステージごとの
ターゲットを見据え、各ステージで切れ目のない施策を実施していく

・平成30年５月より、上記の方向性を盛り込んだ新多文化共生推進計画の改定作業を開始
・年明けのパブリックコメントを経て、平成３１年３月に公表予定

○多文化共生推進計画の改定に向けた動き

○今後の方向性

○現状・課題認識等

７



島根県の多文化共生推進
の取り組み

島根県環境生活部文化国際課

課長 日下純子

資 料 ３－１
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島根県の主な多文化共生推進施策

（「しまね国際センター」の取組）

■外国語相談
（中国語、タガログ語、
英語、ポルトガル語）

■コミュニティ通訳ボランティア
（中国語、タガログ語、韓国語、
英語、ポルトガル語）

その他ボランティア育成・登録、
多言語による生活情報の提供等 ３



■「やさしい日本語」の普及 ■日本語教室マップ作成 ■防災への意識啓発

島根県の主な多文化共生推進施策

４



島根県の主な多文化共生推進施策

■外国人相談体制充実事業
（外国人地域サポーター事業）

 外国人住民と行政・支援団体等の橋渡し役として、外国人住民
200人以上の7市に「外国人地域サポーター」を知事名で委嘱

① サポーターの活動内容
○ 外国人住民への情報提供
○ 外国人住民の現状・ニーズ把握
○ 市町村や関係団体等との連絡調整
○ 相談窓口の紹介・同行支援

② 地域数及びサポーター数
○ 松江、浜田、出雲、益田、大田、雲南、江津、各地域１～２名

③ 報酬等
○ 無報酬。ただし、活動費として月額5,000円を支給。

５



島根県の主な多文化共生推進施策

■外国人相談体制充実事業
（外国人地域サポーター事業）

 サポーターが知事委嘱の名刺を持つことにより、行政や相談窓
口への同行、地域企業への相談がしやすくなった。これにより、
外国人住民に親身な対応が可能となった。

 サポーターからの相談により、市の担当者が地域の問題を把握
するようになり、市の担当者の意識が変わってきた。

 4半期毎の連携会議（サポーター、県、市、国際センター）での報

告・意見交換により、横連携をして対応しようという意識が出て
きた。

【主な効果】

６



日本語学習機会の提供

・日本語教室数 20カ所

・教室不在市町村 7/19
⇒ 通えない住民も多い

（距離的、時間的）

・過去10年で3カ所減少

⇒ 高齢化、担い手不足

（時間、お金の負担感）

訪問型日本語学習事業
を展開

７



日本語教室不在地域における日本語学習機会の創出事業

◆学習対象者

日本語教室が遠く通えない、日本語教室の開設時間
に行くことができない外国人住民
◆内容

県独自教材（やさしい日本語、中国語、英語、ポルトガ
ル語、ベトナム語）を使用した講座90分×10回
※あくまでも日本語

◆講師
養成講座を受講したボランティア

◆実施場所
公民館・集会所や個人宅

日本語を学ぶ
きっかけづくり

日本語ボランティア
の裾野を広げる

孤立しがちな外国人
住民との交流づくり

８
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来年度の多文化共生推進施策（検討案）

■外国人相談体制充実事業
（外国人地域サポーター事業）

 「外国人地域サポーター」に外国人住民を追加

外国人住民が抱える課題やニーズをより把握
しやすくする

外国人住民のリーダー的役割として地域住民
との橋渡しを担ってもらう

１０



来年度の多文化共生推進施策（検討案）

■日本語教室不在地域における
日本語学習機会の創出事業

外国人を雇用する企業への訪問日本語学習を展開

日本語教室に時間的に通えない外国人住民
に日本語学習の機会を提供

企業との連携を推進することにより、実態や課
題等の把握 ⇒ 解決へと繋げる

（日本語習得支援を要望する声が多い）

１１



来年度の多文化共生推進施策（検討案）

多言語生活支援情報サイトに動画を活用

（日本語学習にも活用できるもの）

多言語による相談体制を拡充

市町村との連携による、各地域での多文化共生意識の
醸成イベント等の実施

防災ハンドブックの刷新 など

１２



浜松市の多文化共生の取組み

平成３０年１２月６日
浜松市企画調整部国際課

資料３－２



★日本一ブラジル人の多いまち

1

現状

地域社会での外国人市民との言語や生活習慣・文化等の違いから生じる摩擦や課題が顕在化
• 言 語・・・意思疎通が図れず、コミュニケーション不足
• 社 会 保 障・・・雇用保険や健康保険・年金への未加入 など
• 雇 用・・・多くが派遣・請負など間接雇用であり不安定
• 教 育・・・受入体制が未整備、不登校や不就学の発生
• 外国人登録・・・登録内容と居住実態が乖離
• 地域トラブル・・ごみ出し、騒音、駐車場 など

• 市には約2万4千人の外国人市民が居住
• 特にブラジル人は9千人を超え、全国の都市で最多
• 日本で3番目の総領事館が設置

背景

1990年の出入国管理及び難民認定法の改正施行
～日系人（３世とその家族まで含む）の入国と就労が容易に～

ブラジル人などの南米日系人をはじめとした外国人市民が大幅に増加

ブラジル, 
9,252人, 39%

フィリピン, 
3,863人, 16%

中国, 2,501人, 
10%

ベトナム, 
2,490人, 10%

ペルー, 
1,710人, 7%

韓国, 
1,195人, 5%

インドネシア, 
857人, 4%

その他, 
2,095人, 9%

※浜松市における外国人市民数 （2018年10月1日現在）

23,963人



★浜松市の多文化共生施策

2

(1)行政での多言語支援

窓口への通訳の配置

行政情報の多言語化

市ＨＰ

広報紙

行政文書
パンフレット、チラシ

多言語生活情報サイト
サイン

防災情報 など

(2)拠点施設の開設

多文化共生センター
多言語相談の実施

（生活相談・法律相談・メンタル
ヘルス相談 など）

情報提供
外国人集住自治会への支援

など

外国人学習支援センター
日本語教室の開催

日本語学習者等支援者の養成
地域日本語学習支援 など

(4)連携・発信事業

外国人集住都市会議への参加 都市・自治体連合（UCLG ASPAC）への参加

インターカルチュラル・シティ・ネットワークへの加盟 サンバコンテストの開催

(5)第２次浜松市多文化共生都市ビジョンの策定

⇒異なる文化を持つ市民がともに構築する地域

⇒多様性を都市の活力と捉え、発展していく地域

⇒誰もが安全・安心な暮らしを実感できる地域

※(公財)浜松国際交流協会
相談事業

日本語学習支援
外国につながる子供支援

地域共生事業
多文化防災事業

多様性を生かしたまちづくり
担い手の育成と支援
情報提供事業 など

関係団体との連携

(3)子供の教育

公立小中学校の取り組み

相談員・就学サポーターの配置
初期適応・母国語支援

日本語学習支援
就学・進学ガイダンス など

不就学・就学促進への取り組み
外国人の子供の不就学ゼロ作戦事業
定住外国人の子供の就学促進事業

外国人学校への支援
など



（１）行政での多言語支援

3

外国語版広報はままつ

（英語・ポルトガル語） カナル・ハママツ

（英語・ポルトガル語
やさしい日本語・スペイン語
タガログ語・中国語）

ウェルカムパック

（英語版・ポルトガル語版）

・多言語生活マップ
・小中学校入学案内
・個人住民税のあらまし
・ごみ、資源物の出し方
・自治会活動の案内
・地震の説明
・交通安全の知識

多言語による行政情報や生活情報の提供



（２）拠点施設の開設

①浜松市多文化共生センター
②浜松市外国人学習支援センター
※浜松国際交流協会との連携による施設運営

多言語による生活相談や情報提供、日本語教室など、さまざまな多文化共生施策を実施

4

＜浜松市多文化共生センター＞
• 多文化共生コーディネーターなどの専門スタッフを配置し、地域における多文化共生の取組など、
外国人市民の定住化に対応したさまざまな支援を包括的に実施

＜浜松市外国人学習支援センター＞
• 外国人の大人から子供までを対象とした総合的な学習支援の施設の拠点として日本語教室や日本語
ボランティア養成講座などを市民協働により実施



（３）子供の教育

5

公立小中学校の取り組み（浜松市教育委員会）

（１）学校への支援者の配置・派遣
≪バイリンガル支援者≫
①初期適応サポーター
②初期適応支援員
③就学支援員
④就学サポーター

≪日本語・学習支援者≫
①日本語・学習支援者
②外国人児童生徒教科指導員

≪指導・助言≫
外国人児童生徒相談員

（２）ライフコース（成長の道すじ）を見据えた支援
①相談員による就学ガイダンス
②入学準備ガイダンス（10月）
③進路について語る会（６月）
④ロールモデルとの出会い（適宜）
⑤ステップアップクラス

（３）ＩＣＴの配置
外国人児童生徒等及び保護者に対して、タブレットを使用し、母語での通訳支援と

翻訳支援を行う。



（３）子供の教育

6

外国人の子供の不就学ゼロ作戦事業



（３）子供の教育

7

定住外国人の子供の就学促進事業

■目的
外国人の子供の就学促進のため、外国人の子供の教育支援に係る関係機関と連携し、不就学

の外国人の子供の学びの場を確保するとともに、公立学校や外国人学校等教育機関への就学に
つなげるために必要な支援を実施していきます。

■事業内容
○不就学の外国人の子供が就学に必要な日本語、教科若しくは母語及び学習習慣確保指導
のための教室の開催

○不就学の外国人の子供の学校への円滑な転入に向けたコーディネート
○不就学の外国人の子供が日本の生活・文化に適応するための地域社会等との交流促進



（４）連携・発信事業

外国人集住都市会議の設立

8

設立の背景
外国人市民の定住化が進むなかで社会保障や教育などの課題が顕在化
• これまでの国レベルでの受入れ態勢（法律や制度）では実態に追いつかない
• 地方自治体の取組では限界がある

国による法制度の整備、本国の制度整備・支援、関係機関との連携が必要

2001年本市の提唱により

取組の成果
• 内閣府への日系定住外国人施策推進室の設置
• 外国人の住民基本台帳制度の開始 など

＜活動内容＞
・多文化共生に関する知見やノウハウを共有
・国に対する継続的な政策提言 など

外国人集住都市会議への参加



（４）連携・発信事業

9

インターカルチュラル・シティ・ネットワークへの加盟



（５）第２次浜松市多文化共生都市ビジョンの策定

・2013年に多文化共生施策の指針となる「浜松市多文化共生都市ビジョンを策定（2018年改訂）
・外国人市民に対する課題解決や支援の取組にとどまらない、多様性を生かした取組の実践
・重点施策として「多様性を生かしたまちづくり」を位置づける

重点施策

目指す方向性

目指す将来像

◇外国人市民のまちづくりへの参画促進
◇多様性を生かした文化の創造・地域の活性化
◇防災対策
◇次世代の育成・支援

相互の理解と尊重のもと、創造と成長を続ける、ともに築く多文化共生都市

１ 異なる文化を持つ市民がともに構築する地域
２ 多様性を都市の活力と捉え、発展していく地域
３ 誰もが安全・安心な暮らしを実感できる地域

第2次浜松市多文化共生都市ビジョン

課題の整理
◆外国人市民の地域社会での活躍促進…全ての市民が果たすべき義務を遂行し、得られるべき権利を
享受することができ、外国人市民も社会の構成員としてまちづくりに主体的に参画できる環境整備が必要
◆将来を担う次世代の育成・支援…子供たちが自らの持つ力を十分に発揮し、地域社会を支える役割を
担う人材となるよう育成・支援に取り組むことが必要
◆安全・安心して暮らせる社会づくり…雇用環境をはじめとする生活基盤や災害対策による安全・安心な
暮らしを実感できる地域づくりが必要

１０



多文化共生の推進に関する研究会（第２回）

地域の状況と多文化共生の取り組み

（公財）仙台観光国際協会(SenTIA)  須藤伸子

資 料 ３－３



(公財)仙台観光国際協会（SenTIA）

2015年
仙台国際交流協会(1990年～）と

仙台観光コンベンション協会が統合

観光・物産振興、青葉まつり
コンベンション誘致、MICE
フィルムコミッション
多文化共生、国際交流事業
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仙台市の外国人住民

総人口の約１％

「見えない住民」

東日本大震災

20年で倍増

２
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仙台市における外国人住民数の推移（各年4月末現在）
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(印刷用)H30.4末グラフ

		

										朝鮮		544												年度 ネンド		人数 ニンズウ

										フィリピン		429												1994		5,852人

										米国		385												1995		6,402人

										カナダ		150												1996		6,639人

										ロシア		138												1997		6,967人

										インド		136												1998		7,323人

										モンゴル		126												1999		7,455人

										英国		118												2000		8,015人

										インドネシア		111												2001		8,790人

										バングラデシュ		108												2002		9,383人

										オーストラリア		96		1,019										2003		9,930人

										ブラジル		89												2004		10,331人

										パキスタン		64												2005		10,019人

										タイ		62												2006		10,114人

										イラン		53												2007		9,830人

										マレイシア		49												2008		9,918人

										フランス		46												2009		9,965人

										エジプト		38												2010		10,205人

																								2011		9,580人

																								2012		9,153人

																								2013		9,148人

																								2014		9,597人

										ヴィェトナム		37												2015		10,507人

										ニュー・ジーランド		34												2016		11,353人

										ドイツ		28												2017		11,972人

										ネパール		26												2018		12,233人

										スリ･ランカ		25

										ポーランド		25

										イタリア		17

										ブルガリア		16

										メキシコ		15

										ペルー		15

										トルコ		14

										ミャンマー連邦		12

										ベラルーシ		12

										カンボディア		12

										コロンビア		12												国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

										モロッコ		12												中国 チュウゴク		3,752人

										ガーナ		11												韓国 カンコク		1,963人

										スウェーデン		11												ベトナム		1,650人

										アルゼンティン		10												ネパール		1,114人

										パラグァイ		9												フィリピン		500人

										シンガポール		9												米国 ベイコク		493人

										ボリヴィア		8												インドネシア		275人

										ハンガリー		8												台湾 タイワン		235人

										ケニア		8												朝鮮 チョウセン		189人

										スイス		8												バングラデシュ		169人

										ヴェネズエラ		8												スリランカ		164人

										アルジェリア		7												タイ		163人

										イスラエル		7												インド		122人

																								モンゴル		95人

										オランダ		7												フランス		93人

										無国籍		7												その他 タ		1,256人

																								合計 ゴウケイ		12,233人

										ナイジェリア		5

										パナマ		5

										スペイン		5

										チリ		4

										キューバ		4

										フィンランド		4

										キルギス		4

										ユーゴスラヴィア		4

										ギニア		3

										ジャマイカ		3

										ラオス		3

										シリア		3

										タンザニア		3

										ウルグァイ		3												資格 シカク		人数 ヒトカズ

										ボスニア・ヘルツェゴヴィナ		3												留学 リュウガク		4,270人

										アルバニア		2												永住者 エイジュウシャ		2,652人

										オーストリア		2												特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1,283人

										アラブ首長国連邦		2												家族滞在 カゾクタイザイ		993人

										ベルギー		2												技術・人文知識・国際業務 ギジュツ		714人

										プータン		2												日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		472人

										コンゴー民主共和国		2												技能実習1号ロ ギノウ		333人

										コスタ・リカ		2												技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		273人

										デンマーク		2												教授		219人

										エル・サルヴァドル		2												定住者 テイジュウシャ		169人

										ラトヴィア		2												技能 ギノウ		148人

										マダガスカル		2												宗教 シュウキョウ		129人

										モーリタニア		2												特定活動		119人

										モーリシァス		2												教育 キョウイク		107人

										ニカラグア		2												永住者の配偶者 エイジュウシャハイグウシャ		71人

																								その他 タ		281人

										ポルトガル		2												計 ケイ		12,233人

										セネガル		2

										テュニジア		2

										南アフリカ共和国		2
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H30.4国別

		



人数

外国人住民の国籍別人数と割合(平成30年4月30日)

中国, 3,752人
　30.7%

韓国, 1,963人　
16.0%

ネパール, 
1,114人,9.1%

インドネシア, 
275人, 2.2%

フランス, 
93人, 0.8%



H30.4国籍別順位

				国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

		1		中国 チュウゴク		3,752人

		2		韓国 カンコク		1,963人

		3		ベトナム		1,650人

		4		ネパール		1,114人

		5		フィリピン		500人

		6		米国 ベイコク		493人

		7		インドネシア		275人

		8		台湾 タイワン		235人

		9		朝鮮 チョウセン		189人

		10		バングラデシュ		169人

		11		スリランカ		164人

		12		タイ		163人

		13		インド		122人

		14		モンゴル		95人

		15		フランス		93人

				その他 タ		1,256人

				合計 ゴウケイ		12,233人

				＊TOP15位の国籍とその他を表示 イコクセキタヒョウジ



合計　12,233人

合計　12,233人

外国人住民の資格別人数と割合(平成30年4月30日)

技術・人文知識・国際業務, 714人, 5.8%

技能実習1号ロ, 
333人, 2.7%

技能実習2号ロ, 
273人, 2.2%

教授,2１9人, 1.9%

永住者の配偶者, 
71人, 0.6%

2012年7月9日
住基法改正
（外国人登録廃止）



H30.4資格別

		

		【仙台市】　国籍別外国人市民人口 コクセキベツガイコクジンシミンジンコウ

																						平成30年4月30日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

		No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ				No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ				No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ

		1		中国 チュウゴク		3,752				43		ハンガリー		10				85		マダガスカル		3

		2		韓国 カンコク		1,963				44		フィンランド		10				86		ヨルダン		3

		3		ベトナム		1,650				45		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク		10				87		ラオス		3

		4		ネパール		1,114				46		フィジー		9				88		ラトビア		3

		5		フィリピン		500				47		ルーマニア		9				89		アルメニア		2

		6		米国 ベイコク		493				48		エルサルバドル		8				90		カンボジア		2

		7		インドネシア		275				49		ジャマイカ		8				91		シエラレオネ		2

		8		台湾 タイワン		235				50		ベネズエラ		8				92		ジンバブエ		2

		9		朝鮮 チョウセン		189				51		ボリビア		8				93		チュニジア		2

		10		バングラデシュ		169				52		エストニア		7				94		ドミニカ共和国 キョウワコク		2

		11		スリランカ		164				53		ケニア		7				95		ベナン		2

		12		タイ		163				54		ボツワナ		7				96		モザンビーク		2

		13		インド		122				55		未登録 ミトウロク		7				97		リトアニア		2

		14		モンゴル		95				56		無国籍 ムコクセキ		7				98		アイスランド		1

		15		フランス		93				57		アルゼンチン		6				99		アフガニスタン		1

		16		英国 エイコク		88				58		キューバ		6				100		ウガンダ		1

		17		カナダ		88				59		アイルランド		5				101		ウルグアイ		1

		18		ロシア		70				60		アルジェリア		5				102		エクアドル		1

		19		マレーシア		67				61		ウズベキスタン		5				103		カザフスタン		1

		20		パキスタン		66				62		エリトリア		5				104		ギニア		1

		21		ブラジル		64				63		コロンビア		5				105		キプロス		1

		22		ドイツ		63				64		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク		5				106		ギリシャ		1

		23		オーストラリア		62				65		スイス		5				107		キリバス		1

		24		ミャンマー		36				66		スロバキア		5				108		クウェート		1

		25		ブータン		35				67		モロッコ		5				109		コスタリカ		1

		26		スペイン		34				68		イスラエル		4				110		コンゴ共和国 キョウワコク		1

		27		トルコ		30				69		エチオピア		4				111		サウジアラビア		1

		28		イタリア		26				70		オーストリア		4				112		サモア		1

		29		エジプト		24				71		キルギス		4				113		ザンビア		1

		30		ニュージーランド		24				72		シリア		4				114		トリニダード・トバゴ		1

		31		スウェーデン		22				73		セネガル		4				115		ニカラグア		1

		32		ガーナ		21				74		パラグアイ		4				116		ノルウェー		1

		33		メキシコ		19				75		ベルギー		4				117		ハイチ		1

		34		イラン		18				76		イエメン		3				118		パナマ		1

		35		シンガポール		17				77		グアテマラ		3				119		パプアニューギニア		1

		36		チリ		17				78		スーダン		3				120		パレスチナ		1

		37		ナイジェリア		17				79		タンザニア		3				121		ブルガリア		1

		38		ポーランド		14				80		チェコ		3				122		ブルンジ		1

		39		ペルー		13				81		デンマーク		3				123		マラウイ		1

		40		カメルーン		11				82		ブルキナファソ		3				124		マリ		1

		41		ウクライナ		10				83		ポルトガル		3				125		モルディブ		1

		42		オランダ		10				84		ホンジュラス		3				126		ルワンダ		1

																				合計 ゴウケイ		12,233

																		※無国籍、未登録除く ムコクセキミトウロクノゾ		出身国数 シュッシンコクスウ		124



取扱注意



H30.4留学

				資格 シカク		人 ヒト

		1		留学 リュウガク		4,270人		34.9%

		2		永住者 エイジュウシャ		2,652人		21.7%

		3		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1,283人		10.5%

		4		家族滞在 カゾクタイザイ		993人		8.1%

		5		技術・人文知識・国際業務 ギジュツ		714人		5.8%

		6		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		472人		3.9%

		7		技能実習1号ロ ギノウ		333人		2.7%

		8		技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		273人		2.2%

		9		教授		219人		1.8%

		10		定住者 テイジュウシャ		169人		1.4%

		14		技能 ギノウ		148人		1.2%

		11		宗教 シュウキョウ		129人		1.1%

		12		特定活動		119人		1.0%

		13		教育 キョウイク		107人		0.9%

		15		永住者の配偶者 エイジュウシャハイグウシャ		71人		0.6%

				その他 タ		281人		2.3%

				計 ケイ		12,233人		100.1%

				＊Top15とその他を表示 タヒョウジ





H30.4元表 (全市)

		

				【仙台市】　在留資格「留学」 センダイシザイリュウシカクリュウガク

																平成30年4月30日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				No.		国籍 コクセキ		人数 ニンズウ				No.		国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

				1		中国 チュウゴク		1,375				51		パラグアイ		3

				2		ベトナム		974				52		ペルー		3

				3		ネパール		733				53		ボツワナ		3

				4		インドネシア		148				54		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク		3

				5		韓国 カンコク		123				55		モロッコ		3

				6		スリランカ		119				56		アルメニア		2

				7		バングラデシュ		87				57		ウズベキスタン		2

				8		台湾 タイワン		77				58		エチオピア		2

				9		タイ		61				59		エルサルバドル		2

				10		米国 ベイコク		42				60		オーストリア		2

				11		マレーシア		42				61		カンボジア		2

				12		フランス		41				62		キューバ		2

				13		ドイツ		35				63		コロンビア		2

				14		モンゴル		34				64		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク		2

				15		インド		33				65		ジンバブエ		2

				16		ブータン		27				66		スロバキア		2

				17		フィリピン		22				67		タンザニア		2

				18		イタリア		17				68		チェコ		2

				19		スウェーデン		14				69		デンマーク		2

				20		ブラジル		14				70		ブルキナファソ		2

				21		ロシア		14				71		ベルギー		2

				22		パキスタン		13				72		ホンジュラス		2

				23		エジプト		11				73		モザンビーク		2

				24		イラン		7				74		ヨルダン		2

				25		トルコ		7				75		ラオス		2

				26		ナイジェリア		7				76		アフガニスタン		1

				27		ハンガリー		7				77		アルゼンチン		1

				28		ベネズエラ		7				78		イエメン		1

				29		オランダ		6				79		イスラエル		1

				30		ガーナ		6				80		ウガンダ		1

				31		フィンランド		6				81		エリトリア		1

				32		ミャンマー		6				82		カザフスタン		1

				33		メキシコ		6				83		カナダ		1

				34		英国 エイコク		5				84		クウェート		1

				35		ケニア		5				85		コスタリカ		1

				36		シンガポール		5				86		コンゴ共和国 キョウワコク		1

				37		スペイン		5				87		サウジアラビア		1

				38		チリ		5				88		ザンビア		1

				39		アルジェリア		4				89		シエラレオネ		1

				40		エストニア		4				90		スイス		1

				41		オーストラリア		4				91		ノルウェー		1

				42		カメルーン		4				92		ハイチ		1

				43		フィジー		4				93		パナマ		1

				44		ポーランド		4				94		パプアニューギニア		1

				45		ボリビア		4				95		ブルガリア		1

				46		グアテマラ		3				96		ブルンジ		1

				47		シリア		3				97		ポルトガル		1

				48		スーダン		3				98		マラウイ		1

				49		セネガル		3				99		マリ		1

				50		ニュージーランド		3				100		ルーマニア		1

												101		ルワンダ		1

														合計人数 ゴウケイニンズウ		4,270

														出身国数 シュッシンコクスウ		101



取扱注意



H30.4 (国籍別順位) 

				外交 ガイコウ		公用 コウヨウ		教授 キョウジュ		芸術 ゲイジュツ		宗教 シュウキョウ		報道 ホウドウ		高度専門職1号
イ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ロ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ハ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職2号 コウドセンモンショクゴウ		投資・経営 トウシケイエイ		経営・管理 ケイエイカンリ		法律・会計事務 ホウリツカイケイジム		医療 イリョウ		研究 ケンキュウ		教育 キョウイク		技術 ギジュツ		技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		人文知識・国際業務 ジンブンチシキコクサイギョウム		企業内転勤 キギョウナイテンキン		興行 キョウコウ		技能 ギノウ		技能実習１号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習１号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号ロ ギノウジッシュウゴウ		文化活動 ブンカカツドウ		短期滞在 タンキタイザイ		留学 リュウガク		研修 ケンシュウ		家族滞在 カゾクタイザイ		特定活動 トクテイカツドウ		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		永住者の配偶者等 エイジュウシャハイグウシャトウ		定住者 テイジュウシャ		永住者 エイジュウシャ		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		在留の資格なし ザイリュウシカク		出生による経過滞在者 シュッセイケイカタイザイシャ		計 ケイ

		アイスランド																																																																												1								1

		アイルランド																																1																																						2						2								5

		アフガニスタン																																																														1																						1

		アルジェリア																																				1																										4																						5

		アルゼンチン										1																																																				1								1						3								6

		アルメニア																																																														2																						2

		イエメン																																																														1				2																		3

		イスラエル																																																														1														3								4

		イタリア						1																														1																										17								2						4		1						26

		イラン																																				1																						1				7				1				1						7								18

		インド						9								2										1						2						3								31														1				33				12				3				1		24								122

		インドネシア						7				1																										7												13				18				1		1				148				49		2		8		1				19								275

		ウガンダ																																																														1																						1

		ウクライナ																																																																		1				2				2		5								10

		ウズベキスタン																																																														2						1								2								5

		ウルグアイ																																																																						1														1

		英国 エイコク						6				4																						8				12		2				1																				5				3				14						33								88

		エクアドル																																																																												1								1

		エジプト						1																																																				1				11				10										1								24

		エストニア						1																																																								4				1				1														7

		エチオピア																																																														2						1		1														4

		エリトリア																																																														1				4																		5

		エルサルバドル						1																																																								2				4										1								8

		オーストラリア						1								1																		12				6																										4						3		10				1		23		1						62

		オーストリア						1																																																								2								1														4

		オランダ						3																																																								6								1														10

		ガーナ																																				1																										6				4				1						9								21

		カザフスタン																																																														1																						1

		カナダ						2				8																						22				10						1																1				1				2		1		11				1		28								88

		カメルーン						1																																																								4				6																		11

		韓国 カンコク						30				8				4		2								7				1		1		1		1		51				12		1																				123				78		3		64		6		23		451		1,096						1,963

		カンボジア																																																														2																						2

		ギニア																																																																												1								1

		キプロス						1																																																																														1

		キューバ																																																														2								1						3								6

		ギリシャ																																																																				1																1

		キリバス																																																																												1								1

		キルギス																																				1																														3																		4

		グアテマラ																																																														3																						3

		クウェート																																																														1																						1

		ケニア																																				1																										5														1								7

		コスタリカ																																																														1																						1

		コロンビア																																																														2								1						2								5

		コンゴ共和国 キョウワコク																																																														1																						1

		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク						1																																																								2				2																		5

		サウジアラビア																																																														1																						1

		サモア																																																																												1								1

		ザンビア																																																														1																						1

		シエラレオネ																																																														1				1																		2

		ジャマイカ																																4				2																																		2														8

		シリア																																																														3								1														4

		シンガポール						1				3																						2																														5				1				1						4								17

		ジンバブエ																																																														2																						2

		スイス																																																														1												1		3								5

		スウェーデン																																				1																										14				1				4						2								22

		スーダン																																																														3																						3

		スペイン						3								2																														4																		5				16				2		1				1								34

		スリランカ						4																														13																										119				8				7				1		12								164

		スロバキア										1																																																				2								1						1								5

		セネガル																																				1																										3																						4

		タイ						4								1																						1								2				5				4				1		3				61				5		1		22		1		6		46								163

		台湾 タイワン						9				1				1		1														1				1		28				6		1																1				77				16		4		14				2		70		2						235

		タンザニア						1																																																								2																						3

		チェコ																																																														2								1														3

		中国 チュウゴク						62				2				30		11				1				37				7		2		1		7		194		8		8				24				33				33						25				1,375				335		33		112		49		88		1,272		3						3,752

		チュニジア																																																																												2								2

		朝鮮 チョウセン																																																																								1				11		177						189

		チリ																																				1																										5				10										1								17

		デンマーク						1																																																								2																						3

		ドイツ						8																								1								1																								35				1				5						12								63

		ドミニカ共和国 キョウワコク																																										1																																		1								2

		トリニダード・トバゴ																																1																																																				1

		トルコ						2								1																						4																										7				9				1						6								30

		ナイジェリア						1																																																								7				5				1						3								17

		ニカラグア																																																																												1								1

		ニュージーランド						1								1																		6				4																										3				1		1		1						6								24

		ネパール																								5												98								76																		733				140		35		10		2		1		14								1,114

		ノルウェー																																																														1																						1

		ハイチ																																																														1																						1

		パキスタン																								4												4								2																		13				15		1		2				1		24								66

		パナマ																																																														1																						1

		パプアニューギニア																																																														1																						1

		パラグアイ																																																														3														1								4

		パレスチナ																																																																						1														1

		ハンガリー																																				1																										7														2								10

		バングラデシュ						8																		1												5								2																		87				40		1		4		1		2		18								169

		フィジー																																				1																										4				4																		9

		フィリピン						5				3																						3		1		15		2		1		2						36				34										22				10		3		53		5		28		277								500

		フィンランド																																																										1				6								1						2								10

		ブータン																																				3																4										27														1								35

		ブラジル						1				1																				1						1						1		1																		14				2		1						1		40								64

		フランス						10				3				5																						6																						2				41				7		2		10						7								93

		ブルガリア																																																														1																						1

		ブルキナファソ																																																														2				1																		3

		ブルンジ																																																														1																						1

		米国 ベイコク						10				86						1								1								43		1		90		14		3		8		4																		42				43				52				2		90		2				1		493

		ベトナム						6				1				3										1						2				1		118		1		3								224				176										974				81		23		15		2		3		16								1,650

		ベナン										1																																																												1														2

		ベネズエラ																																																														7				1																		8

		ペルー						3								1																																																3								1						5								13

		ベルギー																														1																																2								1														4

		ポーランド						2				3																																																				4				1		1		1						2								14

		ボツワナ						1																																																								3				3																		7

		ボリビア																																																														4				2										2								8

		ポルトガル						1																																																								1								1														3

		ホンジュラス										1																																																				2																						3

		マダガスカル																																																																						1				1		1								3

		マラウイ																																																														1																						1

		マリ																																																														1																						1

		マレーシア																																		1		2																						1				42				16										5								67

		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク																																3												2																		3				1										1								10

		ミャンマー																																				12												14				1										6								1						2								36

		メキシコ						2				1																										3						1																				6				1				1				1		3								19

		モザンビーク																																																														2																						2

		モルディブ																																																																												1								1

		モロッコ						1																																																								3														1								5

		モンゴル						2																														9		1										8				3										34				31				3				1		3								95

		ヨルダン																																																														2								1														3

		ラオス																																																														2								1														3

		ラトビア						1																																																												2																		3

		リトアニア						1																																																																1														2

		ルーマニア																																																														1								1						7								9

		ルワンダ																																																														1																						1

		ロシア						2																														2																										14						1		6		1		2		42								70

		未登録 ミトウロク																																																																		1						1						1				4		7

		無国籍 ムコクセキ																																																																						2						5								7

				0		0		219		0		129		0		52		15		0		1		0		57		0		8		11		107		13		714		29		33		17		148		0		333		0		273		0		2		38		0		4,270		0		993		119		472		71		169		2,652		1,283		0		5		12,233

																																																																																				12,233



&C在仙外国人住民数一覧表　(平成30年4月末現在）&R文化観光局交流企画課



				外交 ガイコウ		公用 コウヨウ		教授 キョウジュ		芸術 ゲイジュツ		宗教 シュウキョウ		報道 ホウドウ		高度専門職1号
イ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ロ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ハ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職2号 コウドセンモンショクゴウ		投資・経営 トウシケイエイ		経営・管理 ケイエイカンリ		法律・会計事務 ホウリツカイケイジム		医療 イリョウ		研究 ケンキュウ		教育 キョウイク		技術 ギジュツ		技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		人文知識・国際業務 ジンブンチシキコクサイギョウム		企業内転勤 キギョウナイテンキン		興行 キョウコウ		技能 ギノウ		技能実習１号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習１号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号ロ ギノウジッシュウゴウ		文化活動 ブンカカツドウ		短期滞在 タンキタイザイ		留学 リュウガク		研修 ケンシュウ		家族滞在 カゾクタイザイ		特定活動 トクテイカツドウ		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		永住者の配偶者等 エイジュウシャハイグウシャトウ		定住者 テイジュウシャ		永住者 エイジュウシャ		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		在留の資格なし ザイリュウシカク		出生による経過滞在者 シュッセイケイカタイザイシャ		計 ケイ

		中国 チュウゴク						62				2				30		11				1				37				7		2		1		7		194		8		8				24				33				33						25				1,375				335		33		112		49		88		1,272		3						3,752

		韓国 カンコク						30				8				4		2								7				1		1		1		1		51				12		1																				123				78		3		64		6		23		451		1,096						1,963

		ベトナム						6				1				3										1						2				1		118		1		3								224				176										974				81		23		15		2		3		16								1,650

		ネパール																								5												98								76																		733				140		35		10		2		1		14								1,114

		フィリピン						5				3																						3		1		15		2		1		2						36				34										22				10		3		53		5		28		277								500

		米国 ベイコク						10				86						1								1								43		1		90		14		3		8		4																		42				43				52				2		90		2				1		493

		インドネシア						7				1																										7												13				18				1		1				148				49		2		8		1				19								275

		台湾 タイワン						9				1				1		1														1				1		28				6		1																1				77				16		4		14				2		70		2						235

		朝鮮 チョウセン																																																																								1				11		177						189

		バングラデシュ						8																		1												5								2																		87				40		1		4		1		2		18								169

		スリランカ						4																														13																										119				8				7				1		12								164

		タイ						4								1																						1								2				5				4				1		3				61				5		1		22		1		6		46								163

		インド						9								2										1						2						3								31														1				33				12				3				1		24								122

		モンゴル						2																														9		1										8				3										34				31				3				1		3								95

		フランス						10				3				5																						6																						2				41				7		2		10						7								93

		英国 エイコク						6				4																						8				12		2				1																				5				3				14						33								88

		カナダ						2				8																						22				10						1																1				1				2		1		11				1		28								88

		ロシア						2																														2																										14						1		6		1		2		42								70

		マレーシア																																		1		2																						1				42				16										5								67

		パキスタン																								4												4								2																		13				15		1		2				1		24								66

		ブラジル						1				1																				1						1						1		1																		14				2		1						1		40								64

		ドイツ						8																								1								1																								35				1				5						12								63

		オーストラリア						1								1																		12				6																										4						3		10				1		23		1						62

		ミャンマー																																				12												14				1										6								1						2								36

		ブータン																																				3																4										27														1								35

		スペイン						3								2																														4																		5				16				2		1				1								34

		トルコ						2								1																						4																										7				9				1						6								30

		イタリア						1																														1																										17								2						4		1						26

		エジプト						1																																																				1				11				10										1								24

		ニュージーランド						1								1																		6				4																										3				1		1		1						6								24

		スウェーデン																																				1																										14				1				4						2								22

		ガーナ																																				1																										6				4				1						9								21

		メキシコ						2				1																										3						1																				6				1				1				1		3								19

		イラン																																				1																						1				7				1				1						7								18

		シンガポール						1				3																						2																														5				1				1						4								17

		チリ																																				1																										5				10										1								17

		ナイジェリア						1																																																								7				5				1						3								17

		ポーランド						2				3																																																				4				1		1		1						2								14

		ペルー						3								1																																																3								1						5								13

		カメルーン						1																																																								4				6																		11

		ウクライナ																																																																		1				2				2		5								10

		オランダ						3																																																								6								1														10

		ハンガリー																																				1																										7														2								10

		フィンランド																																																										1				6								1						2								10

		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク																																3												2																		3				1										1								10

		フィジー																																				1																										4				4																		9

		ルーマニア																																																														1								1						7								9

		エルサルバドル						1																																																								2				4										1								8

		ジャマイカ																																4				2																																		2														8

		ベネズエラ																																																														7				1																		8

		ボリビア																																																														4				2										2								8

		エストニア						1																																																								4				1				1														7

		ケニア																																				1																										5														1								7

		ボツワナ						1																																																								3				3																		7

		未登録 ミトウロク																																																																		1						1						1				4		7

		無国籍 ムコクセキ																																																																						2						5								7

		アルゼンチン										1																																																				1								1						3								6

		キューバ																																																														2								1						3								6

		アイルランド																																1																																						2						2								5

		アルジェリア																																				1																										4																						5

		ウズベキスタン																																																														2						1								2								5

		エリトリア																																																														1				4																		5

		コロンビア																																																														2								1						2								5

		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク						1																																																								2				2																		5

		スイス																																																														1												1		3								5

		スロバキア										1																																																				2								1						1								5

		モロッコ						1																																																								3														1								5

		イスラエル																																																														1														3								4

		エチオピア																																																														2						1		1														4

		オーストリア						1																																																								2								1														4

		キルギス																																				1																														3																		4

		シリア																																																														3								1														4

		セネガル																																				1																										3																						4

		パラグアイ																																																														3														1								4

		ベルギー																														1																																2								1														4

		イエメン																																																														1				2																		3

		グアテマラ																																																														3																						3

		スーダン																																																														3																						3

		タンザニア						1																																																								2																						3

		チェコ																																																														2								1														3

		デンマーク						1																																																								2																						3

		ブルキナファソ																																																														2				1																		3

		ポルトガル						1																																																								1								1														3

		ホンジュラス										1																																																				2																						3

		マダガスカル																																																																						1				1		1								3

		ヨルダン																																																														2								1														3

		ラオス																																																														2								1														3

		ラトビア						1																																																												2																		3

		アルメニア																																																														2																						2

		カンボジア																																																														2																						2

		シエラレオネ																																																														1				1																		2

		ジンバブエ																																																														2																						2

		チュニジア																																																																												2								2

		ドミニカ共和国 キョウワコク																																										1																																		1								2

		ベナン										1																																																												1														2

		モザンビーク																																																														2																						2

		リトアニア						1																																																																1														2

		アイスランド																																																																												1								1

		アフガニスタン																																																														1																						1

		ウガンダ																																																														1																						1

		ウルグアイ																																																																						1														1

		エクアドル																																																																												1								1

		カザフスタン																																																														1																						1

		ギニア																																																																												1								1

		キプロス						1																																																																														1

		ギリシャ																																																																				1																1

		キリバス																																																																												1								1

		クウェート																																																														1																						1

		コスタリカ																																																														1																						1

		コンゴ共和国 キョウワコク																																																														1																						1

		サウジアラビア																																																														1																						1

		サモア																																																																												1								1

		ザンビア																																																														1																						1

		トリニダード・トバゴ																																1																																																				1

		ニカラグア																																																																												1								1

		ノルウェー																																																														1																						1

		ハイチ																																																														1																						1

		パナマ																																																														1																						1

		パプアニューギニア																																																														1																						1

		パレスチナ																																																																						1														1

		ブルガリア																																																														1																						1

		ブルンジ																																																														1																						1

		マラウイ																																																														1																						1

		マリ																																																														1																						1

		モルディブ																																																																												1								1

		ルワンダ																																																														1																						1

				0		0		219		0		129		0		52		15		0		1		0		57		0		8		11		107		13		714		29		33		17		148		0		333		0		273		0		2		38		0		4,270		0		993		119		472		71		169		2,652		1,283		0		5		12,233

																																																																																				12,233



&C在仙外国人住民数一覧表　(平成30年4月末現在）&R文化観光局交流企画課





仙台市の外国人（国籍別）

国籍124か国（1名のみ30か国）
言語も文化も多様

中国, 3,752人
30.7%

韓国, 1,963人
16.0%

ベトナム,1,650人,
13.5%

ネパール, 
1,114人,9.1%

フィリピン, 500人, 4.1%

米国, 493人, 4.0%

インドネシア, 275人, 2.2%

台湾, 235人, 1.9%

朝鮮, 189人, 1.5%

バングラデシュ, 169人, 1.4%

スリランカ, 164人, 1.3%

タイ, 163人, 1.3%

インド, 122人, 1.0%

モンゴル, 95人, 0.8% フランス, 
93人, 0.8%

その他, 1,256人, 
10.3%

（2018年4月30日現在)

合計 12,233人

３



国籍別外国人数の推移

（各年4月末現在、仙台市統計より）

ベトナム・ネパール人が急増

４
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人数推移

		

				１．仙台市における外国人住民数の推移（各年4月末現在） センダイシガイコクジンジュウミンスウスイイカクトシガツマツゲンザイ

																																												グラフデータ

				年度 ネンド				人数 ニンズウ																																						H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

				H13		(2001)		8,790																																				合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				H14		(2002)		9,383

				H15		(2003)		9,930

				H16		(2004)		10,331

				H17		(2005)		10,019

				H18		(2006)		10,114

				H19		(2007)		9,830

				H20		(2008)		9,918

				H21		(2009)		9,965

				H22		(2010)		10,205

				H23		(2011)		9,580

				H24		(2012)		9,153

				H25		(2013)		9,148

				H26		(2014)		9,597

				H27		(2015)		10,507

				H28		(2016)		11,353

				H29		(2017)		11,972





人数推移

		



仙台市における外国人住民数



国籍別

		

				２．仙台市における外国人住民数（国籍別） センダイシガイコクジンジュウミンスウコクセキベツ

																																												グラフデータ

						H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2001)		(2002)		(2003)		(2004)		(2005)		(2006)		(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						中国 チュウゴク		3117		3549		3985		4157		4036		4120		4010		4234		4244		4531		4259		3828		3463		3519		3592		3643		3753

				中国 チュウゴク		3117		3549		3985		4157		4036		4120		4010		4234		4244		4531		4259		3828		3463		3519		3592		3643		3753						韓国 カンコク		2567		2632		2586		2561		2560		2542		2491		2451		2460		2431		2370		2272		2180		2067		2037		1990		2003

				韓国 カンコク		2567		2632		2586		2561		2560		2542		2491		2451		2460		2431		2370		2272		2180		2067		2037		1990		2003						ベトナム		20		30		37		54		79		75		67		65		62		95		106		168		477		743		926		1202		1372

				ベトナム		20		30		37		54		79		75		67		65		62		95		106		168		477		743		926		1202		1372						ネパール		29		27		26		32		26		29		39		79		101		110		84		92		160		282		707		1072		1136

				ネパール		29		27		26		32		26		29		39		79		101		110		84		92		160		282		707		1072		1136						米国 ベイコク		376		384		385		372		348		371		411		432		449		430		363		383		383		485		492		491		523

				米国 ベイコク		376		384		385		372		348		371		411		432		449		430		363		383		383		485		492		491		523						フィリピン		394		416		429		439		400		411		425		401		401		389		378		377		388		414		445		461		477

				フィリピン		394		416		429		439		400		411		425		401		401		389		378		377		388		414		445		461		477						インドネシア		110		104		111		121		129		129		130		128		136		150		130		166		157		138		166		219		249

				インドネシア		110		104		111		121		129		129		130		128		136		150		130		166		157		138		166		219		249						朝鮮 チョウセン		641		614		544		471		436		395		343		316		288		282		267		251		232		224		224		214		210

				朝鮮 チョウセン		641		614		544		471		436		395		343		316		288		282		267		251		232		224		224		214		210						台湾* タイワン																										125		144		159		197		207

				台湾* タイワン																										125		144		159		197		207						タイ		61		63		62		80		81		95		101		112		114		122		115		108		121		128		140		145		150

				タイ		61		63		62		80		81		95		101		112		114		122		115		108		121		128		140		145		150						その他 タ		1475		1564		1765		2044		1924		1947		1813		1700		1710		1665		1508		1508		1462		1453		1619		1719		1892

				その他 タ		1475		1564		1765		2044		1924		1947		1813		1700		1710		1665		1508		1508		1462		1453		1619		1719		1892						合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				*「台湾」国籍はH24年度における外国人登録制度の廃止後に使用されるようになったもの。したがって、H24年度以前は「中国」に含む。 タイワンコクセキネンドガイコクジントウロクセイドハイシゴシヨウネンドイゼンチュウゴクフク

																																														H23		H26		H29

																																														(2011)		(2014)		(2017)

																																												中国 チュウゴク		4259		3519		3753

																																												韓国 カンコク		2370		2067		2003

																																												ベトナム		106		743		1372

																																												ネパール		84		282		1136

																																												米国 ベイコク		363		485		523

																																												フィリピン		378		414		477

																																												インドネシア		130		138		249

																																												朝鮮 チョウセン		267		224		210

																																												台湾* タイワン				144		207

																																												タイ		115		128		150

																																												その他 タ		1508		1453		1892

																																												合計 ゴウケイ		9580		9597		11972

				■仙台市における外国人住民　国籍別割合 センダイシガイコクジンジュウミンコクセキベツワリアイ



（人）

■仙台市における外国人住民数は、平成16年から平成22年までほぼ横ばいで推移した後、東日本大震災があった平成23年から平成25年まで一時落ち込んだが、平成26年以降に再び増加に転じ、平成29年4月31日現在で過去最高となっている。
■仙台市における外国人住民数は、平成29年4月30日現在で11,972人であり、総人口1,058,070人（平成29年5月1日現在）に占める割合は約1.13%である。



国籍別
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留学生国籍別
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年齢別 
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仙台市における外国人住民数（国籍別）



東北大学留学生数推移

		

				３．仙台市における外国人住民数（在留資格別） センダイシガイコクジンジュウミンスウザイリュウシカクベツ

																																グラフデータ

						H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						留学 リュウガク		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				留学 リュウガク		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087						就学 シュウガク		572		806		706		793		222

				就学 シュウガク		572		806		706		793		222																		永住者 エイジュウシャ		1612		1744		1899		2003		2117		2221		2296		2447		2532		2501		2577

				永住者 エイジュウシャ		1612		1744		1899		2003		2117		2221		2296		2447		2532		2501		2577						特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1587		1534		1491		1473		1410		1443		1443		1402		1396		1349		1336

				特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1587		1534		1491		1473		1410		1443		1443		1402		1396		1349		1336						家族滞在 カゾクタイザイ		1164		1063		1058		1032		979		901		832		707		780		956		1014

				家族滞在 カゾクタイザイ		1164		1063		1058		1032		979		901		832		707		780		956		1014						技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		433		442		423		411		422		428		454		479		448		352		520

				技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		433		442		423		411		422		428		454		479		448		352		520						日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		803		774		704		702		653		507		507		474		476		502		482

				日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		803		774		704		702		653		507		507		474		476		502		482						技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ								26		14		94		94		121		181		275		324

				技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ								26		14		94		94		121		181		275		324						教授 キョウジュ		421		418		429		408		380		392		350		334		291		293		259

				教授 キョウジュ		421		418		429		408		380		392		350		334		291		293		259						技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ								22		12		7		25		78		100		175		229

				技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ								22		12		7		25		78		100		175		229						定住者 テイジュウシャ		268		232		212		193		189		176		167		171		198		190		189

				定住者 テイジュウシャ		268		232		212		193		189		176		167		171		198		190		189						その他 タ		922		922		961		840		648		647		513		608		791		863		955

				その他 タ		922		922		961		840		648		647		513		608		791		863		955						合計 ゴウケイ		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				合計 ゴウケイ		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				※在留資格「就学」はH24より「留学」に統合 ザイリュウシカクシュウガクリュウガクトウゴウ

				※在留資格「技能実習」はH21に新設（H21以前は「研修」） ザイリュウシカクギノウジッシュウシンセツイゼンケンシュウ

				■仙台市における外国人住民　在留資格別割合 センダイシガイコクジンジュウミンザイリュウシカクベツワリアイ

																																		H23		H26		H29

																																		(2011)		(2014)		(2017)

																																留学 リュウガク		2534		2776		4087

																																就学 シュウガク		222

																																永住者 エイジュウシャ		2117		2447		2577

																																特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1410		1402		1336

																																家族滞在 カゾクタイザイ		979		707		1014

																																技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		422		479		520

																																日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		653		474		482

																																技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ		14		121		324

																																教授 キョウジュ		380		334		259

																																技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		12		78		229

																																定住者 テイジュウシャ		189		171		189

																																その他 タ		648		608		955

																																合計 ゴウケイ		9580		9597		11972



（人）

■国・地域別では、中国が全体の30%を超えて最多であり、韓国、ベトナム、ネパールと続く。
■中国は平成23年以降大きく減少し、平成25年から再び増加に転じたが、平成22年の水準には戻っていない。また、韓国は平成14年をピークに緩やかに減少を続けている。一方で、ベトナムは平成25年以降、ネパールは平成27年以降に急激に増加しており、それぞれ平成23年に比べて10倍以上の人数となっている。これをうけ、平成23年には中国が40%以上、韓国が25%であったものが、平成29年には中国が31%、韓国が17%に減じ、ベトナムが11%、ネパールが10%を占めるようになっている。



東北大学留学生数推移

		



（平成23年4月末現在）
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仙台市における外国人住民数（在留資格別）



		

				４．仙台市における留学生数（国籍別） センダイシリュウガクセイスウコクセキベツ

																																										グラフデータ

						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2002)		(2003)		(2004)		(2005)		(2006)		(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						中国 チュウゴク		865		1012		1107		1176		1269		1156		1115		1207		1399		1656		1403		1133		1123		1124		1209		1272

				中国 チュウゴク		865		1012		1107		1176		1269		1156		1115		1207		1399		1656		1403		1133		1123		1124		1209		1272						ベトナム		14		20		39		51		45		36		41		37		46		68		127		428		646		749		843		877

				ベトナム		14		20		39		51		45		36		41		37		46		68		127		428		646		749		843		877						ネパール		10		12		14		11		12		12		12		9		10		42		54		102		207		590		857		852

				ネパール		10		12		14		11		12		12		12		9		10		42		54		102		207		590		857		852						インドネシア		47		52		46		49		48		49		47		58		69		62		77		84		82		98		133		146

				インドネシア		47		52		46		49		48		49		47		58		69		62		77		84		82		98		133		146						スリランカ		7		8		10		7		6		9		8		5		4		5		19		24		25		29		34		79

				スリランカ		7		8		10		7		6		9		8		5		4		5		19		24		25		29		34		79						台湾* タイワン																								48		51		53		72		66

				台湾* タイワン																								48		51		53		72		66						タイ		23		23		31		30		34		34		38		32		39		35		28		43		55		60		67		66

				タイ		23		23		31		30		34		34		38		32		39		35		28		43		55		60		67		66						マレーシア		23		22		28		28		31		37		47		48		49		51		46		47		43		51		55		49

				マレーシア		23		22		28		28		31		37		47		48		49		51		46		47		43		51		55		49						バングラデシュ		32		36		34		34		25		23		24		26		29		28		27		33		30		37		44		47

				バングラデシュ		32		36		34		34		25		23		24		26		29		28		27		33		30		37		44		47						韓国 カンコク		336		313		297		282		293		287		264		269		268		257		218		185		147		126		131		134

				韓国 カンコク		336		313		297		282		293		287		264		269		268		257		218		185		147		126		131		134						その他 タ		291		336		402		389		401		405		387		391		389		330		338		340		367		397		452		499

				その他 タ		291		336		402		389		401		405		387		391		389		330		338		340		367		397		452		499						合計 ゴウケイ		1648		1834		2008		2057		2164		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				合計 ゴウケイ		1648		1834		2008		2057		2164		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				*「台湾」国籍はH24年度における外国人登録制度の廃止後に使用されるようになったもの。したがって、H24年度以前は「中国」に含む。 タイワンコクセキネンドガイコクジントウロクセイドハイシゴシヨウネンドイゼンチュウゴクフク

																																												H23		H26		H29

																																												(2011)		(2014)		(2017)

																																										中国 チュウゴク		1656		1123		1272

																																										ベトナム		68		646		877

																																										ネパール		42		207		852

																																										インドネシア		62		82		146

																																										スリランカ		5		25		79

																																										台湾* タイワン				51		66

																																										タイ		35		55		66

																																										マレーシア		51		43		49

																																										バングラデシュ		28		30		47

																																										韓国 カンコク		257		147		134

																																										その他 タ		330		367		499

																																										合計 ゴウケイ		2534		2776		4087

				■仙台市における留学生数　国籍別割合 センダイシリュウガクセイスウコクセキベツワリアイ



（人）

■在留資格別では「留学」が全体の34%を占め最多となっている。仙台市では従来より「留学」が最多であったが、平成29年には4,087人と過去最多の人数となっている。
■また、平成22年より創設された「技能実習」が「1号ロ」と「2号ロ」を合わせると553人と、平成22年に比べて10倍以上となり、「家族滞在」に次ぐ人数となっている。



		



（平成23年4月末現在）
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仙台市における留学生の年次推移（国籍別）



		

				５．仙台市における外国人住民数（年齢別） センダイシガイコクジンジュウミンスウネンレイベツ

						H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29														H23		H26		H29

						(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)														(2011)		(2014)		(2017)

				0-4		297		301				260		330		356		388												0-4		297		260		388

				5-9		224		221				183		211		228		246												5-9		224		183		246

				10-14		219		213				186		176		175		176												10-14		219		186		176

				15-19		240		232				378		397		435		436												15-19		240		378		436

				20-24		1515		1291				1623		1877		2259		2352												20-24		1515		1623		2352

				25-29		1838		1769				1929		2199		2396		2569												25-29		1838		1929		2569

				30-34		1294		1286				1265		1336		1494		1610												30-34		1294		1265		1610

				35-39		940		916				835		904		917		965												35-39		940		835		965

				40-44		769		805				737		757		712		754												40-44		769		737		754

				45-49		604		592				591		620		622		651												45-49		604		591		651

				50-54		452		459				488		504		523		531												50-54		452		488		531

				55-59		351		346				350		376		389		400												55-59		351		350		400

				60-		695		722				767		820		847		894												60-		695		767		894

				合計 ゴウケイ		9438		9153				9592		10507		11353		11972												合計 ゴウケイ		9438		9592		11972

				※平成25年はデータなし。 ヘイセイネン

				■仙台市における外国人住民　年齢別割合 センダイシガイコクジンジュウミンネンレイベツワリアイ



（人）

■留学生数は平成29年に4,087人と、東日本大震災前に比べて2倍近くの人数となっている。国籍別に見ると、中国が平成23年の東日本大震災後に大きく減少したが、平成25年以降再び増加に転じている。また、ベトナムが平成24年以降、ネパールが平成26年以降に大きく増加している。一方、韓国は減少が続き、平成29年には平成23年の半分以下の人数となっている。
■割合を見ると、平成23年には中国が65%と半分以上を占めていたが、平成29年には31%となっている。一方で、平成23年にはベトナムが3%、ネパールが2%であったものが、平成29年にはそれぞれ21%を占めるまでになっている。また、韓国は平成23年には10%であったが、平成29年には3%まで減少している。



		



（平成23年4月末現在）



		



（平成26年4月末現在）



		



（平成29年4月末現在）



		



H23

H26

H29

仙台市の外国人住民数（年齢別）



		

						H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

				仙台市留学生総数 センダイシリュウガクセイソウスウ		2756		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				東北大学留学生数 トウホクダイガクリュウガクセイスウ		1493		1431		1436		1532		1663		1942		2025



（人）

■5歳毎にみると20歳から24歳、25歳から29歳、30歳から34歳の増加が顕著である。また、15歳から19歳までの人口も増加している。
■5歳から14歳までの義務教育期の人口は平成23年から平成29年までほぼ横ばいである。一方、0歳から4歳までの未就学児は平成23年から平成29年までに増加している。



		



仙台市留学生総数

東北大学留学生数





仙台市の外国人（在留資格別）

留学生とその家族など流動人口が多い

宮城県内の順位
(2017年12月）

1位 永住者 5,129人
2位 留学生 4,874人
3位 技能実習 3,283人
4位 特別永住者 1,847人
5位 家族滞在 1,329人

（2018年4月30日現在)

５
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合計　12,233人
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(印刷用)H30.4末グラフ

		

										朝鮮		544												年度 ネンド		人数 ニンズウ

										フィリピン		429												1994		5,852人

										米国		385												1995		6,402人

										カナダ		150												1996		6,639人

										ロシア		138												1997		6,967人

										インド		136												1998		7,323人

										モンゴル		126												1999		7,455人

										英国		118												2000		8,015人

										インドネシア		111												2001		8,790人

										バングラデシュ		108												2002		9,383人

										オーストラリア		96		1,019										2003		9,930人

										ブラジル		89												2004		10,331人

										パキスタン		64												2005		10,019人

										タイ		62												2006		10,114人

										イラン		53												2007		9,830人

										マレイシア		49												2008		9,918人

										フランス		46												2009		9,965人

										エジプト		38												2010		10,205人

																								2011		9,580人

																								2012		9,153人

																								2013		9,148人

																								2014		9,597人

										ヴィェトナム		37												2015		10,507人

										ニュー・ジーランド		34												2016		11,353人

										ドイツ		28												2017		11,972人

										ネパール		26												2018		12,233人

										スリ･ランカ		25

										ポーランド		25

										イタリア		17

										ブルガリア		16

										メキシコ		15

										ペルー		15

										トルコ		14

										ミャンマー連邦		12

										ベラルーシ		12

										カンボディア		12

										コロンビア		12												国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

										モロッコ		12												中国 チュウゴク		3,752人

										ガーナ		11												韓国 カンコク		1,963人

										スウェーデン		11												ベトナム		1,650人

										アルゼンティン		10												ネパール		1,114人

										パラグァイ		9												フィリピン		500人

										シンガポール		9												米国 ベイコク		493人

										ボリヴィア		8												インドネシア		275人

										ハンガリー		8												台湾 タイワン		235人

										ケニア		8												朝鮮 チョウセン		189人

										スイス		8												バングラデシュ		169人

										ヴェネズエラ		8												スリランカ		164人

										アルジェリア		7												タイ		163人

										イスラエル		7												インド		122人

																								モンゴル		95人

										オランダ		7												フランス		93人

										無国籍		7												その他 タ		1,256人

																								合計 ゴウケイ		12,233人

										ナイジェリア		5

										パナマ		5

										スペイン		5

										チリ		4

										キューバ		4

										フィンランド		4

										キルギス		4

										ユーゴスラヴィア		4

										ギニア		3

										ジャマイカ		3

										ラオス		3

										シリア		3

										タンザニア		3

										ウルグァイ		3												資格 シカク		人数 ヒトカズ

										ボスニア・ヘルツェゴヴィナ		3												留学 リュウガク		4,270人

										アルバニア		2												永住者 エイジュウシャ		2,652人

										オーストリア		2												特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1,283人

										アラブ首長国連邦		2												家族滞在 カゾクタイザイ		993人

										ベルギー		2												技術・人文知識・国際業務 ギジュツ		714人

										プータン		2												日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		472人

										コンゴー民主共和国		2												技能実習1号ロ ギノウ		333人

										コスタ・リカ		2												技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		273人

										デンマーク		2												教授		219人

										エル・サルヴァドル		2												定住者 テイジュウシャ		169人

										ラトヴィア		2												技能 ギノウ		148人

										マダガスカル		2												宗教 シュウキョウ		129人

										モーリタニア		2												特定活動		119人

										モーリシァス		2												教育 キョウイク		107人

										ニカラグア		2												永住者の配偶者 エイジュウシャハイグウシャ		71人

																								その他 タ		281人

										ポルトガル		2												計 ケイ		12,233人

										セネガル		2

										テュニジア		2

										南アフリカ共和国		2
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H30.4国別

		



人数

外国人住民の国籍別人数と割合(平成30年4月30日)

中国, 3,752人
　30.7%

韓国, 1,963人　
16.0%

ネパール, 
1,114人,9.1%

インドネシア, 
275人, 2.2%

フランス, 
93人, 0.8%



H30.4国籍別順位

				国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

		1		中国 チュウゴク		3,752人

		2		韓国 カンコク		1,963人

		3		ベトナム		1,650人

		4		ネパール		1,114人

		5		フィリピン		500人

		6		米国 ベイコク		493人

		7		インドネシア		275人

		8		台湾 タイワン		235人

		9		朝鮮 チョウセン		189人

		10		バングラデシュ		169人

		11		スリランカ		164人

		12		タイ		163人

		13		インド		122人

		14		モンゴル		95人

		15		フランス		93人

				その他 タ		1,256人

				合計 ゴウケイ		12,233人

				＊TOP15位の国籍とその他を表示 イコクセキタヒョウジ



合計　12,233人

合計　12,233人

技術・人文知識・国際業務, 714人, 5.8%

技能実習1号ロ, 
333人, 2.7%

技能実習2号ロ, 
273人, 2.2%

教授,2１9人, 1.9%

永住者の配偶者, 
71人, 0.6%

2012年7月9日
住基法改正
（外国人登録廃止）



H30.4資格別

		

		【仙台市】　国籍別外国人市民人口 コクセキベツガイコクジンシミンジンコウ

																						平成30年4月30日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

		No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ				No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ				No		国名 クニメイ		人数 ニンズウ

		1		中国 チュウゴク		3,752				43		ハンガリー		10				85		マダガスカル		3

		2		韓国 カンコク		1,963				44		フィンランド		10				86		ヨルダン		3

		3		ベトナム		1,650				45		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク		10				87		ラオス		3

		4		ネパール		1,114				46		フィジー		9				88		ラトビア		3

		5		フィリピン		500				47		ルーマニア		9				89		アルメニア		2

		6		米国 ベイコク		493				48		エルサルバドル		8				90		カンボジア		2

		7		インドネシア		275				49		ジャマイカ		8				91		シエラレオネ		2

		8		台湾 タイワン		235				50		ベネズエラ		8				92		ジンバブエ		2

		9		朝鮮 チョウセン		189				51		ボリビア		8				93		チュニジア		2

		10		バングラデシュ		169				52		エストニア		7				94		ドミニカ共和国 キョウワコク		2

		11		スリランカ		164				53		ケニア		7				95		ベナン		2

		12		タイ		163				54		ボツワナ		7				96		モザンビーク		2

		13		インド		122				55		未登録 ミトウロク		7				97		リトアニア		2

		14		モンゴル		95				56		無国籍 ムコクセキ		7				98		アイスランド		1

		15		フランス		93				57		アルゼンチン		6				99		アフガニスタン		1

		16		英国 エイコク		88				58		キューバ		6				100		ウガンダ		1

		17		カナダ		88				59		アイルランド		5				101		ウルグアイ		1

		18		ロシア		70				60		アルジェリア		5				102		エクアドル		1

		19		マレーシア		67				61		ウズベキスタン		5				103		カザフスタン		1

		20		パキスタン		66				62		エリトリア		5				104		ギニア		1

		21		ブラジル		64				63		コロンビア		5				105		キプロス		1

		22		ドイツ		63				64		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク		5				106		ギリシャ		1

		23		オーストラリア		62				65		スイス		5				107		キリバス		1

		24		ミャンマー		36				66		スロバキア		5				108		クウェート		1

		25		ブータン		35				67		モロッコ		5				109		コスタリカ		1

		26		スペイン		34				68		イスラエル		4				110		コンゴ共和国 キョウワコク		1

		27		トルコ		30				69		エチオピア		4				111		サウジアラビア		1

		28		イタリア		26				70		オーストリア		4				112		サモア		1

		29		エジプト		24				71		キルギス		4				113		ザンビア		1

		30		ニュージーランド		24				72		シリア		4				114		トリニダード・トバゴ		1

		31		スウェーデン		22				73		セネガル		4				115		ニカラグア		1

		32		ガーナ		21				74		パラグアイ		4				116		ノルウェー		1

		33		メキシコ		19				75		ベルギー		4				117		ハイチ		1

		34		イラン		18				76		イエメン		3				118		パナマ		1

		35		シンガポール		17				77		グアテマラ		3				119		パプアニューギニア		1

		36		チリ		17				78		スーダン		3				120		パレスチナ		1

		37		ナイジェリア		17				79		タンザニア		3				121		ブルガリア		1

		38		ポーランド		14				80		チェコ		3				122		ブルンジ		1

		39		ペルー		13				81		デンマーク		3				123		マラウイ		1

		40		カメルーン		11				82		ブルキナファソ		3				124		マリ		1

		41		ウクライナ		10				83		ポルトガル		3				125		モルディブ		1

		42		オランダ		10				84		ホンジュラス		3				126		ルワンダ		1

																				合計 ゴウケイ		12,233

																		※無国籍、未登録除く ムコクセキミトウロクノゾ		出身国数 シュッシンコクスウ		124



取扱注意



H30.4留学

				資格 シカク		人 ヒト

		1		留学 リュウガク		4,270人		34.9%

		2		永住者 エイジュウシャ		2,652人		21.7%

		3		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1,283人		10.5%

		4		家族滞在 カゾクタイザイ		993人		8.1%

		5		技術・人文知識・国際業務 ギジュツ		714人		5.8%

		6		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		472人		3.9%

		7		技能実習1号ロ ギノウ		333人		2.7%

		8		技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		273人		2.2%

		9		教授		219人		1.8%

		10		定住者 テイジュウシャ		169人		1.4%

		14		技能 ギノウ		148人		1.2%

		11		宗教 シュウキョウ		129人		1.1%

		12		特定活動		119人		1.0%

		13		教育 キョウイク		107人		0.9%

		15		永住者の配偶者 エイジュウシャハイグウシャ		71人		0.6%

				その他 タ		281人		2.3%

				計 ケイ		12,233人		100.1%

				＊Top15とその他を表示 タヒョウジ





H30.4元表 (全市)

		

				【仙台市】　在留資格「留学」 センダイシザイリュウシカクリュウガク

																平成30年4月30日現在 ヘイセイネンガツニチゲンザイ

				No.		国籍 コクセキ		人数 ニンズウ				No.		国籍 コクセキ		人数 ニンズウ

				1		中国 チュウゴク		1,375				51		パラグアイ		3

				2		ベトナム		974				52		ペルー		3

				3		ネパール		733				53		ボツワナ		3

				4		インドネシア		148				54		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク		3

				5		韓国 カンコク		123				55		モロッコ		3

				6		スリランカ		119				56		アルメニア		2

				7		バングラデシュ		87				57		ウズベキスタン		2

				8		台湾 タイワン		77				58		エチオピア		2

				9		タイ		61				59		エルサルバドル		2

				10		米国 ベイコク		42				60		オーストリア		2

				11		マレーシア		42				61		カンボジア		2

				12		フランス		41				62		キューバ		2

				13		ドイツ		35				63		コロンビア		2

				14		モンゴル		34				64		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク		2

				15		インド		33				65		ジンバブエ		2

				16		ブータン		27				66		スロバキア		2

				17		フィリピン		22				67		タンザニア		2

				18		イタリア		17				68		チェコ		2

				19		スウェーデン		14				69		デンマーク		2

				20		ブラジル		14				70		ブルキナファソ		2

				21		ロシア		14				71		ベルギー		2

				22		パキスタン		13				72		ホンジュラス		2

				23		エジプト		11				73		モザンビーク		2

				24		イラン		7				74		ヨルダン		2

				25		トルコ		7				75		ラオス		2

				26		ナイジェリア		7				76		アフガニスタン		1

				27		ハンガリー		7				77		アルゼンチン		1

				28		ベネズエラ		7				78		イエメン		1

				29		オランダ		6				79		イスラエル		1

				30		ガーナ		6				80		ウガンダ		1

				31		フィンランド		6				81		エリトリア		1

				32		ミャンマー		6				82		カザフスタン		1

				33		メキシコ		6				83		カナダ		1

				34		英国 エイコク		5				84		クウェート		1

				35		ケニア		5				85		コスタリカ		1

				36		シンガポール		5				86		コンゴ共和国 キョウワコク		1

				37		スペイン		5				87		サウジアラビア		1

				38		チリ		5				88		ザンビア		1

				39		アルジェリア		4				89		シエラレオネ		1

				40		エストニア		4				90		スイス		1

				41		オーストラリア		4				91		ノルウェー		1

				42		カメルーン		4				92		ハイチ		1

				43		フィジー		4				93		パナマ		1

				44		ポーランド		4				94		パプアニューギニア		1

				45		ボリビア		4				95		ブルガリア		1

				46		グアテマラ		3				96		ブルンジ		1

				47		シリア		3				97		ポルトガル		1

				48		スーダン		3				98		マラウイ		1

				49		セネガル		3				99		マリ		1

				50		ニュージーランド		3				100		ルーマニア		1

												101		ルワンダ		1

														合計人数 ゴウケイニンズウ		4,270

														出身国数 シュッシンコクスウ		101



取扱注意



H30.4 (国籍別順位) 

				外交 ガイコウ		公用 コウヨウ		教授 キョウジュ		芸術 ゲイジュツ		宗教 シュウキョウ		報道 ホウドウ		高度専門職1号
イ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ロ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ハ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職2号 コウドセンモンショクゴウ		投資・経営 トウシケイエイ		経営・管理 ケイエイカンリ		法律・会計事務 ホウリツカイケイジム		医療 イリョウ		研究 ケンキュウ		教育 キョウイク		技術 ギジュツ		技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		人文知識・国際業務 ジンブンチシキコクサイギョウム		企業内転勤 キギョウナイテンキン		興行 キョウコウ		技能 ギノウ		技能実習１号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習１号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号ロ ギノウジッシュウゴウ		文化活動 ブンカカツドウ		短期滞在 タンキタイザイ		留学 リュウガク		研修 ケンシュウ		家族滞在 カゾクタイザイ		特定活動 トクテイカツドウ		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		永住者の配偶者等 エイジュウシャハイグウシャトウ		定住者 テイジュウシャ		永住者 エイジュウシャ		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		在留の資格なし ザイリュウシカク		出生による経過滞在者 シュッセイケイカタイザイシャ		計 ケイ

		アイスランド																																																																												1								1

		アイルランド																																1																																						2						2								5

		アフガニスタン																																																														1																						1

		アルジェリア																																				1																										4																						5

		アルゼンチン										1																																																				1								1						3								6

		アルメニア																																																														2																						2

		イエメン																																																														1				2																		3

		イスラエル																																																														1														3								4

		イタリア						1																														1																										17								2						4		1						26

		イラン																																				1																						1				7				1				1						7								18

		インド						9								2										1						2						3								31														1				33				12				3				1		24								122

		インドネシア						7				1																										7												13				18				1		1				148				49		2		8		1				19								275

		ウガンダ																																																														1																						1

		ウクライナ																																																																		1				2				2		5								10

		ウズベキスタン																																																														2						1								2								5

		ウルグアイ																																																																						1														1

		英国 エイコク						6				4																						8				12		2				1																				5				3				14						33								88

		エクアドル																																																																												1								1

		エジプト						1																																																				1				11				10										1								24

		エストニア						1																																																								4				1				1														7

		エチオピア																																																														2						1		1														4

		エリトリア																																																														1				4																		5

		エルサルバドル						1																																																								2				4										1								8

		オーストラリア						1								1																		12				6																										4						3		10				1		23		1						62

		オーストリア						1																																																								2								1														4

		オランダ						3																																																								6								1														10

		ガーナ																																				1																										6				4				1						9								21

		カザフスタン																																																														1																						1

		カナダ						2				8																						22				10						1																1				1				2		1		11				1		28								88

		カメルーン						1																																																								4				6																		11

		韓国 カンコク						30				8				4		2								7				1		1		1		1		51				12		1																				123				78		3		64		6		23		451		1,096						1,963

		カンボジア																																																														2																						2

		ギニア																																																																												1								1

		キプロス						1																																																																														1

		キューバ																																																														2								1						3								6

		ギリシャ																																																																				1																1

		キリバス																																																																												1								1

		キルギス																																				1																														3																		4

		グアテマラ																																																														3																						3

		クウェート																																																														1																						1

		ケニア																																				1																										5														1								7

		コスタリカ																																																														1																						1

		コロンビア																																																														2								1						2								5

		コンゴ共和国 キョウワコク																																																														1																						1

		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク						1																																																								2				2																		5

		サウジアラビア																																																														1																						1

		サモア																																																																												1								1

		ザンビア																																																														1																						1

		シエラレオネ																																																														1				1																		2

		ジャマイカ																																4				2																																		2														8

		シリア																																																														3								1														4

		シンガポール						1				3																						2																														5				1				1						4								17

		ジンバブエ																																																														2																						2

		スイス																																																														1												1		3								5

		スウェーデン																																				1																										14				1				4						2								22

		スーダン																																																														3																						3

		スペイン						3								2																														4																		5				16				2		1				1								34

		スリランカ						4																														13																										119				8				7				1		12								164

		スロバキア										1																																																				2								1						1								5

		セネガル																																				1																										3																						4

		タイ						4								1																						1								2				5				4				1		3				61				5		1		22		1		6		46								163

		台湾 タイワン						9				1				1		1														1				1		28				6		1																1				77				16		4		14				2		70		2						235

		タンザニア						1																																																								2																						3

		チェコ																																																														2								1														3

		中国 チュウゴク						62				2				30		11				1				37				7		2		1		7		194		8		8				24				33				33						25				1,375				335		33		112		49		88		1,272		3						3,752

		チュニジア																																																																												2								2

		朝鮮 チョウセン																																																																								1				11		177						189

		チリ																																				1																										5				10										1								17

		デンマーク						1																																																								2																						3

		ドイツ						8																								1								1																								35				1				5						12								63

		ドミニカ共和国 キョウワコク																																										1																																		1								2

		トリニダード・トバゴ																																1																																																				1

		トルコ						2								1																						4																										7				9				1						6								30

		ナイジェリア						1																																																								7				5				1						3								17

		ニカラグア																																																																												1								1

		ニュージーランド						1								1																		6				4																										3				1		1		1						6								24

		ネパール																								5												98								76																		733				140		35		10		2		1		14								1,114

		ノルウェー																																																														1																						1

		ハイチ																																																														1																						1

		パキスタン																								4												4								2																		13				15		1		2				1		24								66

		パナマ																																																														1																						1

		パプアニューギニア																																																														1																						1

		パラグアイ																																																														3														1								4

		パレスチナ																																																																						1														1

		ハンガリー																																				1																										7														2								10

		バングラデシュ						8																		1												5								2																		87				40		1		4		1		2		18								169

		フィジー																																				1																										4				4																		9

		フィリピン						5				3																						3		1		15		2		1		2						36				34										22				10		3		53		5		28		277								500

		フィンランド																																																										1				6								1						2								10

		ブータン																																				3																4										27														1								35

		ブラジル						1				1																				1						1						1		1																		14				2		1						1		40								64

		フランス						10				3				5																						6																						2				41				7		2		10						7								93

		ブルガリア																																																														1																						1

		ブルキナファソ																																																														2				1																		3

		ブルンジ																																																														1																						1

		米国 ベイコク						10				86						1								1								43		1		90		14		3		8		4																		42				43				52				2		90		2				1		493

		ベトナム						6				1				3										1						2				1		118		1		3								224				176										974				81		23		15		2		3		16								1,650

		ベナン										1																																																												1														2

		ベネズエラ																																																														7				1																		8

		ペルー						3								1																																																3								1						5								13

		ベルギー																														1																																2								1														4

		ポーランド						2				3																																																				4				1		1		1						2								14

		ボツワナ						1																																																								3				3																		7

		ボリビア																																																														4				2										2								8

		ポルトガル						1																																																								1								1														3

		ホンジュラス										1																																																				2																						3

		マダガスカル																																																																						1				1		1								3

		マラウイ																																																														1																						1

		マリ																																																														1																						1

		マレーシア																																		1		2																						1				42				16										5								67

		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク																																3												2																		3				1										1								10

		ミャンマー																																				12												14				1										6								1						2								36

		メキシコ						2				1																										3						1																				6				1				1				1		3								19

		モザンビーク																																																														2																						2

		モルディブ																																																																												1								1

		モロッコ						1																																																								3														1								5

		モンゴル						2																														9		1										8				3										34				31				3				1		3								95

		ヨルダン																																																														2								1														3

		ラオス																																																														2								1														3

		ラトビア						1																																																												2																		3

		リトアニア						1																																																																1														2

		ルーマニア																																																														1								1						7								9

		ルワンダ																																																														1																						1

		ロシア						2																														2																										14						1		6		1		2		42								70

		未登録 ミトウロク																																																																		1						1						1				4		7

		無国籍 ムコクセキ																																																																						2						5								7

				0		0		219		0		129		0		52		15		0		1		0		57		0		8		11		107		13		714		29		33		17		148		0		333		0		273		0		2		38		0		4,270		0		993		119		472		71		169		2,652		1,283		0		5		12,233

																																																																																				12,233



&C在仙外国人住民数一覧表　(平成30年4月末現在）&R文化観光局交流企画課



				外交 ガイコウ		公用 コウヨウ		教授 キョウジュ		芸術 ゲイジュツ		宗教 シュウキョウ		報道 ホウドウ		高度専門職1号
イ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ロ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職1号
ハ コウドセンモンショクゴウ		高度専門職2号 コウドセンモンショクゴウ		投資・経営 トウシケイエイ		経営・管理 ケイエイカンリ		法律・会計事務 ホウリツカイケイジム		医療 イリョウ		研究 ケンキュウ		教育 キョウイク		技術 ギジュツ		技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		人文知識・国際業務 ジンブンチシキコクサイギョウム		企業内転勤 キギョウナイテンキン		興行 キョウコウ		技能 ギノウ		技能実習１号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習１号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習２号ロ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号イ ギノウジッシュウゴウ		技能実習３号ロ ギノウジッシュウゴウ		文化活動 ブンカカツドウ		短期滞在 タンキタイザイ		留学 リュウガク		研修 ケンシュウ		家族滞在 カゾクタイザイ		特定活動 トクテイカツドウ		日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		永住者の配偶者等 エイジュウシャハイグウシャトウ		定住者 テイジュウシャ		永住者 エイジュウシャ		特別永住者 トクベツエイジュウシャ		在留の資格なし ザイリュウシカク		出生による経過滞在者 シュッセイケイカタイザイシャ		計 ケイ

		中国 チュウゴク						62				2				30		11				1				37				7		2		1		7		194		8		8				24				33				33						25				1,375				335		33		112		49		88		1,272		3						3,752

		韓国 カンコク						30				8				4		2								7				1		1		1		1		51				12		1																				123				78		3		64		6		23		451		1,096						1,963

		ベトナム						6				1				3										1						2				1		118		1		3								224				176										974				81		23		15		2		3		16								1,650

		ネパール																								5												98								76																		733				140		35		10		2		1		14								1,114

		フィリピン						5				3																						3		1		15		2		1		2						36				34										22				10		3		53		5		28		277								500

		米国 ベイコク						10				86						1								1								43		1		90		14		3		8		4																		42				43				52				2		90		2				1		493

		インドネシア						7				1																										7												13				18				1		1				148				49		2		8		1				19								275

		台湾 タイワン						9				1				1		1														1				1		28				6		1																1				77				16		4		14				2		70		2						235

		朝鮮 チョウセン																																																																								1				11		177						189

		バングラデシュ						8																		1												5								2																		87				40		1		4		1		2		18								169

		スリランカ						4																														13																										119				8				7				1		12								164

		タイ						4								1																						1								2				5				4				1		3				61				5		1		22		1		6		46								163

		インド						9								2										1						2						3								31														1				33				12				3				1		24								122

		モンゴル						2																														9		1										8				3										34				31				3				1		3								95

		フランス						10				3				5																						6																						2				41				7		2		10						7								93

		英国 エイコク						6				4																						8				12		2				1																				5				3				14						33								88

		カナダ						2				8																						22				10						1																1				1				2		1		11				1		28								88

		ロシア						2																														2																										14						1		6		1		2		42								70

		マレーシア																																		1		2																						1				42				16										5								67

		パキスタン																								4												4								2																		13				15		1		2				1		24								66

		ブラジル						1				1																				1						1						1		1																		14				2		1						1		40								64

		ドイツ						8																								1								1																								35				1				5						12								63

		オーストラリア						1								1																		12				6																										4						3		10				1		23		1						62

		ミャンマー																																				12												14				1										6								1						2								36

		ブータン																																				3																4										27														1								35

		スペイン						3								2																														4																		5				16				2		1				1								34

		トルコ						2								1																						4																										7				9				1						6								30

		イタリア						1																														1																										17								2						4		1						26

		エジプト						1																																																				1				11				10										1								24

		ニュージーランド						1								1																		6				4																										3				1		1		1						6								24

		スウェーデン																																				1																										14				1				4						2								22

		ガーナ																																				1																										6				4				1						9								21

		メキシコ						2				1																										3						1																				6				1				1				1		3								19

		イラン																																				1																						1				7				1				1						7								18

		シンガポール						1				3																						2																														5				1				1						4								17

		チリ																																				1																										5				10										1								17

		ナイジェリア						1																																																								7				5				1						3								17

		ポーランド						2				3																																																				4				1		1		1						2								14

		ペルー						3								1																																																3								1						5								13

		カメルーン						1																																																								4				6																		11

		ウクライナ																																																																		1				2				2		5								10

		オランダ						3																																																								6								1														10

		ハンガリー																																				1																										7														2								10

		フィンランド																																																										1				6								1						2								10

		南アフリカ共和国 ミナミキョウワコク																																3												2																		3				1										1								10

		フィジー																																				1																										4				4																		9

		ルーマニア																																																														1								1						7								9

		エルサルバドル						1																																																								2				4										1								8

		ジャマイカ																																4				2																																		2														8

		ベネズエラ																																																														7				1																		8

		ボリビア																																																														4				2										2								8

		エストニア						1																																																								4				1				1														7

		ケニア																																				1																										5														1								7

		ボツワナ						1																																																								3				3																		7

		未登録 ミトウロク																																																																		1						1						1				4		7

		無国籍 ムコクセキ																																																																						2						5								7

		アルゼンチン										1																																																				1								1						3								6

		キューバ																																																														2								1						3								6

		アイルランド																																1																																						2						2								5

		アルジェリア																																				1																										4																						5

		ウズベキスタン																																																														2						1								2								5

		エリトリア																																																														1				4																		5

		コロンビア																																																														2								1						2								5

		コンゴ民主共和国 ミンシュキョウワコク						1																																																								2				2																		5

		スイス																																																														1												1		3								5

		スロバキア										1																																																				2								1						1								5

		モロッコ						1																																																								3														1								5

		イスラエル																																																														1														3								4

		エチオピア																																																														2						1		1														4

		オーストリア						1																																																								2								1														4

		キルギス																																				1																														3																		4

		シリア																																																														3								1														4

		セネガル																																				1																										3																						4

		パラグアイ																																																														3														1								4

		ベルギー																														1																																2								1														4

		イエメン																																																														1				2																		3

		グアテマラ																																																														3																						3

		スーダン																																																														3																						3

		タンザニア						1																																																								2																						3

		チェコ																																																														2								1														3

		デンマーク						1																																																								2																						3

		ブルキナファソ																																																														2				1																		3

		ポルトガル						1																																																								1								1														3

		ホンジュラス										1																																																				2																						3

		マダガスカル																																																																						1				1		1								3

		ヨルダン																																																														2								1														3

		ラオス																																																														2								1														3

		ラトビア						1																																																												2																		3

		アルメニア																																																														2																						2

		カンボジア																																																														2																						2

		シエラレオネ																																																														1				1																		2

		ジンバブエ																																																														2																						2

		チュニジア																																																																												2								2

		ドミニカ共和国 キョウワコク																																										1																																		1								2

		ベナン										1																																																												1														2

		モザンビーク																																																														2																						2

		リトアニア						1																																																																1														2

		アイスランド																																																																												1								1

		アフガニスタン																																																														1																						1

		ウガンダ																																																														1																						1

		ウルグアイ																																																																						1														1

		エクアドル																																																																												1								1

		カザフスタン																																																														1																						1

		ギニア																																																																												1								1

		キプロス						1																																																																														1

		ギリシャ																																																																				1																1

		キリバス																																																																												1								1

		クウェート																																																														1																						1

		コスタリカ																																																														1																						1

		コンゴ共和国 キョウワコク																																																														1																						1

		サウジアラビア																																																														1																						1

		サモア																																																																												1								1

		ザンビア																																																														1																						1

		トリニダード・トバゴ																																1																																																				1

		ニカラグア																																																																												1								1

		ノルウェー																																																														1																						1

		ハイチ																																																														1																						1

		パナマ																																																														1																						1

		パプアニューギニア																																																														1																						1

		パレスチナ																																																																						1														1

		ブルガリア																																																														1																						1

		ブルンジ																																																														1																						1

		マラウイ																																																														1																						1

		マリ																																																														1																						1

		モルディブ																																																																												1								1

		ルワンダ																																																														1																						1

				0		0		219		0		129		0		52		15		0		1		0		57		0		8		11		107		13		714		29		33		17		148		0		333		0		273		0		2		38		0		4,270		0		993		119		472		71		169		2,652		1,283		0		5		12,233

																																																																																				12,233



&C在仙外国人住民数一覧表　(平成30年4月末現在）&R文化観光局交流企画課





在留資格別外国人数の推移
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仙台市の外国人（年齢別）

（2017年仙台市調査より）

20代30代の子育て世代が多く、

出産・育児・学校教育に関する相談が多い。
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人数推移

		

				１．仙台市における外国人住民数の推移（各年4月末現在） センダイシガイコクジンジュウミンスウスイイカクトシガツマツゲンザイ

																																												グラフデータ

				年度 ネンド				人数 ニンズウ																																						H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

				H13		(2001)		8,790																																				合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				H14		(2002)		9,383

				H15		(2003)		9,930

				H16		(2004)		10,331

				H17		(2005)		10,019

				H18		(2006)		10,114

				H19		(2007)		9,830

				H20		(2008)		9,918

				H21		(2009)		9,965

				H22		(2010)		10,205

				H23		(2011)		9,580

				H24		(2012)		9,153

				H25		(2013)		9,148

				H26		(2014)		9,597

				H27		(2015)		10,507

				H28		(2016)		11,353

				H29		(2017)		11,972





人数推移

		



仙台市における外国人住民数



国籍別

		

				２．仙台市における外国人住民数（国籍別） センダイシガイコクジンジュウミンスウコクセキベツ

																																												グラフデータ

						H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H13		H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2001)		(2002)		(2003)		(2004)		(2005)		(2006)		(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						中国 チュウゴク		3117		3549		3985		4157		4036		4120		4010		4234		4244		4531		4259		3828		3463		3519		3592		3643		3753

				中国 チュウゴク		3117		3549		3985		4157		4036		4120		4010		4234		4244		4531		4259		3828		3463		3519		3592		3643		3753						韓国 カンコク		2567		2632		2586		2561		2560		2542		2491		2451		2460		2431		2370		2272		2180		2067		2037		1990		2003

				韓国 カンコク		2567		2632		2586		2561		2560		2542		2491		2451		2460		2431		2370		2272		2180		2067		2037		1990		2003						ベトナム		20		30		37		54		79		75		67		65		62		95		106		168		477		743		926		1202		1372

				ベトナム		20		30		37		54		79		75		67		65		62		95		106		168		477		743		926		1202		1372						ネパール		29		27		26		32		26		29		39		79		101		110		84		92		160		282		707		1072		1136

				ネパール		29		27		26		32		26		29		39		79		101		110		84		92		160		282		707		1072		1136						米国 ベイコク		376		384		385		372		348		371		411		432		449		430		363		383		383		485		492		491		523

				米国 ベイコク		376		384		385		372		348		371		411		432		449		430		363		383		383		485		492		491		523						フィリピン		394		416		429		439		400		411		425		401		401		389		378		377		388		414		445		461		477

				フィリピン		394		416		429		439		400		411		425		401		401		389		378		377		388		414		445		461		477						インドネシア		110		104		111		121		129		129		130		128		136		150		130		166		157		138		166		219		249

				インドネシア		110		104		111		121		129		129		130		128		136		150		130		166		157		138		166		219		249						朝鮮 チョウセン		641		614		544		471		436		395		343		316		288		282		267		251		232		224		224		214		210

				朝鮮 チョウセン		641		614		544		471		436		395		343		316		288		282		267		251		232		224		224		214		210						台湾* タイワン																										125		144		159		197		207

				台湾* タイワン																										125		144		159		197		207						タイ		61		63		62		80		81		95		101		112		114		122		115		108		121		128		140		145		150

				タイ		61		63		62		80		81		95		101		112		114		122		115		108		121		128		140		145		150						その他 タ		1475		1564		1765		2044		1924		1947		1813		1700		1710		1665		1508		1508		1462		1453		1619		1719		1892

				その他 タ		1475		1564		1765		2044		1924		1947		1813		1700		1710		1665		1508		1508		1462		1453		1619		1719		1892						合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				合計 ゴウケイ		8790		9383		9930		10331		10019		10114		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				*「台湾」国籍はH24年度における外国人登録制度の廃止後に使用されるようになったもの。したがって、H24年度以前は「中国」に含む。 タイワンコクセキネンドガイコクジントウロクセイドハイシゴシヨウネンドイゼンチュウゴクフク

																																														H23		H26		H29

																																														(2011)		(2014)		(2017)

																																												中国 チュウゴク		4259		3519		3753

																																												韓国 カンコク		2370		2067		2003

																																												ベトナム		106		743		1372

																																												ネパール		84		282		1136

																																												米国 ベイコク		363		485		523

																																												フィリピン		378		414		477

																																												インドネシア		130		138		249

																																												朝鮮 チョウセン		267		224		210

																																												台湾* タイワン				144		207

																																												タイ		115		128		150

																																												その他 タ		1508		1453		1892

																																												合計 ゴウケイ		9580		9597		11972

				■仙台市における外国人住民　国籍別割合 センダイシガイコクジンジュウミンコクセキベツワリアイ



（人）

■仙台市における外国人住民数は、平成16年から平成22年までほぼ横ばいで推移した後、東日本大震災があった平成23年から平成25年まで一時落ち込んだが、平成26年以降に再び増加に転じ、平成29年4月31日現在で過去最高となっている。
■仙台市における外国人住民数は、平成29年4月30日現在で11,972人であり、総人口1,058,070人（平成29年5月1日現在）に占める割合は約1.13%である。



国籍別
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東北大学留学生数推移

		

				３．仙台市における外国人住民数（在留資格別） センダイシガイコクジンジュウミンスウザイリュウシカクベツ

																																グラフデータ

						H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						留学 リュウガク		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				留学 リュウガク		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087						就学 シュウガク		572		806		706		793		222

				就学 シュウガク		572		806		706		793		222																		永住者 エイジュウシャ		1612		1744		1899		2003		2117		2221		2296		2447		2532		2501		2577

				永住者 エイジュウシャ		1612		1744		1899		2003		2117		2221		2296		2447		2532		2501		2577						特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1587		1534		1491		1473		1410		1443		1443		1402		1396		1349		1336

				特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1587		1534		1491		1473		1410		1443		1443		1402		1396		1349		1336						家族滞在 カゾクタイザイ		1164		1063		1058		1032		979		901		832		707		780		956		1014

				家族滞在 カゾクタイザイ		1164		1063		1058		1032		979		901		832		707		780		956		1014						技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		433		442		423		411		422		428		454		479		448		352		520

				技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		433		442		423		411		422		428		454		479		448		352		520						日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		803		774		704		702		653		507		507		474		476		502		482

				日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		803		774		704		702		653		507		507		474		476		502		482						技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ								26		14		94		94		121		181		275		324

				技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ								26		14		94		94		121		181		275		324						教授 キョウジュ		421		418		429		408		380		392		350		334		291		293		259

				教授 キョウジュ		421		418		429		408		380		392		350		334		291		293		259						技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ								22		12		7		25		78		100		175		229

				技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ								22		12		7		25		78		100		175		229						定住者 テイジュウシャ		268		232		212		193		189		176		167		171		198		190		189

				定住者 テイジュウシャ		268		232		212		193		189		176		167		171		198		190		189						その他 タ		922		922		961		840		648		647		513		608		791		863		955

				その他 タ		922		922		961		840		648		647		513		608		791		863		955						合計 ゴウケイ		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				合計 ゴウケイ		9830		9918		9965		10205		9580		9153		9148		9597		10507		11353		11972

				※在留資格「就学」はH24より「留学」に統合 ザイリュウシカクシュウガクリュウガクトウゴウ

				※在留資格「技能実習」はH21に新設（H21以前は「研修」） ザイリュウシカクギノウジッシュウシンセツイゼンケンシュウ

				■仙台市における外国人住民　在留資格別割合 センダイシガイコクジンジュウミンザイリュウシカクベツワリアイ

																																		H23		H26		H29

																																		(2011)		(2014)		(2017)

																																留学 リュウガク		2534		2776		4087

																																就学 シュウガク		222

																																永住者 エイジュウシャ		2117		2447		2577

																																特別永住者 トクベツエイジュウシャ		1410		1402		1336

																																家族滞在 カゾクタイザイ		979		707		1014

																																技術・人文知識・国際業務 ギジュツジンブンチシキコクサイギョウム		422		479		520

																																日本人の配偶者等 ニホンジンハイグウシャトウ		653		474		482

																																技能実習1号ロ ギノウジッシュウゴウ		14		121		324

																																教授 キョウジュ		380		334		259

																																技能実習2号ロ ギノウジッシュウゴウ		12		78		229

																																定住者 テイジュウシャ		189		171		189

																																その他 タ		648		608		955

																																合計 ゴウケイ		9580		9597		11972



（人）

■国・地域別では、中国が全体の30%を超えて最多であり、韓国、ベトナム、ネパールと続く。
■中国は平成23年以降大きく減少し、平成25年から再び増加に転じたが、平成22年の水準には戻っていない。また、韓国は平成14年をピークに緩やかに減少を続けている。一方で、ベトナムは平成25年以降、ネパールは平成27年以降に急激に増加しており、それぞれ平成23年に比べて10倍以上の人数となっている。これをうけ、平成23年には中国が40%以上、韓国が25%であったものが、平成29年には中国が31%、韓国が17%に減じ、ベトナムが11%、ネパールが10%を占めるようになっている。



東北大学留学生数推移
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				４．仙台市における留学生数（国籍別） センダイシリュウガクセイスウコクセキベツ

																																										グラフデータ

						H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29								H14		H15		H16		H17		H18		H19		H20		H21		H22		H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

						(2002)		(2003)		(2004)		(2005)		(2006)		(2007)		(2008)		(2009)		(2010)		(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)						中国 チュウゴク		865		1012		1107		1176		1269		1156		1115		1207		1399		1656		1403		1133		1123		1124		1209		1272

				中国 チュウゴク		865		1012		1107		1176		1269		1156		1115		1207		1399		1656		1403		1133		1123		1124		1209		1272						ベトナム		14		20		39		51		45		36		41		37		46		68		127		428		646		749		843		877

				ベトナム		14		20		39		51		45		36		41		37		46		68		127		428		646		749		843		877						ネパール		10		12		14		11		12		12		12		9		10		42		54		102		207		590		857		852

				ネパール		10		12		14		11		12		12		12		9		10		42		54		102		207		590		857		852						インドネシア		47		52		46		49		48		49		47		58		69		62		77		84		82		98		133		146

				インドネシア		47		52		46		49		48		49		47		58		69		62		77		84		82		98		133		146						スリランカ		7		8		10		7		6		9		8		5		4		5		19		24		25		29		34		79

				スリランカ		7		8		10		7		6		9		8		5		4		5		19		24		25		29		34		79						台湾* タイワン																								48		51		53		72		66

				台湾* タイワン																								48		51		53		72		66						タイ		23		23		31		30		34		34		38		32		39		35		28		43		55		60		67		66

				タイ		23		23		31		30		34		34		38		32		39		35		28		43		55		60		67		66						マレーシア		23		22		28		28		31		37		47		48		49		51		46		47		43		51		55		49

				マレーシア		23		22		28		28		31		37		47		48		49		51		46		47		43		51		55		49						バングラデシュ		32		36		34		34		25		23		24		26		29		28		27		33		30		37		44		47

				バングラデシュ		32		36		34		34		25		23		24		26		29		28		27		33		30		37		44		47						韓国 カンコク		336		313		297		282		293		287		264		269		268		257		218		185		147		126		131		134

				韓国 カンコク		336		313		297		282		293		287		264		269		268		257		218		185		147		126		131		134						その他 タ		291		336		402		389		401		405		387		391		389		330		338		340		367		397		452		499

				その他 タ		291		336		402		389		401		405		387		391		389		330		338		340		367		397		452		499						合計 ゴウケイ		1648		1834		2008		2057		2164		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				合計 ゴウケイ		1648		1834		2008		2057		2164		2048		1983		2082		2302		2534		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				*「台湾」国籍はH24年度における外国人登録制度の廃止後に使用されるようになったもの。したがって、H24年度以前は「中国」に含む。 タイワンコクセキネンドガイコクジントウロクセイドハイシゴシヨウネンドイゼンチュウゴクフク

																																												H23		H26		H29

																																												(2011)		(2014)		(2017)

																																										中国 チュウゴク		1656		1123		1272

																																										ベトナム		68		646		877

																																										ネパール		42		207		852

																																										インドネシア		62		82		146

																																										スリランカ		5		25		79

																																										台湾* タイワン				51		66

																																										タイ		35		55		66

																																										マレーシア		51		43		49

																																										バングラデシュ		28		30		47

																																										韓国 カンコク		257		147		134

																																										その他 タ		330		367		499

																																										合計 ゴウケイ		2534		2776		4087

				■仙台市における留学生数　国籍別割合 センダイシリュウガクセイスウコクセキベツワリアイ



（人）

■在留資格別では「留学」が全体の34%を占め最多となっている。仙台市では従来より「留学」が最多であったが、平成29年には4,087人と過去最多の人数となっている。
■また、平成22年より創設された「技能実習」が「1号ロ」と「2号ロ」を合わせると553人と、平成22年に比べて10倍以上となり、「家族滞在」に次ぐ人数となっている。
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仙台市における留学生の年次推移（国籍別）



		

				５．仙台市における外国人住民数（年齢別） センダイシガイコクジンジュウミンスウネンレイベツ

						H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29														H23		H26		H29

						(2011)		(2012)		(2013)		(2014)		(2015)		(2016)		(2017)														(2011)		(2014)		(2017)

				0-4		297		301				260		330		356		388												0-4		297		260		388

				5-9		224		221				183		211		228		246												5-9		224		183		246

				10-14		219		213				186		176		175		176												10-14		219		186		176

				15-19		240		232				378		397		435		436												15-19		240		378		436

				20-24		1515		1291				1623		1877		2259		2352												20-24		1515		1623		2352

				25-29		1838		1769				1929		2199		2396		2569												25-29		1838		1929		2569

				30-34		1294		1286				1265		1336		1494		1610												30-34		1294		1265		1610

				35-39		940		916				835		904		917		965												35-39		940		835		965

				40-44		769		805				737		757		712		754												40-44		769		737		754

				45-49		604		592				591		620		622		651												45-49		604		591		651

				50-54		452		459				488		504		523		531												50-54		452		488		531

				55-59		351		346				350		376		389		400												55-59		351		350		400

				60-		695		722				767		820		847		894												60-		695		767		894

				合計 ゴウケイ		9438		9153				9592		10507		11353		11972												合計 ゴウケイ		9438		9592		11972

				※平成25年はデータなし。 ヘイセイネン

				■仙台市における外国人住民　年齢別割合 センダイシガイコクジンジュウミンネンレイベツワリアイ



（人）

■留学生数は平成29年に4,087人と、東日本大震災前に比べて2倍近くの人数となっている。国籍別に見ると、中国が平成23年の東日本大震災後に大きく減少したが、平成25年以降再び増加に転じている。また、ベトナムが平成24年以降、ネパールが平成26年以降に大きく増加している。一方、韓国は減少が続き、平成29年には平成23年の半分以下の人数となっている。
■割合を見ると、平成23年には中国が65%と半分以上を占めていたが、平成29年には31%となっている。一方で、平成23年にはベトナムが3%、ネパールが2%であったものが、平成29年にはそれぞれ21%を占めるまでになっている。また、韓国は平成23年には10%であったが、平成29年には3%まで減少している。
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H23

H26

H29

仙台市の外国人住民数（年齢別）



		

						H23		H24		H25		H26		H27		H28		H29

				仙台市留学生総数 センダイシリュウガクセイソウスウ		2756		2337		2467		2776		3314		3897		4087

				東北大学留学生数 トウホクダイガクリュウガクセイスウ		1493		1431		1436		1532		1663		1942		2025



（人）

■5歳毎にみると20歳から24歳、25歳から29歳、30歳から34歳の増加が顕著である。また、15歳から19歳までの人口も増加している。
■5歳から14歳までの義務教育期の人口は平成23年から平成29年までほぼ横ばいである。一方、0歳から4歳までの未就学児は平成23年から平成29年までに増加している。



		



仙台市留学生総数

東北大学留学生数





日本語学校、専門学校
日本語学校及び留学生クラスを増設する専門
学校が増え、市内留学生の半数を占める。

８



学校との連携

募集型で実施していた生活オリエンテーションを

留学生を対象とした出前型で実施。

実績：実施24回 受講約1,500名（平成29年度）

内容： 日本の習慣・マナー、交通ルール、ゴミ分別、

防災、 税金・年金、健康、情報収集など

ﾒﾘｯﾄ： 学校・学生の状況を知る

行政や地域との連携

課題： 依頼のない学校への

アプローチ

９



行政との連携
外国語ガイドブックやDVDを行政担当課で作成

外国人対応のある部署の職員研修

 多言語資料：「ゴミ出しルール動画」（6言語）

「交通安全ポスター」（2種類、6言語）

 職員研修：戸籍、保険年金、家庭健康、住宅、保健

自治会長、民生委員（調整中）

 ﾒﾘｯﾄ：行政職員の視点で企画、予算継続

協会は多文化・多言語に関してのアドバイス

１０



災害時の外国人旅行者支援
（１）「仙台市災害時外国人旅行者支援検討会」

【仙台市】防災、広報、観光、誘客、交通、国際

【協 会】観光、コンベンション、国際、総務

（２）「仙台駅周辺帰宅困難者対策連絡協議会」

協議会及び訓練に参加し、外国人被災者の状況や災害
多言語支援センターの活動について情報提供

民間企業参加の訓練

外国人支援についてアドバイス

１１



今後の課題と方針

日本人住民への情報提供、意識改革

受入校や企業、行政との連携

外国人住民の活躍

先進地域、全国の事例活用

ＩＴの活用

職員の専門性向上

１２



○ 外国人住民の更なる増加に加え、多国籍化や高齢化等も引き続き進展。また、政府においては
新たな在留資格についても検討が進められるなど、地域における多文化共生の取組が重要な課題。

○ 先進的な自治体の取組事例を横展開し、全国的に市町村レベルでの取組を加速させるため、
以下の施策等により、地域における多文化共生施策を更に推進する。

新たな「多文化共生にかかる優良な取組の共有手法」について

助言・サポート

●●都道府県

情報共有

●●市町村 ●●市町村

現状・課題・今後の方向性等の共有

（仮称）多文化共生地域会議

総 務 省
（有識者・（仮称）多文化共生アドバイザー等を含む）

※全体で年間５～６回程度の開催を想定

総務省

多
文
化
共
生
に
取
り
組
も
う

と
す
る
自
治
体

助言・ノウハウの提供等

相談（訪問・派遣依頼・メール等）

＜活用イメージ＞
○先進地視察受入れ
○講演会・研修講師
○個別具体の取組内容への助言
など

多
文
化
共
生
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

（先
進
的
に
取
り
組
む
自
治
体
の
職
員
・
部
署
）

※総務省でアドバイザーを登録

アドバイザー活用に
関する情報提供等

都道府県単位（地域ブロック等も可・市区町村も参加）で開催

（仮称）多文化共生アドバイザー制度

アドバイザー登録の
承諾依頼 等

資料４
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