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理想状態

自分らしく輝けるために、

誰もが関心を持たれる社会

画像引用元 https://www.purelyb.com/be-active/fitness/ditch-the-desk-ways-for-the-working-class-to-be-active

行政が繋がりの機会を提供することによって
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現状分析
定住外国人の抱える様々な困難

教育 労働 社会保障
・言語によるハンデ
・限られた就学機会

・単純労働に固定化
・雇用主の理解が浅い

・社会保障の不徹底
・制度が複雑で理解困難

画像引用元 https://www.york.ac.uk/study/postgraduate-taught/courses/ma-culture-society-globalisation/
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現状分析
「現行政策と今後の指針」のリサーチ

「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」
（2018年12月）

多⾔語ICT⽇本語学習教材の開発

⽇本版CEFR（⾔語のためのヨーロッパ共通参照枠）

ハローワークの多⾔語化

外国⼈雇⽤企業への助⾔、指導

社会保険への加⼊促進

納税環境の整備

画像引用元 https://www.teqlease.com/businesses-to-expect-big-profits/group-discution/4



現状分析
⇒理想状態が実現される可能性のある、
多くの「現行政策と今後の指針」がある

当事者がより確実に、かつスムーズに、
必要なリソースに繋がる必要がある

画像引用元 https://www.edge.ai/2017/12/digitalization-of-indian-legal-industry-and-its-trends/1-pic-1/5



理想状態

自分らしく輝けるために、
誰もが関心を持たれる社会

社会統合
個人の努力によって社会移動ができるように

（social mobility）

誰もが自己決定できない要素で差がつかず、

助けを求め合える状態
画像引用元 https://ied.eu/project-updates/how-to-promote-social/6



問題意識

因 必要な「繋がり」を手に入れづらい

問題意識

果 自己決定できない要素で、

社会階層が固定化されてしまう

画像引用元 https://newsphere.jp/economy/20170815-1/

行政と市民との繋がり 現場（NPO等）と市民との繋がり 地域と市民との繋がり

人種 皮膚の色 世系 民族的出身 種族的出身
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問題意識
社会に包摂されるための下地が不十分

社会に意見を発するための能力を獲得しづらい

経済的支援が必要な人に行き届いていない

行政が現状を把握しきれていない

意見が行政に昇華される手段が少ない

助けを求めることができる相手が少ない/分からない

生活に必要な情報が行き届いていない/理解しづらい

母文化にアクセスできる手段が少ない
画像引用元 https://pixabay.com/photos/puzzle-last-part-joining-together-3223941/
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問題意識

データ引用元
https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/cmsfiles/contents/0000065/65275/1syou-1.pdf データ引用元 http://www.moj.go.jp/content/001226182.pdf

人権相談窓口を知っていますか？
人権相談窓口を
利用したいと思いますか？

大阪市 法務省 65.4%

画像引用元
https://www.google.co.jp/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjTtajrhazkAhUk7GEKHSWrBJYQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.cleanlink.com%2Fnews%2Farticle
%2FAmerico-Announces-A-New-Partnership-With-Essendant-Inc--22593&psig=AOvVaw2TGuCvnLl8AzYG33SC9vVH&ust=1567304190888614
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政策案
「社会関係資本」が不足している原因分析

困っていることに気が付いていない人

教えてくれる⼈がいない
困っているけど、頼る相手が分からない人

⾏政などの広報不⾜
困っていて、頼る相手が分かるけど、頼れない人

精神的な頼りづらさや、⾔語の壁
困っていて、行政等に頼ったけど、悩みが解決されない人

⾏政と現場との連携不⾜
画像引用元 https://1b-sakusenkaigi.com/troubles 10



政策案

『リソース三原則』の徹底

政策パッケージ コンセプト

『共⽣ポータルサイト』

『共⽣サポーター』
『多⽂化共⽣推進コーディネーター』

画像引用元 https://www.wpclipart.com/blanks/wood_sign/signboard.png.html
https://transportfutures.co/policy-making-6e3f1dfa9a5a

行政が助け合いのネットワークの構築のため、

手法考案

「社会関係資本の拡充」を手助け

ご近所さん 教会/モスク 友達NPO
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政策案
①『共⽣ポータルサイト』

②『共⽣サポーター』『多⽂化共⽣推進コーディネーター』

・定住外国人は在留申請前にインターネット上でユーザー登録

・活用することで悩みの解決や、自認していなかった生活の支障を認識

・『外国人共生システム』を通して、外国人とリソースとの架け橋に

・外国人集住地域においては、『共生サポーター』というメンターの任命

・外国人散在地域においては、『多文化共生推進コーディネーター』という
専門職の設置 画像引用元 https://unsplash.com/search/photos/computer12



政策案
運用の主要な流れ ①

『共生ポータルサイト』の登録

在留カード作成時にアプローチ

・サイトについて説明し、1週間以内の登録を促す

⇒期限内の登録がなければ地方自治体によるアウトリーチ

・住所やアドレスは原則その場で記入していただく

⇒デバイスを持っていない人には住所をもとにアウトリーチ
画像引用元 https://trade-king.biz/export/register/13



政策案
運用の主要な流れ ①

『共生ポータルサイト』の情報ソースとしての役割

・情報提供

生きていく上で最低限の基本情報(110番、119番等）の即時取得可能

生活に必要な情報の掲載

定住外国人等の属性（出身国等）に合わせたイベント等の情報配信

・緊急時対応

避難所等の情報配信

家族登録の活用による、安否確認
画像引用元
https://www.theverge.com/2018/6/19/17479554/android-
messages-how-to-text-from-web-feature
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政策案
運用の主要な流れ ①

『共生ポータルサイト』のメンターとしての役割
・お悩みカルテ

『共生サポーター』等への連絡手段

定住外国人等が『共生サポーター』等に相談に行く際、カルテ作成

本カルテを『共生サポーター』等が紹介する現場の方々に受け渡し

『進捗追っかけシステム』で確実に解決までをサポート

解決後も、後日再発等していないか確認メール

・お問い合わせフォーム

現場の方々のリスト化

現場の方々に直接相談をぶつけることのできるフォーム
画像引用元 https://www.pakutaso.com/20140534132post-4144.html
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政策案
運用の主要な流れ ② a.

集住地域における『共生サポーター』の役割

＝有償ボランティアとしての採用

市民、NPO職員、神父さん等の適切と地方自治体が判断した個人を任命

（一般人の任命の場合は研修必須）

⇒『共生ポータルサイト』を通じて定住外国人等と現場の方々を確実に繋ぐ

画像引用元 https://www.pakutaso.com/20190815213post-22235.html
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政策案
運用の主要な流れ ② b.

散在地域における『多文化共生推進コーディネーター』の役割

＝全国募集し、資格化された国採用の正規職員

リソース不足となりがちな散在地域に専門家として派遣

・『共生サポーター』としての仕事

・多文化共生促進イベントや事業のプランニング/実行

・既存の多文化共生アドバイザー（講師のような立ち位置）との協力

画像引用元 https://www.pakutaso.com/20190343067post-19815.html
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政策案
ポイント① アウトリーチによるアプローチ

未登録の人へのアプローチ
→メール等での催促

定期的に生活調査アンケートを送信し、潜在的に困っている人を割り出す
→訪問等によるアプローチ

『お悩みカルテ』内での『進捗追っかけシステム』にて未解決の悩みを割り出す
→訪問等によりアプローチ

『共生サポーター』『多文化共生推進コーディネーター』への定期的な調査
→メールや訪問等によるアプローチ 18



政策案
ポイント② 成功例の共有

「お悩みカルテ」の成功例や上手くいかなかったものを吸い上げ
＝中央行政（総務省）

⇓
共有価値の高いものを抽出し『共生ポータルサイト』にて共有

ポイント③ 本政策を推し進めるためのインセンティブ

・地方公共団体 ⇒「お悩みカルテ」の成功率を公表
住みやすい地域ということのアピール

・外国人
サポートを受けやすい

・企業
優秀な人材を集めやすい（自然な集住により）

画像引用元 https://koumu.in/articles/376
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政策案

『共⽣ポータルサイト』

あらゆる社会的リソース「社会関係資本」の拡充

行政

画像引用元 https://www.pexels.com/photo/group-hand-fist-bump-1068523/ 20



本政策案の展望
短期的展望

・必要な情報が届き、

様々なリソースが得られる

・⽣活上の必須情報が得られる

・⽇本⼈と関わる機会が増える

・外国⼈状況のデータ収集可

中期的展望

・⽣活の安定化と向上

・イノベーション⼟壌ができる

・互いに暮らしやすくなる

・相互理解の促進

・地域コミュニティの活性化

・より良い対応策が取れる

⻑期的展望

・社会移動への希望

・貧困の連鎖が少なくなる

・内需拡⼤で⽇本経済の活性化

・⽇本が魅⼒的な移住国になる

・キーパーソンの増加

・課題解決先進国になる
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結論
本政策パッケージが実現する社会

必要としている「繋がり」が手に入りやすくなり、
助けを求めあいやすい社会

情報や機会が獲得しやすくなり、
自己決定できない要素に関わらず、

個人の努力によって社会移動が可能な社会に

誰もが関心を
持たれることで

自分らしく
輝けるように

画像引用元 https://all-guide.com/%E6%A5%BD%E3%81%97%E3%81%84/

理想状態
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引⽤・参考資料

画像引用元 https://www.mundotkm.com/vosyyo/2018/09/05/estos-los-libros-mas-vendidos-la-historia/

・「外国⼈雇⽤について」 令和元年8⽉27
⽇ 厚⽣労働省職業安定局外国⼈雇⽤対策課
・「新たな外国⼈材の受け⼊れ及び共⽣社会
実現に向けた取組」 令和元年度 出⼊国管
理庁
・「e-Stat 政府統計の総合窓⼝ 最終閲覧わ
が国⽣活・滞在する外国⼈の現状と外国⼈が
⽣活・滞在する上での課題」 平成31年度
富⼠通総研http://www.soumu.go.jp/.main 
content/000601286.pdf
・「⽇本における外国⼈の定住化についての
社会階層論による分析 ̶職業達成と世代間
移動に焦点を当てて-」

・「平成28年度外国⼈県⺠アンケート
調査」平成28年度、データ数 2603⼈
（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/ta
bunka/h28gaikokuzinkenmin-
chosa.html）
・「外国⼈住⺠調査報告書」平成28年
度、法務省委託調査研究事業
（http://www.moj.go.jp/content/0012
26182.pdf）
・「外国籍住⺠のコミュニティ⽣活意
識実態調査」平成21年度
（https://www.city.osaka.lg.jp/shimin/
page/0000065275.html）

23


