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はじめに～研究の背景と目的および方法～
第 ２ 次世界大戦後の国際社会の一つの大きな特

徴は、1948年12月10日に国連総会が採択した世界
人権宣言にも示されるように国際人権保障の発展
である。日本にはオールド・カマーの人たちに加
え、とくにポスト冷戦時代におけるグローバリ
ゼーションにともない、ニュー・カマーの人たち
の増加も注目されるとことである。本研究では、
国際基準としての人権の国際的保障の状況を把握
するとともに、具体的に自治体における実態を調
査し、また今後の課題と展望について分析したも
のである。第一に総論的に「内なる国際化」をめ
ぐる国際法規の分析を行い、ついで、地元の兵庫
県と神戸市における同問題についての現状を考察
するとともに、他の事例として福岡県・福岡市・
北九州市の場合を取り上げた。さらに、各論とし
て、留学生問題、外国人の住民投票、外国人の公
務員任用、外国人の生活問題として生活保護の適
用問題、医療問題および課税問題を取り上げた。

第1章　 「内なる国際化」をめぐる国際法規の展
開と自治体の役割

グローバル化が進展する今日の国際社会におけ
る顕著な特徴として、人の移動の増大が挙げられ
る。国際社会が組織化と緊密化を日ごと繰り返す
現状において、人そのものが体現する異なる文化
や政治などを接触する機会もまた同時に増えてき
ている。「外なる国際化」が外部の「異なる」主
体との接触を意味するのであれば、「内なる国際
化（“internal”�internationalization）」 は、 自 ら
のうちの中に「異なる」要素を受け入れる素地を
醸成していくことであるといえよう。ひと言で言
えば、それは国際基準なるものを自国の法や政策
に反映していくことであろう。したがって、国際
法上の文脈で「内なる国際化」を解釈するとする

ならば、それは国際標準主義の導入であるといえ
る。そこで最も表層に現れるのは領域内における
外国人の接遇問題、すなわち人権保障の問題であ
ると言えよう。

外国人の権利保障については、主権国家によっ
て構成されている国際社会においては、領域を統
治する国家の主権が及ぶために外国人の権利保障
はかかる政府の判断に委ねられている。しかし、
日本国憲法第14条は「すべて国民は、法の下に平
等であって、人種、信条、性別、社会的身分また
は門地により、政治的、経済的または社会的関係
において、差別されない」と規定しているものの、
同条は「外国人との間にも、事情の許すかぎり、
本条の原則が認められるべきことは当然である」

（宮沢俊義『日本国憲法コメンタール』（日本評論
社、1955年））ものとして解釈されている。また、
国内法秩序とは別に、人は生まれながらにして人
権を享受することや、特に第二次世界大戦後の人
権の国際的保障の展開を鑑みるならば、これらの
国際文書を決して無視はしえないのである。

第1節　 「内なる国際化」をめぐる国際法規の展
開

　第二次世界大戦を契機として人権と平和の関連
性が強く認識され、国際社会が21世紀を迎えても
人権保障の重要性は色あせることはない。特に冷
戦終焉後の国際社会においては国際社会の構造変
動による様々な地球問題群（global  issues）が発
生し、「人間の安全保障」にとって大きな脅威と
なっている。

そうした状況下において現に国連では「人権の
主流化」、すなわち国連のあらゆる活動の中で、
人権を最優先の考慮事項としようという考え方が
謳われるようになってきている。権利主体アプ
ローチ（Rights-Based Approach）と呼ばれる活
動の遂行方法も、こうした流れを反映してのこと
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である。2006年には人権委員会の問題を克服すべ
く人権理事会が設立されるなど、一定の成果を挙
げてきていると評価できよう。
　これまで「内なる国際化」に関する国際文書と
しては、以下のようなものが主要なものとして採
択されている。

・1945年　国連憲章
・1948年　世界人権宣言
・1985年　外国人の権利宣言
・1966年　国際人権規約
・1986年　 自由権規約委員会一般的勧告15（外

国人の地位）
・1993年　ウィーン宣言及び行動計画
・1993年　 人種差別撤廃委員会一般的勧告11

（市民でない者）
・1999年　 人権擁護者の権利及び責任に関す

る宣言
・2001年　 人種主義、人種差別、外国人排斥

及び関連のある不寛容に反対する
世界会議宣言と行動計画

・2004年　 人種差別撤廃委員会一般的勧告30
（市民でないものに対する差別）

こうした人の移動の増大に伴う「内なる国際化」
に関わる国際文書は、1990年に採択され、2003年
に発効した移住労働者権利条約まで各々の守備範
囲の中で「内なる国際化」問題に対処してきたと
言える。例えば、世界人権宣言は、同文書が規定
する人権については「何人も（everyone）」とい
う文言を使用している。しかし、こうした国際文
書が規定する権利は、例えそれが法的拘束力を有
する文書であろうとも、国内法秩序において権利
保障がなされなければ「絵に描いた餅」に終わっ
てしまう可能性がある。

要は国内法秩序においてどの程度の国際標準が
導入されているか、ということが重要である。こ
の点、最高裁の判例における「人たることにより
当然享有する人権は不法入国者といえどもこれを
有する」と外国人の人権享有主体性を肯定する肯
定説（最判昭和25.12.28）や、マクリーン事件最
高裁判決における「憲法第三章の諸規定による基
本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみを
その対象としていると解されるものを除き、わが
国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」（最
大判昭53.10.4）とする司法判断など、「内なる国

際化」にとっては追い風となるような判断も下さ
れている。しかし、時代が進むにつれて「内なる
国際化」の問題は、「外なる国際化」の問題と同
様に対応を迫られる。

冒頭に示したように、「内なる国際化」の問題
が主として外国人の権利保障問題であるならば、
日本における問題は人権に関する国連の監督制度
の中からある程度は読み取ることができるといえ
る。

第2節　日本における「内なる国際化」の課題
国連人権理事会の発足に伴う監督機能の強化

として普遍的定期的審査（Universal Periodic 
Review）が挙げられる。我が国は2008年3月25日
に政府報告を国連に対して提出した。その中であ
げられた主な点は、死刑の問題、警察での取調
べ、国内人権機関、従軍慰安婦の問題、差別の問
題などであったが、本稿が検討する外国人の権利
保障に関しては、以下のような問題点が挙げられ
ている。第一には、難民認定手続である。第二に
は、外国人用の人権相談窓口である。第三には人
身取引対策である。また、社会的権利に関しては、
教育を受ける権利として外国人の教育の部分があ
り、日本人と同一の教育を受ける機会を保障して
いることや、「外国人の生活環境適応加速プログ
ラム」への言及が見られる。加えて、条約によっ
て設けられる人権機関、すなわち自由権規約委員
会や人種差別撤廃委員会などによる政府報告書と
それに対する国連側の勧告といった建設的対話の
中で見えてくる「内なる国際化」の問題がある。

確かに「内なる国際化」に関する問題は、第一
義的には政府が対処すべき事項である。すなわ
ち、国全体としては国連の普遍的定期的審査等の
審査・監督制度における問題点の指摘を解消して
いくことが肝要であろう。例えば、国際人権規約
や女子差別撤廃条約の選択議定書の批准などがそ
の一例と言えよう。しかし、本稿において考えな
ければならないのは、自治体には一体何ができる
のか、とういことである。

第3節　 「内なる国際化」を推進する上での自治
体の役割

国際法上、非国家主体としての自治体の権利主
体性については否定的な見解が多い。しかしなが
ら、非国家主体による国際関係への影響力の増大
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という傾向を見るならば、逆に自治体が国家全体
の施策のモデルケースとなることも考えられよ
う。いずれにせよ、自治体の活用如何によっては
大きな期待ができるのである（2008年度のヒロシ
マ平和宣言における平和市長会議への言及を参照
せよ）。

自治体関連部門の強化と自治体の側からの能動
的関与と積極的な政策提言の必要性が指摘できよ
う。外国人職員の自治体への採用や、民族団体へ
の補助金の交付、他民族教育の推進など多くの施
策を積極的に検討及び実施していく必要があろ
う。

さらに、自治体が世界人権宣言を嚆矢とする一
連の国際人権法の直接適用や国内立法を行うこと
による権利保障の推進が挙げられる。例えば、子
どもの権利条約の趣旨を反映する地方自治体の

「補完的」条例が挙げられる。子どもの権利条約
は、我が国も締約国となっているが、国内法を採
択していない。わが国においては、神奈川県川崎
市が子どもの権利条例を全国初として採択して以
降、兵庫県川西市における子どものオンブスマン
条例など、条約の趣旨および目的を反映した条例
が見られる。実施状況によっては「補完的」どこ
ろか、他の自治体の模範となりうるものも存在し
ている。無論、自治体のこうした条例の制定は国
内法秩序の枠組みが設ける制約の中で実施される
ものであることは言うまでもない。

そして、世界最大の地方自治体連合組織であ
る都市・自治体連合（UCLG：United Cities and 
Local Governments）の憲章について着目し、同
憲章の内容を自治体政策に積極的に反映していく
ことである。同憲章の前文においては、認識すべ
き事項として地方自治体の、国連によって認めら
れた民事的、政治的、社会的、経済的人権を促進
する重要な役割を果たすことや、地方自治体には、
貧困、無知、偏狭、差別、隔絶、不安、環境問題
等、人類が直面する様々な問題の解決に向けて積
極的に活動する責任があること、そして地方自治
体は、人々の間に平和及び団結があるように努め
る重要な役割を担うことなどに言及されている。
また、憲章本文においては（国際法の原則及び国
連による決定の遵守）に関する第5条として、「世
界組織の目的や主要職務の実現、会員制度や憲章
下の他の決定等の取り扱いにおいて、世界組織は
国際法の原則及び国際連合の関連する決定を参考

に行動する」ものとされている。
以上のように、「内なる国際化」に関する自治

体の役割は決して小さくないものであると言えよ
う。将来的な方向性としては、各地方自治体の「内
なる国際化」に関する努力を「良い慣行（good 
practice）」として自治体どうしが参照し合いつ
つ切磋琢磨していくべきであろう。そのためには、
自治体の「内なる国際化」に関する施策を評価す
る制度的枠組みや団体も検討されるべきである。

第2章　内外人平等原則について
　国際人権規約が規定する無差別主義原則につい
て考察する必要があるであろう。
　社会権規約第 ２ 条 ２ 項は、「この規約の締約国
は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、性、
言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的も
しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位によ
るいかなる差別もなしに行使されることを保証す
ることを約束する」と無差別主義について規定し
ている。

自由権規約も、その第 ２ 条において、「この規
約の締約国は、その領域内にあり、かつ、その管
轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の
色、性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、
国民的もしくは社会的出身、財産、出生又は他の
地位等によるいかなる差別もなしにこの規約にお
いて認められる権利を尊重し及び確保することを
約束する」と同様に同原則について規定している。
　両規定とも人種を始めとする差別禁止の対象項
目が列挙しているが、政府訳の自由権規約では、

「等」が付されているものの社会権規約でつけら
れていない。規約の正文の一つである英語では、
自由権規約では“such as”となっているが、社
会権規約では“as to”となっている。
　したがって、自由権規約ではその対象項目は例
示であって網羅したものではなく、たとえば国籍

（nationality）は含まれていないがそれを根拠に
差別することはできない。それでは、社会権規約
については如何であろうか。社会権規約第 ２ 条 3
項には開発途上国は経済的権利をどの程度まで外
国人に保障するかを決定することができるとする
規定が設けられている。社会権規約の第 ２ 条 ２ 項
が網羅主義に立脚するものであるとするならば、
わざわざ同条 3 項を挿入する必要はなく、自由権
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規約と同様に例示主義に立つものといえるであろ
う。
　なお、差別禁止事由の一つとして掲げられてい
る国民的出身（national origin）は本来の国民的
出身による差別だけでなく国籍による差別も含ま
れるとする見解も出されている。したがって、社
会権規約も国籍によって差別してはならないとす
る内外国人平等原則に立脚している。したがって、
規約自体が外国人に対する区別を許容している場
合、たとえば開発途上国における外国人に対する
経済的権利の保障（社会権規約第 ２ 条 3 項）や「市
民」に対してのみ留保している政治に参与する権
利（自由権規約第25条）のような場合は、例外と
なる（勿論、政策として認めることは可能である）。
また、客観的で合理的な規準による「合理的差別

（区別）」は上記の例外とともに許される。

第3章　「文化多様性条約」について
「文化的表現の多様性の保護と促進に関する条

約（文化多様性条約）」は、2001年にユネスコが
採択した「文化多様性に関する世界宣言」を受け
て、2005年10月のユネスコ総会において賛成多数
で採択された後、30カ国の批准を得て2007年3月
に発効した。文化多様性に関する初めての国際規
範で、1972年の世界遺産条約および2003年の無形
遺産保護条約と並んで、人類の創造的多様性の保
護と促進の、 3 つの柱の一つとされる。アメリカ
は表現の自由の確保、自由主義に基づく市場原理
を主張し、文化財・サービスも自由貿易の世界で
同一に扱うべきだとして条約に反対。ハリウッド
映画に代表されるアメリカ文化の台頭・浸透に対
抗する、フランスをはじめとするヨーロッパ諸国
およびカナダに、アジア・アフリカ諸国が加わっ
て、条約を推進した。

時間や空間を越えて多様な形をとる文化の多様
性は、集団や社会のそれぞれの特性が多様な独特
の形をとることに表れている。そのような多様性
は、交流・確信・創造性の源として人類に不可欠
で、その意味において人類共通の遺産であると「文
化多様性に関する世界宣言」ではうたわれている。
世界の多様な文化を守り活かして、異文化間の相
互理解を深めることは、世界の平和と安全にも寄
与する。

情報・通信関連の技術の発展がもたらすグロー

バル化の進展によって、異文化間の相互作用など
が可能になる一方で、文化の画一化、地域文化の
創造性・文化的アイデンティティ、固有の文化の
喪失など、文化多様性への脅威が、先進国と途上
国との経済的不均衡の点からも懸念されるように
なった。

文化多様性条約は、とりわけ途上国において、
文化的表現の創造、製作、普及・配布、享受、文
化的表現へのアクセスを強化することを主目的と
している。そして、「文化多様性に関する世界宣
言」に従って、文化の多様性と、人権および基本
的自由の完全な実現との関連を認識し、条約の背
景には人権と基本的自由の尊重がある。また、同
条約は、「世界宣言」にうたわれている文化の多
様性の様々な側面の中で、アイデンティティや価
値、意味の媒体としての文化的活動・財・サービ
スが単なる商品や消費財とみなされるべきでない
ことを認識する必要性、締約国がアイディアや作
品の自由な流れを保証しつつ、文化的表現の多様
性を保護・促進するのに適切な政策を取る必要性、
国際協力の再定義の必要性などに焦点を当ててい
る。
「内なる国際化」との関連では、国内の様々な

民族や地域社会との関連において、文化多様性が
問題となる。「文化多様性条約」は、締約国が自
国の領域内において、自国の文化を保護、促進す
るために、政策や適切な措置をとる主権的権利を
認めることの見返りとして、締約国にいくつかの
義務を課している。例えば、締約国には、国内に
おいて女性や少数民族や先住民族などの特別な状
況や必要に配慮すること（ 7 条）や、教育および
普及啓発プログラムを通して文化多様性の重要性
についての理解を促進すること（10条）、市民社
会の積極的な参加を奨励することにより、文化多
様性を保護、促進する上で、市民社会の基本的役
割を認めること（11条）などが求められている。
日本はまだ同条約を批准していないが、日本国内
で民族や文化の多様性が拡大する中、人権や基本
的自由の尊重の観点からも、日本文化の保護・促
進が保護主義に陥らないよう、アイヌなどの先住
民族や在留外国人の持つ文化を尊重し、その多様
性に配慮した、多文化共生社会を目指した対応が
求められる。
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第4章　 兵庫県における「内なる国際化」
施策

「内なる国際化」という言葉が使われ出して久
しいが、兵庫県においても、平成元年に財団法人
兵庫県国際交流協会を設立した当初から「内なる
国際化」をキーワードに在住外国人施策を展開し
てきた。
　平成 6 年 3 月には、「地域国際化推進基本指針」
－外国人県民との共生社会をめざして－を策定
し、平成 7 年 1 月に起こった「阪神・淡路大震災」
以降「多文化共生」という言葉に置き換えられて
いくことになる。
　兵庫県の「地域国際化推進基本指針」の前文で
ある策定の趣旨には、外国人県民を含む県民一人
ひとりが豊かさを実感できる地域づくりを進める
ことが課題であるとし、そのためには、人間とし
て本来共有する「こころの豊かさ」を基本とし
て、多用な価値体系との出会いや県民相互のふれ
あいのなかから、県民一人ひとりが自由に発想し
責任ある行動をとることにより、新しいライフス
タイルを創造していくことのできる環境を整得る
必要があるとしている。また、文化、経済をはじ
め、あらゆる分野の活動が地球規模で展開するな
かで、兵庫県を多様な文化的背景を持った世界中
の人々が交流することができる、すべての人々の
人権を尊重する需要力の高い、世界に開かれた舞
台とする必要があるとしている。そして、以上の
ような観点から、異なった文化的背景を持ちなが
ら県内に住んでいる外国人も県民として、日本人
と同じように住みやすく活動しやすい環境整備に
努めるとともに、外国人を含むすべての県民が、
異なる文化や生活習慣、価値観を理解し、互いの
人権を尊重したうえで交流するといった、共生の
心をはぐくんでいくための指針を策定している。
　我が国に入国し在留する外国人の数が著しく増
加するなかで、文化、言語や生活習慣が異なる外
国人県民に関する課題は、労働をはじめ、医療、
教育、住宅など、生活すべての分野においてさま
ざまな問題が必然的に生じている。また、従来か
ら兵庫県に生活の本拠を有する在日韓国・朝鮮人
等永住者の外国人県民にかかる問題についても、
公的年金や住宅、労働など、生活全般においてま
だまだ課題を残している。
　このように、きわめて広範囲に及ぶ外国人県民

にっかる課題については、従来からある程度の取
り組みはなされてきたものの、必ずしも十分な対
応とはいえず、今後ますます積極的な取り組みを
図っていく必要がある。
　地域国際化の実現に向けて最も重要な課題は、
我々日本人の心の中の障壁を取り除いていくこと
であり、まさにこれが「内なる国際化」の原点で
あるといえるのではないだろうか。すなわち、外
国人県民を、同じ地域の住民として温かく迎え入
れ、ともに生きる環境整備を進めるために、異な
る文化や生活習慣、価値観に対する理解や寛容の
気持ちをはぐくんでいく、日本人の「こころの国
際化」を図っていく必要がある。そのためには、
外国人県民が気兼ねなく地域にとけ込める環境づ
くりを進めるとともに、共生社会の理念のもとで、
日本人と外国人との双方が多様な価値体系との出
会いや相互のふれあいのなかから、新しい文化や
活力を生み出すことのできる環境の整備を図るた
めにも、日本人と外国人とのより一層の交流促進
を図っていく必要がある。そして、このことが「多
文化共生」の基本となっていくのであろう。
　多民族国家といわれるアメリカでは、かつて「人
種のるつぼ」（Melting Pot）と呼ばれたニューヨー
クにおいても、それぞれの人種・民族がそれぞれ
の文化や価値観を尊重することによって、都市や
国家を形成していく必要性を理解し、今では「ミッ
クスサラダ」という呼び方が定着してきているよ
うに、人、モノ、情報が国境を越えて自由に行き
交う現代においては、それぞれの個性を持った
人々がともに生きていくということの重要性を示
唆してくれているのではないだろうか。
　我が国において、「多文化共生」という概念は、
今まさに産声を上げたところであるかもしれな
い。しかし、すでに人口減少社会に突入した我が
国において、この概念がごく当然のこととして受
け入れなければならない時代は、もうすぐそこに
迫ってきているのではないだろうか。
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第5章　定住外国人の公務就任権について
　　　 ～神戸市の事例を中心に～

第1節　 問題の所在－定住外国人の公務就任権と
は

（1） 「公権力の行使や公の意志形成への参画には
日本国籍が必要」（当然の法理）

公務員の国籍を規定した法律は、外交官から
外国籍の人を除外している外務公務員法しか存
在しない。しかし現実には国家公務員だけでな
く、地方公務員でも外国人を除外する「国籍条項
Nationality Clause」を設けている例がある。根
拠は内閣法制局が一九五三年に示した「当然の法
理」と呼ばれる見解だ。「法理」とは「法の原理」。
法律の明文規定がないため、これが事実上、国や
自治体のガイドラインとされてきた。

その後、自治省（現総務省）は「当然の法理」
の語を「公務員に関する基本原則」と言い換えて
おり、1997年都庁管理職選考資格確認訴訟におい
て最高裁は「当然の法理」の語を用いずに、その
内容にも変更を加えた。

（2） 東京都外国籍職員訴訟（1994年提訴、2005
年1月結審）

都に勤務する在日韓国人の女性保健師が「国籍
を理由に管理職選考の受験を拒否したのは法の下
の平等などを定めた憲法に反する」と都に慰謝料
を求めた訴訟。二審の東京高裁は訴えを認め「違
憲」としたが、最高裁は今年一月、「合憲」の判
断を示した。 その判断の概要は下記のとおりで
ある。

・「合理的な理由に基づく区別」である
・ 地方公務員への外国人の採用自体は「禁止さ

れていない」
・ ただし、「地方公務員のうち，住民の権利義

務を直接形成し，その範囲を確定するなどの
公権力の行使に当たる行為を行い，若しくは
普通地方公共団体の重要な施策に関する決定
を行い，又はこれらに参画することを職務と
するもの」（「公権力行使等地方公務員」）に
ついては「国民主権の原理に基づき原則とし
て日本の国籍を有する者が公権力行使等地方
公務員に就任することが想定されているとみ
るべき」であり、「我が国以外の国家に帰属し、

その国家との間でその国民としての権利義務
を有する外国人が公権力行使等地方公務員に
就任することは、本来我が国の法体系の想定
するところではない」

第2節　 自治体の職員採用における国籍条項をめ
ぐる動き

次項の表は、筆者の勤務する地方自治体（神戸
市）の例を全国的な動きと対比させたものである。

なお、他都市では、
・ 兵庫県下及び大阪府下においてはすべての市

町が行政職の国籍条項を撤廃。
・ 兵庫県内では一九七三年に尼崎、西宮など阪

神間六市一町が全国に先駆けて一般事務・技
術職の国籍条項を撤廃。多可郡中町ではその
以前の六四年に町長の判断で自主的に撤廃し
ており、相生市のようにもともと国籍条項を
設けていない自治体もある。川西市では全国
初の外国籍管理職が誕生している。

・ 兵庫県は一般専門職に限定しているが、一律
に昇進を制限する規定はない。

という状況にある。
神戸市における職員採用以外での動きとして

は、
・ 1993（H3）年  政令市として初めて外国

人障害者給付金を支給
・ 2003（H15）年  外国人市民会議の設置
がある。

第3節　国籍条項撤廃の後で
（1）残る制限

国籍条項が撤廃された後も、「公権力の行使」、
すなわち徴税や命令、制限、禁止などの措置にあ
たる業務、「公の意志の形成」、すなわち決裁権を
持つ管理職への任用にはなお制限がある。

これについて神戸市は、「市の責任で決める。
国際都市として給与や待遇に差をつけず、幹部登
用も考えたい」とし、決裁権を持たない局長級の
参与まで昇進を認める方針である。

高知県では、警察を除く全職種を開放、「職務
内容にも昇進にも一切制限はない」としている。

一方、東京都は、採用を看護師や保健師など一
部専門職に限定し、管理職への登用はなしとして
いる。
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（2）国際的な潮流との関連
「法理」も東京都外国籍職員訴訟の判決も、国

と個人の結びつきを国籍で判断しているが、国際
法では人の移動が激しくなった状況を踏まえ、国
籍よりも永住的な生活拠点である「常居所」のあ
る国との結びつきを重視する方向にある。欧米で
は、国内に常居所を持つ外国人に国民と同等の権
利を保障しようとする流れが定着している。

たとえば米国では、国防を担う軍隊にも永住権
を持つ外国人を採用しており、イラクにも派遣し

ている。（ただしこれには米国籍を持つ若者の軍
隊離れ対策という面があるだろう。）

識者の意見としては、「機会の平等を国籍で制
限するのなら、国家機密に触れるなど、合理的な
理由を具体的に論証する責任がある。だが最高裁
判決は法解釈の整合性だけで済ませ、それも日本
国内だけで完結した法解釈。平等の原則と例外で
あるべき区別が逆転しており、国際社会の認識と
はズレがある」、「日本も国際人権規約を批准しな
がら生活に密着した地方公務員にまで外国人への

時　期 全国の動き 神戸市の動き

1953（S28）年
内閣法制局が「公権力の行使または国家の意思形成
への参画に携わる公務員となるためには日本国籍が
必要」と見解（当然の法理）

73（S48）年度以前
医師、歯科医師、看護婦、助産婦、保母

80年代
国籍による就職差別の撤廃を求める運動や国際交流
が活発になり、受験資格から国籍条項を外す市町村
が増える

81（S56）年度／臨床検査技師、診療放
射線技師､ 保健婦、薬剤師､ 教員
82（S57）年度／栄養士､ 管理栄養士､
寮母
83（S58）年度／歯科衛生士
84（S59）年度／駅掌、乗合自動車運転
士､ ホームヘルパー､ 介護業務員
85（S60）年度／司書､ 学校事務職員､
学芸員､ 学校栄養職員
※他に記載のない職種についてはこの年
度に撤廃
88（S63）年度／心理判定員

86（S61）年 6 月、自治省が、保健婦や助産婦、看護婦について「専
門的、技術的な業務で、国籍要件は必要ない」との
通達を出す

92（H4）年 4~5 月、川崎、横浜、大阪、神戸の各市で「国際」と
「経営情報」の専門事務職を新設し、大卒の外国人に
門戸を開く

経営（大卒）、国際関係（大卒）
※職種ではなく試験区分

95（H7）年 1 月、高知県の橋本知事が、ほとんどの一般事務職
で受験資格から国籍条項を撤廃する方針を発表

情報処理（大卒）、経営情報（大卒）
※職種ではなく試験区分
95 年 3 月、市議会が「定住外国人の地
方参政権の確立を求める意見書」を議決

96（H8）年

3 月、大阪市が、採用後の職務と昇任に制限を設け
て撤廃する方針を決定
4 月、高知県と大阪市が、自治省や議会の反対から
撤廃の見送りを決定
5 月、川崎市が政令市で初めて、消防職を除く全職
種で撤廃を決定。昇任と、一部の職務への任用には
制限を設けた
11 月 1 日、倉田自治相が「川崎方式」での撤廃に、「将
来にわたる適切な人事管理などの点から適当でない」
と談話
11 月 12 日、第二次橋本内閣の白川自治相が事務当
局に従来見解の再検討を指示
11 月 22 日、白川自治相が自治省見解を修正

97（H9）年度 神奈川県、高知県が撤廃 消防職を除く全職種について撤廃

2007（H19）年
6月現在

11 府県（神奈川県、高知県、大阪府、沖縄県、三重県、
滋賀県、鳥取県、大分県、岩手県、愛知県、奈良県（建
築職を除く））で撤廃

消防職を除き、17 政令市中、新潟市を
除く 16 政令市で撤廃
※横浜市は衛星監視員を除く
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厳格な制限を設けているのは疑問」（中井伊都子
甲南大教授（国際法））などがある。

　この問題は、在日韓国 ･ 朝鮮人を中心とする
特別永住者をめぐる問題から、少子高齢化の中で
日本に労働力として移民してくる定住外国人一般
を含んだ問題になりつつある。外国人のマンパ
ワーも活用したよりよい市民サービスの提供、ま
たよりよい個人の自己実現のためには、権利の制
限に係る原則と例外の検証が緻密になされるべき
であると考える。

第6章　 自治体の「内なる国際化」政策～福
岡県・福岡市・北九州市の事例～

今や、「内なる国際化」という言葉は広く普及
しており、日常的に使われている。
　この言葉が使われだしたのは1980年代で、海外
からの外国人が地域に定着しだしたことに始ま
る。「内なる国際化」という言葉を最初に使った
のは、当時神戸大学教授であった初瀬龍平先生の
グループであり、当時は「内なる国際化」とは、「私
たちの日常の身近な生活に国際関係を見出し、そ
れに合わせて心を開いていくこと。在日外国人の
人権と生活を保障すること、外国人登録者の諮問
押捺、登録証の常時携帯を廃止すること。外国人
を教員や公務員に採用し、一般企業に採用してい
くこと、留学生、研修生、難民の受入れ体制を整
えていくこと。米ソの核軍核体制を拒否し、アジ
アの人々の生命を守っていくこと、難民救援活動
や国際人権擁護運動、といった運動や活動。」と
書かれていた。

時代は移り、1990年の改正入管法による日系
人の入国の増加および日本での定住化、2002年の
対シンガポール経済連携協定（EPA）発効を皮
切りに始まった外国人看護師や介護福祉士の受入
れ、福田内閣による留学生30万人計画などの影響
を受け、2007年度の外国人登録者数は，2,152,973
人となり、日本の総人口の1.69パーセントを占め
るまでに増加した。外国人住民の受け皿となる自
治体の「内なる国際化」はその内容も政策も1980
年代以降さまざまな政策が実施され、広がりを見
せている。

では、日本の自治体における「内なる国際化」
政策にはどのようなものが挙げられるのだろう
か。自治体における「内なる国際化」政策とは、

大きく以下の 3 つの政策に分類できる。第一に、
外国人市民の人権を自治体が独自に保障（条例化）
していく動きである。例として地方参政権および
住民投票時の投票権付与、公務就任権における国
籍条項の撤廃などがあげられる。第二に、外国人
市民の生活向上施策であり、相談窓口（在留資格
や医療、住宅や労働などの生活全般相談）の開設、
住宅保障（留学生会館の整備など）、労働問題へ
の取り組み、外国人学校や日本語教育の整備、ま
たは交通標識や広報誌・ＦＭラジオなどの多言語
化などである。第三として、市民の国際化として
開発教育、国際理解講座などの啓発政策があげら
れる。

本稿では、福岡県・福岡市・北九州市を事例
にあげ、自治体の「内なる国際化」政策の概要を
みていきたい。

第1節　在住外国人の状況
　入国管理局の資料によると、福岡県の外国人登
録者数は2007年で48,635人、県の総人口の0.96％
を占めている。福岡市の2007年の統計によると、
同市の外国人登録者数は21,080人、市の総人口の
1.51％となっている。北九州市では、2008年の市
の統計で外国人登録者数は11,426人で、市の総人
口に占める割合は1.15％となっている。
　外国人比率の全国比較（2004年）を見てみると、
東京都は約2.8％、愛知県、大阪府、静岡県、岐
阜県、群馬県、三重県、京都府が ２ ％越え、兵庫
県は1.83％であり、全国平均　　　　では1.55％
である。

福岡県の登録外国人の特徴としては、全国に比
べ、ブラジルなどの南米人の割合が小さいが、中
国・フィリピン籍の在住者の伸びが目立っており、
韓国・朝鮮籍の在住者を合わせて全体の80％を占
めている。福岡市は、朝鮮・韓国・中国を合わせ
た外国人登録者の比率が首都圏や中部圏の都市よ
り高く、中国人の比率が48％と主要大都市の中で
も高くなっている。北九州市は、外国人永住者数
が外国人登録者数の63％を占め、主要都市の中で
も高い割合を占めている。

第2節　在住外国人の人権政策
①地方参政権

福岡県における定住外国人の参政権の状況は、
平成 6 年 9 月議会で「定住外国人の地方政治への
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参画に関する意見書」が採択され、国へ提出され
た。福岡市では平成6年3月議会で「定住外国人の
地方選挙への参政権を求める意見書」が可決され、
国へ提出された。同じく北九州市でも平成6年3月
議会で「定住外国人への地方参政権や人権保障の
確立に関する意見書」採択され、国に提出された。

しかし、県および二つの政令指定都市が定住
外国人の地方参政権を求める意見書を国に提出し
た後の国および当該自治体の動きはみられない。
②公務就任権

福岡県の職員採用時における国籍条項撤廃状
況は、国籍条項のある職種として一般事務、土木、
建築、機械、電気、化学、農業、林業、水産、薬
剤などの分野が挙げられる。一般的に、公権力の
行使や公の意思形成に携わる職種について国籍条
項を設置している。福岡市における職員採用時の
国籍条項撤廃状況を見ると、一般事務に国籍条項
はなく、国籍条項のある職種は消防吏員などであ
る。北九州市において国籍条項のある職種は消防
吏員となっている。
③住民投票権

2002年 3 月31日、滋賀県米原町が全国で初め
て永住外国人に住民投票権を認め、周辺自治体と
の合併に関する住民投票が行われた。条例に基づ
く住民投票には、公職選挙法は適用されず、自治
体の裁量にゆだねられる部分が多い。投票資格を、
参政権のない永住外国人に広げる自治体も増えて
いる。

いわゆる「平成の大合併」において推進され
た市町村合併に関して、永住外国人を含む住民投
票条例を制定した福岡県内の自治体は、久留米市
北野町（2002年12月15日制定）・三潴郡大木町（2002
年12月12日制定）・福津市津屋崎町（2003年 3
月20日制定）・三井郡大刀洗町（2004年 3 月制定）・
遠賀郡芦屋町（2003年 3 月制定）・中間市中間町

（2003年12月制定）である。投票資格者は年齢20
歳以上（自治体によっては年齢18歳以上）の永住
外国人で、引き続き 3 箇月以上当該自治体に住所
を有する者となっている。またこれらの条例は時
限立法のため、住民投票が終了し、その結果が確
定した時点で失効している。
④外国人市民施策

福岡県の「内なる国際化」施策の顕著なもの
として、「福岡県国際化政策懇談会」、「福岡県海
外高度人材ネットワーク構想」、ＦＭ放送局によ

る多言語放送、「福岡県留学生サポートセンター
の設置」などが挙げられる。
「福岡県国際化政策懇談会」は県の国際政策に

ついて外国人を含む委員と意見交換するもので、
在住外国人の意見や要望を行政に反映させる目的
をもつ。平成 5 年から現在に至っている。
「福岡県海外高度人材ネットワーク構想」は平

成13年に構想され、平成17年に研究会が発足され
た。留学生や海外の人材が県内の企業や研究機関
などで活躍するシステム作りを検討するものであ
る。

多言語放送は、県や企業が設立した株式会社
Love ＦＭが平成 9 年から10カ国語放送を行って
いる。阪神・淡路大震災の教訓から、災害時の外
国人向けの情報発信をメインとして設立された
が、日常的には北部九州・福岡の地域の情報や音
楽、世界のニュース、アジアの若者文化といった
テーマが放送されている。
「福岡県留学生サポートセンター」は、地元自

治体と大学、経済界が一体となって福岡県で学ぶ
留学生を総合的に支援する機関で、アルバイトの
斡旋や就職支援などの事業を行っている。

福岡市は留学生が多く、留学生資金貸付制度、
福岡留学生奨学金制度、留学生住宅保証制度や学
生交流会館の運営といった、留学生支援事業が充
実している。また、「アジアマンス」などをはじ
めとした市民向けの国際交流イベントが活発に行
われている。

北九州市の「内なる国際化」施策として、10年
ほど前から北九州市国際交流協会の政策に関し、
外国人の意見を伺う「外国籍市民懇話会」が開催
されている。この懇談会は年 3 回～年 ２ 回開催さ
れている。また、留学生が多いので留学生支援に
力を入れている。

第3節　 自治体の外国人権利保障と国際条約との
関係

1948年に国際連合総会で採択された世界人権
宣言にはじまる人権保障の世界的な潮流のなか
で、自治体の在住外国人に対する権利保障が国際
条約の影響を受ける事例が近年増えてきている。
人権に限定して例を挙げれば、（1）自治体が国際
条約を根拠に提訴された事例、（2）自治体が国際
条約を根拠として条例を制定した事例、（3）国際
条約批准により法律が制定され、その法律により
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自治体が影響を受けた事例、に分類できる。
（1）自治体が国際条約を根拠に提訴された事例

自治体が国際条約を根拠に提訴された事例と
して、小樽入浴拒否事件（札幌地判2002年11月11
日）、埼玉皮膚の色入居差別事件（東京高判2003
年 7 月16日）が挙げられる。両事件は、温泉施設
の入店に際して、「外国人であること」を理由に
入店を拒否されたり、物件仲介の可否を問うた際
に執拗に「肌・皮膚の色」を聞かれたことは人種
差別にあたるとして、人種差別撤廃条約に基づき
自治体に損害賠償請求がなされた事件である。

このどちらの事件も、被告自治体に対する原告
らの請求は棄却された。しかし、小樽入浴拒否事
件では、人種差別撤廃条約により、自治体が国と
同様に差別禁止義務を負うことを認めたこと、し
かしその義務は自治体の政治的裁量に委ねられて
いるとされ、例外的に、有効な施策を容易にとる
ことができ、市民から見ても被告自治体がその施
策をとることが期待するのが相当であるのに、こ
れを怠った場合等に限って違法となる（不作為の
違法性）と解されたことが注目される。
　

（2） 自治体が国際条約を根拠として条例を制定
した事例

　「川崎市子どもの権利に関する条例」は、「児童
の権利に関する条約（子どもの権利条約）」を根
拠として2000年に制定された条例である。
　川崎市がこの条例をつくった背景として、1994
年に日本が批准した子どもの権利条約があった。
川崎市の担当者によれば、当初、国内法がまだ整
備されていない状況であったが、条約の中身を地
域に反映させたいという思いが国際条約の理念に
基づく条例の制定への動きとなったということ
だ。
　市は、子どもの権利の保障を図るのは国だけで
なく、自治体も子どもの生活の場で権利実現に努
める役割を担っていると考え、子どもの権利条約
批准の年から子どもや教職員などに対する啓発、
関係団体・機関との連携作りに努めた。現在、数
多くの自治体が「子どもの権利に関する条例」を
制定している。
　この事例は、国際条約の理念を条約制定に活か
そうとしており、国際条約の影響を自治体が直接
受けていると評価しうる。
　

（3） 国際条約の批准により法律が制定され、自
治体がその法律に影響を受けた事例

「女子に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関
する条約（女性差別撤廃条約）」の批准をうけて
制定された「男女雇用機会均等法」や「男女共同
参画社会基本法」により、各自治体で男女共同参
画社会推進条例等の制定が行われ、男女共同参画
室が設置された。これらの条例の制定は、「男女
共同参画社会基本法」の影響を受けて行われてい
るものだが、基本的には女性差別撤廃条約の影響
を受けて行われていると理解できる。

以上、福岡県、福岡市、北九州市の「内なる
国際化」政策を見てきたが、在住外国人の公務就
任権や地方参政権などの権利保障については、中
央政府の動きを見つつそれに従うという状況が感
じられた。また、国際的な人権保障の流れの中、
在住外国人の権利を保障する国際条約を自治体の
依拠すべき基準とするには、中央政府による批准
手続きを待たねばならないのが日本の自治体の現
実のようである。しかし、在住外国人や外国人労
働者の人権問題の日常的・具体的解決を余儀なく
されているのは中央政府ではなく、自治体である。
国際化と地方分権という流れの中、自治体が条例
制定や施策を行う際に、国際条約をはじめとする
国際的な法規範との関係を意識せざるを得ない段
階にきている。

自治体が国に条約批准を働きかけたり、在住
外国人や外国人労働者の生活と権利に関連する国
際条約の内容を、自治体の具体的施策の指針とし
て導入・条例化し、在住外国人の人権状況を改善
することは今後自治体に求められる課題ではない
だろうか。

第7章　 「アジア・ゲートウェイ構想」が地
域にもたらすもの

第1節　「アジア・ゲートウェイ構想」とは
自治体の「内なる国際化」について考える中で、

平成19年 5 月19日に、安部内閣において閣議決定
された「アジア・ゲートウェイ構想」を具体的に
政策に結びつけるものとして「アジア・ゲートウェ
イ戦略会議」が出した政策方針である「アジア・
ゲートウェイ戦略」を見落としてはならない。

首相官邸ホームページ（http://www.kantei.
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go.jp/jp/singi/asia/index.html）には、「『アジア・
ゲートウェイ構想』とは、日本が魅力ある国とな
るために必要な政策を実現するための構想であ
り、そうした日本の魅力を広く海外に発信するこ
とを目指しています。」と掲載されている。その
中には、「最重要項目10」が挙げられている。「航
空自由化」、「貿易手続き改革プログラム」、「グロー
バル化の中で成長する農業への変革」、「アジア・
ゲートウェイ構造改革特区（仮称）の創設」、「ア
ジアの利用者にとって最も魅力的な金融資本市場
の構築」など、国民の生活に直接に影響を及ぼす
と思われる経済活動に関連する項目と共に、「ア
ジア高度人材ネットワークのハブを目指した留学
生政策の再構築」、「世界に開かれた大学づくり」、

「『日本文化産業戦略』に基づく具体的な政策の推
進」、「日本の魅力の海外発信」、「アジア共通課題
に関する協力・研究の中核機能の強化」といった
文化活動に関する項目が挙げられている。

本章では、特に、「アジア高度人材ネットワー
クのハブを目指した留学生政策の再構築」が、留
学生と地域にもたらす影響および課題について考
察してみたい。
　
第2節　 「最重要項目10」のひとつに挙げられた

「留学生政策」
「アジア・ゲートウェイ構想」では、「アジア

高度人材ネットワークのハブを目指した留学生政
策の再構築」を最重要項目10のうちのひとつとし
て挙げ、具体的には、留学生の「受入シェアの確保」
の数値目標を「世界の 5 ％程度」としている。世
界における留学生人口は、増加傾向にあり、2015
年には500万人と予想されている。その 5 ％程度
の受入れシェアを確保するということは、2015年
には、35万人の留学生を受け入れるということに
なる。

この「アジア高度人材ネットワークのハブを
目指した留学生政策の再構築」の具現化のために、
平成19年 4 月には、経済産業省が「アジア人財資
金構想」という企画提案を行い、同年 6 月には、
経済産業省と文部科学省により「アジア人財資金
構想」が打ち出された。
「アジア人財資金構想」とは、「我が国企業のア

ジアを中心とした海外事業の展開の加速に伴い、
日本と現地の架け橋となる優秀な人材の確保が急
務となってきている」とし、その背景として、「世

界的に高度人材の国際移動が角田する一方、我が
国の受け入れは低レベルであり、アジアから欧米
への頭脳流出や、国際的な知的ネットワークから
の欠落等、国際競争力の低下が懸念」とされ、「我
が国企業に就職意思のある能力・意欲の高いアジ
ア等の留学生に対し、専門教育から就職支援まで
の一連の事業を通じ、産業界で活躍する専門イノ
ベーション人材の育成を促進」するために平成19
年度においては、30億5千万円の予算措置を行う
という構想である。

この ｢アジア人財資金構想｣ により、日本留
学後に日本企業に就職する留学生を年間900名確
保するための事業が実施されることになった。具
体的には、日本国政府による「国費外国人留学生」
として日本留学する留学生のうち100名を留学後
には日本企業に就職できるように支援する教育プ
ログラムとして「高度専門留学生育成事業」を、
また、日本に私費で留学した後に日本企業に就職
する留学生を年間800名確保する教育プログラム
として「高度実践留学生育成事業」を実施するも
のである。

兵庫県の位置する関西圏では、地域の大学が連
携して留学生の日本企業への就職支援を行うコン
ソーシアム形式で「高度実践留学生育成事業」に
取り組むとして、「近畿ブロック・アジア人財育
成事業」が経済産業省と文部科学省の補助金を受
けながら実施されることとなっている。（兵庫県
における主な参加大学は、神戸大学と関西学院大
学である。）

この「近畿ブロック・アジア人財育成事業」の
目指すところは、兵庫県を含む近畿ブロックに留
学した外国人留学生が、勉学を修了したのちに日
本企業に就職できるように、「ビジネス日本語教
育」、「日本ビジネス教育」、「インターンシップ」、

「就職支援」を行うというものである。
この事業とは別に、平成19年 ２ 月28日に構造

改革特別区域推進本部において、大学卒業後も継
続して起業活動を行う有望な留学生に対し、卒業
後も一定期間の在留を認めることについて検討す
ると決定され、法務省は、同年11月に「卒業後も
継続して起業活動を行う留学生の卒業後の継続在
留について」という文章を出し、卒業後に起業活
動を行おうとする留学生の在留を6 ヶ月間認める
方針を打ち出した。

一方、「留学生受入れシェア」を、世界の留学
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生人口の「5％程度」確保するための具体的な政
策として、平成20年7月29日に文部科学省、外務省、
法務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の
6 つの省の連名で「留学生30万人計画」というも
のが打ち出された。

かつて昭和58年（1983年）に中曾根首相の提唱
により「留学生受入れ10万人計画」が打ち出され
た時には、文教政策のひとつとして当時の文部省
が、いわば単独の行政機関からの政策のひとつと
して打ち出したのであったが、それから 4 半世紀
を経て 6 つの行政機関の共通課題として「留学生
受入れ」に関する政策が打ち出されたことは、留
学生の受入れが単なる一省庁の課題ではなく、国
民生活にも大きな影響を及ぼすこととして捉えら
れるようになったと言える。

このように、「アジア・ゲートウェイ構想」に
より、留学生の受入れおよび、卒業後の日本企業
への就職の促進、もしくは留学生自らが日本で起
業することが促進されることとなった。

第3節　 「留学生30万人計画」と「アジア人財資
金構想」の課題

かつて「留学生受入れ10万人計画」が実施さ
れた中で、外国人留学生が ｢学生｣ として日本の
大学で学習や研究を行うにあたり障壁となる大学
のキャンパス内での課題とは別に、外国人留学生
が「外国人」として地域に生活するための最も大
きな課題として、「住居」の絶対的不足や民間宿
舎への入居に際して求められる「保証人」問題が
挙げられていた。

平成15年（2003年）に「留学生受入れ10万人
計画」は、その数値目標を達成したが、依然とし
て外国人留学生のための宿舎の確保に受け入れ大
学の担当者は、苦慮しているというのが、実態で
ある。

住居に関する課題としては、第一に「絶対的
な供給不足」があり、第二に、物件があっても入
居に際して在日の保証人を要求されるという「保
証人問題」がある。これらの課題は、なかなか解
決できない悩ましいものである。

また、地域に「外国人」として生活する外国
人留学生に対し、地域住民が「地域の治安の悪
化」や「文化の違いによるトラブル発生」などを
懸念し、外国人留学生の入居を拒む環境を形成す
るといったことが原因で、住居の確保がより困難

になっているという現実もある。
この状況が改善されないまま、留学生の受入

れ人数を増やし、かつ卒業後も日本企業に就職す
ることを促進するということは、さらに「絶対的
な供給不足」の状況が悪化すると予測されるので
あるが、住居の確保についての具体的な解決策は
出されていない。

第4節 「アジア・ゲートウェイ構想」が地域にも
たらす課題

平成18年末現在の兵庫県の外国人登録者数は
102,188人であり、全国の外国人登録者の4.9％を
占め、対前年0.7％の増加となっている。そのうち、
在留資格「研修」は、30.3％、「就学（主に日本
語学校の外国人学生）」は30.5％の対前年比増加
となっている。

平成18年時点での兵庫県の在留資格「留学」の
学生数は3,721名であり、全国の留学生の3.2％を
占めているので、仮に「留学生30万人計画」が実
現した場合に、同じ比率を占めると仮定すると
9,600人の留学生が兵庫県に暮らし、学ぶことに
なる。

さらに、「アジア人財資金構想」により、卒業
後も日本企業に就職し、学生時代と同じように兵
庫県に元留学生が滞在することになれば、留学生
と元留学生の数は 1 万人を越えることとなるであ
ろう。

この 1 万人に近い人口を占めることになる留
学生と元留学生は、他の県民と同じく「国民健康
保険」に加入し、日本企業に就職すれば納税者と
なる。

世界的な高学歴への志向から、留学生も大学
院レベルでの留学が増えつつある。当然ながら、
大学院レベルの留学生は年齢も高くなり、家族を
伴って日本留学をする者も多い。家族を伴って留
学した場合、留学生の家族も地域住民として兵庫
県に暮らすようになる。留学後、日本企業に就職
する元留学生についても、家族を日本に呼び寄せ
たり、また独身で留学していた者も日本で働く間
に家族を伴うようになることも多くなるであろ
う。
「アジア・ゲートウェイ構想」に推されて「留

学生30万人計画」や「アジア人財資金構想」が実
施されるということは、地域に暮らす「外国人」
としての留学生や元留学生の増加現象が起こると
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いうことでもある。
一見、住民生活とは直接に関係ないように思

われる「留学生30万人計画」や「アジア人財資金
構想」であるが、実は、自治体の「内なる国際化」
に関わる政策なのである。

兵庫県は、留学生を含む県内在住・在学の外
国人および、その家族に対して無料で「日本語講
座」を提供したり、県内各地域におけるボラン
ティア等による「外国人児童・生徒に対する学習
支援・日本語教育の取り組みを支援・促進」する
ため、ボランティア団体等との共催で学習教室を
開催し、その会場費等を負担したりしている。

このような県による支援策は、留学生ならびに
日本企業に就職する元留学生にとって、安心して

「地域に暮らす」ために欠かせないものであり、
今後、益々重要になってくるであろう。

このような県による支援策により留学生や日
本企業に就職する元留学生が、兵庫県に定着する
ことは、兵庫県および県民にとっても有益なもの
となるのであるが、生活者としての彼らと日本人
住民とのコミュニケーションが潤滑に行われるこ
とが、より重要な課題となってくるであろう。

なぜなら、人口比率に占める留学生や元留学
生の増加は、当然ながら、市民（県民）としての
権利の行使と義務の履行における「外国人」比率
の増加に他ならないからである。

一方で、兵庫県においても深刻化する少子高
齢化の状況の中で、留学生や元留学生が住民とし
て定着することは、地域の活性化や多様化を促す
因子ともなりうる。現に筆者の暮らす兵庫県の人
口約 4 万人の自治体では、留学生のホストファミ
リーとして地域住民が地域に暮らしながら異文化
体験や異文化交流の機会を持つように市の国際交
流協会が積極的に取り組んでいる。春と秋に開催
される市主催の「まつり」においても留学生の手
料理の店は、市民に人気のある屋台のひとつであ
り、留学生による出身国の芸能の披露は、「まつり」
の大きな集客イベントとなっている。また、市内
の製造メーカーでは、留学生がアルバイトとして
雇用され、欠かせない労働力になっている。

今後は、単に日本サイドからの少子高齢化の
労働力不足を補うための労働力や、日本の世界に
おけるプレゼンスの向上といった視点からの留学
生受入れの促進や、留学生の日本企業への就職支
援から、さらに留学生にとっても意義のある留学

や、日本企業に就職することで、母国においても
世界においてもキャリア形成にプラスになるよう
な「win win」の視点からのアプローチが実施さ
れることが望まれる。

第8章　 地方自治体における永住外国人の
住民投票について

第1節　住民投票制度の概要
　住民投票とは、住民がその地域で起こった問題
について、行政の政策案などの是非を直接的に投
票などにより決するものである。現行法上では、
①地方自治法第76条 3 項・第80条 3 項・第81条 ２
項に定める直接請求の結果行われる住民投票、②
日本国憲法第95条に定める地方自治特別法に関す
る住民投票、③市町村の合併の特例等に関する法
律第四条に定める合併協議会の設置についての住
民投票、この三つを定めている。さらに、原子力
発電所の設置や産業廃棄物処理施設の設置、公共
事業などにおいて、地方自治体が定める条例に
よって住民投票を実施している例もある。
　さて、住民投票制度を条例化するに当たって
は、二つの方法がある。「個別設置型」と「常設
型」である。個別設置型とは、ある問題について
住民投票が必要であると認める場合に、市民、議
会及び市長の発議を経て、地方自治法の規定に基
づき、その都度、議会の議決を経て、その問題に
限った「住民投票に関する条例」を定め、住民投
票を実施するものである。しかし、この条例が議
会で否決された場合、住民投票が実施されないと
いう欠点がある。これに対して、常設型は、住民
投票の実施をあらかじめ条例で定めておくもので
ある。ただ注意すべき点として、最初から住民投
票ありきではないということである。本来、議員
も市長も市民の直接選挙で選ばれているため、市
民の大多数と議員や市長の意向とが異なることは
ない。しかし、実際に個別の地域の課題となると、
市民の気持ちが伝わらないという事態が生じ、議
会と市長との意向が分かれることがある。このよ
うな場合において、市民の意見を市政に反映させ
るために、市民、議会及び市長が、その発議の要
件を満たしたとき、住民投票を実施することを条
例で定めておくのである。
　1996年 8 月 4 日、新潟県巻町で全国初の条例制
定に基づく住民投票が実施され、その後の10年間
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に全国各地で360件を超える住民投票が行われ、
30の自治体で常設型の住民投票条例を設けている
状況である。

第2節　永住外国人の住民投票権
　条例による住民投票は、日本国憲法や地方自治
法に基づいて実施される住民投票とは異なり、公
職選挙法の適用を受けない。しかし、このとき問
題となるのが、「住民」の概念である。

2006年現在、日本に永住する外国人の数は
八四万人である。この人達は、地方自治法第10条
1 項の「市町村の区域内に住所を有する者は、当
該市町村及びこれを包括する都道府県の住民とす
る」と定める住民に含むのか含まれないのかが問
題である。

我々と同様、永住外国人も、地方自治体の納
税者であり、地方自治体の行政サービスを受けて
いる。そのように考えると、住民の概念には、永
住外国人も含まれると考えることができる。しか
し、これは条例による住民投票の場合であり、地
方自治体における選挙権や条例の制定・改廃請求
などには当てはまらないと考える。その根拠は、
地方自治法第11条から13条にかけて、「日本国民
たる普通公共団体の住民は…」と定めているよう
に、住民は日本国民を指している。そのため、法
律をもって措置を講ずる以外において、外国人の
入り込む余地はないと考える。

さて、前述したように、条例による住民投票に
おいては、公職選挙法の適用を受けないため、投
票対象や投票資格者の範囲を自由に設定すること
が可能である。そのため、投票資格者について永
住外国人に投票権を与えたり、未成年者の一部な
どに投票権を与えたりする例もあり、投票対象に
対して複数の選択肢を設けて実施する自治体もあ
る。

2002年3月31日、滋賀県米原町（現米原市）が
全国で初めて永住外国人に住民投票権を認め、周
辺自治体との合併に関する住民投票が行われた。
2006年末時点において、永住外国人（定住外国人
も含む）に住民投票権を与えているのは、200（市
町村合併により多少変動がある）の自治体であり、
そのうちの22の自治体で、常設型の住民投票条例
を制定している。一方で、2004年 9 月19日に大阪
府守口市と門真市の合併の是非をともなう住民投
票において、在住外国人の投票権を削除して臨む

という出来事があった。これは、以前に「門真の
未来とまちづくりを考える市民の会」が直接請求
した住民投票条例案において、投票資格者を18歳
以上とし、永住外国人も対象としていたが、臨時
市議会において、「有権者に限定すべきだ」とす
る意見が多数を占め、資格者を20歳以上とし、永
住外国人の投票権を削除したのである。当時の守
口・門真両市には、約5千5百人の外国人が居住し
ていた。

第3節　今後の住民投票の在り方と展望
　永住外国人の住民投票権は、滋賀県米原町が初
めて認めた2002以降、住民投票条例を定めた自治
体のほとんどが盛り込んでおり、
さらに、投票年齢を18歳以上、なかには中学生以
上に与えている自治体があるなど、それぞれの自
治体にふさわしい住民投票制度となっていると考
える。また、永住外国人に住民投票権を与えるこ
とによって、日本人と同じ一票を行使できるよう
になり、同じ住民として、当該自治体地域の将来
の在り方を決めることができるのである。
　近年、外国人登録法と取り組む全国キリスト教
連絡協議会が「外国人住民基本法（案）」を発表
した。そこには、在留資格や滞在期間に関係なく、
日本国籍を保持していない者を「外国人住民」と
定義し、広範な基本的人権や、地方自治体の住民
として、参政権や請求権などが行使できる権利に
ついても定めており、画期的である。しかし、現
在の日本では、ようやく永住外国人に対して住民
投票権を認めだしている時期であるため、実現は
難しいが、近い将来において、永住外国人の様々
な問題について実現が可能となるように一歩ずつ
前進していかなければならないと考える。

第9章　外国人の公務員任用について
　東京都職員の在日韓国人 ２ 世で韓国籍の女性
は、1994年度の管理職選考試験で申込書を出した
が、日本国籍がないことを理由に受け取りを拒否
され、1995年度は受験申込書すら配布してもらえ
なかった。そこで、この女性は、東京都に200万
円の賠償などを求めて、訴訟を起こした。
　 1 審判決は、①原告の管理職選考受験資格の確
認を求める訴えを却下し、②原告の慰謝料支払請
求を棄却した。これに対し、2審判決は、①に関
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する原告の控訴を棄却したが、②については、憲
法22条 1 項、14条 1 項に違反する違法な措置であ
るとして、1審判決のうち②の部分を変更して原
告の慰謝料請求を一部認容した。 ２ 審判決に対し
被告だけが被告敗訴部分につき上告した。最高裁
の判決は、① ２ 審判決のうち上告人敗訴部分を破
棄し、②前項の部分につき被上告人の控訴を棄却
し、③控訴費用及び上告費用は被上告人の負担と
した。争点は、①地方公共団体が日本国民である
職員に限って管理職に昇進することができるとす
る措置を執ることと労働基準法 3 条、憲法14条 1
項、②東京都が管理職に昇進するための資格要件
として日本の国籍を有することを定めた措置が労
働基準法3条、憲法14条 1 項に違反しないとされ
た事例であった。判決要旨は、①地方公共団体が、
公権カの行使に当たる行為を行うことなどを職務
とする地方公務員の職とこれに昇進するのに必要
な職務経験を積むために経るべき職とを包含する
一体的な管理職の任用制度を構築した上で、日本
国民である職員に限って管理職に昇進することが
できることとする措置を執ることは、労働基準法
3 条、憲法14条 1 項に違反しない、②東京都が管
理職に昇進すれば公権カの行使に当たる行為を行
うことなどを職務とする地方公務員に就任するこ
とがあることを当然の前提として任用管理を行う
管理職の任用制度を設けていたなど判示の事情の
下では、職員が管理職に昇進するための資格要件
として日本の国籍を有することを定めた東京都の
措置は、労働基準法 3 条、憲法14条 1 項に違反し
ない、である。
　今回の訴訟で問題になった管理職試験は、東京
都独自のシステムになっている。通常の自治体で
は主任試験に合格後、無試験で幹部登用される
が、東京都ではさらに管理職試験を受けて合格し
なければ幹部にはなれない。管理職試験は、①主
任昇進後2 ～ 4年目で受験する管理職選考 A、②
係長就任後3 ～ 12年目で49歳までに受験する管理
職選考 B、③課長補佐昇進後 ２ 年目以降で57歳ま
で受験できる管理職選考 C、の 3 種類がある。原
告は、1994年度に①の受験申込書を出したが拒否
された。1995年度には募集要項に「日本国籍を有
する者」との国籍条項が新設されたため、申込書
すらもらえなかった。
　外国人の地方公務員採用をめぐる各国の状況
は、ニュージーランド、スウェーデン、オランダ、

イギリス、カナダ、オーストラリアは外国住民の
任用を広く認めていて、アメリカ、ドイツ、フラ
ンス、日本は限定的にしか認めていない。
　管理職が公権力の行使に当たる行為を行うこと
になるのであれば、日本国籍のある職員に限って
管理職に昇進することができるとする措置を執る
ことは、妥当であると思う。

第10章　 在日外国人に対する生活保護法適
用上の問題と姫路市における行政
上の運用

自治体における「内なる国際化」について考
える際にその一つの重要な視点として、在日外国
人に対する生活保護法の適用上の問題とその行政
上の取扱いを挙げることができる。

生活保護法に基づく請求権は、人の生命や健
康に直接結びつくような性質を有する権利に関す
るものばかりであるため、在日外国人に対する適
用の可否は非常に重要な意義を有している。

本章では、在日外国人に対して生活保護法を
適用する上で問題となることは何かを中心に行政
運営上の指針とその問題を検討し、姫路市におけ
る在日外国人に対する生活保護行政の運営状況に
ついて整理していくことによって自治体の「内な
る国際化」としてのあるべき制度の姿について検
討する。

第1節　 在日外国人に対する生活保護適用上の問
題の整理

（1）生活保護制度とは何か
生活保護制度とは、社会福祉の分野において

国民の生存権（憲法25条 1 項）を保障するための
制度である。

日本国憲法は「すべての国民に対して健康で文
化的な最低限度の生活を営む権利」を保障してい
るが、通説的理解に拠れば、生存権は抽象的権利
= 生存権を具体化する立法が制定されて初めて具
体的権利として保障され、その侵害に対しては裁
判規範性を有する権利となるものであると解され
ている。

その中にあって生活保護法はまさに生存権（憲
法25条 1 項）の内容を具体化する法律なのであり、
国民の生存権の実現とりわけ「健康で文化的な最
低限度の生活」の実現に資する一法律として非常
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に重要な位置を占めている。（芦辺信喜著、高橋
和之補訂『憲法（第三版）』岩波書店（2004年）
244頁－245頁参照）

ここで、何を持って「健康で文化的な最低限
度の生活」と定義するかという議論もあるが、こ
の点は、健康で文化的な生活の内容が当時の文化
の発展の程度や社会・経済の状況によって変化し
ていくものであるため画一的な基準によって判断
するのになじまない性質の概念であり、当時の文
化の発展の程度および社会・経済状況等を総合的
に考慮して判断すべきものであるとされている。

（2） 在日外国人に対する生活保護法の適用が何
故問題となるか

在日外国人に対する生活保護法の適用が何故
問題となるかといえば、憲法および生活保護法に
その適用対象者として「国民」の文言が含まれて
いるからである。

ここで形式的にその文言のみに従えば、生活
保護法の適用対象者は日本国籍を有する者のみと
いうことになる。

また、この点、国民の生存権はその者が属す
る国家が原則として責任を負うべきであるとの考
えから原則所属国負担とすべきという立場も存在
している。

以上のような理由から在日外国人に対する生
活保護法の適用が問題となるのである。

（3） 在日外国人に対する生活保護法の適用が問
題となった裁判例

続いて、過去の司法の場における在留外国人
の方に対する生活保護法の適用に関し問題となっ
たゴドウィン裁判に付いての事例を紹介し検討を
加えていく。

ゴドウィン裁判（第一審平成 7 年 6 月19日神
戸地裁判決、第二審平成 8 年 7 月21日大阪高裁判
決、最高裁平成 9 年 6 月13日判決参照）は、くも
膜下出血によって緊急入院したスリランカ人就学
生のゴドウィン氏に対し上述一、（2）と同様の理
由から医療扶助請求権における緊急医療請求権の
適用を否定した裁判例である。（西村健一郎著『社
会保障法』有斐閣（2005）四九六－四九七頁参照）

同判決の理由は、①基本的人権の在留外国人に
対する保障は権利の性質上可能な限り及ぶが、25
条は国民に具体的権利を賦与しておらず、その内

容は生活保護法により与えられるが、同法は適用
対象者を「国民」と限定して規定しているという
こと、および、②社会権規約および自由権規約の
趣旨に鑑み法律によって何らかの措置を講ずるこ
とが望ましいとしながらも現行法は外国人に対し
て権利保障をしていないということであった。

しかし、長年に渡り日本国民と同様に日本国
内において生活をしてこられた在日外国人やその
他の理由で適法に在留資格をとり入国されておら
れる在留外国人の方に対して一律に生活保護法に
よる保護を適用しないとする当時の行政庁および
司法の態度は国際的人権保障上の観点から問題が
あったということが出来るであろう。

以下では、これらの点に関し、各自治体にお
ける現在の在日外国人に対する生活保護行政がど
のような基準に従って運用されているかについて
整理し検討を加えていく。

第2節　 在日外国人に対する生活保護の措置につ
いての通知

現在我が国においては、在日外国人に対する
生活保護の適用に関して、昭和29年 5 月 8 日厚生
省（当時）社会局長通知である「生活に困窮する
外国人に対する生活保護の措置について」に従っ
て運用されている。

（西村健一郎『社会保障法』有斐閣（2005年）、
495頁参照）

すなわち、本通知が各自治体における行政運
営の指針となっているのである。

（1） 憲法および生活保護法における「国民」の
文言との関係について

在日外国人に対する生活保護の措置について
の通知においては一、（2）で見た生活保護法第1
条に生活保護の適用対象者を「国民」と規定して
あることとの関係について、「生活保護法第1条に
より外国人は法の適用対象とならないのである
が、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては
一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱い
に準じ必要な保護を行うこと」とされている。

すなわち、在日外国人に対し保護を実施する
場合は日本国民の場合とは異なる生活保護法の準
用として保護が与えられているのである。

この点、生活保護法の準用による保護は同法
が適用される国民の場合といかなる違いがあるの
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かという論点も存在するが、同通知の運用指針に
拠れば、「外国人に対する保護は法律上の権利と
して保障したものでなく単に一方的な行政措置と
して行っているに過ぎないものであるため権利と
して同法による保護の措置を請求することは出来
ない」と解されている。加えて在日外国人の場合、
日本国民の場合と異なり、生活保護受給権が権利
として与えられているわけではないため保護を受
ける権利が侵害された場合に行政不服申立の制度
を利用することも出来ないとされている。

また、保護を求めようとする外国人は外国人
登録法により登録した当該生活困窮者の居住地を
管轄する保護の実施機関に対し、その者の国籍を
明記した保護の申請書を提出しなければならない
とされており、実施機関の照合を経た上で外国人
が要保護状態にあるか否かの判断が行われ要保護
と認定された場合に保護が実施されるということ
になる。

（1）通知の運用指針との関係について
在日外国人に対する生活保護の措置について

の通知の運用指針に拠れば、在日外国人に生活保
護法による保護を実施する場合、保護の申請をし
ようとする在日外国人は有効な外国人登録証明書
の提示が必要になる。

この点は、在日外国人の場合、保護決定の前提
となる生活保護の実施機関による調査において、
その生活実態・家族構成および稼働状況・収入状
況等について適格な把握が困難であるためとされ
る。

しかし、「保護の実施機関による申請に基づく
調査に際し申請者が実施機関の必要とする協力を
行わない場合や有効な外国人登録証明書を提示せ
ず実施機関が申請外国人の生活実態を把握できな
い場合には申請者が急迫な状態にあって放置する
ことが出来ない場合」でない限り保護は実施され
ないという点にも注意が必要であろう。

（2）「補足性の原理」との関係について
ところで生活保護制度は補足的に行われるに

すぎないものであるため（生活保護法第 4 条）、
保護の実施を申請しようとする者は処分可能な財
産および能力等を活用し、親族等による扶養を受
けることが出来る場合には扶養を受けた上でなけ
れば生活保護の申請をすることが出来ない（補足

性の原理）。
この補足性の原理は、在日外国人に対する生

活保護の措置についての通知に「準用」とあるよ
うに在日外国人の場合にも日本国民と同様の取り
扱いがなされている。

さらに、生活保護制度は補足的に行われるに
すぎないものであるから、国民健康保険や労災保
険との関係でもその適用については補足的な制度
として位置づけられることになる。

つまり、在日外国人の内でも国民健康保険の
被保険者である場合や職場において労働者災害補
償保険に加入している場合には、まず、これらの
制度に基づく保険給付が支給され、それでもなお
当該保険加入者が最低限度の生活を維持すること
が困難な場合に生活保護制度に基づく給付が支給
されることになるのである。

（4）厚生省（当時）平成2年口頭指示について
在日外国人に対する生活保護の措置について

の通知との関係でもう一点確認しておく必要があ
るのは、厚生省（当時）から平成 ２ 年に示された
在日外国人に対する生活保護の措置についての通
知の運用に関する口頭指示である。

それに拠れば、在日外国人の内でも保護の適
用対象となるのは「適法に日本に滞在し活動に制
限を受けない永住者、定住者、永住者の配偶者等、
日本人の配偶者等、在日韓国人、在日朝鮮人、在
日台湾人、出入国管理及び難民認定法の認定難民
に限る」（平成 ２ 年10月25日厚生省全国生活保護
指導職員ブロック会議における口頭指示）とされ
ている。

すなわち、ここにあげられていない在日在留外
国人の方が法による保護対象から外されてしまっ
たのである。確かに、財源的制約ということがあっ
たのかもしれないが、国際人権保障上の観点から、
この点は自治体における「内なる国際化」を考え
る上で重要な点であろう。

第3節　 姫路市における在日外国人に対する生活
保護行政について

次に、現在の自治体における在日外国人に対
する生活保護行政について理解するために姫路市
における状況や取り組みを紹介する。

姫路市においては平成 ,19年3月31日現在で市内
に11,162人の在日（在留）外国人の方がおられ、
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その中で215世帯316人の方が生活保護法による保
護を受けておられる（平成20年 7 月 1 日現在）。

生活保護による支援等を受けておられる方は
国別では、韓国・北朝鮮籍が171世帯208人、中国
籍が ２ 世帯 5 人、フィリピン籍が ２ 世帯 5 人、ベ
トナム籍が40世帯98人となっている（平成20年 7
月 1 日現在）。

そして、在日外国人に対し生活保護を実施す
るにあたっては姫路市においても二、で見た国の
通知に基づいて行政運営がなされている。特にこ
の点は生活保護の実施主体が国家である為、全国
一律的な行政運営が為されていることにも起因す
る。生活保護の場合、財源的な問題から国の関わ
る役割が大きいため制度の実施基準に関しても国
の決定した基準が準則となるのである。

またこの為、在日外国人の生活保護を受ける
権利が侵害された場合における行政不服申立の取
り扱いについても国の通知に従って運用されてい
るため出来ないとされている。

ところで、在日外国人に対する保護を実施す
るに当たりその生活実態の把握が困難であるとい
うことは二、（2）で見た通りであるが、保護の実
施のためにはその前提となる生活実態の調査が必
要となる。その場合、意思の疎通が出来ることが
非常に重要である。

この点、姫路市においてはベトナム籍の在日外
国人に対して毎週火曜日に通訳の方に来て頂き、
場所を設け、生活保護に関する申請外国人の方の
生活実態の調査への立ち会いや日常生活全般に渡
る相談業務も行うという対応をしている。

また、姫路において在日のベトナム籍の方が
多いのは、1979年のインドシナ難民受け入れに際
し国内の定住促進センターが姫路に初めてでき日
本語教育をはじめ健康管理や就職あっせんなど支
援を行っていたという歴史的経緯によるものであ
る。

つまり、姫路市は現在もかかる歴史的経緯を
踏まえベトナム籍の在日外国人に対する相談業務
を含め生活全般に渡る支援を続けて行っているの
である。

第4節　 求められるべき生活保護制度の構築に向
けて

以上のように自治体における「内なる国際化」
としての在日外国人に対する生活保護法適用に関

する行政および司法上の問題を検討してきたが、
在日外国人の場合に生活保護の権利性が否定され
ているということは国際人権保障上の観点からは
問題である。

確かに、在日外国人の場合、国籍国は日本で
はないため国民の生存権は原則としてその者が属
する国家が負うべきであるとする立場からすれば
国民主権（憲法第 1 条）を原則とする憲法の生存
権（憲法第25条 1 項）を具体化した生活保護法は、
日本国民のみに対して適用されるべきという理解
も憲法解釈として重要な意義を持つが、自治体に
おける「内なる国際化」について考える場合には
生活保護のかかる理解は問題となろう。

在日外国人の場合、権利として生活保護を受
給できる訳ではなく、受給権が侵害されたとして
も回復すべき権利が存在しないために行政不服申
立の制度を利用することも出来ないという現状が
あることは考慮を要する点である。

とりわけ在日外国人の場合「生活の本拠」が
日本国内にあるので生活保護に関してだけ生活実
態のない所属国に求めるとするのは妥当性を失す
る。

また、この点、1948年国連において採択され
た世界人権宣言や我が国も批准する国際人権規約
との関係も重要である。

世界人権宣言によれば、社会保障についての
権利を規定し（第22条）国内的努力および国際的
協力によってすべての者は経済的、社会的及び文
化的権利の実現を求める権利を有することが明記
されている。

さらに、法的拘束力を有すると解されている経
済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約に
おいても社会保障についての全ての者の権利が認
められている（第 9 条）。特に、経済的、社会的
及び文化的権利に関する国際規約については法的
拘束力を有するのであるから、自治体における「内
なる国際化」として在日外国人に対する生活保護
法の適用上の問題に関しても大いに行政運営上の
指針とし、国籍要件だけに固執しない自治体にお
けるより積極的な行政運営および生活保護法の解
釈上の指針として参酌されるべきであろう。

そして、姫路市の事例で見られたように、生活
保護についてだけでなく在日外国人の生活全般に
渡る問題に対し自治体と関係当事者とが歩み寄っ
て問題解決に向け支え合っていく仕組みこそ我が
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国における在日外国人に対する真の生活保護行政
として求められるべき姿ではないだろうか。

第11章　 対外国人医療対策からみる自治体
の「内なる国際化」

　最近日本では国際結婚の割合が増えてきてい
る。その中では親の一方が外国人である割合が多
く、特に妻が外国人である事が多く、中国人やフィ
リピン人が多くを占めている。しかしいざ出産時
となると医師との言語が通じず出産し辛い状況に
置かれるという問題が起きており、それ以外にも
この問題には外国人が病気や怪我になった場合に
も同じような状況が見られている。そのため、言
語が通じないと正しい治療方法が全く分からず、
最悪の場合になると医療過誤が引き起こされ、死
に至らしめかねない状況が生じてしまうのであ
る。また、それ以外にも外国人医療における大き
な問題点として医療費未払い額の損失補てんをど
の様にして行っていくべきであるかという問題も
浮き彫りになってきている。

これらの外国人に対する医療問題をどの様に
して対処していくべきであるかを中心にどの様な

「内なる国際化」を行なっているかを京都市、姫
路市、神戸市、兵庫県を対比することによって説
明していきたいと思っている。

第1節　 医療通訳制度を開始するにあたっての調
査

　まずは京都市と神戸市が市内に在住する外国人
に対する調査から病院で困っていることに関する
調査を比較してみたいと思う。京都市が昨年行
なった外国人意識・実態調査内においてニュー・
カマーのみに調査した「病院に行く時に困ったこ
と」で「特にない」を除くと「どこの病院に行け
ばいいのか分からない」の24.7％、「待ち時間が
長過ぎる J の30.3％に次いで「病院で言葉が通じ
ない」は23.3％と3番目に多く、神戸市が2003年
に行なった「外国人市民　生活・意識実態調査」
の「医療のことで特に困っていること」の項自で
も「日本語以外での言語で診療が受けられる医療
機関についての情報が少ない」の23.9％に次いで

「病院など医療機関の窓口や、医師・看護師と言
葉の問題から意思疎通が図り難い（治療方法や薬
についての説明が不十分）」は21.8％と ２ 番目に

多く、両都市とも病院で言語が通じず、困ってい
る外国人が多くいることが分かった。この事を重
く捉え、外国人に対してより良い医療を
提供し、不満を解消させる為に自治体レベルでの
医療通訳制度が実施される事になっていった。
　この医療通訳制度を開始するにあたり、京都市
は医師、看護師を対象に外国人医療に関する調査
を実施した。そして以下の結果が見られた。「言
葉が通じない外国人との対応」については「対応
に苦慮した」と答えた人が56％であり、約半数が
対応に苦慮していることが分かった。また、「対
応に苦慮した」と答えた人に「対応に苦慮した場
面」と「一番苦慮した言分かった。また、「対応
に苦慮した」と答えた人に「対応に苦慮した場面」
と「一番苦慮した言語」について質間したところ、

「対応に苦慮した場面」では「診療時における説明」
が26％と一番多く、医師は病気の説明時に、看護
師は検査の説明時との回答が－番多く、「一番苦
慮した言語」は中国語であり、中国語に次いでは
英語・タガログ語となっていた。また、「言語が
通じない外国人との対応」については「簡易な言
語・筆談を使用している」と答えた人は33％で、「対
応していない」と回答した人は10％であった。そ
の「対応していない」と回答した人に対し、回答
した理由を聞いたところ、「今後、通訳制度が必
要であれば対応する」と74％が回答し、「対応で
きない」は17％、「対応する機会がない」は9％の
人が回答していた。病院独自の取組でも「何もし
ていない」病院が57％と多く、多言語医療に対す
る意識があまり見られない結果となった。そして
外国人に対する医療を今後どう行なっていくかに
ついては医療通訳制度に望む形としては「通訳が
派遭され、患者に同行させる制度を充実化してほ
しい」が68％と｝番高く、「医療通訳制度以外に
どの様な取組をするべきか」では多言語補助資料
を充実させてはしい」が42％で一番多かったのだ
が、「今のままでよい」とする回答も13％あった。

第2節　医療通訳制度の特徴と問題点
　そして2003年9月から医仁会武田総合病院を中
心に医療通訳システムモデル事業が開始され、現
在は京都桂病院、厚生会武田病院、京都市立病院
の4つの病院で対応言語を中国語と英語にして行
なわれでいる。この医療通訳制度は姫路市や神戸
市等兵庫県の37市町でも行なわれている。また、
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この制度は診療所でも行なわれており、対応言語
としてはベトナム語、ラオス語、タガログ（フイ
リピノ）語等が使用されている病院や診療所があ
り、京都市立病院では2007年よりパソコンによる
通訳も始められた。
　この制度は司法通訳とは以下の点で異なってい
ることが奉げられる。まず 1 つ目としてこの制度
は形式上ではなく、情報内容の正確性が中心であ
り、専門用語を一般的な用語に言い換えることが
可能であるということ、であり、 ２ つ目としては
通訳の関わり方が同じ状況下には置かれておら
ず、待ち合わせ時や手経きが終了するまで通訳者
が外国人患者といることが可能であるということ
である。この制度を行なう際に通訳者は効率良く
医療行為がする調査を実施した。そして以下の結
果が見られた。「言葉が通じない外国人との対応」
については「対応に苦慮した」と答えた人が56％
であり、約半数が対応に苦慮していることが分
かった。また、「対応に苦慮した」と答えた人に「対
応に苦慮した場面」と「一番苦慮した言語等の義
務が求められている。しかし一番肝心なことは医
療行為における専門用語、看護時における患者の
文化的背景と価値観を最低限習得しなければなら
ないということである。しかし、その医療通訳者
は未だに少ない状況なのである。そこで医療通訳
制度を行っている自治体は医療通訳ボランティア
研修会や養成講座を行なうことにより、人材を確
保しようとしている。兵庫県では平成18年 ２ 月毎
日、26日の二回に亘って医療通訳ボランティア研
修会を行っており、NGO「医療通訳研究会」で
も良資の通訳が社会でできるように医療通訳者の
基礎研修、医療通訳ユーザーの為の研修、医療通
訳の啓発、看護職者を対象とした看護講座等を
行っており、同じく NGO である「神戸外国人救
済ネット」は外国人医療に関する講座で医療通訳
について提言している。京都市では2006年に全 5
回の医療通訳講座、全 4 回の医療通訳コーディ
ネーター講座、通訳スタッフ考査によって医療通
訳スタッフの養成を行っている。
　しかし、この制度は守秘義務の観点からボラン
ティアが行なうには問題がある、患者の文化に対
する認識の際に医療における考え方や判断がし難
い状況下に置かれる、プレ・セッションに時間が
かかる事により患者の待合時間が長くかかる等の
問題点が見られており、中でも外国人医療最大の

問題点は言語に関する問題ではなく、医療費未払
い問題にあるの
ではないかという指摘がなされている。この医療
費未払い閲歴とはどのような問題なので
あろうか。

第3節　医療費未払い問題
　この外国人患者による医療費未払い問題とは外
国人が帰国したり、不法滞在等が原因で医療費が
払うことができないために病院が受け入れること
ができず、治療することができないといった問題
である。京都府での外国人による医療費の未払い
額の合計は平成12年度では無保険者・被保険者合
わせて9,595,892円であった。その一例として1991
年のフィリピン人、プレンダ・ガルシアさんの例
を挙げたいと思う。ガルシアさんはこの年、くも
膜下出血で倒れ、病院に搬送されたものの、国民
健康保険に加盟していなかったが為に公立病院か
ら受け入れを拒否されてしまった。そこでプレン
ダさんを救済するべくプレンダ会が設立され、高
額な医療費を民間からの募金で集めることによっ
てプレンダさんを支援し、帰国後も高額の医療費
を支払うことのできない外国人に対する資金援助
を行いながら京都市に対して東京・神奈川・埼玉・
兵庫の4都県で行なわれている外国人未払い医療
医費失補填制度を京都市でも行うように申し入れ
し、医療補償問題に関するシンポジウムを開催し
ていった。
　兵庫県で行なわれている救急医療費損失補助事
業は国立を除いた医療機関とその医療機関から出
た処方箋に基づいて調剤を行なった薬局を対象と
しており、外国人の診察終了日から 1 年が経つま
でに回収の相当な努力をしたにも拘らず、回収が
できそうにない場合のみに損失の補填を行なうと
いうものである。

第4節　これからの課題と展望
　この様に外国人医療に関しては医療費未払い問
題を含めて医療通訳制度のボランティアやスタッ
フが前述したように未だに足りない状況が続いて
おり、そのため、難しい通訳ができないボラン
ティアの通訳者が通訳を断る事例が増加してきて
いる。それ以外にも、医療通訳を行なっていない
自治体から ２ 言語しか話せない通訳者がやってく
ることがあり、その他にも外国人が積極的に日本
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語を学べることのできる制度を設置する必要があ
る。憲法25条に規定されている生存権を平等に反
映させる為に医療制度を早急に見直すべきである
等の課題が多く残っているのだが、一番の課應は
この制度が医療通訳はボランティアとして扱われ
ていることや、専門家としての革識度が低いこと
によってアメリカやオーストラリアの様に公共レ
ベルで行なわれていない事である。国際的にも重
要性が徐々に増してきているこの制度を新医師臨
床研修制度によって地方病院が閉鎖されていく等
の医療崩壊の時代にどう改善し、より良い外国人
医療を行なっていくかを注目していくべきである
と私は思っている。

第12章　 朝鮮総聠に対する固定資産税課税
問題について

2002年、小泉純一郎首相と朝鮮民主主義人民
共和国の金正日国防委員長との間に、両国間の関
係の道筋となる、「日朝ピョンヤン宣言」が締結
された。しかし、同時に、金正日国防委員長が日
本人の拉致を認めたことがきっかけとなり、日本
の世論は一気に「反朝鮮民主主義人民共和国」に
傾いていった。その中でも、朝鮮民主主義人民共
和国と密接な関連を持つ朝鮮総聠に対する反感も
日本国内に広がりを見せた。そうしたムードの中、
2003年 5 月に熊本市民が、これまで固定資産税を
免除されていることを不当であるとして、熊本市
を相手どって裁判を起こした。固定資産税は、ど
のように課税するかを、比較的、自治体の判断に
よって決められる性質を持っているので、本稿で
はこのテーマを取り上げることにした。

まず、熊本裁判の判決について紹介しておき
たい。

第一審の熊本地方裁判所は、2005年 1 月に朝
鮮総連に対する固定資産税の免除は合法的である
との判決を下した。しかし、その後の福岡高裁な
らびに最高裁は、2007年11月にこれを覆し、朝鮮
総連に対する固定資産税の免除は合法とはいえな
いとの判決を下した。

ここで私見を述べるものであるが、朝鮮総聠
は、日本と朝鮮民主主義人民共和国との国交がな
い中で、両国間の橋渡しをする領事館的な業務を
している。現に熊本裁判の中でも、在日朝鮮人の
一時帰国に関する事務手続きをしたり、在日朝鮮

人に対して、パスポートの発行をしたりしている
と主張している。この点に関してであるが、日本
は朝鮮民主主義人民共和国を国家承認していな
い。領事関係に関するウィーン条約が、未承認国
にも及ぶのかという問題があるが、この点につい
てはさらに研究が必要な分野といえるであろう。
私見では、朝鮮民主主義人民共和国は、領土、国民、
主権を行使するという国際法上の国家の要素を全
て兼ね備えた、正当な国家であるといえる。こう
した、国の事実上の領事業務を行う朝鮮総連は、
十分固定資産税減免の対象とすべきだと考える。

また、最も大きな争点になっているのは、朝鮮
総聠が公民館的役割を果たしているかどうかとい
う点である。この点に関して原告は、朝鮮会館が
在日朝鮮人を主たる利用者としていることに関し
て、公民館とはいえないと主張している。しかし、
被告側は、公民館類似施設として減免すべきだと
主張していた。理由として、公民館類似施設とし
て、児童館や老人福祉センターなど、特定の地域
住民を対象とした施設も認められていることを挙
げる。この点に関しても、私見を述べると、在日
朝鮮人も当然に地域住民であり、やはり、朝鮮会
館は公民館類似施設といえるであろう。

さて、この判決はどういう影響をもたらしたで
あろうか。別表のように、多くの自治体が朝鮮会
館に対する固定資産税の減免を取りやめたり、縮
小したりしている。

姫路市を一例として挙げると、2006年までは
全額減免、2007年は一部減免、2008年から全額課
税としている。理由として、やはり熊本裁判の判
決を踏まえての課税だとしている。こうした点か
ら見ても、熊本裁判については、今後もさらに研
究が必要であると考える。

おわりに～今後の課題～
以上のように、本稿においては自治体におけ

る「内なる国際化」に関する研究を様々な見地か
ら考察した。中には、「内なる国際化」に関して
積極的に取り組みが行われ、他の自治体の参考と
なるべき先進的な自治体が存在していることも明
らかとなった。しかしながら、同時に、地方自治
を反映した各自治体の様々な取り組みは、課題も
少なくないと指摘しなければならない。以下では、
本研究から抽出された課題を列挙する。
① 人権保障については、条約等で設定されている
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国際基準よりも高い規準を設けている地域の法
や政策を考慮に入れるべきである。この点、日
本における各自治体が参考とすべきは、人権保
障および地方自治の先進国であるとされる EU
である。EU の事例調査を自治体レベルで行い、
地方自治体レベルにおける「内なる国際化」に
反映していく必要性があろう。とりわけ、先進
的な取り組み（good practice）が行われてい
る自治体の手法については国内外を問わず、積
極的に情報交換が行われることを期待したい。

② 1993年 6 月の世界人権宣言45周年を記念して開
催された世界人権会議で採択されたウィーン宣
言第 5 項〔すべての人権の相互依存性及び普遍
性〕では、以下のように規定している。「すべ
ての人権は普遍的であり、不可分かつ相互依存
的であって、相互に関連している。国際社会は、
公平かつ平等な方法で、同じ基礎に基づき、同
一の強調をもって、人権を全地球的に扱わなけ
ればならない。国家的及び地域的独自性の意義、
並びに多様な歴史的、文化的及び宗教的背景を
考慮に入れなければならないが、すべての人権
及び基本的自由を助長し保護することは、政治
的、経済的及び文化的な体制のいかんを問わず、
国家の義務である」。この点に留意した「内な
る国際化」に関する法と政策が創造および展開
されるべきであろう。

③ 国際人権保障における自治体の役割を高めてい
く必要性がある。様々な国際法規範は、法的拘
束力を伴うものであれ、そうでないものにして
も国家を宛名人にしたものが大半である。しか
し、市民社会の世紀と言われる今日の国際社会
において、自治体は国家に課された条約上の義
務やそれに基づく法と政策を受身で待っていて
はならない。国家レベルでの法と政策との調整
を視野に入れつつ、各自治体の個別事情に応じ
た人権保障の枠組み作りや人権教育（ウィーン
宣言第33項）、そして「人間の安全保障」概念
に基づく条例づくりが推進されるべきである。

④ 各自治体の「内なる国際化」を支援する他の市
民社会の主体、すなわち NGO や企業による協
力が不可欠である。NGO がその機動力と情報
力を活かして自治体の内なる国際化に大きな貢
献を既に行ってきており、今後も自治体の良き
パートナーとしてその意義は失われないであろ
う。また、企業についても「企業の社会的責任

（CSR：Corporate Social Responsibility）」 が
謡われ、社会貢献活動への注目が集まっている
中、自治体との協働体制を構築することも一案
である。

⑤ 「外なる国際化」と「内なる国際化」の総合化
である。既に研究成果として完成した「外なる
国際化」と本稿における「内なる国際化」との

「すりあわせ」が必要である。両概念の相互関
係は必ずしも明確なものではないが、本稿を土
台とした更なる研究成果の積み重ねが必要であ
ろう。各章における政策提言の部分は、必ずし
もすべての自治体にとって有益な提言とはなら
ないかもしれないが、自治体のあるべき方向性
を示唆しているものと考える。
それぞれの各論において示した種々の論点の

他にも様々な問題は存在している。これらは、一
般的な解決の枠組みによってではなく、各自治体
の事情に応じて、そして論点ごとの個別具体的な
形でそれぞれ解決に向けた取り組みが行われなけ
ればならない。
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