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Ⅰ 外国人受け入れの状況
少子高齢社会

↓
外国人労働者の受入れ増加



全国 在留外国人数の推移
8年間で約90万人増（1.5倍）令和２年12月末
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全国 在留外国人数の推移（在留資格別）

令和2年12月末
技能実習生 37万8,200人

法務省データより作成。

（万人）

最新 令和３年６月末
技能実習生35万4,104人



Ⅱ 外国人が住みやすい
地域社会とは



外国人が住みやすい地域社会の条件

❸活動・家庭生活

の充実

❷地域における存在感

人間関係・尊厳

❶生存上の安心・安全
職業：安全衛生・雇用安定

賃金水準
生活：住居・医療・教育・

福祉・生活相談

地域での社会生活・社会参画
近隣住民との交流

個人目的の達成
職場・学校等での活躍・能力向上
家族生活（私生活）を楽しむ環境



❶ 生存上の安心・安全

人権保障の重要性

とくに技能実習生など外国人労働者の問題



技能実習制度の歴史

1960年代後半 「技術や知識を習得させ、母国の経済発展に貢献」を目的に

海外進出企業が現地社員を招聘（「招聘型」）

1981年 「研修生」として在留資格が創設される 「外国人研修制度」

1990年 「団体監理型」の技能実習生の受入れが認められる（法務省告示）

1993年 研修に加え、実践的な技能・技術を修得するための「技能実習制度」

が導入される

―在留資格が「研修」であり、労働法保護の対象から外れていた―

2010年 研修・実習は「技能実習制度」に一本化され、座学２か月を経たのち、

実務に従事する期間は「労働者」として扱われ、労働関連法規の

適用対象となった



技能実習法 施行日 平成29年（2017年）11月１日
技能実習制度の趣旨

• 技能実習制度は、我が国で開発され培われた技能、技術又は知識の開発途
上国等への移転を図り、その開発途上国等の経済発展を担う「人づくり」
に協力することを目的とする制度

• 平成２８年、制度の趣旨をより徹底するために「技能実習法」とその関連
法令が 成立・公布され平成２９年１１月施行。

• その基本理念：「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われて
はならない」（法第３条第２項）

• 技能実習生は労働者として、日本人労働者と 同様に労働関係法令の適用を
受け、保護される。

『技能実習制度 運用要領』第１章（令和２年４月出入国在留管理庁・厚生労働省）



公平な処遇と教育訓練

×

• 「外国人だから・・・」

• 「単純労働しかできない」

〇

• 能力開発を行う 特性を活かす

• 適正に評価し処遇する



❷ 地域における存在感
人間関係 尊厳

地域における連携した取組みの重要性



地域社会における連携の必要性
・事業所と地域コミュニティ
・日本語教育と日常生活支援
・行政： 国際関連部署と他部署

日本語教育

意思疎通の円滑化 → 生活上の安心

仕事のモチベーション向上

日常生活支援

行政手続き、銀行口座開設の方法、

医療機関の使用方法、生活上のルールやマナー



外国人が住みやすい地域社会の条件

職業・学業・家庭生活の

充実

地域における存在感

人間関係・尊厳

生存上の安心・安全

「食べられる」「安心して寝られる」

職業：安全衛生・雇用安定
賃金水準

生活：住居・医療・教育・
福祉・生活相談

地域での社会生活・社会参画
近隣住民との交流

個人的目的の達成
職場・学校等での活躍・能力向上
家族生活（私生活）を楽しむ環境

円
滑
な
意
思
疎
通
の
必
要
性



Ⅲ 共生社会のツール
としての日本語教育



1）言語ニーズ

❶ 母語・英語（多言語対応の必要性）

❷ 日本語（日本語教育の必要性）

2）日本語によるコミュニケーション

「土佐弁が聞き取れない」「日本語が難しい」ことが

外国人と意思疎通しにくさの原因か？



日本人A 「忙しい！」

外国人B 「たいへんですね。」

日本人A 「頑張って働かないとならない。」

外国人B 「頑張っていますね。」

日本人A 「もう、ひと踏ん張りだ！」

外国人B 「？ 私は、時間なので失礼します。」

日本人A 「まだ仕事が残っているぞ。」

外国人B 「頑張ってください。」

日本人と外国人の会話の一例



コミュニケーション方法を変える

• 言わないでもわかる

• 空気を読む

• 胸中を察する

↓

• 明確に言葉で言う・示す

• 理解しているか確認する



高文脈文化 低文脈文化

重要な情報でもことばに表現され
ないことがある

言外の状況も伝達する

伝達される情報は全て
ことばで提示される

曖昧な表現の多い言語
（非言語コミュニケーションの役
割も大きい）

正確性が必要とされる言語

共通認識に基づくコミュニケー
ション

言葉に基づくコミュニケーション

ハイコンテクスト文化 ／ ローコンテクスト文化

エリン・メイヤー（田岡恵監訳）『異文化理解力』英治出版、2015年。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%9E%E8%A8%80%E8%AA%9E%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%A5%E3%83%8B%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3


コミュニケーションの環境

日本 韓国 中国 フランス ドイツ アメリカ
インドネシア インド イギリス

ハイコンテクスト文化 ローコンテクスト文化
（背景の共有性が高い） （言語の依存度が高い）

参考： エドワード.T.ホール（1993）『文化を超えて』、エリン・メイヤー（2015）『異文化理解力』

曖昧な表現を好む。多くを話さない。

・良いコミュニケーションは、話し手と聞き手、
両方の能力によって成り立つ。

・伝わらないのは聞きとる力のせいでもある

明示的で、分かりやすい表現を好む。

・良いコミュニケーションは、話し手の能力による。
・伝わらないのは話し手のせいである。



共生社会のための日本語

❶外国人が使いやすい日本語を教える

と同時に、

❷外国人を受け入れるコミュニケーション法を地域に普及させる

・外国人に対し、わかりやすく話す

・「外国人が話す日本語」を聴く力をつける

「やさしい日本語」のエッセンスを理解することから・・・



さいごに 地域の持続的発展と外国人

受入れ側： 人手不足を埋める労働力としてのみ扱う

来訪者： 出稼ぎ労働・一時滞在 ➡ 帰国、あるいは他地域へ

やがて人気のない地域に

↓

受入れ側： 労働者・地域住民・生活者として交流

来訪者： 地域発展の担い手として定住 再来訪



①宮森千嘉子・宮林隆吉『経営戦略としての異文化適応力
ホフステードの６次元モデル 実践的活用法』日本能率協会マ
ネジメントセンター、2019年。

②Erin Meyer,  The Culture Map, 2014.
エリン・メイヤー（田岡恵監訳）『異文化理解力』英治出版社、
2015年。

主な参考文献


