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ご挨拶

中国と日本は一衣帯水の隣邦であり、お互いに共通して継承して

いる伝統文化も多くあります。近年、中国、日本両国とも高齢者人

口が急速に増加し、中日両国の社会経済及び福祉介護、医療ケアな

ども問題が出てきております。これらの現状を積極的に解決するた

め、お互いに福祉産業の提携、サービス教育、経験の交流などが深

まっています。当協会は両国の福祉施設と良好な提携関係を持ち、

架け橋の役割を発揮しています。福祉ケア教育、福祉介護サービス

の推進、日本の介護システムの中国への導入、福祉介護人材の育成

など国際交流を強化しています。そしてフォーラムの開催や、日本

の施設の見学・教育などの活動を通じて、微力ながら両国の福祉産

業の交流と発展を促進し、より多くの高齢者が幸福な生活を送れる

ように努力しております。

私たち協会は 2014 年に任意団体として発足し、2018 年に正式に

一般社団法人 中日福祉文化協会を設立しました。中日両国の福祉、

文化交流、人材の交流をメインに、協力、共栄、発展の趣旨のもと、

中日の各業界の方々、企業、団体と手を繋いで、介護知識、ノウハ

ウ等理解の促進と友好の増進に努め、中日福祉文化の架け橋を作っ

ていく所存です。

（一般社団法人）中日福祉文化協会

代表理事
ゆう

尤
へい

平
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発刊にあたって

岐阜県外国人高齢者調査（2021 年度）の概要

2020 年からのコロナ感染流行により、入国する外国人の数が鈍
化しているものの、地域社会に暮らす外国人、外国ルーツの住民が
年々増加していることを感じ取れるようになっています。
単なる労働力ではなく、共に生きる地域住民として、多文化共生

社会を作り上げていくことが急務と言えます。
そんな中、岐阜県内に在住する外国人のうち、特に定住者は高齢

化が徐々に進んでいることが予想されます。高齢化に伴い、介護保
険サービスを利用する人びとも徐々にではありますが目立つよう
になっています。ところが外国人高齢者が、いざ介護保険サービス
を使う際には、言語の問題、習慣の違い、制度理解の難しさなどに
直面することが他地域での実践・研究では指摘されています。
そこで当協会としては、まず岐阜県内における外国人高齢者を取

り巻く現状を知る必要があると考え、2021 年度、（公益財団法人）
岐阜県国際交流センターの助成金事業として、「岐阜県外国人高齢
者の実態調査」を実施しました。
岐阜県内からいくつかの地域をピックアップし、介護サービス事

業所の種類を 3 種類（地域包括支援センター、老人保健施設、デイ
サービス）選択し、アンケート調査を行いましたので、ここにその
報告をします。
本調査はパイロット的な小さな規模ではありますが、介護サービ

ス事業所において、どれぐらいの外国人高齢者が利用をしているか、
現状を把握する第一歩と考えています。
また、外国人高齢者が介護保険サービスを実際に利用するにあた

って生じる困難を解決するためには、各エスニックコミュニティの
横のつながり、連携を構築する必要があります。
当協会は中国人と日本人が構成メンバーですが、本事業には中国、

日本以外の多くの外国人住民の協力を得ました。ここにお礼を申し
上げます。
本調査がきっかけとなり、地域に生きる隣人として、外国人高齢

者を取りまく状況の理解が進み、共に安心して暮らし、老いていけ
る社会になることを心から希望しています。

一般社団法人 中日福祉文化協会
2022 年 2月 28 日

この事業は、
公益財団法人 岐阜県国際交流センターの助成金を受けて実施し
ました。
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岐阜県内の外国人高齢者実態調査

1.岐阜県の現状
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岐阜県に住む外国人数は 1980 年代が 1万人台だったが、2020 年 12 月末、

59,377人となっている。在留外国人の多さは都道府県別で13位となっている。

岐阜県民 1,977,021 人に対して、2.92%となっている。これは人口比率でいう

と第 5 位前後であり、外国人が比較的多く居住している県と言える。

近年ベトナム、インドネシアやネパールの外国人留学生や技能実習生が増え

ている。この間、コロナ禍の影響で外国との行き来が減っているため、2019

年 12 月末の 60,206 人に対し、2020 年は新規の外国人が少し減少している。

国籍別の状況を見ると、これまでも多かったフィリピン人、ブラジル人、

中国人に加えベトナム人を合わせると全体の約 8割を占めている。また、ア

ジア圏を中心に、国籍の多様化が進んでいる。



6

岐阜県に在住しているフィリピン人は 13281 人。在日フィリピン人の歴史は古く、

既に在住者の大半が永住者や定住者となっており、日本社会に溶け込んで日本国籍を

取得している人も少なくない。男女比は 3：7で、女性が圧倒的に多い。可児市、美

濃加茂市と岐阜市に集中して在住している。

岐阜県に在住しているブラジル人は 12088 人。1989 年全日本に在住ブラジル人は

15000 以下だったが、1991 年には約 8倍の 11万 9333 人に急増している。1990 年に施

行された改正出入国管理及び難民認定法入管法が日系ブラジル人人口の増加の主要

因である。岐阜県の場合、製造業が集積する地域の可児、美濃加茂市や大垣市に集中

して居住し工場で就労している人が多いと見込まれる。「デカセギ」の動きが始まっ

て 30年が経ち、生活拠点が日本になって、このまま定住しようと考える人が少なく

ない。彼らの高齢化に伴い、介護などの必要性が高まっている。
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岐阜県に在住している中国人は 11194 人。1990 年代から留学や技能研修のビザで来

日する人が多かった。職種は技術・人文知識・国際業務や調理師から経営者や大学教

授まで幅広い。近年、中国経済が高度成長につれて、来日人数が減っていることもあ

り紡績や製造業関係の仕事に従事する技能実習生は横ばい状態になっている。岐阜市

や大垣市の周辺に比較的集中している。

岐阜県に在住しているベトナム人は 10338 人。2012 年以降技能実習制度により激

増している。リーマンショック後に帰国したブラジル人や中国人に入れ替わる形で

主に製造業や農林水産業に従事している。20代～30代前半と若い年齢層が多いのが

最大の特徴である。岐阜市と関市などに比較的多く在住している。
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全体的に見ると、永住権と言われている【永住者】の在留資格を持つ外国人が

増え続けている。近年は【技能実習など（特定活動を含む）】も増加する方向

である。

岐阜県の外国人全体の年齢別人口グラフから見ると、20 代から 30 代の働き

盛り世代が山となっている。0歳から 19 歳の若い世代や 65 歳以上の高齢者も

一定数がおり、あらゆる世代が岐阜県に定着して暮らしている。65歳以上の

高齢者数は 2500 人を超えている。さらに、5 年後に 4000 人以上という見込み

になる。

長年、日本に居住している外国人高齢者は帰国という選択肢はほとんどない

と見られる。今後、高齢化の進展に伴い介護が大きな課題になりうる。
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2. 調査の背景と目的

外国人県民が長期滞在・永住化に進み、今後さらに高齢者の割合が増えてい

くことが予想される中、外国人高齢者への対策は急務となっている。そこで、

外国人高齢者の実態を調査し、外国人高齢者に関わる介護の現状や課題、ニー

ズなど把握することを目的として調査を行った。

3. 調査内容

アンケート用紙をデイサービス、老健、地域包括支援センターへ配布しパレッ

ト調査を行なった。

期間： 2021 年 7 月 19 日～2021 年 8 月 20 日

対象： 岐阜県の外国人が多い市を抽出して、岐阜市、羽島市、美濃加茂市と

可児市の地域包括支援センター、老人保健施設とデイサービスに郵送し回答を依

頼した。

調査方法： アンケート用紙で郵送して、回答を回収。

結果：279 ヵ所に発信をして、47 ヵ所回答を得た。2ヵ所はアンケート表が届

かずに返却される。回答回収率 16.97％。

アンケート送付の件数、介護サービス機関の種別、地域の一覧表

岐阜市 羽島市 美濃加茂市 可児市 小計

地域包括支援センター 19 1 3 5 28

老人保健施設 15 1 3 2 21

デイサービス 179 24 9 16 228

小計 215 26 15 23 277

回答状況の一覧表

対象数 回答数 回答率

地域包括支援センター 28 6 21.43%

老人保健施設 21 7 33.33%

デイサービス 228 34 14.91%

小計 277 47 16.97%
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アンケート調査結果

問 1）外国人高齢者やその家族等からの相談の有無について

地域包括センター 6か所に対して

トータルの件数は 6件です。

老人保健施設 7か所では相談を受けたことがない。
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デイサービス 34 ヵ所では 4か所相談を受けたことがあるという回答になる。相

談件数は 6人です。

アンケート全体での「相談の有無の総数」
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問２）－① 相談を受けたことあることに対して、外国人高齢者の国籍（ルー

ツ）は下記の通り（複数回答）。フィリピンが最も多くて、47%に達する。

その次は中国とブラジルが同じく 20%になり、コリアンは 13%となっている。

問２）－② 外国人高齢者への介護サービス提供にあたり困ったことについて、

困ったことがあるという回答が圧倒的に多く、中でも一番多かったのは「コミ

ュニケーション」との回答。その他の回答も抜粋して下記に示す。

● 言葉が通じない

● 出身の生活背景や文化から、理解できない部分があった。自分の生活が貧困して

いるにも関わらず、母国に多額送金をしている。

● 支払い（引き落とし）ができず、自宅に取りに伺ったことがある。

● 利用者本人が日本語の理解が難しい為、常に通訳できる人が必要。日本の介護サ

ービスについての内容も分かりづらく説明も難しい。

● 通訳アプリでは通じなかった、フィリピンは言語が多岐にわたるため。

● 既婚者で日本人の夫がいらっしゃる方だったので、ご主人様通して契約、計画書

を理解していただく。

問２）－③ 外国人高齢者と意思疎通については、ご本人、家族や知人によるものが
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大半であったが、外国語が話せる職員や国際交流協会に頼るケースもあり、多様な方

法で対応していることが分かる。

問２）－④ 外国人高齢者の相談対応において、市町村の機関・窓口や病院、協会、
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岐阜県医療通訳ボランティアあっせん事業などと連携を取っていることが分かった。

「連携していない」という回答では【将来的に連携したい】と【必要がない】という回

答が半々になっている。

問３） 外国人高齢者の相談があった場合の対応方法について、あらかじめ決まって

いるかどうか、については決まっている施設が少ない。地域包括支援センターと連携

を取って、言葉が通じれば日本人と同じように対応するという回答がほとんどであっ

た。方法が決まっていない施設では必要がないという回答が多かったが、前向きで今

後決める予定・検討中という回答も 10件ある。中には【市の指示に従う】というコ

メントもある。
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現段階では全外国人の高齢化率が 4％とまだ低いこともあり、それほど多くの外国

系高齢者の介護サービスは進展していない中、「必要がない」という回答が多かった

のは理解できる。一方、検討中であり、決めたいが方法がわからないという回答を見

ると、今後実際に相談があることを見込み、介護サービス機関、行政、外国人系 NPO

などが連携を取っていく必要性が示唆される。

問４）施設において外国語対応ができる職員について

外国語話せる介護職員の中は英語が最も多かった。一方、フィリピン語、ポルトガル

語、中国語などを話せるスタッフが少数ながらも介護サービス機関に存在することが

分かった。

おそらくフィリピン語、ポルトガル語、中国語などはその国籍の介護職員が在籍し

ているものと思われる。この調査結果から介護の担い手のグローバル化が見て取れる。
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問５）岐阜県では、外国人県民の長期滞在・永住化が進み、今後、外国人高齢

者が増えることが想定されます。外国人高齢者を支援する機関として、行政に

対する御意見・ご要望等がありましたら、ご自由にご記入して下さい。

下記の通りの回答を得た。

● 通訳を依頼できる窓口を設けてほしい。

● 通所であればほかの日本の利用者様もいらっしゃるので、日本語が通じな

いと難しいかと思います。

● 通訳の方に病院同行していただく。電話での通訳だと理解しにくいという

声が多かった。

● できる限りのことを施設として取り組んでいきたいです。

● 言葉・言語の壁だけだと思います。

● 例に記載された通り、翻訳ツールの導入補助をお願いいたします。

● 原則として日常生活の対応が可能な状態ではないので、サービスを受け入

れることは考えていない。認知症の利用者が多いので、文化の違いやコミュニ

ケーションの違いに理解がないと難しいと考えている。又、家族の受け入れサ

ポートがなければできないと考えている。あまり情報がないので、答えになら

ず、すみません。

● 外国人向けの介護保険についてのガイドブックがあると説明しやすいと

思います。

● 施設を利用する為のルールの周知と理解。

● ポケトークなどの翻訳機などの導入補助、

● 今のところ扱ったことがないので、分かりません。

● 互いに言語についてが、問題になりそうです。

● ご利用希望される方の言語がわかるように本を用意して、不便がないよう

にできればと思います。

● 行政は介護保険の仕組みをしっかり在住外国人県民に教示してほしい。

● スマホで十分です。

● 日常的な巡回通訳の制度があれば、利用の判断に参考になります。

● 外国の方の利用、全く考えたことがなく、今回改めて考える良い機会にな

りました。ありがとうございました。

● 言葉が通じないのは困るので、コミュニケーションツールを確保したい。

● 特にないが、言葉や意思疎通の支援をすると助かる。
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岐阜県における外国人高齢者の現状と課題
～介護サービス事業所に対するアンケート結果により明確化した課題～

岡田史
一般社団法人 新潟地域福祉協会 理事長

中日福祉文化協会 特別顧問

表記に関連した研究論文をキーワード「外国人 高齢者 介護」を CiNii で検
索をかけたところ、82 件の論文にヒットした。その中で、外国人高齢者の介
護問題に着目している論文は 7件で、その他の論文は、外国人介護従事者に関
する研究論文であった。外国人高齢者の介護問題についての論文も、その内容
は文化の違いや、介護サービスに関するものがほとんどで、本論のようにこれ
からの必要性に着目して調査研究したものは見つけることはできなかった。
本研究は、在留外国人のこれから見込まれる年齢層の上昇から、在留外国人

の高齢化の進展を視野に入れて、介護事業所を調査対象としてアンケートを実
施しているところに独自性がある。アンケートの回収率は 16.97％と決して高
い回収率ではないが、以下のような実態や課題を明らかにしている。
１）相談の有無について
地域包括支援センターが、外国人高齢者やその家族からの相談窓口になって

いる状況が明らかになった。また、デイサービスも相談を受けている。
２）外国人高齢者への介護サービス提供にあたり困ったことについて
言葉や、仕送り、支払い、言葉などが問題になり、日本人と結婚している人

は日本人の配偶者が助けているという記述があった。
３）外国人高齢者の相談があった場合の対応方法の準備について
特に準備をする必要がないという回答が多かったことについては、外国人高

齢者が介護サービスを利用するのは、今のところ稀な例であることから、特に
必要性を感じていないという実態が明らかになった。
４）外国語対応ができる介護職員について
介護職員の国籍が、グローバル化していることにより、必然的に言語環境も

多様化していることの実態が明らかになった。また、言葉については、日本語
が通じたという回答は 3分の１以上あるものの、国際交流協会、外国語が話せ
る職員、家族や知人の協力のもとサービス提供している実態も明らかになった。
５）外国人高齢者の増加が見込まれることについての意見としての自由記述面
についてコミュニケーションに関する意見が多かった。通訳、翻訳機、ガイド
ブックなどについて具体的な意見や要望が見られた。アンケートに答えたこと
で、これまで全く考えてこなかったことが改めて考えることができたと答えて
いるものもあった。
岐阜県は、人口は 47 都道府県では 1,978,742 人で 13 位、在留外国人の人数

は、58,412 人で 17 位に位置している。在留外国人の人口比は約 2.95％である。
岐阜県内の外国人男女年齢人口図を見ると男性は 20～39 歳が多くを占めてい
るが、なかでも 20～34 歳が突出している。女性は 20～24 歳の年齢層が多いが、
59 歳までなだらかに減少している。岐阜県内におけるこのような外国人の年
齢分布は、若くて元気に働いている外国人をイメージさせるものである。
しかし、本図を詳細にみていくと、75 歳以上の後期高齢者の存在の数を見

過ごすことはできない。後期高齢者になると、高齢者の特徴的な症状や病気に
罹りやすいため、要介護状態になりやすいリスクをもっている。それは、本調
査結果の（問 1）の結果（地域包括支援センターやデイサービスへの相談）が
示している。
このようなことから、本研究結果が示している、「言葉・コミュニケーショ

ン・生活習慣・介護保険制度の理解の壁」は、遠い未来に解決すべき課題では
ないということが理解できる。
本調査研究は、外国人高齢者への介護サービス提供において、資源（外国人

介護従事者）の活用・共有と、在住する外国人介護利用者家族への情報提供及
び周知の必要性を示唆しているものとして、先駆的な取り組みであった。
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資料 配布したアンケート用紙

岐阜県内の外国人高齢者実態調査
ご多忙の折、まことに勝手ではありますが、

2021 年８月 20 日までにご返送願えますとありがたく存じます。

2021 年 7 月

一般社団法人 中日福祉文化協会

（公益財団法人 岐阜県国際交流センター 助成金事業）

貴センターの名称 （ ）

回答者氏名 （ ）

電話番号 （ ）

メールアドレス （ ）

以下の質問について、当てはまる選択肢には〇を記入するほか、必要に応じて

回答を御記入ください。

問１） 外国人高齢者やその家族等からの相談の有無について

（地域包括支援センター対象）

ア 相談を受けたことがある （今年度 件、2020 年度 件、2019 年度 件、それ以前 件）

イ 相談を受けたことはない → 裏面の問3にお進みください。

ウ わからない（国籍別に相談実績を把握していない。）

問１） 今までに外国人高齢者が貴施設に通所したことがありますか？

（デイサービス対象）

ア ある （今年度 件、2020 年度 件、2019 年度 件、それ以前 件）

イ ない → 裏面の問 3にお進みください。

ウ わからない（国籍別に実績を把握していない。）

問１） 今までに外国人高齢者が貴施設に入居したことがありますか？（ショートス

テイ利用なども含む。）

（老人保健施設対象）

ア ある （今年度 件、2020 年度 件、2019 年度 件、それ以前 件）

イ ない → 裏面の問 3にお進みください。

ウ わからない（国籍別に実績を把握していない。）

【上記の問 1で、「相談を受けたことがある」センターにおたずねします。】

（地域包括支援センター対象）

問 2）-① 外国人高齢者の国籍（ルーツ）・相談内容について、差し支えない範囲で

教えてください。

ア 国籍（ルーツ）：中国・コリアン・ブラジル・ペルー・フィリピン・

その他（ ）

イ 相談内容：（例：介護認定について、保険料について、認知症について、生活や病気の

ことについて等）
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【問１で「ア 外国人高齢者の通所実績がある」施設におたずねします。】

（デイサービス対象）

問 2-① 外国人高齢者の国籍（ルーツ）について、差し支えない範囲で教えてください。

国籍（ルーツ）：

・中国（ ）人 ・コリアン（ ）人

・ブラジル（ ）人 ・ペルー（ ）人 ・フィリピン（ ）

人

・その他（ 国籍と人数 ）

【問１で、「ア、 外国人高齢者の入居実績がある」施設におたずねします。】

（老人保健施設対象）

問 2-① 外国人高齢者の国籍（ルーツ）について、差し支えない範囲で教えてくだ

さい。

国籍（ルーツ）：

・中国（ ）人 ・コリアン（ ）人

・ブラジル（ ）人 ・ペルー（ ）人 ・フィリピン（ ）

人

・その他（ 国籍と人数 ）

問 2）-② 外国人高齢者の相談対応に困ったことについて、差し支えない範囲で教え

てください。

（地域包括支援センター対象）

ア 困ったことがある →具体的に：

イ 困ったことはない→理由：

問 2-② 外国人高齢者への介護サービス提供に当たり困ったことについて、差し支え

ない範囲で教えてください。

（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア 困ったことがある →具体的に：

イ 困ったことはない→理由：
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問 2-③ 外国人高齢者の相談対応をするために誰に（どこに）通訳を依頼しましたか。

（あてはまるもの全てに〇）

（地域包括支援センター対象）

ア 外国人高齢者の家族や知人 イ 外国語が話せる職員

ウ 国際交流協会 エ 日本語が通じた

オ その他（ ）

問 2-③ 外国人高齢者と意思疎通する上で、誰に（どこに）通訳を依頼しましたか。

（あてはまるもの全てに〇）

（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア 外国人高齢者の家族や知人 イ 外国語が話せる職員

ウ 国際交流協会 エ 日本語が通じた

オ その他（ ）

問 2）-④ 外国人高齢者の相談対応において、通訳以外に、他の機関・窓口と連携をし

ていますか。 (あてはまるもの全てに〇)

（地域包括支援センター対象）（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア 連携している

提携先： a 県の機関・窓口 b 市町村の機関・窓口 c 国際交流協会

d ＮＰＯ・企業等 e その他

→具体的に：（ )

イ 連携してない

（理由： a 必要がない ｂ 連携先がわからない c 将来的には連携したい ）

１－イ・ウ 相談を受けたことがない・わからないと回答したセンターにおたずねします。

問 3） 外国人高齢者に関する相談があった場合の対応について、あらかじめ決まってい

ますか。

（地域包括支援センター対象）

ア 決まっている →具体的に：

イ 決まっていない

→（理由：a 必要がない ｂ 決めたいが方法がわからない c 今後決める予定・検討中 ）
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問 3） 外国人高齢者から利用相談があった場合の対応について、あらかじめ決まってい

ますか。

（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア 決まっている →具体的に：

イ 決まっていない

→（理由：a 必要がない ｂ 決めたいが方法がわからない c 今後決める予定・検討中 ）

問 4） 貴センターの管内に、外国人高齢者がすでに利用している介護サービス事業所（又

は介護施設）はありますか。（あてはまるもの全てに〇）

（地域包括支援センター対象）（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア ある →形態：居宅支援・訪問介護・通所系・入所系／事業所 ・ 施設数：（ ）

→利用者国籍：中国・コリアン・ブラジル・ペルー・フィリピン・その他（ ）

→対応可能な外国語：・中国語 ・韓国/朝鮮語 ・ポルトガル語 ・スペイン

語 ・フィリピン語 ・英語 ・その他（ ）

イ ない

ウ わからない

問 5） 貴センターに、外国人高齢者の介護を現に担当されている（又は過去に担当され

ていた）ケアマネジャーはいますか。

（地域包括支援センター対象）（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

ア いる（いた） イ いない ウ わからない

問 6） 岐阜県では、外国人県民の長期滞在・永住化が進み、今後、外国人高齢者が増え

ることが想定されます。外国人高齢者を支援する機関として、行政に対する御意見・御要

望等がありましたら、ご自由にご記入してください。

（地域包括支援センター対象）（デイサービス対象）（老人保健施設対象）

例）翻訳ツールの導入補助など。

質問は以上です。御協力ありがとうございました。
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外国人高齢者の介護保険利用状況の質的調査
（趣旨）

2021 年度の調査事業では、介護保険のサービス事業所へのアンケート調査と同時に、

数は少ないものの介護を利用する側である当事者（外国人高齢者）のヒアリングも試

みた。

アンケート調査は数値により量的な分析が可能である。しかし、実際の外国人高齢

者やその家族が直面している状況は、エスニックごとに、また障害の程度などによっ

ても大きく違うことが予想される。そこで、介護を利用する当事者の方々にインタビ

ューを行い、質的な面でも調査を行い、いま介護と外国人高齢者の間にどのようなこ

とが起きているか、困難や課題がどこにあるかを立体的に描き出そうとしたものであ

る。

しかし、2020 年以来のコロナ感染状況の悪化により、施設を訪れて、高齢者自身に

面談することは事実上不可能であった。オンラインによるインタビュー実施という選

択肢もあったが、

１） 高齢者がネットや機器に慣れていない。

２） まだ当法人が直接知りえている外国人高齢者の実例が少ない。

などの困難があった。

そこで当法人のメンバーが実際に過去に出会った方のケースを 2例取り上げ、いわ

ばスケッチする形で外国人高齢者の介護利用を紹介する。

（注 個人の特定を避けるため一部、情報を加工している。）

（第 1例）A さん（在日コリアン）
（プロフィール）

Aさんは在日コリアンである。生まれが日本国内かどうかは分からないが、ややなま

りのある日本語を使っている。（国籍がどこの国なのかは不明）

ご高齢になり、認知症の症状が出たため、自宅近くにあるデイサービスを利用してい

る。

（デイサービス利用の様子）

Aさんは、比較的温厚なようにも見え、ご機嫌が良いときはニコニコとされ、また大

きな声でよくお話をされる方であった。

しかし、徐々に認知症が進み、デイサービスのレクリエーションへの参加が難しい時

があった。集団での作業やレクリエーションが嫌いな方なのか、自らがうまくできな

いのが腹立たしいのか、などは不明である。言葉によるコミュニケーションは特段の

問題が無かったが、認知症の進行により、やや意思疎通が取りにくい様子が見受けら

れた。

そういう時、Aさんは集団から離れ、部屋の隅のイスに一人座りこむことがあった。

時にはデイで過ごしている時間中、帰宅までには時間があっても、帰りたいと訴える

もあり、職員が対応に苦慮する場面もあった。（いわゆる帰宅願望は日本人の高齢者

にも見られる出来事で決して珍しくはない。）

Aさんへの関わりがやや難しかったのは、帰宅願望をはじめ自身の意向を聞いてもら

えないと、感情が高ぶり、日本語が出にくくなることもあった。

あるとき、当該デイサービスにたまたま韓国語（＝朝鮮語）ができるスタッフがいた

ので、機嫌を損ねている Aさんの横に座り、韓国語で話しかけると、Aさんも喜んで

会話がはずみ、表情も目に見えて温和になった。
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このスタッフがいつも Aさんの傍らにいられるわけではないが、Aさんにとって楽な

言語を選択しコミュニケーションをとることで感情が落ち着くことが明らかになっ

た事例である。

（考察）

在日コリアンの一世やいわゆる中国残留孤児の方々は、日本に渡航した時、決して

若い年齢でなかったケースが多い。人生の途中から獲得した外国語である日本語は、

日常生活の簡単な用は足せても、書類の記入、行政手続きなどに困難を感じる場合が

多いとされている。

また、それなりに日本語を使って生活していても、認知症の症状により、「後から

学んだもの＝日本語」は失われやすく、自分にとって慣れ親しんでいる母語でなけれ

ば感情表現が難しいことも指摘されている。こうした背景を理解すれば、Aさんに合

った接し方のヒントになる。福祉用語にいう「個別性」「個別支援」の延長で考える

ことができるのではないだろうか。

（記録 2022 年 1月 24 日）

第 2例 Bさん （中国人）
（プロフィール）

Bさんは中国人である。在日中事故により、高次脳機能障害になり、サービス付き高

齢者住宅に入所中。日本語は分からない。

（介護サービス利用中の様子）

日本語が堪能ではないため、日常生活ではコミュニケーションが取れていない。

介護職員が中国語と日本語の翻訳した冊子で対応している。例えば、ごはん＝吃饭、

入浴＝洗澡、着替え＝换衣服等の日常生活動作を用いてそのページに開いて指さしな

がら、意思疎通している。介護職員の非言語的コミュニケーションで食事やレクリエ

ーション等も参加をしてくれる。よくニコニコしてトランプなどには参加する。

しかし、もともとの中国での習慣と日本の習慣が違うため、問題が多く発生する。

中国の東北地方出身で、湯船に 30 分以上浸かる習慣がある。介護現場では 5分ぐら

いしか湯船に入ることができず納得できないため、他のご利用者様と揉めることもあ

った。食事の時にごはんとおかずの量が少ないと申し出ても中国語を話せるスタッフ

がいなくて対応できない。周りが日本人であり会話する相手がいなくてテレビを見て

も分からないので、一人で窓から外を眺めて過ごす時間がしばしばある。部屋に閉じ

こもっているときに、お互いに言葉がわからなくて鍵を開けてくれないので、困って

いる日が多い。または、高齢であるため中国の標準語が話せず、地方の方言による意

思表明のため、中国人スタッフであっても対応しにくい。

（考察）

言葉の壁を感じる事例である。中国の各地域に方言があり、高齢者は方言しか話せ

ないため、中国人同士でも対応しにくい現状である。在日の中国人高齢者の多くは日

本語が話せなくて、いろいろな生活場面で困っていることが分かる。中国人、フィリ

ピン人やブラジル人も同じく生まれ育った地方による習慣や癖、方言などがあり、そ

れぞれの生活背景を尊重しながら、個別ケアで対応すべきではないだろうか。

（記録 2021 年 8月 15 日）
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先進的な取り組みをしている福祉事業所 ヒアリング 01

施設名

馬 照哲さん（代表）

ヒアリング年月日：2022 年 1 月 24 日

調査員: 舟橋 記録: 舟橋

（概要）
名古屋市北区にあるデイサービス ノアは、設立者の馬照哲さんが中国出身

である。いわゆる中国残留孤児やその家族をはじめ、中国ルーツの方への対応
が可能なデイサービスとして地域で評判を呼び、地域包括センターなどとも緊
密に連携している。
デイサービスの開所は 2013 年、さらに居宅介護支援事業所や訪問看護ステ

ーションも併設している。

現在スタッフには中国人と日本人
以外に、韓国人、インドネシア人や
ミャンマー人がいる。
また複数の鍼灸師が在籍し、機能

回復訓練の一環として鍼灸治療の
提供も行っている。

（現状）
現在はコロナ禍ということもあ

り、以前よりやや少ない 10 人ほど
の利用者が通所している。

コロナ前に来所していた中国ルーツの方々のうち、幾人かは現在利用を控え
ている。人が密集することを恐れているからである。もともと要介護度でいう
と比較的軽めの方が多く、デイサービスの利用は一種の社会的交流の場として
捉えていたようだ。家に一人でいても面白くないし、ノアに行けば思う存分中
国語でおしゃべりができるからである。

コロナ感染状況のなかで、利用者本人や家族が感染を恐れ、利用控えが起き、
社会的孤立が懸念される。ノアの代表・馬さんは適時、かつての利用者・家族
とも連絡を取り様子伺いをしている。一般に中国では「親の面倒は子どもが見
るもの」という感覚が日本よりも強い。したがって親の側も遠慮なく子どもに
用事を言いつけることができるので、コロナ禍の最中でも完全な孤立には陥っ
ていないようだ。ただ、今後さらなる高齢化により、利用者たちの ADL（日常
生活動作）や認知機能が衰えた場合に、家族だけで支えられるかは未知数であ
る。
何か困りごとがあった場合、気軽にノアに連絡が入る。セーフティーネット

としての役割を果たしていると言えよう。

その他、大半の利用者は日本人であるが、もともと中国人スタッフが多いこ
ともあって、多少言葉が通じなくとも外国人スタッフの存在に慣れている。む
しろ、外国人スタッフのまだ流暢ではない日本語を応援するなど、スタッフの
成長を見守る様子も見て取れる。高齢者が介護サービスの単なる消費者ではな
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く、自らも誰かを支える存在であると感じられるのは大変意義深いのではない
か。また、季節ごとのイベントでは、例えば餃子パーティーを開くなど、在籍
するスタッフの特性が自然と出るようなものを実施している。

代表・馬照哲さんの言葉
「デイサービス ノアは、小さな集まりであるけれども、だからこそ柔軟に対

応できる。利用者とスタッフだけではなく、利用者の家族も含めて、全体で一

つのファミリーのようなもの。

平凡ではあるけれども、楽しく日々を過ごせるよう工夫している。

人と人の出会いの場であるので、葛藤や喧嘩もあるけれど、そのつど解決し

ていけば良いと思っている。多文化共生ということを特段に考えているわけで

はないが、その日集まった利用者さん、スタッフの数だけ多様な文化があると

思う。その一つ一つを大事にしていきたい」

以上 調査は電話で実施 2022年 1月24日 （40分間）

先進的な取り組みをしている福祉事業所 ヒアリング 02

施設名

上條 真理子さん（株式会社 一心 代表）

ヒアリング年月日：2022 年 1 月 29 日

調査員：舟橋 記録 舟橋

（概要）

代表の上條真理子さんはいわゆる中国残留孤児の二世

にあたる。日本社会で老いていく自分の親世代の老後を支

えたい思いからデイービス一笑苑（いっしょうえん）を埼

玉県所沢市に開所した。（2018 年 7 月）。定員 10 名のデ

イサービス以外に、訪問介護事業にも取り組んでいる。

現在、登録利用者は 22 名。毎日定員である 10 名が利用

している。

利用者は残留孤児やその配偶者をはじめ中国ルーツの

方が大半ではあるが、日本人の利用者も数名在籍している。

スタッフは中国人と日本人がおおよそ半々ぐらいの比

率である。

また上條さんと同様の志の残留孤児二世たちが関東や

関西で同じ屋号「一笑苑」という名前でデイサービスを運営している。各事業

所は独立採算であるが、適宜連携を取り、新たな利用者からの問い合わせがあ

った場合、より近くの事業所に紹介することもある。「さみしい思いをする残

留孤児を一人も出さない」という強い信念が伝わってくる。
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（現状）

2020 年初頭にコロナ感染が日本で流行し始め

たころは事業所も 1か月休業した。その後、順次

利用が再開し、現在は定員いっぱいの利用状況に

なり、近々建物をリフォーム工事し定員を 12 名

まで増やす予定である。

中国人利用者と日本人利用者が特段に交わる

ことは無いものの、入浴やおいしい中華料理、レ

クリエーションを各自が楽しんでいる。特に一笑

苑のケアの特徴は個々人の趣味や嗜好を最大限

尊重し、その人が活躍できるようにきめ細かなプ

ログラムを組んでいることが挙げられる。

例えば利用者 Cさんは、人のお世話をすることが大好きなので、手芸プログ

ラムの折り紙の場合など、YouTube を見ながらまず Cさんが把握し、さらによ

りきれいに作れるように C さんがアレンジした上で他の利用者に説明するこ

ともある。

独居や昼のみ独居になる中国ルーツの高齢者にとって、一笑苑という空間は

母語である中国語で自分の感情を表現でき、中国の料理を食べられる場所であ

るのみではない。往々にして画一的な対応をされる日本社会と違い、自分らし

く振舞える心地よい空間であることが伝わってくる。

スタッフは中国人と日本人がだいたい半々ぐらいの割合である。日本人たち

も一笑苑に勤務し始めてから片言であっても中国語を学んでいて、

「はい、Dさん、次はシーザオ（洗澡＝中国語で「入浴」の意味）ですよ」

「シンチーアール（星期二＝「火曜日」の意味）、Eさん、ライ！（来）」

など賑やかに会話をしている。

また、これまで一般企業での仕事がうまくいかなかった人も積極的に雇い入

れ、最初はドライバーなどから始め、会社負担で介護の資格を取り、正職員に

なる日本人も少なくないという。

利用者、スタッフを問わず、自分らしく居心地の良い空間になっていること

が調査員（舟橋）の 2019 年の現地見学の際に感じられた。

代表・上條真理子さんの言葉
「利用者さんは一笑苑にまずは通ってもらい、一緒に何か仕事を見つけていき

ます。人は求められ、役割があることが大事だから。自分も日本に来たばかり

の時は、周囲の助けが無ければ何もできなかった。

いまこうして皆さんに恩返しができることが自分でも嬉しく思います。」

以上 調査は電話で実施 2022 年 1 月 29 日 （50 分間）
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介護保険 公開勉強会の報告

2022 年 1 月 9 日（日）【岐阜新聞】の記事
岐阜市立生涯学習センター 研修室 50 にて、当事業の調査報告会と、介護

保険に関する公開学習会を実施しました。（対面と zoom で同時に中継）
外国人、日本人合わせて 40 名近くの参加で盛況でした。
外国人コミュニティのリーダーたちに、介護保険の基礎知識を知ってもらう

試みで、中国、フィリピン、ブラジルなど多様な人々が集まり、活発な議論で
会場は熱気に包まれました。コロナ禍でも感染に注意し、学習・交流の場を持
っていきたいと思います。講師は、安達智紀氏（岐阜県社会福祉士会 会長）
にお願いしました。
外国人高齢者を取り巻く現状を広く市民に理解してもらう試みです。
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外国人高齢者支援ネットワーク事業について

中日福祉文化協会は、2021 年度、岐阜県国際交流センターの助成を受け、
外国人高齢者支援のためのネットワーク構築に取り組んできました。
外国人高齢者を取り巻く問題は中国人と日本人だけでは解決できません。よ

り多様な人びとの参加が必要であると考えたからです。
これまで中日福祉文化協会のメンバーが関わっていた方々をはじめ、岐阜県

国際交流センターの助言も得て新しいメンバーと共にミーティングを 3回実
施しました。コロナ感染状況が厳しかったため、3回とも zoom を使い、オン
ラインで実施しましたが、皆さんとても積極的で有意義な交流・意見交換がで
きたことを報告いたします。

中日福祉文化協会以外の主なメンバーは以下の通りです。

〇大野 えりな氏 ASFIL（アスフィル）岐阜
〇金城 ナツミ氏 NPO 法人 ブラジル友の会
〇サマラ チャベス氏 介護職員
〇山田 亜光氏 美濃加茂 華友会
〇董 勝正氏 在日本大韓民国居留民団 岐阜県地方本部

〇木下 貴雄（王榮）氏 外国人高齢者と介護の橋渡しプロジェクト

〇高橋 和江氏 介護事業所理事、岐阜市市会議員
〇房 佳怡氏 岐阜大学修士課程 環境心理学専攻
（順不同）

岡田 史氏（一般社団法人新潟地域福祉協会 理事長）には、
今年度のアンケート調査実施と評価について、貴重なご助言を賜りました。

2021 年度を通じて、上記のメンバーの皆様にはひとかたならぬお世話にな
りました。心から感謝いたします。ありがとうございました。
また、ご多忙中にも関わらず、アンケート調査にご回答いただいた福祉機関

の皆様には心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
外国人高齢者の現状を知り、改善していく取り組みは始まったばかりです。

今後も、このネットワークを維持し、さらに広く深く連携を取っていきたいと
思います。今後の活動にご注目いただけると幸いです。

2021 年度 岐阜県外国人高齢者実態調査報告書

発行：一般社団法人 中日福祉文化協会

編集：尤平、 舟橋寛延

協力：公益財団法人 岐阜県国際交流センター

発行日：2022 年 3 月 1日


