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⽂化⾯の分析

政策案作成
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理想の社会統合とは？

日本人外国人に関わらず、社会の構成員として、対等な
関係を築いたうえで互いに尊重し合える社会
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理想を実現するためには…

【理想】
日本人外国人に関わらず、社会の構成員として、対
等な関係を築いたうえで互いに尊重し合える社会

日本人、外国人が文化面・経済面を勘案し互恵的と
いえる関係を築いた社会を作ればよい！！！
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中⼼的アプローチ

文化、経済両面での互恵性を目指す

経済⾯ ⽂化⾯
⽇本⼈ 〇 〇
外国⼈ 〇 〇
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現状分析 〜経済⾯①〜

日本人の経済的メリット・デメリット

メリット ：労働力の確保、外国人からの税収
デメリット：社会保障費、受け入れにかかる費用、

（仕事を奪われるリスク）
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現状分析 〜経済⾯②〜

外国人労働者1人あたりの経済的分析（本チーム作成）

⽇本社会は、経済⾯では外国⼈労働者の受け⼊れによって利益を得ている！！！

税収 ︖
⽣産性 1044000
社会保障関係費 -269819
医療給付費 -93910
⽣活扶助等社会福祉費 -33118
保健衛⽣対策費 -3032
雇⽤労災対策費 -614
外国⼈受け⼊れ費⽤ -14447
総計 629060＋︖

※計算⽅法
・⽣産性：パートタイム労働者の⽣
産性は賃⾦よりわずかに⾼い（森川
（2016）参照）、パートタイム労働
者の平均で計算
・社会保障費：「財務省平成31年度
社会保障関係予算のポイント」より
抽出、⼈⼝（12623万⼈）で割った値
・外国⼈受け⼊れ費⽤：平成31年度
外国⼈受け⼊れ予算を外国⼈労働者
数（1460463⼈・ケースブック35
⾴）で割った値
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現状分析 〜経済⾯③〜

テレビと冷蔵庫だけが置かれた殺風景な部屋に、三家族一
〇人のブラジル人が生活していた。仕事を失い、さらに寮を
追い出されて、行き場を失った人々だ。（中略）食事は「安い
から」という理由でカップラーメンばかりだという。住人みんな
で金を出し合い、安売りのスーパーでまとめ買いした。どこか
不健康そうな顔色をしているのは、そのせいかもしれない。

安⽥浩⼀（2010）『ルポ 差別と貧困の外国⼈労働者』P213-216 より引⽤
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現状分析 〜経済⾯④〜

外国人の経済的メリット・デメリット

メリット ：母国よりは高収入を得られる
デメリット：失業、貧困、格差

※ 参考データ
・中国国内の⼈⼝の7割を占める中国内陸部では、多くの⼈が年収10万円以下の貧農（安⽥・2010）
・ベトナムの物価、平均収⼊はおよそ⽇本の10分の1（出井・2019）
・ブラジルの⼯場労働者の平均⽉収は5万円程度、失業率も⽇本より⾼い（安⽥・2010）
・外国⼈労働者の失業率は⽇本⼈より⾼めで、10％程度（2010年度国勢調査）
・技能実習⽣の67％は最低賃⾦以下で働いている（森ほか・2019）
・在⽇ブラジル⼈と⽇本⼈には、顕著な市場の分断が起きており格差を⽣んでいる（安⽥・2010）
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現状分析 〜⽂化⾯①〜

日本人と外国人の関係４つ

・同化
・共生
・共存（すみ分け）
・排斥

図︓「⽇本語教育推進議員連盟 地域における多⽂化共⽣の現状と⽇本語教育推進への期待」から引⽤ 10



現状分析 〜⽂化⾯②〜

日本社会の現状は？

・地域に外国人住民が生活している人の68%は
「地域に暮らしている外国人住民と関わる機会
がない」共存、対立

・会話による分類
会話をする →共⽣可能性あり 22.6% 
会話をしない→共⽣可能性なし 69.1%

少なくとも7割は共⽣に⾄っていない
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中⼼の問題は？
・日本語能力は雇用に影響している

・８７．３％の外国人は日本語を学びたいと
回答している

・日本語が日本社会の基本的生活に必要

表：⾼⾕編（2019）『移⺠政策とは何か ⽇本の現実から考える』P29のデータを使⽤し本チームが作成
円グラフ（左）：『埼⽟県・県⺠⽣活部・国際課2011』より引⽤
円グラフ（右）：「北関東圏の産業維持に向けた企業・⾃治体連携による多⽂化共⽣地域づくり調査報告書」より引⽤

派遣 契約社員・パート正社員・自営

できない 86.4 13.6 0

多少はできる 86.4 13.6 0

日常会話程度 77 20.7 2.2

会話で問題なし 59.6 27.6 12.8

ネイティブ 60.7 48 11.2

合計 59.4 31.9 8.8

表　日本語能力と雇用形態（％）

言語問題が解決されれば、経済・文化ともに現状は改善される！
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政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【日本語教育の現状・問題点】

⽇本語教師のうちボランティア講師が57.2％
→ ・⾼齢化に伴う⼈材不⾜
・カリキュラムの⾮効率性
・低賃⾦構造の確⽴
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政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【政策パッケージ・大人への教育】

第⼀段階

•官⺠学の協⼒による、外国⼈教師を活⽤できる統⼀カリキュラムの作成

•⼩規模な試験運⽤とPDCAサイクルによるカリキュラムの洗練

第⼆段階

•外国⼈教師の登⽤ ・国⽴・公⽴の⽇本語学校を整備 ・企業と卒業⽣の接続

•返済型奨学⾦の⽤意 ・現地での窓⼝の設⽴ ・ブラック度調査

第三段階

•様々な効果の発現

•政策⽬標からの乖離を判断し、適時補完的な政策を⽤意
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政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【第一段階】 5-10年

施策︓外国⼈教師が参加できる統⼀カリキュラムの作成
実験校（10校程度）の設⽴、PDCAサイクル実施
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政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【第二段階】 10-20年

施策︓⽇本⼈・外国⼈教師の⼤規模な登⽤
国⽴・公⽴の⽇本⼈学校を整備
返済型奨学⾦、現場での窓⼝を⽤意
企業と卒業⽣を結ぶ
ブラック度調査の導⼊
散在地域に対応できるオンラインシステムの検討

効果︓来⽇する単純労働者・留学⽣の待遇改善 16



政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【第三段階】 20年-（長期的視座）

効果︓外国⼈の⽇本語能⼒向上
→ ①社会の⽣産性が向上
②翻訳者も増え、制度や社会保障が外国⼈に開かれる
③⽇本⼈との共⽣に向かうための第⼀歩に

外国⼈の待遇改善
→ ①制度の問題点を⽇本がより魅⼒的な働き先になる
②貧困の解消や格差の是正への道が開かれる

・実態との乖離には、状況を分析して適時補完的な政策を⽤意する 17



政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【実現可能性の検討】

・予算⾯
→ ⽇本語学校や奨学⾦は⾚字になるものではない。

カリキュラムの作成や学校設⽴は費⽤が

・法律⾯
→ 基本的には、既存の留学⽣制度のもとで⾏える制度である。

細部の法律は変更が必要かもしれないが⼤きな問題はない。
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政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【政策パッケージ・子供への教育】

・相互理解のための共通⾔語
→⽇本語教育が必須

・⽂化の教育が⽇本語教育と相互関係あり

・統⼀カリキュラムの作成
→⽇本語教育（JSL←⽇本語学校の充実）
総合の授業（異⽂化理解）地域格差の是正
具体的な到達度の設定 19



政策案 〜⽇本語教育の推進〜

【アプローチ】

・実体的調査
→地方自治体など

・調査結果の共有
→文部科学省HP

・達成度の設定
→共有した情報を活用

・人材確保
→日本語教育教員の資格化の実施によ
り質の確保を優先
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結論① 政策案で期待できる経済⾯の効果

日本人について
・投資によって短期的には損をする
・⻑期的には⽣産性向上、外国⼈の増加で得をする

外国⼈について
・待遇の改善が進み、貧困や⽣活苦の解消
・⽇本語能⼒が向上し、キャリアアップの道が開かれる
・（共⽣が進むことによって）⽇本⼈との格差も是正

21



結論② 政策案で期待できる⽂化⾯の効果

日本人について
・外国⼈とのトラブル解消
・多⽂化への理解を持つことで、視野の広い⼈間に

外国⼈について
・⽇本語を理解することで共⽣が進み⽣活ストレス低下
・共存を志向する⼈が、対⽴なく暮らせるようになる
・相互理解の中で差別もなくなる
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