
訪日/在留外国人の医療についての参考資料
（参議院議員 自見はなこ事務所）

〇 訪日外国人に対する医療PT
〇 在留外国人に係る医療ワーキンググループ
〇 外国人労働力受入れに関する合同会議（※）

（自民党会議関係）

（政府決定関係）

〇 訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策(概要)
〇 特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針（概要）（※）
〇 分野別運用方針（概要）（※）
〇 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（概要）（※）

（※）については医療以外についてもご議論



在留外国人・訪日外国人数の推移

厚生労働省は、在留外国人と、観光・ビジネス目的で訪日し、医療
が必要となった訪日外国人、および、在留外国人・訪日外国人を受
け入れる医療機関における医療体制の整備を支援

ﾗｸﾞﾋﾞｰW杯
(2019)

2017

東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ

訪日外国人旅行者
4,000万人（明日の日本
を支える観光ﾋﾞｼﾞｮﾝ）
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外国人の分類と受診に際する特徴外国人数の推移

人数

1. 2017年6月末 在留外国人統計(法務省)における「在留外国人」の数(定義：中長期在留者及び特別永住者); 2. 日本政府観光局訪日外客の動向 (2017年)より; 

3. 6,914人(2014年) - 国内医療機関による外国人患者受入の促進に関する調査(経済産業省)

247

2,869

訪日
外国人

在留外国人 247万人1) 日常診療 地域の医療機関

訪日
外国人
(観光・

ﾋﾞｼﾞﾈｽ目的)

2,869万人/年2) 救急診療
（急病・怪我）

観光地の医療機関
（どこの医療機関に
も受診する可能性）

訪日
外国人

(医療目的)

数千～万人/年3) 健康診断・
先進的治療

外国人受入に
取組んでいる
医療機関

受診理由 受診する医療機関

訪日外国人

在留外国人

訪日外国人
(万人)

(観光庁作成資料)



自民党「外国人労働力受入れに関する合同会議」※医療以外についてもご議論

訪日/在留外国人の医療の在り方についての取組み（全体像）

２０１８年

１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

８月

９月

１０月

１１月

１２月

（自見はなこ事務所作成）

（沖縄県医師会より訪日観光客の医療について問題提起・視察

自民党「外国人観光客に対する医療PT」開催

● PTとして提言とりまとめ
●菅内閣官房長官に提言書手交

● 「骨太の方針」に訪日観光客の医療についての体制整備が明記自民党「外国人労働者等特別委員会」において在留外国人の医療について議論

自民党「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」

設置

● 各種「基本方針」等が閣議決定（関係閣僚会議決定）

意見

提言

（会議中、在留外国人の医療についての議論
の必要性が指摘）

● 訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するWG設置（内
閣官房）

改正入国管理法などが成立

（分野横断的な議論の必要性が指摘）

● 訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策取
りまとめ（内閣官房）

（２０１９年度予算編成に向けた調整など）

自民党側の動き 政府側の動き

（日本医師会・全国外国人医療対策会議開催）

● 訪日外国人旅行者等に対する医療の提供に関する検討会
設置（厚労省）



（自見はなこ事務所作成）

自民党政調「外国人観光客に対する医療PT」

○ 沖縄県医師会より外国人観光客の増加による医療への影響について問題提起があり、現地視察後、2018年3月8日から4月
27日まで、自民党政調「外国人観光客に対する医療プロジェクトチーム（PT）」が6回にわたり開催。外国人観光客急増による医

療・宿泊業・旅行業の団体、保険会社、医療通訳やコーディネータ業務を行なっている会社などのヒアリングや政府・自治体の
外国人観光客の医療に対する対応状況のヒアリングを行った。

○ PTを通じ、窓口業務や入院に至るまでのマニュアル整備の必要性、多言語に対応する医療通訳養成の必要性、自由診療領

域の診療価格の考え方の提示の必要性について認識、都道府県内に関係者が集う協議会の設置と国のサポートを謳った第
一次提言をとりまとめた。

経過

PT役員（一部）

座長 萩生田光一

座長代行 丸川珠代

幹事長 鶴保庸介

幹事長代行 橋本岳

事務局長 自見はなこ

○ 提言は、5月10日に岸田政調会長出席の政調審議会で了承。5月23日には菅内閣官房長官に提言書を手交。

○ 政府において総理をトップとする閣僚級「健康・医療戦略推進本部」に「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関する
ワーキンググループ」において、具体的な政策の取りまとめが行われている。

○ また、政府の「骨太の方針」(2018年6月15日) にも明文で体制整備が謳われ、国の基幹産業として急成長している“観光立
国”に資する医療提供体制の整備が加速度的に進められることが期待される。

提言の取扱い

提言はこちら 自民党HP（https://www.jimin.jp/news/policy/137317.html）

観光立国の実現（経済財政運営と改革の基本方
針2018、p33-34）

（略）外国人旅行者への対応を向上させるため、
医療通訳の評価体制の構築や医療コーディネー
ターの養成など地域医療機関における外国人患
者受入れ体制の構築、キャッシュレス環境の整備、
多言語対応やトイレの洋式化、相談窓口の整備
などに取り組む。誰もが安全・安心に利用可能な
宿泊施設の提供を促進するため、バリアフリー化
や耐震化などの取組を進める。

2018年5月23日萩生田光一座長と
菅内閣官房長官手交

The Japan News, 2018. 5. 16

自民党



訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループの設置について

⚫ 近年の訪日外国人の増加に伴い、訪日外国人に対する医療の提供に関連する多様な問題が
発生。

⚫ これに対し、関係府省庁が連携して取り組むことが必要。このため、健康・医療戦略推進本部の
下に、「訪日外国人に対する適切な医療等の確保に関するワーキンググループ」を設置
（３月２２日付）。

体制 構成員

本部長：内閣総理大臣
本部員：全国務大臣

健康・医療戦略推進本部

議長：健康・医療戦略担当大臣
構成員：関係府省局長級

健康・医療戦略推進会議

※ 議長は、必要に応じて地方公共団体、構成員以外の関係府省、部局との適切な連携を実施。

議長 内閣官房健康・医療戦略室長

構成員

内閣官房東京オリンピック・

パラリンピック推進本部事務局長

一般社団法人 全国医学部長病院長会議

公益社団法人日本歯科医師会

総務省国際戦略局長 公益社団法人日本薬剤師会

消防庁次長 一般社団法人日本旅行業協会

法務省入国管理局長 一般社団法人全国旅行業協会

外務省領事局長 一般社団法人日本旅館協会

文部科学省高等教育局長 一般社団法人日本ホテル協会

スポーツ庁次長 一般社団法人全日本シティホテル連盟

厚生労働省医政局長 全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会

経済産業省商務・サービス審議官 一般社団法人日本損害保険協会

観光庁長官 一般社団法人外国損害保険協会

公益社団法人日本医師会 日本エマージェンシーアシスタンス株式会社

一般社団法人日本病院会 岡村世里奈国際医療福祉大学大学院准教授

公益社団法人全日本病院協会
山田紀子一般社団法人Medical Excellence 
JAPAN理事

議長：健康・医療戦略室長
構成員：関係府省局長級・関係団体

訪日外国人に対する適切な医療等の
確保に関するワーキンググループ

医療国際展開タスクフォース

(内閣官房作成資料)

政府側



日
本
に
入
国

訪日外国人に対する適切な医療等の確保に向けた総合対策概要

○外国人観光客自身の適切な費用負担を前提に、予期せぬ病気やけがの際、不安を感じることなく医療等を受けられ、安全に帰国
できる仕組みを構築。

○可能な限り多くの外国人観光客の加入を目指した旅行保険への加入勧奨に取り組む。
〇観光の振興に主体的に取り組む地域ごとの多様な関係者の連携による環境整備を国として支援。

日
本
か
ら
出
国

宿
泊
業
・旅
行
業

選定

医療費及び
医療内容の

事前提示・前払い

医療費後払い

通常の
診療時

救急時

地方自治体
観光部局・医療部局が連携地域医師会等

外国人観光客受入に備えた

拠点医療機関・軽傷例対応医療機関

外
国
人
の
母
国
か
ら
出
国

ワンストップ窓口

医療機関等
からの相談を
一元的に受付。

アシスタンス
会社等の活用
２４時間３６５
日対応

＝国の対策・支援

・医療コーディネータの養成
・医療通訳者の養成・医療通訳とＩＣＴツールの

役割分担・整備
・翻訳ＩＣＴ技術に対応した
タブレット端末等の整備
・一般用医薬品に関する
多言語での情報提供
・医療機関等情報の多言語
での発信

・キャッシュレス決済比率
向上への環境整備
・医療費前払いによる支払
方法の提示
・外国人の診療にかかる
合理的な価格設定方法の提示

・外国人観光客に対する応召
義務の考え方の整理と
関係者への周知
・医療紛争の防止に向けた
取組

・医療機関及び都道府県向け
マニュアルの整備・周知

人材育成多言語対応

円滑な支払の支援

マニュアル整備

制度・ルールの明確化

旅行保険加入勧奨

航空機内、クルーズ船内で
の加入勧奨

・在外公館や海外
旅行エージェント等
を通じた加入促進
・外国語旅行ガイド
ブックへの加入勧
奨情報掲載の働き
かけ

過去に医療費の不払い等の
経歴のある外国人観光客に
対し厳格な審査を実施し、新
たな医療費の不払い発生を
防止

不払い実績者への
入国審査の厳格化

感染症対策
の強化

外国語旅行ガイ

ドブックにおける
医療に関する正
確な情報掲載に
向けた働きかけ

情報発信

薬局等

入国時（上陸審査場）・
入国後（観光案内所等
訪日外国人と接点になる
場所）における加入促進

地域における対策協議会

在日公館
（大使館・
領事館）

外国人の
国籍取得や
送還等の
対応

地方
入国管理局

在留資格の
対応

全国レベル
の連携
（ＷＧ）

一部の

相談対応等
は全国単位
で対応

アシスタンス
会社等の
活用

２４時間３６５
日対応

ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
っ
た
ら

国における府省横断的な情報共有と連携の
仕組みの構築

（実態の継続的把握と取組の改善（ＰＤＣＡ））

国における連携の仕組み・実態把握調査（医療機関・観光業界）
・ワンストップ窓口・対策協議会設置に向けたモデル事業
・救急搬送と搬送先医療機関の連携

対策協議会設置

ス
マ
ホ
等
で

保
険
に
加
入
可
能

(内閣官房作成資料)

政府側



自民党「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」

（自見はなこ事務所作成）

○ 日本に在留する外国人は平成29年末には256万人を超え、増加傾向となっている。在留外国人であっても、社会保険への加

入することになり、社会保険料についても日本人と同様に支払うこととなり、日常の中で病気や怪我があった場合には、医療機
関を受診し、医療サービスが受けられることとなる。

〇 他方、昨今、皆保険制度により高度な医療サービスを一部負担のみで受けられる仕組みを利用し、海外から日本の高度な
医療を受けることを目的にして入国してくる外国人や、国内での不適切な制度の利用等について指摘されている。

〇 このため、今後、在留外国人が増加していくことも見込み、これらの実態把握を速やかに行った上で、我が国の国民皆保険
制度を維持していくことや在留外国人が安心して医療を受診することができるよう、在留外国人に係る医療についてワーキン
ググループを設立。※自民党・外国人労働者等特別委員会（委員長・木村義雄）の下に設置（座長・橋本岳/事務局長・自見は
なこ）

趣旨

第１回（7/9）：

〇厚生労働省よりヒアリング（保険局
より現状について説明）
〇医療現場よりヒアリング（NTT関東病
院医療コーディネーター・海老原氏）

第２回（8/29）：

〇自治体よりヒアリング（荒川区・神戸
市）

第３回(10/15)
〇IBM健保組合、政策研究大学院大
学島崎教授よりヒアリング

第４回（12/14）
〇提言

これまでの経過

「在留外国人に係る医療ワーキンググループ」提言
（概要）

（１）被扶養認定における国内居住要件（健康保険、国民
年金）

（２）国民健康保険の適正な利用の確保
-本来目的でない在留活動の通知拡大
-市町村による被保険者資格の調査権明確化

（３）国民健康保険への加入促進
-法務省と連携した、新たな外国人への加入促進
-保険料滞納者への在留更新不許可措置

（４）出産育児金対策等（審査厳格化）

（５）なりすまし対策（医療機関における本人確認書類の
提示） 2018.12.14 WG会合

提言

自民党



自民党「外国人労働力受入れに関する合同会議」による議論

（自見はなこ事務所作成）

○ 出入国管理・難民認定法等の改正法成立を踏まえ、政府において「制度の運用に関する基本方針」、「分野別運用方針」、
「総合的対応策」などが２０１８年１２月２５日に閣議決定（関係閣僚会議決定）。

〇 閣議決定を前に、これらの方針は、関係省庁や党内の部会など広く横断的なテーマであるため、合同会議を設け、総合的な
議論を進めることとなった。

概要

制度の運用に関する
基本方針

分野別運用方針 総合的対応方針

合同会議役員

最高顧問：岸田文雄（政調会長） 座長：木村義雄（外国人労働者等特別委員長） 座長代行：田村憲久（政調会長代理）
座長代理：松野博一（雇用問題調査会）、上川陽子（司法制度調査会）、鴨下一郎（社会保障制度調査会長） 座長補佐：木原誠二
委員：小泉進次郎（厚生労働部会長）、赤池誠章（文部科学部会長）、長谷川岳（法務部会長）ほか党内全１４部会長
事務局長：橋本岳 事務局次長：笹川博義、自見はなこ

（主な内容）

１
４
分
野
を
指
定

〇基本的な事項
-国内人材確保や生産性向上の取組みの継
続。地域偏在の解消

-分野別方針作成の際の客観的指標に基づ
く調査

-受入れ見込み数の分野別方針における明
示

〇１号・２号特定技能外国人
-日本語能力水準（２号は技能水準も）の試
験等による確認、試験の国外実施

〇関係行政機関の調整
-調査権限等により得た情報の関係省庁へ
の共有

-適正な労働条件確保、雇用管理の改善
-関係官庁による分野別方針の見直し
-受入れ機関の責務、語学・生活支援、就労
支援、雇用形態等の整理

〇基本方針の見直し：施行後２年をメド
など

（主な内容）
〇省庁別受入れ分野（１４分野）

-厚労省（介護、ビルクリーニング）/経産

省（素形材産業、産業機械製造業、電気・
電子情報関連産業）/国交省（建設、造船、
自動車整備、航空、宿泊）/農水省（農漁業、
飲食料品製造、外食業）

〇人手不足状況：受入れ見込み数（５年間
の最大値）

-介護６万人、外食業５３０００人など

〇人材基準：分野別に技能試験、日本語
試験

〇従事する業務
〇雇用形態：基本は直接雇用（漁業は派
遣も）
〇受入れ機関に対して特に課する条件

-分野別協議会への参加
-事業所単位での受入れ人数枠の設定な
ど（介護）

などを分野ごとに整理

（主な内容）
〇共生に向けた意見聴取・啓発活動

〇外国人に対する生活支援
-行政・生活情報の多言語化
-多文化共生の取組み促進

〇生活サービス環境の改善
-医療・保健・福祉・住宅サービスの提供
環境の整備等

-災害・治安上の対応の充実
-金融・通信サービスの利便性向上

〇日本語・外国人児童への教育充実

〇留学生の就職等支援/労働環境確保

〇社会保険への加入促進等
-医療保険の適正化/納税確保

〇外国人材の適正・円滑な受入れ
-ブローカーの排除、海外における日本
語教育基盤の整備

〇新たな在留管理体制の構築
-オンライン申請、関係官庁の情報共有

など

自民党



特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する基本方針の概要

特定技能１号 特定技能２号

技能水準 相当程度の知識又は経験を必要
とする技能（※）

・

熟練した技能（※）

１

日本語能力
水準

ある程度日常会話ができ，生活
に支障がない程度を基本とし，業
務上必要な日本語能力（※）

－

在留期間 通算で５年を上限 在留期間の更新が必要

家族の帯同 基本的に不可 可能

➢１号特定技能外国人に対する支援
生活オリエンテーション，生活のための日本語習得の支援，外国人からの相談・苦情対応，外国人と日本人との交流の促進に係る支援
転職する際にハローワークを利用する場合には，ハローワークは希望条件，技能水準，日本語能力等を把握し適切に職業相談・紹介を実施

➢雇用形態 フルタイムとした上で，原則として直接雇用。特段の事情がある場合，例外的に派遣を認めるが，分野別運用方針に明記
➢基本方針の見直し 改正法施行後２年を目途として検討を加え，必要があれば見直し

➢国内における取組等 法務省，厚生労働省等の関係機関の連携強化による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底
➢国外における取組等 保証金を徴収するなどの悪質な仲介事業者等の介在防止のため，二国間取決めなどの政府間文書の作成等，必要な方策を

講じる
➢人手不足状況の変化等への対応
〇分野所管行政機関の長は，特定産業分野における人手不足の状況について継続的に把握。人手不足状況に変化が生じたと認められる場合には，
制度関係機関及び分野所管行政機関は今後の受入れ方針等について協議。必要に応じて関係閣僚会議において，分野別運用方針の見直し，在留資
格認定証明書の交付の停止又は特定産業分野を定める省令から当該分野の削除の措置を検討

〇向こう５年間の受入れ見込み数は，大きな経済情勢の変化が生じない限り，本制度に基づく外国人受入れの上限として運用
➢治安上の問題が生じた場合の対応
特定技能外国人の受入れにより，行方不明者の発生や治安上の問題が生じないよう，制度関係機関及び分野所管行政機関は，情報の連携及び把
握に努めるとともに，必要な措置を講じる

➢特定技能外国人を受け入れる分野
生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお，人材を確保することが困難な
状況にあるため，外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野（特定産業
分野）

➢人材が不足している地域の状況に配慮
大都市圏その他の特定地域に過度に集中して就労することとならないよう，必要な措置
を講じるよう努める

➢受入れ見込み数 分野別運用方針に向こう５年間の受入れ見込み数を記載

特定技能の在留資格に係る制度の適正な運用を図るために定める特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する
基本方針（改正出入国管理及び難民認定法第２条の３）

１ 制度の意義に関する事項

２ 外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に関する事項 ３ 求められる人材に関する事項

４ 関係行政機関の事務の調整に関する基本的な事項

５ 制度の運用に関する重要事項

中小・小規模事業者をはじめとした深刻化する人手不足に対応するため，生産性向上や国内人材の確保のための取
組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において，一定の専門性・技能を有し即戦
力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築

（※）分野所管行政機関が
定める試験等で確認

(法務省作成資料)

政府側



【概要】

(法務省作成資料)

政府側



外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策（概要）
我が国に在留する外国人は近年増加(264万人)､我が国で働く外国人も急増(128万人)､新たな在留資格を創設(平成31年4月施行)

⇒ 外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組とともに、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備を推進する。今後も対応策の充実を図る。

(1) 在留資格手続の円滑化・迅速化
○ 受入企業等による在留資格手続のオンライン申請の開始【12億円】

○ 在留カード番号等を活用した申請手続の更なる負担軽減、標準処理期間(２週間～１か月）の励行
(2) 在留管理基盤の強化

○ 法務省・厚生労働省の情報共有の更なる推進による外国人の在留状況・雇用状況の正確な把握
○ 業種別・職種別・在留資格別等の就労状況を正確に把握する仕組みの構築、公的統計の充実・活用
○ 出入国在留管理庁の創設に伴う出入国及び在留管理体制の強化【18億円】

(3) 不法滞在者等への対策強化
○ 警察庁、法務省、外務省等の関係機関の連携強化による不法滞在者等の排除の徹底【5億円】

○ 技能実習に係る失踪者情報等の収集・分析、これを踏まえた調査の徹底、実習実施者等に対する計画
認定取消し等の運用の厳格化、平成29年における技能実習に係る失踪者等の悉皆調査・対応

(1) 悪質な仲介事業者等の排除
○ 二国間の政府間文書の作成（９か国）とこれに基づく情報共有の実施
○ 外務省（在外公館）、警察庁、法務省、厚生労働省、外国人技能実習機構等の関係機関の連携強化

による悪質な仲介事業者（ブローカー）等の排除の徹底と入国審査基準の厳格化
○ 悪質な仲介事業者等の把握に向けた在留諸申請における記載内容の充実

(2) 海外における日本語教育基盤の充実等
○ 日本での生活･就労に必要な日本語能力を確認する能力判定テストをCBT（Computer 

Based Testing）により厳正に実施（９か国）
○ 国際交流基金等による海外における日本語教育基盤強化(現地教師育成､現地機関活動支援)
○ 在外公館等による情報発信の充実

(1) 国民及び外国人の声を聴く仕組みづくり
○ 「『国民の声』を聴く会議」において、国民及び外国人双方から意見を継続的に聴取

(2) 啓発活動等の実施
○ 全ての人が互いの人権を大切にし支え合う共生社会の実現のため、「心のバリアフリー」の取組を推進

外国人材の適正・円滑な受入れの促進に向けた取組

外国人との共生社会の実現に向けた意見聴取･啓発活動等

新たな在留管理体制の構築

(4) 外国人児童生徒の教育等の充実
○ 日本語指導に必要な教員定数の義務標準法の規定に基づく着実な改善と支援員等の配置への支援
○ 地方公共団体が行う外国人児童生徒等への支援体制整備（ICT活用、多様な主体との連携）
○ 教員等の資質能力の向上（研修指導者の養成、地方公共団体が実施する研修への指導者派遣等による

全国的な研修実施の促進）
○ 地域企業やNPO等と連携した高校生等のキャリア教育支援、就学機会の確保【１億円】

(5) 留学生の就職等の支援
○ 大卒者・クールジャパン分野等の専修学校修了者の就職促進のための在留資格の整備等
○ 中小企業等に就職する際の在留資格変更手続の簡素化
○ 文部科学省による大学等の就職促進のプログラムの認定等【６億円】

○ 留学生の就職率の公表の要請、就職支援の取組状況や就職状況に応じた教育機関に対する奨学金の
優先配分、介護人材確保のための留学・日本語学習支援の充実【14億円】

○ 業務に必要な日本語能力レベルの企業ごとの違いなどを踏まえた多様な採用プロセスの推進
○ 産官学連携による採用後の多様な人材育成・待遇などのベストプラクティスの構築・横展開

(6) 適正な労働環境等の確保
① 適正な労働条件と雇用管理の確保、労働安全衛生の確保

○ 労働基準監督署・ハローワークの体制強化、外国人技能実習機構の体制強化、「労働条件相談ほっと
ライン」の多言語対応（８言語対応）

○ ｢外国人労働者相談コーナー｣･｢外国人労働者向け相談ダイヤル｣における多言語対応の推進･相談体制の拡充
② 地域での安定した就労の支援
○ ハローワークにおける多言語対応の推進（11言語対応）と地域における再就職支援
○ 地域ごとの在留外国人の状況を踏まえた情報提供・相談の多言語対応、職業訓練の実施

(7) 社会保険への加入促進等
○ 法務省から厚生労働省等への情報提供等による社会保険への加入促進
○ 医療保険の適正な利用の確保（被扶養認定において原則として国内居住要件を導入､不適正事案対応等）
○ 納税義務の確実な履行の支援等の納税環境の整備

(1) 暮らしやすい地域社会づくり
① 行政・生活情報の多言語化、相談体制の整備
○ 行政・生活全般の情報提供・相談を多言語で行う一元的窓口に係る地方公共団体への支援制度の創設

（「多文化共生総合相談ワンストップセンター(仮)」（全国約100か所、11言語対応）の整備）
○ 安全・安心な生活・就労のための新たな｢生活・就労ガイドブック(仮)｣（11言語対応）の作成・普及
○ 多言語音声翻訳システムのプラットフォームの構築【８億円】と多言語音声翻訳システムの利用促進

② 地域における多文化共生の取組の促進・支援
○ 外国人材の受入れ支援や共生支援を行う受け皿機関の立ち上げ等地域における外国人材の活躍と

共生社会の実現を図るための地方公共団体の先導的な取組を地方創生推進交付金により支援
○ 外国人の支援に携わる人材･団体の育成とネットワークの構築

(2) 生活サービス環境の改善等
① 医療・保健・福祉サービスの提供環境の整備等

○電話通訳や多言語翻訳システムの利用促進、マニュアルの整備、地域の対策協議会の設置等により
全ての居住圏において外国人患者が安心して受診できる体制を整備

○地域の基幹的医療機関における医療通訳の配置・院内案内図の多言語化の支援
② 災害発生時の情報発信・支援等の充実
○気象庁ＨＰ、Ｊアラートの国民保護情報等を発信するプッシュ型情報発信アプリSafety tips 等を通じた防災･
気象情報の多言語化･普及(11言語対応)、外国人にも分かりやすい情報伝達に向けた改善(地図情報､警告音等）

○三者間同時通訳による「119番」多言語対応と救急現場における多言語音声翻訳アプリの利用、災害時外国人
支援情報コーディネーターの養成

③ 交通安全対策､事件・事故､消費者トラブル､法律トラブル､人権問題､生活困窮相談等への対応の充実
○ 交通安全に関する広報啓発の実施、運転免許学科試験等の多言語対応
○ 「110番」や事件･事故等現場における多言語対応
○ 消費生活センター(「188番」)､法テラス､人権擁護機関(８言語対応) ､生活困窮相談窓口等の多言語対応

④ 住宅確保のための環境整備・支援
○賃貸人・仲介事業者向け実務対応マニュアル、外国語版の賃貸住宅標準契約書等の普及(８言語対応)
○外国人を含む住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録・住宅情報提供・居住支援等の促進

⑤ 金融・通信サービスの利便性の向上
○金融機関における外国人の口座開設に係る環境整備、多言語対応の推進、ガイドラインの整備
○ 携帯電話の契約時の多言語対応の推進、在留カードによる本人確認が可能である旨の周知の徹底

(3) 円滑なコミュニケーションの実現
① 日本語教育の充実

○ 生活のための日本語の標準的なカリキュラム等を踏まえた日本語教育の全国展開（地域日本語教育
の総合的体制づくり支援、日本語教室空白地域の解消支援等）【６億円】

○ 多様な学習形態のニーズへの対応（多言語ICT学習教材の開発・提供､放送大学の教材やNHKの日本語
教育コンテンツの活用・多言語化、全ての都道府県における夜間中学の設置促進等）

○ 日本語教育の標準等の作成（日本版CEFR（言語のためのヨーロッパ共通参照枠））
○ 日本語教師のスキルを証明する新たな資格の整備

② 日本語教育機関の質の向上・適正な管理
○ 日本語教育機関の質の向上を図るための告示基準の厳格化（出席率や不法残留者割合等の抹消基準の
厳格化、日本語能力に係る試験の合格率等による数値基準の導入等）

○ 日本語教育機関に対する定期的な点検・報告の義務付け
○ 日本語教育機関の日本語能力に関する試験結果等の公表義務・情報開示の充実
○ 日本語教育機関に関する情報を関係機関で共有し､法務省における調査や外務省における査証審査に活用

生活者としての外国人に対する支援

総額224億円（注）

平成3 0年1 2月2 5日
外国人材の受入れ・共生
に関する関係閣僚会議

（注）予算額は30年度補正(２号)予算、31年度予算の措置額。このほか、関連予算として、地方創生推進交付金1,000億円の内数、（独）日本学生支援機構運営費交付金131億円の内数（留学生の就職等支援関連）、人材開発支援助成金571億円の内数（地域での安定就労支援関連）、不法滞在者対策等157億円等がある。

【３億円】

【17億円】

【34億円】

【20億円】

〔 〕政府側


