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大阪府 知事 吉村洋文様 
 

2022 年 10 月 25 日 

子どもの夢応援ネットワーク 

代表 濵名 猛志 

 

事務局 （住所）大阪府箕面市小野原西 5 丁目２－36 

（電話）072-727-6912 

※公益財団法人箕面市国際交流協会内 
 

 

大阪府在日外国人施策に関する指針の改訂にともなう政策提案書 

 

 

子どもの夢応援ネットワークは「マイノリティ性を持つ、子ども・若者の教育や就労を支援する人たちのネットワー

ク及び実践づくり」をテーマに立ち上がったゆるやかなネットワークです。現在は公益財団法人箕面市国際交流協

会、公益財団法人とよなか国際交流協会、NPO 法人おおさかこども多文化センター、西淀川インターナショナルコ

ミュニティーなどの団体の他、主に大阪府内で外国にルーツを持つ子ども・若者の支援に携わっているメンバーで

構成されています。 

 

日本に暮らす外国人は２０２１年末現在で２７６万人を超え、日本社会の様々な分野で活躍をしています。また、

外国にルーツを持つ子ども・若者も同様に多く暮らしており、グローバル化が進む中、ますますの活躍が期待され

ます。しかし、実際にはその力をうまく発揮できていないケースも少なくありません。また、子ども・若者の権利が侵

害されている状況も散見されます。これからの日本社会の担い手の一員として、外国にルーツを持つ子ども・若者

が自己の尊厳を損なうことなく、健全に成長していけるように、下記「提案に関する要旨」及び次ページに「具体的

な提案事項」を示しています。 

 

 私どもの提案事項を踏まえてご検討いただくことで、現場と施策が連動した形で大阪府の多文化共生を推進さ

れていくことを強く望みます。 

 

［提案に関する要旨］ 
 

◆ 基本方針として、多文化共生の府政を進めていくことを明確にすること。 

◆ 教育委員会について、日本語教育の推進と母語・母文化の教育の保障、多文化共生教育の充実、多様な背

景を持つ教員の存在意義を尊重すること。 

◆ 就労支援について、OSAKA しごとフィールドの指定管理者選定に当たって、多言語対応等を条件として設

けること。企業が外国人の採用決定後に、在留資格変更の協力をしないケースがあるので企業の啓発をする

こと。 

◆ 防災について、880 万人訓練など、防災体制の多言語化を進めること。 

◆ ヘイトスピーチについて、現状を踏まえ、人権意識向上のための啓発事業の充実させること。 

◆ 医療＆福祉について、高齢化が進んでいることや、障害を持つ渡日の子どもや保護者への多言語対応を行

うこと。また、医療・福祉従事者を対象に、多文化共生への理解を深める研修を行うこと。 

◆ 日本語について、府立の社会教育施設で日本語教室を実施するとともに、府は市町村における日本語教室

を支援する立場を明確にすること。 
 

※ キーワード ： 多言語対応、相談体制の充実、日本語教育という場づくり、人材育成、指針における行政の

役割・位置づけの明確化 
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［具体的な提案事項］ 

 

   ＜Ⅰ． 教育について＞ 
 

①  外国にルーツを持つ児童・生徒の正確な状況把握とともに誰ひとり取り残さない、きめ細かな施策を実

施してください。 

②  学齢期の児童・生徒に対する日本語指導について、大阪府内の地域格差を解消してください。また、学

習言語の獲得まで継続的に指導を行うことを指針に盛り込んでください。 

③ 入学・編入に際し、学校生活へのスムーズな参加及び学びを支えるため、プレスクール及びプレクラスの

実施を提案します。 

④ 市民としての外国人の多様な日本語学習を公的に実施してください。 

⑤ 教育委員会・学校（公立、私立等）などの教育機関と渡日児童・生徒を支援する民間団体との関係性を高 

め、協働を推進するとともに、それらの民間団体を育成、支援する仕組みを構築していただきたい。 

⑥ 外国にルーツを持つ児童生徒の母語、母文化の教育を充実してください。 

⑦ 全ての市町村において在日外国人教育の研究が促進されるよう、府外教（＝外国人教育研究協議会/研

究会）の従来の活動成果をふまえ、その役割の重要性について触れてください。 

⑧ すべての外国にルーツを持つ子ども・若者が、日本人生徒と同様に就職や進学を選択できるよう、在留資

格の多角化や在籍傾向をふまえ、府の奨学金の制度変更について検討してください。 

⑨ 文部科学省「帰国・外国人児童・生徒等教育の推進支援事業」について、大阪府での事業実施に限らず、

府内市町村で希望する自治体の取りまとめを行い、間接補助を行ってください。 

 

   ＜Ⅱ． 就労支援について＞ 
 

⑩ OSAKA しごとフィールドにおける外国につながる人々に対する相談能力を強化してください。 

⑪ 大阪府内の高校や専修学校に在籍する「家族滞在」の在留資格を持つ若者たちへの進路支援のために、

事業者への啓発を進めてください。 

 

   ＜Ⅲ． その他＞ 
    

⑫ ヘイトスピーチに関する実態調査をおこないつつ、人権啓発の取組みを充実させてください。 

⑬ 多文化共生を進める法律の制定について、国に働きかけを行ってください。 

⑭ 府内医療機関において、多言語通訳サービスを受けられる体制を整えてください。 

⑮ 外国人市民の声を、確実に府政に反映する仕組みを作ってください。 

⑯ 災害時の多文化・多言語対応を充実させてください。 

⑰ 入居差別を禁止する実効力のある取組を行ってください。 

⑱ 多文化共生を推進する人材育成及び公共施設の多言語・多文化対応の充実を図ってください。 

⑲ 府内で多文化共生を推進する体制整備を推進主体及び役割分担の明確化、進捗状況の管理及び公表に

より進めてください。 
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Ⅰ． 教育について 

 

 

外国にルーツを持つ児童生徒（渡日、児童・生徒）の状況の正確な把握とともに誰一人取り残さな

い、きめ細かな施策を実施してください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

これまでの大阪の子どもに寄り添った教育施策は民族学級の設置、障害児教育、同和教育等、全国的に

も「先進的な人権教育」として評価されており、その点は渡日児童・生徒への施策にも見られる。例えば、大

阪市「日本語指導が必要な子どもの教育センター校」設置、大阪府「日本語指導が必要な帰国生徒・外国人

生徒入学者選抜」実施等を見ても明らかなように先進的な施策を行っていると言える。 

一方で渡日児童・生徒の急激な増加によるためか、個々の児童・生徒の受入れ状況について見ると、就

学・不就学に関する子どもの状況把握、学校での外国人児童・生徒の受け入れ体制（初期段階）、日本語学

習、教科学習等への対応、保護者懇談時の通訳配置などに必要な人員配置、予算は不十分であると言わざ

るを得ない。 

また、学齢超過の子どもを昼間の中学校でも体制を整え、柔軟に受け入れること、夜間中学においても、

一人一人の子どもの状況に合わせ、その教育内容や就学期間を柔軟に設定することが望まれる。 

以上のことから、大阪の人権教育で培った「一人も取り残さない」教育を実践するため、児童・生徒個々

の日本語力、文化背景、学習歴等一般の児童・生徒とは異なる要因に配慮しつつ、一人ひとりへの対応をよ

り充実させるように取り組むように求める。 

 

 

※ 令和 3 年（2021 年）1 月に提出された『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能

性を引き出す最適な学びと、協働的な学び（答申）（中教審第２２８号）』では、これまでの日本の教育の成果とし

て「学校が学習指導のみならず、生徒指導の面でも主要な役割を担い、児童・生徒の状況を総合的に把握して

教師が指導を行うことで、子供たちの知・徳・体を一体で育む『日本型学校教育』は、諸外国から高い評価」を

受けた、とする一方、課題として「子どもたちの多様化（特別支援教育を受ける児童・生徒や外国人生徒等の増

加、貧困、いじめの重大事態や不登校児童・生徒数の増加等）」を挙げている。 

※ 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月２３日

（閣議決定））」では、「外国人児童生徒等の公立学校における受入れ・支援体制を充実させるため、日本語指導

に必要な教員定数の義務標準法（公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律（昭

和 36 年法律第 116 号））の規定に基づいた着実な改善を進めるとともに、日本語指導補助者や母語支援員

の養成、活用など地方公共団体における指導体制の構築を支援する」と記されているところ。 

※ 「外国人の子供の就学の促進及び就学状況の把握等について（通知）」（平成 31 年 3 月 15 日、文部科学省

総合教育政策局長、文部科学省初等中等教育局長）では「（5）学齢を経過した外国人への配慮」として、「外国

又は我が国において様々な事情から義務教育を修了しないまま学齢を経過した者については、各教育委員会

の判断により、本人の学習歴や希望等を踏まえつつ、学校の収容能力や他の学齢生徒との関係等必要な配慮

をした上で、公立の中学校での受け入れが可能であること」としている。 

 

 

 

Ⅰ． 教育について 

提案事項 ① 

別 紙 
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学齢期の児童・生徒に対する日本語指導について、大阪府内の地域格差を解消してください。ま

た、学習言語の獲得まで継続的に指導を行うことを指針に盛り込んでください。 

 
 

［提案の背景・状況等］ 
 

文部科学省及び NPO 団体による調査によると、近年日本語指導が必要な児童・生徒数は増加し、その

居住地域も日本全国、広範な地域に渡る。しかし、居住地域により、日本語指導が必要な児童・生徒への対

応内容はばらつきがあり、十分な指導が受けられていない児童・生徒も多くいる。大阪府内でも、居住地域

は広がりを見せており、様々な言語の児童・生徒が、府内公立小中学校に在籍している。 

日本語指導が必要な児童・生徒に対する受け入れ対応及び日本語指導に関して、大阪府内においても

自治体による格差が大きい。指導員の確保もさることながら、日本語指導の時間数・指導内容の違いが大

きく、統一もされていない。質、量ともに一定の基準が担保されていない。居住地域によって受けられる指

導に差が出ないように地域格差を解消するよう求める。 

また、日本語の習得状況に関するアセスメントの実施も様々であり、友達と話ができるようになったと周

囲が理解した段階で日本語指導が終了することが多い。友達との会話の理解（生活言語の獲得）から、授

業の理解（学習言語の獲得）の間には高い壁があり、指導なしに学習言語の獲得を行うことは困難とされて

いる。速やかに、一人残さず、高校においても学習言語の獲得まで特別の教育課程による日本語指導が実

施されることを提案する。 

その際、特別非常勤講師制度を積極的に活用するなどして教員を確保し、体制整備を進めることを望む。 

 

※ 「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（令和３年度）」（文部科学省）参照。 

 

 

入学・編入に際し、学校生活へのスムーズな参加及び学びを支えるため、プレスクール及びプレク

ラスの実施を提案します。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

就学前段階での支援は，外国人幼児の就学に向けた準備という点で重要である。日本人幼児とは異なる

生活環境や言語環境に育つ外国人幼児にとって，就学前に日本語や日本の学校文化に慣れ親しむことは，

就学のハードルを低くし， 就学後に発生しうる不適応等の問題回避につながる。また，そうした支援の提供

は，情報不足に陥りがちな外国人保護者が日本の教育制度や学校をより良く理解する機会となり，就学後

に外国人児童が家庭での支援が得られやすくなるという利点もある。来日後、大阪府内の公立小学校に入

学する前に、日本の学校の事や基本的な日本語を学べるプレスクールの実施を提案する。 

就学期の途中で日本の公立小中学校への編入を希望する子どもとその保護者に対しては、まず日本の

学校制度の紹介、学校活動、学校設備の紹介をすることが必要である。そのことで少しずつ、日本の学校に

通うことに気持ちを高めていくことができる。何の準備期間もなく、いきなり、ひらがな、カタカナ、漢字を一

気に学ぶことを強要されると子どもが混乱して、不安に陥るため、一定期間、日本の学校生活に慣れていく

助走期間が必要である。その際、母語によるサポーターの活動が子どもの精神的安定につながるため不可

欠である。 

全く日本語が離せない児童・生徒の学年途中の編入に際して、日本の学校に参加するための初期指導と

して、プレクラスの実施を提案する。 

提案事項 ② 

提案事項 ③ 
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※ 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月２３日

（閣議決定））」では、「子供たちが生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばし、未来を切り拓くことができるよう

にするためには、適切な教育の機会が確保されることが不可欠であり、外国人等の子供の就学促進、学校へ

の受入れ体制の整備、日本語指導・教科指導、生活指導、進路指導等の充実のために必要な施策を講ずる。

その際、母語・母文化の重要性や、保護者への教育に関する理解促進についても留意する」と記されていると

ころ。 

 

 

 

 

府内の社会教育施設で日本語教室を実施するなど、市民としての外国人の多様な日本語学習を

公的に実施してください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

成人の外国人に対する日本語教育は、担い手の面でも財政の面でもボランティアに任せっきりになって

いるところが大半である。また、外国人が一市民として日本社会で暮らしていくために必要な学習機会の提

供がされておらず、困りごとを抱えている場合も少なくない。ボランティアによる交流型日本語教室に加え、

行政による日本語教室を実施すること、その際、日本語教育の有資格者によるレベル別での日本語指導の

充実のほか、日本語以外にも日本社会で生活をするための基本的学習をその内容として盛り込むことを提

案する。 

また、学齢期を越えて家族に呼び寄せられて来日する若者が増えているが、その若者が社会でその力を

発揮し、これからの社会の担い手となるよう、義務教育以降の高等教育での学びにつなげるため、日本語

を集中的に学べる日本語指導教室を公的な予算で運営することを提案する。 

現在、大阪府内には、11 校の夜間中学があり、在籍する外国人生徒の数も増加している。しかし、各中学

校において、定まった日本語指導のカリキュラムが用意されているわけではない。日本語指導のカリキュラ

ムを備えること、さらに就学期間については、子どもの状況に合わせ、柔軟性を持たせた対応を望む。 

 

 

※ 「日本語教育の推進に関する法律（令和元年法律第４８号）」では、第３条において「日本語教育の推進は、日

本語教育を受けることを希望する外国人等に対し、その希望、置かれている状況及び能力に応じた日本語教

育を受ける機会が最大限に確保されるように行われなければならない」とされており、さらに第５条において

「地方公共団体は、基本理念にのっとり、日本語教育の推進に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地

方公共団体の地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する」とされている。 

※ 「生活者としての外国人に対する日本語教育の標準的なカリキュラム案について（報告）（文化審議会国語分

科会）」では、日本語を使って「ある生活上の行為が行えるようになるということは，その生活上の行為が行わ

れる場面に関係する言語・社会・文化的な知識を使って行動できるようになるということである。」としており、

外国人が日本社会で一市民として暮らしていくための学習機会が必要なことは明らかである。 

 

 

 

 

提案事項 ④ 
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教育委員会・学校（公立、私立等）などの教育機関と渡日児童・生徒を支援する民間団体との関係

性を高め、協働を推進するとともに、それらの民間団体を育成、財政面で支援する仕組みを構築し

てください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

渡日児童・生徒の教育課題解決に取り組む組織として教育委員会、学校以外にNPO等民間団体等も大

きな役割を果たしている。例えば、各地で行われている子ども対象の日本語教室、学習支援教室、子ども・

保護者対象の進学・教育相談など行政では対応しきれない分野において、地域に密着し、当事者の声を直

接聞く機会が多い民間団体の活動は、渡日児童・生徒、保護者にとって、学校とともにかけがえのない存在

となっている場合が多い。 

一方で、行政との関係性が弱いことにより、正確な情報を得られないため、子ども・保護者に有効な支援

ができない状況もある。さらに、多くの民間団体は、子ども支援ではそれぞれの分野で十分実力を寄与して

いるが、それぞれ人的に小規模であり、財政的にも弱体な体制である。 

以上により、具体的には府は子ども支援団体と定期的な情報交換会を設定、それぞれの施策に対する説

明会などを開催することで、府と民間団体の関係性を深めるとともに、民間団体を育成し、財政的に支援し

てください。 

 

※ 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月２３日

（閣議決定））」では、「国及び地方公共団体は，関係省庁相互間やその他関係機関、日本語教育を行う機関、事

業主、外国人等の生活支援を行う団体等の関係者相互間の連携強化や必要な体制の整備に努める」「外国人

児童生徒等の公立学校における受入れ・支援体制を充実させるため、（中略）地域の関係機関との連携等を推

進する」と記されているところ。 

 

 

 

外国にルーツを持つ児童生徒の母語、母文化の教育を充実してください。 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

大阪府内においては、歴史的な背景を持つ在日韓国・朝鮮人の教育支援の一環として「民族学級」等の

取り組みが続けられてきている。府内の衛星市には、そうした取組を独自に支援するなどの制度を設けて

いるところもある。これまでは大阪独自の教育支援であったものが、２０２１年１月の中央教育審議会答申に

おいて母語や母文化の支援の重要性が触れられ、すでに文部科学省は自治体への補助事業を始めている。

今後、全国的な取り組みとして拡大していく状況にあり、現在策定作業中の国の教育振興基本計画におい

ても、この取り組みの充実化が議論されている。 

外国につながる子どもたちの教育課題が日本語指導にのみ力点が置かれてきたところから、固有のアイ

デンティティを肯定化する教育支援として拡大してきたのは、学習意欲や生活意欲の向上に効果的だとす

る臨床結果に基づくと同時に、子どもたちの多言語や多文化の力を長所として伸ばしていくことで進路の可

能性が広がるという点に着目したためである。 

多様性を尊重する学校文化の促進と、今後増えていくことが予想される外国につながる子どもたちの総

合的な教育支援の一環として、母語・母文化の教育支援の充実をさらに進めるよう求める。 

 

提案事項 ⑤ 

提案事項 ⑥ 
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※ 令和 3 年（2021 年）1 月に提出された『令和の日本型学校教育』の構築を目指して～全ての子供たちの可能

性を引き出す最適な学びと、協働的な学び（答申）（中教審第２２８号）』では、「外国人児童生徒等のアイデンテ

ィティの確立や日本語の習得のためには，母語や母文化の習得が重要である。このため、保護者の理解を得て、

家庭を中心とした母語・母文化定着の取組が進められる必要がある。また、学校内外や就学前の段階において

も、教育委員会・学校が NPO・国際交流協会等と連携し、母語・母文化に触れる機会が得られることが望まし

い」と記されているところ。 

※ 「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針（令和２年６月２３日

（閣議決定））」では、「子供たちが生活の基礎を身に付け、その能力を伸ばし、未来を切り拓くことができるよう

にするためには、適切な教育の機会が確保されることが不可欠であり（中略）その際、母語・母文化の重要性や、

保護者への教育に関する理解促進についても留意する。また、こうした施策を通じて、日本人と外国人の子供

が共に学ぶ環境を創出することにより、国際的な視点を持って社会で活躍する人材を育成するとともに、活力

ある共生社会の実現に資する」と記されている。 

 

 

 

 

全ての市町村において在日外国人教育の研究が促進されるよう、府外教（＝外国人教育研究協

議会/研究会）の従来の活動成果をふまえ、その役割の重要性について触れ、必要な予算措置を講

じてください。 

 
 

［提案の背景・状況等］ 
 

大阪府には在日外国人教育を推進し、その研究を深めることを目的に、大阪府在日外国人教育研究協

議会（府外教）が結成されている。府外教は各市町村の「外教」と府立学校の「府立外教」で構成されており、

保育園、幼稚園、小学校、中学校、高校が連携し、それぞれの発達段階に合わせ、在日外国人教育の実践

を積み重ね、多文化共生教育を担ってきた。 

しかしながら現在、大阪府内の市町村で外教組織のない市町村が 12 地域あり、府外教に加盟していな

い市町村が 4 地域ある。多文化共生教育を行うには、全ての市町村で外教組織を結成する必要があると

考える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案事項 ⑦ 
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すべての外国にルーツを持つ子ども・若者が、日本人生徒と同様に安心して進学できるよう、在

留資格の多角化や在籍傾向をふまえ、府や国の奨学金の制度変更について検討してください。 

 
 

［提案の背景・状況等］ 
 

・ 「家族滞在」の在留資格で来日・滞在する外国籍生徒の在留資格の切り替えについて 
 

近年、「家族滞在」の在留資格で来日・滞在し、日本の学校で学ぶ外国籍生徒が増加している。現行の在

留資格制度においては、高卒で就職することが認められず、資格外活動という限られた時間内のアルバイ

トを除けば、大学や専門学校に進学し、就職するという選択肢しかない。しかし、こうした状況は、在日外国

人の定住化や滞在長期化の実態に即していない。日本の学校で学んだ外国籍生徒が、日本人生徒と同様

に就職や進学を選択できるよう、定住資格への切替えなど在留資格上の取扱いにおいて何らかの措置を

取るように法務省へ要請するよう求める。 

 

・ 奨学金について 
 

奨学金制度の見直しは急務です。諸般の事情で就労制限のある在留資格「家族滞在」「公用」「特定活動」

「留学」＊で在留する若者も奨学金制度の対象とするよう、文部科学省へ要請するよう求める。 

 

    ＊ … ここでいう「留学」とは、入学後に「家族滞在」等から在留資格を変更した生徒のことを指す。 

 

 

 

 

文部科学省「帰国・外国人児童・生徒等教育の推進支援事業」について、大阪府での事業実施に

限らず、府内市町村で希望する自治体の取りまとめを行い、間接補助を行ってください。 

 
 

［提案の背景・状況等］ 
 

文部科学省が実施している「帰国・外国人児童・生徒等教育の推進支援事業 （Ⅰ 帰国・外国人児童・生

徒等に対するきめ細かな支援事業）」では、申請できる地方公共団体は都道府県、政令指定都市、中核市に

限定されている。 

大阪府では同事業を受託し、運営協議会・連絡協議会の実施、拠点校の設置等による指導体制の構築な

どを行っているが、母語や母文化保持のための取組は、地方公共団体ごとにニーズが異なるため、府の用

意したプログラムが現場のニーズとかみ合っているわけではない現状がある。他の多くの都府県と同様に、

各市町村への間接補助事業も行うよう求める。 

 

※ 大阪府においては平成３０年度まで間接補助による実施を行っていた。平成３０年度の間接補助による実施

主体は箕面市教育委員会、茨木市教育委員会、門真市教育委員会、富田林市教育委員会、泉大津市教育委

員会、岸和田市教育委員会、泉南市教育委員会の７教育委員会。平成３１年度からは大阪府では間接補助に

よる実施を行っていない。 

※ 令和４年度について、同事業を受託している２８都道府県のうち、２０都府県において、間接補助を活用し、政

令指定都市、中核市以外の特別区、市、町の取組を支援している。 

提案事項 ⑧ 

提案事項 ⑨ 
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Ⅰ． 教育について 

 

 

OSAKA しごとフィールドにおける外国にルーツを持つ人々に対する相談対応能力を強化してく

ださい。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

外国にルーツを持つ人々の仕事探しについて、様々な能力を有するものの、その能力を発揮することが

できる仕事にたどり着かない人も多い。自分が持っている能力を発揮し切れないことは、本人にとってもマ

イナスであるだけでなく、地域社会にとっても人材確保や地域活性化の観点からも決して望ましいことでは

ない。 

そういったミスマッチや機会損失によるマイナスを減らすために、OSAKA しごとフィールドにおいて、日

本語が第一言語ではない人々のキャリア支援や就職相談に応じられる機能の強化を図ってください。その

際、留学生対応のみならず、日本に定住し、大阪府内の学校を卒業した人々の進路選択や社会参画の可能

性を広げていくための多言語対応や、仕事探しに関わって外国籍者特有の課題である在留資格の問題や

固有の文化や風習についての理解や知識、支援経験を持つスタッフの配置を進めるよう求める。 

 

 

※ 文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査（平成 30 年度）」、「平成 30 年度

学校基本調査」によると、就職者における非正規就職率は全高校生等では 4.3％であるのに対し、日本語指導

が必要な高校生等は 40.0％に至る。 

また、高等学校等を卒業した後、進学も就職もしていない者の率は全高校生等で 6.7％であるのに対し、日

本語指導が必要な高校生等は１８．２％になる。 

 

 

 

 

 

大阪府内の高校や専修学校に在籍する「家族滞在」の在留資格を持つ若者たちへの進路支援の

ために、事業者への啓発を進めてください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

「家族滞在」の在留資格を持つ若者たちは就労に制限がある。しかし、高校（高等部）卒業後に、条件を満

たし、本人が申請すれば就労制限のない「定住者」及び「特定活動」への在留資格の変更が制度上可能にな

った。そうした在留資格変更の手続きには、就職内定した事業所から所定の書類を発給してもらわなけれ

ばならないが、そうした諸手続きについて事業者側の理解が不十分なために、発給を躊躇したり、拒んだり

する事例が全国で報告されている。こうした問題が起こらないよう、大阪府内の事業者に対する正しい理

解の促進に向けて、啓発を強化するよう求める。 

 

Ⅱ． 就労支援について 

提案事項 ⑩ 

提案事項 ⑪ 
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※ 「外国人雇用対策の在り方に関する検討会 中間取りまとめ -エビデンスに基づく外国人雇用対策の立案と

官民が連携した分野横断的な支援に向けて- （令和３年６月２８日、外国人雇用対策の在り方に関する検討会：

厚生労働省）」において、「外国人の職場への定着のためには、外国人に対して日本の職場への理解を深める

ことを求めるのみならず、受入企業側に対しても外国人が働きやすい雇用環境を整備するよう働きかけ、両者

のギャップを埋めることで、円滑な関係を構築できるような取組が進められるべきである」、「外国人の子ども

の適切な将来設計の実現を図るため、高校・ハローワーク・関係機関が連携して、子どものキャリア形成支援を

行う取組を試行的に実施するべきである。その際、親への支援も含めた親と子供の一体的なキャリア形成支援

について理解を進められるよう、具体的な方法を検討するべきである」と記されている。 
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Ⅰ． 教育について 

 

 

ヘイトスピーチに関する実態調査を行いつつ、人権啓発の取組みを充実させてください。 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

現在、大阪府においても2019年に「人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関す

る条例」が施行され、大阪府市の外国籍住民を対象とした無作為抽出による生活・労働に関するアンケート

調査も行われた。しかしながら、府における民族差別、人種差別がどのように変化しているか、条例施行の

効果を明らかにさせるための調査は実施されていない。ヘイトスピーチに関する実態調査をしながら、必要

に応じて反差別や人権啓発の取組（人権啓発の学習教材を復活させる、相談窓口のＰＲキャンペーンを実

施するなど）を具体化するよう求める。 

 

  

 

 

多文化共生を進める法律の制定について、国に働きかけを行ってください。 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

２０２０年９月に改訂された総務省の「地域における多文化共生プラン」においては、「多様性・包摂性のあ

る社会の実現」、「地域社会への外国人住民の積極的な参画」などを掲げているが、その内容としては「人の

交流やつながり、助け合いを充実させるための環境の整備」「自治会活動、防災活動、他の外国人支援等の

担い手となる取組を促進」を挙げており、これらの基盤になる外国人参政権の実現や差別禁止法の制定に

ついては全く言及していない。 

「地域における多文化共生プラン」は地方公共団体が多文化共生の推進に係る指針や計画の策定に資す

るために作成したものであるが、未だ、外国人が居住する全ての地方公共団体において策定されているわ

けではない。外国人住民の声を地域社会に反映する手段が限られている中、外国人市民と共生するため

の施策を国や地方自治体の責務として、これを実施する体制や外国人受入れの基本方針を定める法律（仮

称「多文化共生推進基本法」）を制定し、これらの施策の実施を所管する省庁（仮称「多文化共生庁」）を設

置するよう、国に働きかけを行うよう求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅲ． その他 

提案事項 ⑫ 

 

提案事項 ⑬ 
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￥ 

 

 府内医療機関において、多言語通訳サービスを受けられる体制を整えてください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

大阪府では「おおさかメディカルネット for Foreigners」を通して、外国人に対する情報発信（多言語で

利用できる医療機関や多言語医療通訳ツールの紹介など）を行っているほか、地方独立行政法人大阪府立

病院機構（５病院)においてボランティアによる通訳サービスが実施されている。また、多言語遠隔医療通訳

サービス（７言語対応）を行っている。 

しかし、多言語で受診できる医療機関及び遠隔医療通訳サービスを導入している医療機関は中核病院

などに限られており、実際に利用できないことも多い。そのため、家族、親戚、外国人コミュニティ内で日本

語のできる子どもが通訳として駆り出されることが常態化するなど、ヤングケアラーを生み出す一因になっ

ている。 

さらに、外国籍住民の高齢化にともない、今後医療のみならず、障害認定や介護通訳サービスのニーズ

がさらに高まることが予想される。 

医療や福祉面などサービスが、在留資格に関わらず等しく受けられるような体制を整える必要がある。 

 

また、長引くコロナ禍では、発熱外来が予約できない、自宅待機中の食糧支援も受けられない、日本語

ができないからと病院に入れてもらえない人がいたことを鑑み、日本語ができる／できない、助成等が申

請できる／できないが命の線引きにならないようにする必要がある。 

 

 

※ 医療通訳の導入や多言語遠隔医療通訳サービスによる対応などは診療報酬として加点されないため、民間

の医療機関において導入促進を図る支援策などがない限り、広がることは難しいと思われる。 

※ 令和 4 年度に大阪府教育庁が実施した「府立高校生の日常生活アンケート」では、「質問５：家族の世話をし

ている人にお聞きします。誰の世話をしていますか、その人のために何をしていますか。」で「通訳（日本語や手

話など）」を選択肢として挙げている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案事項 ⑭ 
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 外国人市民の声を、確実に府政に反映する仕組みを作ってください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

現在、大阪府が実施している大阪府在日外国人施策有識者会議には外国人市民も参加しており、府内

在住外国人の声を聞き、施策に反映する上で非常に重要な会議であると考える。しかし、同会議は、要綱設

置によるものであり、そこでの議論の結果が大阪府の行政施策に対して、何らかの拘束力を持つわけでは

ない。 

大阪府による多文化共生施策を、地域で暮らす外国人の実態を適切に反映したものとするために、大阪

府在日外国人施策有識者会議における検討結果の扱いや会議の位置づけについて、審議会への変更も含

めて検討を行うよう求める。あるいは、「多文化共生推進基本条例」のように多文化共生の推進に係る基本

条例及び関連条例の制定を行い、外国人市民によって構成される「外国人代表者会議」を条例設置の会議

とするなど、外国人住民の声を大阪府の行政施策に活かすよう求める。また、同会議に限らず、府の施策を

めぐる様々な審議会に、外国籍住民を委員として加えるよう求める。 

また、地方自治法上、国籍及びその有無に係わらず、当該市町村及びその市町村を包括する都道府県

内に住所を有する者が住民であることから、今後、何らかの住民投票を実施する際、外国籍住民も住民投

票の対象に加えるように求める。 

 

 

 

 

 

 災害時の多文化・多言語対応を充実させてください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

外国人は日本で起こりうる災害について、適切な避難行動について、さらに避難所や災害発生時に受け

られる支援などについて、十分に知識・情報を有しているわけではなく、経験があるわけでもない。避難行

動に関する要配慮者としての対応を充実させることが必要である。 

そのため、大阪府防災会議に公益財団法人大阪府国際交流財団等、災害時の外国人支援に携わる機

関・団体を委員に加えること、大阪府地域防災計画及び府内地方公共団体における地域防災計画において

外国人を要配慮者として位置づけ、さらに外国人への災害予防対策の取組（防災教室・訓練の実施、ハザ

ードマップの多言語化等）、災害応急対応の取組、災害復旧・生活再建支援における多文化・多言語への対

応を明記し、実際に機能するよう体制整備を進めることが必要である。 

また、体制整備に当たっては、府内の外国人コミュニティやキーパーソンとの連携、府内の外国公館との

連携を進めることも不可欠であり、その取組を進めるよう求める。 

 

 

 

 

提案事項 ⑮ 

 

提案事項 ⑯ 
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 入居差別を禁止する実効力のある取組を行ってください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

出入国在留管理庁が実施した調査では、住居探しにおける困りごとについて、「国籍等を理由に入居を

断られた」が 16.9％になる。住居の確保及び安定は、日本での生活安定の基盤となるものであるが、外国

人であることを理由に脅かされている現状がある。 

外国人に対する入居差別の禁止を含めた「多文化共生推進基本条例」の設置など、実効力のある取組を

行うよう求める。 

 

※ 出入国在留管理庁が実施した「令和３年度在留外国人に対する基礎調査」では「あなたが今の住居を探すと

きに困ったことを教えてください」と質問している。ただし、在留資格が「技能実習」「家族滞在」「日本人の配偶

者等」の者が含まれているなど、自分自身で住居を探したことがない人も多数母数に含まれている可能性があ

ることに留意が必要である。 

参考として、「外国人住民調査報告書（公益財団法人人権教育啓発推進センター：平成 28 年度に法務省委

託調査研究事業）では、過去５年間に日本で住む家を探した経験のある人のうち、「外国人であることを理由に

入居を断られた経験のある人」は39.3％となっており、家探しを経験した人の約４割が入居差別を経験してい

るという結果が出ている。 

 

 

 

 

 

 多文化共生を推進する人材育成及び公共施設の多言語・多文化対応の充実を図ってください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

提案事項①～⑰でも明らかなように、府内在住の外国籍住民の増加にともない、多言語・多文化対応の

充実が必要なことは論を俟たない。多文化ソーシャルワーカー、多言語相談員、学校や医療現場等における

通訳等のニーズは増える一方で、実際に支援に当たる人材は限られており、支え手の育成が急務である。

日本語のできる外国籍住民や多言語人材を発掘し、研修を受けた人を行政等で積極的に採用するなど、多

文化共生を推進する根幹となる人材育成が急務である。 

また、行政及び公共施設などの窓口業務など、多言語・多文化で対応できる体制を構築されたい。また、

公共施設の指定管理者に対しても、同様の体制構築を行うよう、府のみならず、市町村に対してもはたらき

かけを求める。 

 

 

 

 

 

 

 

提案事項 ⑰ 

 

 

提案事項 ⑱ 
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 府内で多文化共生を推進する体制整備については、民間セクター(事業者等)も含めた多様なス

テークホルダーを巻き込みながら、推進主体及び役割分担を明確化し、進捗状況の管理及び公表

により進めてください。 
 

 

［提案の背景・状況等］ 
 

提案事項①～⑱で挙げた事項を確実に進めるためには、誰がどのように関わるか、また、その取組状況

をどう管理するかが欠かせない。 

府市町村のみならず、国、大阪府国際交流財団、市町国際交流協会、NPO のほか、事業者、大学、府民

を含めて責務や期待される役割を整理する必要がある。その際、必要に応じて、多セクター間をつなぎ、協

働を促す協議体の設置も検討すべきである。 

また、府の指針に関して、取組状況の把握及び公表、さらには第三者による進捗状況に対する評価（助言

などを含む）を行う仕組みを検討し、実施すべきである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案事項 ⑲ 

 

 

 

 


