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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
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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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仙台市における外国人住民数の推移（各年4月末現在）



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
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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。
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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）
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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





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

技術・人文知識・国際業務, 714人, 5.8%
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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



&C&"HGSｺﾞｼｯｸE,標準"&16仙台市における外国人住民の状況（平成30年4月末現在）&R文化観光局交流企画課



(印刷用)H30.4末グラフ

		



&A

Page &P
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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
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在留資格別外国人数の推移

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

留学

就学

永住者

特別永住者

家族滞在

技術・人文知識・国際業

務

日本人の配偶者等

技能実習1号ロ

教授

技能実習2号ロ

定住者

その他

（人）

６



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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1929

2569

1294

1265
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940

835

965

769

737

754
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591

651

452

488

531

351

350

400

695

767

894



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
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