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はじめに 

 

少子高齢化の進行の中で、外国人留学生は、日本社会にとって、ますます重要な存在になりつ

つある。少子高齢化による国内市場の縮小は、多くの日本企業に海外展開を迫っており、その際

に必要となるグローバル人材として、留学生を採用する企業が増加している。大学では、グロー

バルに活躍できる人材養成のニーズが高まり、外国人留学生は、18 歳人口の減少による入学定

員割れ回避のためのみならず、国際的な教育環境を実現する存在としても、受入れが促進されて

いる。 

このように留学生は、プラスの経済的、社会的効果をもたらす存在として認知され、「日本再

興戦略改訂 2014」においても、外国人留学生の倍増（「留学生 30 万人計画」の実現）や留学生

の国内企業への就職拡大が謳われている。しかし、大都市圏に政府機能、国際的企業、研究所、

文化施設等が集中する中、地方ではアルバイト先や就職先が少ない、知的刺激が少ない、就職活

動に大都市まで行くコストがかかる、外国語で対応できる病院などの外国人のための生活インフ

ラが不十分といった理由により、留学生などグローバル人材の誘致や定着が進まないという課題

を抱えている。これは日本のみの課題ではなく、他国においても、地方に留学する留学生が少な

い、留学生を誘致しても大都市圏に流出する等の現象が見られる。 

地方におけるグローバル人材の獲得・定着のハンディは、企業と教育の国際化を妨げ、産業の

空洞化、雇用の減少、若者の流出といった更なる悪循環につながる可能性をはらんでいる。この

ため、自治体の中には、地域振興策の一環として、大学等と協働して留学生の受入れや定着（就

職・起業）支援に取組むところがある。また、地域間格差是正のため、地方でのグローバル人材

育成教育の振興や、外国人材の地方留学、地方定着促進策を取る国もある。 

本研究では、このような取組みや政策を行う自治体や国の内、福岡県、広島県、韓国、オース

トラリアを取り上げ、取組みや政策の概要を紹介するとともに、それらの取組みや政策が、留学

生や地域社会に与えた影響を推定した。 

今後、急速な人口減少が見込まれる中、地域社会の留学生の受入れから定着（就職・起業）に

至るプロセスの解明は、日本における外国人材の社会統合のモデル分析として捉えることができ

る。それはまた、日本がどのように多文化共生社会を実現していけるのか、という大きな問いに

答える作業の 1つでもある。第 2章 1.で、研究分担者の白土悟氏が、「外国人に順応を期待する

だけでは問題は片付かない。むしろ日本人側が外国人の基本的人権が守られているかどうかに関

心を持ち、外国人の抱える実際的問題を理解し、彼らが順応できずに困惑している文化的問題や

制度的問題を共に考えていく態度を身につけなければならない」と書いているが、多文化共生社

会では、受入れ側の人々が、異なる文化的背景を持つ人々を思いやり、制度や態度を変えること

が求められているのである。本研究では、これらの視点からも、分析を行った。 

 

本報告書の構成としては、まず第 1章において、留学生などグローバル人材の育成・獲得・定

着支援にかかる主な政策と地方における課題を分析し、大分県を事例とした評価の枠組みを示し
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た。第 2章では、福岡県留学生サポートセンターなどを中心とした積極的な留学生の誘致・就職

支援活動によって全国 2位の留学生数を誇る福岡県に関し、福岡都市圏における国際化・多文化

共生推進政策と市民の国際交流意識の変化について白土悟氏が、華人ネットワークの現状につい

て唐寅氏が、韓国人のネットワークの現状について柳基憲氏が分析を行っている。また、第 3章

では、広島県留学生活躍支援センターの尾本勝昭氏が、広島県における留学生の誘致と就職支援

の取り組みの現況を紹介している。 

第 4章では、日本と同じく非英語圏で、貿易立国のためグローバル人材のニーズが高く、ソウ

ル首都圏と地方都市の格差が大きい韓国に関し、教育の国際化に関する地域間格差の是正策につ

いて研究代表者が、大邱市の永進専門大学における企業と連携したグローバル人材育成の取り組

みについて塚田亜弥子氏が分析し、全羅北道における留学生誘致・支援計画について金美姫氏が

執筆した報告書の一部を長島万里子氏、朴源花氏が解説・翻訳したものを掲載している。 
最後の第 5 章では、人口増加率が低い地方に外国人が留学、定着するための促進策が採られて

きたオーストラリアに関し、この政策の恩恵を受け、2002 年から 2010 年にかけての留学生の

増加率が 3.05 倍と、全州で最も高かった南オーストラリア州における留学生誘致と社会統合の

取り組みと課題について、分析した。 

 

本研究の実施に当たっては、研究分担者の方々、国内外の研究協力者の方々に多大なご協力を

いただいた。また、多くの自治体、政府関係機関、国際交流・留学生支援団体及び大学の関係者、

留学生、元留学生の方々に、貴重な時間を割いて、聞取り調査やアンケート回答、情報提供など

にご協力をいただいた。ここに深く御礼を申し上げる。 

 

 

2015年 3月 22日 

研究代表者 佐藤由利子 
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第 1 章 留学生の受入れ・定着支援による地域の活性化 

－関連政策・事業と評価の枠組み例－ 

 
佐藤 由利子（東京工業大学） 

 
留学生などグローバル人材の育成に必要な教育の国際化コストは、地方の方が大都市圏よりも

高く、留学生獲得の優位性は、地方の方が大都市圏よりも低いと考えられる。本章では、グロー

バル人材の育成・定着支援に関連する主な政策と地方における課題、また評価の枠組みの例を示

す。 

 
1. 日本におけるグローバル人材の育成・獲得・定着支援に関連する政策と地方の課題 

 本節では、留学生などのグローバル人材の育成・定着にかかる政策・事業を概観し、地方にお

ける課題を抽出する。 

(1) グローバル人材の育成に関する政策・事業と地方大学 

グローバル人材の育成を求める世論が高まるきっかけとなったのは、「日本人の若者の内向き

志向」の指摘である。2012 年の日本の留学送出し人数は 40,487 人、海外留学比率(OMR: Outbound 

Mobility Ratio、海外留学者数を高等教育在籍者数で除して算出）は 1.1％（UNESCO,2012）であ

り、隣国韓国の留学送出し人数 126,447 人、OMR3.9％と比べると 3 分の 1 程度である。日本人

学生の海外留学促進が、グローバル人材育成政策の焦点の 1 つとなっている。 

グローバル人材について経団連（2011）は「日本企業の事業活動のグローバル化を担い、グ

ローバル・ビジネスで活躍する（本社の）日本人および外国人人材」と定義している。また、グ

ローバル人材推進育成会議（2012）が、グルーバル人材の能力として、「語学力・コミュニケー

ション能力」「主体性・積極性、チャレンジ精神、協調性・柔軟性、責任感・使命感」「異文化

に対する理解と日本人としてのアイデンティティ」の 3つの要素を示し、さらに、社会の中核を

支える人材に共通して求められる資質として「幅広い教養と深い専門性、課題発見・解決能力、

チームワークと(異質な者の集団をまとめる)リーダーシップ、公共性・倫理観、メディア・リテ

ラシー等」を挙げている。 

グローバル人材の育成のため、大胆な改革と国際化が求められているのが大学である。高等教

育のグローバル化事業の嚆矢としては、2009 年に開始された国際化拠点整備事業（グローバル

30）が挙げられる。本事業は「高等教育の国際競争力の強化及び留学生等に魅力的な水準の教育

等を提供するとともに、留学生と切磋琢磨する環境の中で国際的に活躍できる人材の養成を図る

ため、各大学の機能に応じた質の高い教育の提供と、海外の学生が我が国に留学しやすい環境を

提供する取組のうち、特に優れた取組を支援する」ものであったが、2010 年に事業仕分けの対

象となり、名称が「大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業」に変更され、2009 年度

に選定された 13 大学のみで実施されている。13 大学の内、5 大学が首都圏（東京、神奈川、千
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葉、埼玉）、４大学が関西都市圏（大阪、京都、兵庫）、中京都市圏（名古屋）で、他は東北大学、

筑波大学、九州大学と旧帝大や旧高等師範学校が選定され、2013 年度の予算は 23 億円である（文

部科学省，2013a）。また 2011 年度より「世界に雄飛する日本として誇れる人材の育成を目指し、

国際的な枠組みで、単位の相互認定や成績管理等の質の保証を図りながら、日本人学生の海外留

学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国等の大学との協働教育による交流の取組を支援」

する「大学の世界展開力強化事業」が開始され、2013 年度の予算は 28 億円である。2011 年に採

択された 25 件の内、11 件が首都圏、5 件が関西都市圏、2012 年に採択された 14 件の内、6 件が

首都圏、3 件が関西都市圏（代表大学でカウント）であり、グローバル 30 に比べ、秋田県の国

際教養大学、大分県の立命館アジア太平洋大学など国際的な教育を行う地方の公立私立大学の採

択が見られる。 

2012 年度には、50 億円の予算で、「若い世代の内向き志向を克服し、国際的な産業競争力の向

上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成

を図るため、大学教育のグローバル化のための体制整備を推進」する「グローバル人材育成推進

事業」が開始され、「大学の設置形態（国公私立）、規模などの面で多様化に配慮」されたこと

もあり、採択された 42 大学の内、21 大学が首都圏、5 大学が関西都市圏であり、上記 2 事業よ

り地方大学の採択が増えている。同事業に採択された地方大学（旧帝大と中京圏を除く）は次の

通りである。 

タイプ A：国際教養大学、立命館アジア太平洋大学 

タイプ B：筑波大学、新潟大学、福井大学、鳥取大学、山口大学、長崎大学、山口県立大学、

北九州市立大学、共愛学園前橋国際大学 

 

(2) 留学生の獲得、定着支援に関する政策・事業 

三菱総研（2007）の日本企業を対象とした調査によると、「求める人材が日本人だけでまか

なえるか（高度外国人材の活用が必要か）」という問いに対し、大企業の中間管理職の 55.7％、

経営者の 27.8％、海外展開企業の中間管理職の 64.3％、経営者の 35.2％が「あまりまかなえな

い・全くまかなえない」と回答している。日本企業にとって、グローバル人材としての留学生の

潜在的ニーズは高い。 

日本の留学生政策は、2000 年頃までは友好促進と ODA の一環としての留学生送出し国の人材

養成が主目的として掲げられてきたが、2008 年に発表された「留学生 30 万人計画」以降は、高

度人材受入れと連携し、優秀な留学生を戦略的に獲得する方向に転換している。2012 年に日本

で学ぶ留学生は 137,756 人であり、東京（31.6％）、大阪（7.6％）、福岡（7.6％）、京都（5.0％）、

愛知（4.8％）が上位受入れ都道府県である（日本学生支援機構，2013）。 

2007年からは、産業界と大学の連携による留学生の専門教育・日本語教育、就職活動を支援す

るアジア人財資金構想事業が開始された。同事業は経済産業省と文部科学省の共管であったが、

経産省の平成21年度の「産業人材施策に関する事後評価書」には、同事業を、「人財立国」に向

けて一人当たりの生産性の向上を上位目標に掲げる産業人材施策の中の「国際社会と協働した人

材育成（人材の国際循環）」に位置づけ、アジアの優秀な学生に対して、我が国での就職まで含
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めた総合的な支援を展開することにより、企業のグローバル展開の担い手を獲得することを目的

としている。2009年度の予算は34億円で、1,544名の留学生が参加し、2009年3月に卒業した留学

生の就職率は65.7％と通常の外国人留学生の就職内定率を大きく上回るなどの実績をあげたが、

2010年度に事業仕分けの対象となり、2011年度に終了した。このような取組みの効果もあり、日

本で就職する留学生は、2003年の3,778人から、2008年には11,040人に増加した。しかし、リーマ

ンショックの影響もあり、2011年には8,586人に落ち込んでいる（法務省，2012）。  

2013～2014年度には、「地域中小企業の海外人材確保・定着支援事業」が、全国中小企業団体

中央会により実施された。この事業では、外国人留学生を活用し、中小企業の海外展開を支援す

るため、中小企業と外国人留学生などのグローバル人材とのマッチング、人材育成・定着支援を

行うもので、全国10ブロックで展開されているが、補正予算を活用し、2013年度のみの実施予定

である。志甫（2013）は、地域の社会経済を支える中小企業でも、国際化を進めることの潜在的

な必要性は高まっていること、就職活動を行う留学生の間で大企業志向がある中、留学生の目を

中小企業に向けるようなキャリア支援ができれば、ミスマッチを縮小し、留学生の日本での就職

件数の増加が可能になると述べており、本事業は、このような認識を背景に開始されたと考えら

れる。 

他方、2012年度に開始された文科省の「留学生交流拠点整備事業」は、大学・自治体・経済団

体・NPO等が連携して、外国人留学生の生活や就職を支援しつつ、地域経済活性化、街づくり、

教育支援や観光振興等に外国人留学生の力を生かす仕組みを構築するための実践的調査研究を、

大学等を中心とした地域コンソーシアムに委託するもので、2013年までに10件が選定されている。

関係機関の連携は人口規模の小さい都市の方が行いやすいこともあり、採択された10件の内8件

が地方大学である。平成24年度の採択案件配分予算は44百万円、1件当たり基準額は 5.5百万円

である（文科省，2013c）。 

採択地域の1つ大分では、立命館アジア太平洋大学（APU）設立を契機として、留学生数が1998
年から2009年にかけて14倍に増加し、NPO法人大学コンソーシアムおおいた（県、大学、経済

団体の協力により2004年設立）が中心となり、留学生の生活支援（住宅賃貸の連帯保証、生活資

金貸付、中古品提供等）、交流と地域活動支援（国際理解授業、市民向け外国語教室・料理教室、

県下自治体への留学生の派遣等）、就職支援（企業関係者との交流会、ビジネス日本語能力テス

ト受験料助成等）などの活動を行っている。同団体が運営する人材情報バンク「アクティブネッ

ト」には、地域の留学生の約6割と企業、個人事業主、団体、学校等が登録し、登録団体からの

要望に応える形で留学生の地域活動機会を増やし、インターンシップや就職につなげることを目

指している。 

採択地域以外でも、地域ぐるみで留学生の受入れ・定着支援を行う地域がある。福岡県は県内

産業の国際競争力強化を目的として、2001年、産官学で「国際ビジネス人材支援会議」を立ち上

げ、県内企業による留学生・海外高度人材の採用支援（合同就職面談会や海外人材の雇用に関す

るウェブサイトなど）を開始し、2008年には、県内の大学、自治体等の留学生支援情報を一元的

に把握し提供すると共に、海外からの優秀な留学生の確保、アルバイトの開拓・斡旋、就職活動

の支援等の一体的なサポートを目的とし、「福岡県留学生サポートセンター(FISSC)」を設立した。
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同センターのウェブサイトは11カ国語で提供されており、大学・学校や地域に関する情報の他、

アルバイト情報、就職支援情報、交流イベント情報、大学や留学生活の動画が掲載されている。

広島では2009年に「広島県留学生受入れ促進等研究会」が県のイニシャティブにより、県内大学、

ひろしま産業振興機構やひろしま国際センターなどの関係団体、市をメンバーとして設立され、

その答申に基づき、2011年には留学生の受入れ促進、勉学・生活支援、実用日本語研修、インタ

ーンシップ機会の提供、就職支援等を行う「広島県留学生活躍支援センター」が設立されている。 

 

(3) 地方におけるグローバル人材育成・定着の課題 

図 1は都道府県別 65 歳以上人口割合を示している。65歳以上人口割合は、東北、北陸、山陰、

四国で高い。2005年から 2010年にかけて人口が増加しているのは、東京、神奈川、千葉、埼玉、

愛知、大阪、滋賀、福岡、沖縄の 9 都府県に過ぎず、残りの 38 道県の人口は減少している。産

業が衰退し、雇用が減少し、若者が大都市圏に流出し、高齢化・過疎化によりさらに地域経済が

衰退するという悪循環が、多くの地方で見られる。図 2は都道府県別外国人人口割合を示してい

る。外国人も、国際的な活動を行う企業や公的機関が集中する三大都市圏及びその周辺に多い集

る傾向が読み取れる。 

 

 

図 1 都道府県別 65 歳以上人口割合 

出所：統計局（2010） 

 

 
図 2 都道府県別外国人人口割合 
出所：統計局（2010） 
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表 1は 2010 年に人口千人当たりの留学生数が 0.6人を超える都道府県を示している。大分が

3.5 人で最も多く、東京、京都、福岡、石川、岡山、大阪、長崎が続き、これらの都府県では全

国平均（1.11人）より高い。また、大分、福岡、石川、岡山、長崎、奈良、山口、宮城、埼玉、

広島、新潟は、全国平均より外国人口比率が低いにも関わらず、留学生比率が相対的に高い。高

等教育機関の数に加え、県や高等教育機関による留学生誘致の取組みも、影響していると考えら

れる。老年人口割合が高く、外国人口割合が小さい地域では、国際化・活性化リソースとしての

留学生の存在意義が相対的に大きい。 

地方におけるグローバル人材の育成・定着には、国際的な教育にかかるコストと、卒業後に育

成した人材が大都市圏に流出する、という 2 つの課題が存在すると考えられる。 

図 3 は、南オーストラリア州、大分、秋田、福岡、広島などの事例に基づいて、佐藤・橋本（2011）

が作成した留学生受入れ・支援の取組みの地域別類型化案に、留学生の協力により観光・輸出促

進を行う取組みを加えて改訂したものである。図左端の矢印は留学生獲得における優位性を示し、

オーストラリアのように優位性高い英語圏の国では、市場原理に基づく留学生獲得（国際教育の

輸出）が行われるのに対し、日本のように優位性が低い非英語圏の国では、国費奨学金など、政

府による留学生支援策が強化される傾向があることを示している。さらに、各国内において、地

方より大都市圏の方が留学生獲得に優位性があり、地方の中には、大都市圏に追いつくため、自

治体と大学等が協働して留学生の誘致・支援を行う事例が見られると想定される。 

 

表1.人口当たりの留学生数が多い都道府県（2010年）

順位
都道府県

名

2010年
留学生数

（人）

2010年人口
（万人）

人口千人中の
留学生数

人口千人中の
外国人口

老年人口割
合％（65歳以上）

1 大分 4,198 120 3.50 7.39 26.5
2 東京 45,617 1,316 3.47 24.23 20.1
3 京都 5,896 264 2.23 15.88 23.0
4 福岡 9,665 507 1.91 7.95 22.1
5 石川 1,804 117 1.54 8.35 23.5
6 岡山 2,628 195 1.35 9.50 24.9
7 大阪 10,791 887 1.22 18.58 22.1
8 長崎 1,653 143 1.16 4.55 25.9
9 奈良 1,486 140 1.06 6.61 23.8

10 山梨 888 86 1.03 14.47 24.5
11 千葉 6,054 622 0.97 12.70 21.2
12 山口 1,394 145 0.96 8.47 27.9
13 愛知 6,773 741 0.91 21.62 20.1
14 茨城 2,714 297 0.91 13.63 22.4
15 宮城 2,140 235 0.91 5.27 22.2
16 広島 2,538 286 0.89 11.15 23.7
17 群馬 1,756 201 0.87 17.66 23.4
18 埼玉 6,153 719 0.86 12.33 20.4
19 兵庫 4,637 559 0.83 14.14 22.9
20 岐阜 1,439 208 0.69 17.72 24.0
21 新潟 1,597 237 0.67 5.02 26.2

（出所）日本学生支援機構「留学生調査｣結果及び総務省統計局人口・経済統計に基づき筆者作成
（注）全国平均は、人口千人中の留学生数1.11が、外国人口12.9が、老齢人口割合22.8％である。
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自治体と大学等が協働して行う留学生の誘致・支援の目的は、日本では、教育の国際化、地域

の国際化、優秀な外国人材の獲得などが、主目的となっているケースが多い。また、目的の比重

も地域ニーズに応じて変化し、福岡や広島のように県内の第二次、第三次産業の事業所数が多く、

県が、地場産業のグローバル化を積極的に後押ししている地域では、優秀な外国人材獲得を目的

とした留学生の誘致と就職支援が活発であり、その取組みは「人材獲得アプローチ」と名付ける

ことができよう。他方、大分、鳥取など、第二次、第三次産業の事業所が相対的に少なく 1、高

齢化が進み、外国人人口が少ない地域では、留学生の国際化・地域活性化リソースとしての存在

意義が大きく、教育や地域の国際化を目的とした取組みが強まると考えられ、その取組みは、「国

際化アプローチ」と呼ぶことができよう。また、留学生の協力を得て観光振興や県産品の輸出促

進を行う取組みは、経済における第一次産業や観光産業の比重が大きい地域で盛んになると考え

られる。観光振興や県産品輸出促進は、留学生誘致の主目的ではないが、海外の観光客や県産品

の輸出を拡大するにあたり、留学生の協力を得る動きが広がっている。 

佐藤（2013）は、大分の留学生調査から、留学生が地域や教育の国際化に重要な役割を果た

していること、留学生が地域の人々に好意を持つ傾向が見られること、しかし、アルバイトの職

種が限られ、時給も低いため、私費留学生を継続的に獲得するためには、経済的支援の拡充が必

要であることを指摘している。このことは、大分のような経済活動があまり活発でない地方では、

私費留学生の獲得が不利であり、奨学金など、政策的な支援が必要であることを示している。ま

た、地方では、インターナショナルスクールや外国語で対応できる病院などの施設が不十分であ

るため、優秀な外国人教員が定着しにくいなど、教育の国際化にかかるコストについても、大都

市圏より高いと考えられる。 

1 2009 年の第二次産業事業所数は、鳥取が全国最下位、島根が全国下から 5位、大分が全国

下から 7位に対し、福岡は全国 10位、広島は 16位。第三次産業事業所数は、鳥取が全国最

下位、島根が全国下から 2位、大分が全国下から 15位に対し、福岡は全国 8位、広島が 11

位。総務省統計局「社会生活統計指標－都道府県の指標－2012、基礎データ-経済基盤」 

(http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?bid=000001036794&cycode=0)〔2012.05.17〕

に基づき筆者算出。 

オースト
ラリア

日本

教育の市場化

政府による支援

大都市圏

地方

大都市圏

経済活動の
活発な地方

それ以外の
地方

外貨
獲得

人材
獲得

国際
化

図3 留学生受入れ・支援の取組みの地域別類型化案
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留学生の卒業後の大都市圏への流出については、志甫（2013）が、都道府県別の留学生数と就

職件数の相関分析から「人材を養成している地域に人材が集まる」傾向が見られるものの、2010

年に、就職に関する構成比が、留学生の学ぶ地域の構成比を 1％以上上回る地域は、東京、神奈

川、大阪、1％未満上回る地域は静岡、山梨、山形、長野、福井であり、他は下回っていること、

1％以上下回る地域は、千葉、京都、岡山、福岡、大分であり、福岡は 3.3％ポイント、大分は

2.3％ポイントと、マイナスの幅が大きいことを示している。 

 

2. 地方におけるグローバル人材育成・定着の評価にかかる視点と方法（留学生を中心に） 

図 3で示したように、グローバル人材のニーズは、各地域の社会経済状況により異なると考え

られる。これらの点に考慮しつつ、本節では、留学生に関し「人材獲得アプローチ」を採ってい

る広島県と「国際化アプローチ」を採っている大分県を例に取り、留学生の受入れ・定着促進の

取組みの成果を測定する方法を提案する。 

（1） ログフレームの作成 

表 2は、大分県の政策文書、関係者への聞き取りに基づき作成した、留学生の受入れ・定着促

進の取組みに関するロジカルフレームワーク（ログフレーム）を示している。大分県では、留学

生受入れにより、経済の活性化、若者人口の増加、地域の国際化、多文化共生、国際的な教育環

境の実現、高度外国人材（グローバル人材）の定着、観光振興、海外とのネットワークの強化な

ど、8 つの成果の実現を目指していると考えられる。 
広島県においては、2008 年に策定された「広島県人づくりビジョン」によると、「活力ある人

づくりと人を活かす社会づくり」により「国内外から人材が集まる魅力ある元気な広島県」の実

現を目指している。「広島県留学生活躍支援センター」の活動は、留学生の就職支援に重点が置

かれており、期待される成果の中で、高度外国人材（グローバル人材）の定着が最重要視されて

いると考えられる。 
（2） ステークホルダー分析 

表 2 のログフレームには「留学生の受入れによる地域の活性化、国際化」が目標として示され

ているが、目標が持続的に実現するためには、取組みを通じて、留学生、元留学生、大学、企業、

住民、自治体などの主要なステークホルダーの利害が相反しないように、調整、確認することが

必要である。特に、留学生、元留学生といった地域に新しく定住した外国人と、住民、企業との

間には、不信感が芽生えやすい。例えば、留学生の増加は、外国人との接触に慣れていない一部

の住民の不安を増大する可能性が有り、留学生への就職支援は、日本人学生の就職機会を奪うの

ではないか、という不信感を招く恐れもある。また、留学生が地域に愛着を持っていなければ、

地域に「利用されている」という意識を持つ恐れも出てくる。このような対立を避け、取組みを

円滑に進めるためにも、ステークホルダーの意識の変化や利害の状況を定期的に把握する必要が

ある。 
また、留学生と地域住民、留学生と企業関係者といったステークホルダーが交流し、相互理解

を深める機会を作ることも重要であり、そのために、大学や自治体、あるいは「NPO 法人大学

コンソーシアムおおいた」や「広島県留学生活躍支援センター」といった機関が果たす役割は大
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きい。 

（3） 大分県における主な成果と持続性の課題 

大分県・別府市（2010）による APU 誘致効果に関する調査では、APU による経済効果を年

間 212 億円、雇用誘発効果を 1,358 人と算出し、APU の学生・教職員 6,862 人（内、約半数は

外国人）は別府市の人口減少を緩和し、20～24 歳の若者人口割合を押上げたと分析している。

経済効果、人口の変化のおよそ半分は、留学生によってもたらされている。県民 1,167 人への意

識調査では、回答者の 85％が APU は別府の国際化に寄与し、77％が別府の活性化に寄与した

と回答している。これらの結果から、住民の多くが APU 設立と、それに伴う留学生など外国人

の大幅な増加による変化を肯定的に捉える傾向が読み取れる。 
他方、APU 関係者によると、世界から優秀な留学生を獲得するため、運営費の 2 割を使い、

95％の留学生に 20～100％の授業料免除を行い、他方、日本人学生からは年間約 130 万円の授

業料（文系大学最高水準）を徴収している。留学生が国際的教育環境を支え、この環境に惹かれ

て学ぶ日本人学生の学費が APU の経営を支えている。しかし、前節で分析したとおり、大分に

おける私費留学生獲得の優位性は低く、教育の国際化のコストは高く、このシステムを持続する

には経済的な課題がある。 

 

 

（4） 広島県における留学生の定着による経済効果の分析例 

表2　「留学生の生活・交流・就職支援」の取組みに関するログフレームの例（大分県）

要約 (Summary) 指標（調査項目） 指標デ ータ
入手手段

外部条件（前提条件）

（上位目標）国内外から人材が集まる、活気
ある地域経済・社会が実現する

1.　若者人口の減少傾向の鈍化
2.　地域の一人当たり所得の向上

統計

（目標）留学生受入れにより地域が活性化
し、世界に開かれた地域づくりが進む

県の海外戦略との連携

（成果）
１．（経済効果）留学生増加により、地域経
済が活性化する

1-1　授業料収入の増加
1-2　生活費収入の増加
1-3　家賃収入の増加
1-4　商店街の売り上げ、店舗数、
1-5　税収の増加
1-6　留学生の家族、元留学生の来訪

統計

2．（若者増加）留学生増加により、若者が
多くなり、社会が活性化する

2-1　若者人口の増加、
2-2　若者による地域おこし活動の件数、内容、参加率
2-3　若者向けの店の増加、地域の活気

統計、聞取り

3．（国際化）留学生増加により、地域社会
の国際色が豊かになり、魅力的な地域になる

3-1　外国人人口比率
3-2　外国人の出身国の多様性
3-3　地域の行事への外国人・留学生の参加
3-4　地域の国際性についての認識の変化
3-5　海外に向けた、地域の魅力の発信

統計、聞取り、
質問紙調査

・地域の人々が外国人（留学
生）の増加に好意的である
・留学生が、当該地域を好きに
なる

4.（多文化共生）地域の人々と留学生の相互
理解・相互交流が促進され、多文化共生の地
域づくりが進む

4-1　留学生による国際理解授業の実施件数
4-2　留学生による自国の言語や文化の紹介講座
4-3　地域の人々と留学生の交流頻度
4-4　外国人（留学生）に対する地域の人々の意識の変化
4-5　留学生が地域の文化やルールを理解する機会
4-6　外国人（留学生）が賃貸できる不動産の増加

統計、聞取り、
質問紙調査

5．（国際的教育環境）留学生の増加によ

り、国際的な教育環境が実現できる

5-1　日本語以外の言語（英語等）による授業の数、日本人学生の参加
5-2　日本人と留学生の交流
5-3　日本人学生の派遣留学への参加
5-4　日本人学生の外国語能力、コミュニケーション能力
5-5　大学／学校の国際性に関する外部の評価

大学ホームペー
ジ、聞取り、質
問紙調査

大学が、国際的な教育環境の
実現を推進しようとしている

6. （高度外国人材）留学生が地域の企業等に

協力、就職、あるいは起業することにより、高い
能力を持つ多国籍人材が養成・定着し、地域経
済の強みとなる

6-1　留学生が地域の企業や団体等で協力・研修する機会
6-2　留学生の協力に対する企業の評価
6-3　留学生の地元企業への就職率と定着率
6-4　地域での留学生の起業状況と経営上状況
6-5　県産品の輸出先と輸出額、貿易外収支、企業の海外展開

統計、聞取り、
質問紙調査

・地元企業が国際的な展開を
検討し外国人材に関心がある
・景気が安定し、外国人に雇
用・起業機会がある

7. （観光振興）留学生が地域の観光資源の魅

力の発見や発信へ協力する

7-1.　留学生が地域の観光資源を体験し、改善を提言する機会
7-2.　観光学コースへの留学生の参加、研究成果
7-3.　海外に向けた、地域の魅力の発信
7-4.　外国人観光客の増加

統計、聞取り、
質問紙調査

8.（ネットワーク）留学生を通じ、地域の海
外とのネットワークが強化され、交流、交
易、研究等の機会が増加する

8-1.海外との交流状況（人の移動、姉妹都市協定、交流協定、学生・青年等交
流、国際協力）
8-2　海外との共同研究、共同プロジェクトの件数

統計、聞取り、
質問紙調査
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広島県においては、「広島県留学生活躍支援センター」などを通じた留学生の誘致及び就職支

援活動の成果分析は、まだ本格的に行われていないが、この取組みを所掌する広島県地域政策局

国際部国際課からの依頼を受けて作成した、留学生の増加と県内定着による経済社会効果の測定

にかかる主な項目と指標の提案を最後に示す。 

① 留学生雇用による広島県の企業の海外進出の促進による効果 

留学生を雇用した企業群と留学生を雇用しない企業群の差異（指標の比較） 

指標例：当該企業の海外売上高、海外から国内（広島県）への送金額と県内経済波及効果 

② 留学生雇用による広島県の企業の海外売上（輸出）増加による効果 

留学生を雇用した企業群と留学生を雇用しない企業群の差異 

指標例：海外輸出額と県内経済波及効果 

③ 留学生雇用による広島県への海外からの観光客の増加 

留学生を雇用した企業群と留学生を雇用しない企業群の差異 

指標例：インバウンド観光客の数／宿泊数／売上高、インバウンド観光客増加による県内経

済波及効果 

④ 留学生を雇用した企業・団体での他の従業員に及ぼす影響 

留学生を雇用した企業群と留学生を雇用しない企業群の差異 

指標例：従業員の TOEIC／TOEFL スコア平均、海外赴任を志望する従業員の割合 

⑤ 元留学生の起業による経済効果 

元留学生の起業した事業所の売上高 

⑥ その他 

・留学生の父兄等による広島訪問（入学式、卒業式等）、想定人数と想定宿泊数／売上高、県内

経済波及効果 

・元留学生が広島留学を勧めることによる留学生の増加、それによる県内経済波及効果 

・海外との共同研究、共同プロジェクトの増加 

・将来、海外留学や海外での仕事を希望する広島県の若者の増加（留学生による国際理解授業を

受けたグループと、受けないないグループの差異） 
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第 2 章 福岡県における留学生及び外国人の受入れと多文化共生 

1. 多文化共生社会で生きる－福岡都市圏における取り組みー 

                  白土 悟（九州大学） 
 
１．多文化共生社会というテーマについて 
 
  「多文化共生社会」と何か。様々な定義があるが、およそ次のような意味である。すなわち、

多文化共生社会とは一国内において国籍や文化的背景が異なる外国人（外国人留学生、外国人就

労者、外国人永住者とその家族などを含む）の基本的人権が保障された社会であり、外国人が地

域の経済振興に重要な役割を担い、かつ同国の市民との間の相互理解が進んで差別や偏見の低減

した社会である。それは長い間、人類にとって理想的社会であった。 
このような理想的社会を日本国内で実現できるだろうか。日本のように歴史的・伝統的社会で

はこれまで培われた独自の文化や制度が存在する。民族的・文化的多数者である日本人はそれら

を自明の理として受け入れているが、民族的・文化的少数者である外国人はこの独自の文化や制

度に否応なく順応しなければならない。順応しなければ社会的制裁を受ける恐れもある。これが

現状であろう。しかし、外国人に順応を期待するだけでは問題は片付かない。むしろ日本人側が

外国人の基本的人権が守られているかどうかに関心を持ち、外国人の抱える実際的問題を理解し、

彼らが順応できずに困惑している文化的問題や制度的問題を共に考えていく態度を身につけな

ければならない。日本人側のこのような社会的自覚が多文化共生社会を実現するのに不可欠であ

る。このことに日本全体が気付き始めたのである。（１） 
 ところで、多文化共生社会の議論の前提となるのは、「多文化社会」（Multicultural Society）
の存在である。多文化社会とは、大勢の外国人が居住しあるいは往来して多数の文化が並存する

中で、相互の利害関係や異文化間の摩擦を解消するために何らかの調整を必要とする情況にある

社会を指す。（２） 
 すでに日本の幾つかの都市はこのような情況にあり、また外国人留学生の受け入れ大学や多国

籍企業のような小社会も同様な情況に置かれている。日本全体から見ればまだ一部ではあるが、

日本の都市、大学、企業は大小の「多文化社会」を形成しており、その中で多文化共生に関する

問題の解決が切実に求められているのである。 
  
２．多文化共生の推進政策と地方都市の国際化政策 
 
（１）地方自治体による多文化共生の推進  
 「多文化共生社会」の実現は「都市の国際化」という課題と直結している。その方面からこの

テーマを考えてみたい。従来、都市政策の中に国際化促進というような政策は存在しなかった。

都市政策の目的は住民サービスが基本であり、外国人居住者へのサービスもその範囲内で行われ
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ていた。都市の国際化などは行政の目的にはなりえなかったのである。 
ところが、1980 年代後半、外国人の多数居住する都市で国際化政策が始まった。しかし、そ

れは地方自治体の自発的なものではなく、政府（旧自治省）の方針であった。政府は、1987 年

（昭 62）「地方公共団体における国際交流の在り方に関する指針」等々を策定し、都市の「国際

交流」を課題として据えた。次に、同様にして 1996 年（平 8）より「国際協力」を課題とし、

2006 年（平 18）に第三の課題として「地域における多文化共生」を指示したのである。すなわ

ち、総務省はまず『多文化共生の推進に関する研究会報告書』（2006 年 3 月 7 日）を公表し、次

いで同省自治行政局から全国地方公共団体等の外国人住民施策担当部に対して、「地域における

多文化共生推進プラン」（同年 3 月 27 日）を通知した。これ以降、都道府県と管内市区町村は

こぞって多文化共生推進を計画し実行し始めたのである。  
「地域における多文化共生推進プラン」は、「多文化共生推進」の必要性について、「外国人登

録者数は平成 16 年末現在で約 200 万人と、この 10 年間で約 1.5 倍となり、今後のグローバル

化の進展及び人口減少傾向を勘案すると、外国人住民の更なる増加が予想されることから、外国

人住民政策は既に一部の地方自治体のみならず、全国的な課題となりつつあります。このような

中、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的差異を認め合い、対等な関係を築こうとしな

がら、地域社会の構成員として共に生きていくような、多文化共生の地域づくりを推し進める必

要性が増しています」と説明し、各地の実情に合わせて、多文化共生施策の指針・計画を策定し、

その際 NPO、NGO その他の民間団体の役割を重視して、それらとの「連携・協働に努める」よ

う指示している。 
また、多文化共生施策の基本的考え方を４点挙げている。簡潔に言えば、①「コミュニケーシ

ョン支援」として、日本語ができないニューカマーのための情報の多言語化、日本語・日本社会

の学習の支援を行うこと。②「生活支援」として、居住、教育、労働環境、医療・保健・福祉、

防災の各方面の外国人支援と留学生支援を行うこと。③「多文化共生の地域づくり」として、地

域住民・企業・NPO の意識を啓発し、交流イベントの企画や外国人住民の自助組織の支援など

を行うこと。④「多文化共生施策の推進体制の整備」として、地方自治体と地域国際化協会や

NPO・NGO など民間団体との役割分担を明確にし、連携・協働を図ること、である。こうして、

今日（2014 年）まで約 8 年間、各地方自治体で諸施策が計画され実行されてきたのである。 
 
（２）「国際的拠点都市形成」の理論 
 都市の国際化に関して、もう一つの動向がある。近年、東京、大阪、名古屋などの国際化した

大都市圏以外に、地方の政治・経済の中枢的機能を有する比較的大きな都市が国際化政策を打ち

出したことである。例えば、札幌は「北の国際交流」の拠点都市を、新潟は「環日本海における

国際交流拠点都市」を、福岡は環黄海圏における「アジアの交流拠点都市」を、那覇は「アジア・

太平洋地域の国際交流拠点（パシフィック・クロスロード）の形成」を標榜し、行動計画を策定

している。 

 国土交通省の報告書『国際的拠点都市の形成に関する現状と課題―「集積」と｢国際性｣による

拠点都市の戦略的発展』（2003 年 6 月）によれば、「国際的拠点都市」とは、国際サービス業拠
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点機能、国際物流ネットワーク拠点機能、国際頭脳拠点機能、地場産業国際発信拠点機能、国際

アメニティ拠点機能、国際交流拠点機能などの 6つの機能のうち複数の機能を有する都市を指す。

そのあるべき姿として、第一に「急速に発展している東アジア各都市、その他世界の主要都市と

の間で、各機能を協調、連携、分担する都市」であること。第二に「外国企業、外国人ビジネス

マンやその家族にとって、ビジネスと生活を行う上で快適な環境が揃っている都市」であること、

という 2条件を挙げている。（３） 

更に、その本来的役割については 4点挙げている。 

①「経済的・文化的等のあらゆる面で地域ブロックを牽引すること」である。国際的拠点都市

に空港・港湾等を通じて人・モノなどのフローとストック（集積）の両面が充実して初めて地域

ブロックを牽引するだけの活力を持ち得るという。 

②日本経済を牽引する「知識創造産業」を担うことである。知識創造産業は企業・顧客・大学・

研究所などの知的集積から展開していくものであり、「積極的に外国の頭脳（foreign talent）

を取り入れ、或いは交流を図り、世界中から最高水準かつ多様な人材を集め、刺激を与え合うこ

とが必要である」という。 

③「優れた製品を生み出す知識創造型の企業」を支援する専門的サービス産業が存在すること

である。「法律、会計の専門的サービスから金融サービス、コンサルティング、マーケティング、

人材研修、ネットワーク機能など」のサービスが充実していなければならない。それは外資系企

業をその都市に誘致する基本的条件である。 

④東アジア経済の成長とともに、日本と東アジアにおいて人・モノ・カネが大量に往来する可

能性が高まる中、拠点都市では医療・住宅・教育・文化伝統などが充実し、外国人とその家族が

快適な生活を送ることができることである。こういう国際的拠点都市は東アジア諸都市との間で

「姉妹都市関係、海外事務所の設置、大学での交流、産業分野での提携、文化交流などの形態で、

双方に便益をもたらすことを明確に目的とする連携を進める」ためのリーダーシップを発揮する

ことができるという。 

簡潔に言えば、ある都市が「国際的拠点都市」となるためには、東アジアの諸都市と連携しな

がら人・モノ・カネの往来を活発化させるとともに、特に「知識創造産業」を発展させなければ

ならない。そのためには「専門的サービス産業」を充実させ、また「外国の頭脳」を積極的に取

り入れる必要もあり、彼らとその家族が快適に定住できる生活環境を創出しなければならないと

いう。 

要するに、「国際的拠点都市」の形成とは、ある程度の条件が揃った地方中核都市が「国際的

拠点都市」へと脱皮することで、それを中心とする後背地域を含めた「地域ブロック全体」に経

済的繁栄をもたらすという戦略的理論である。この「国際的拠点都市」形成理論に沿って、条件

の揃った地方中核都市は「国際的拠点都市」に成長する努力を始めるべきであるという。しかし

ながら、「国際的拠点都市」形成理論はひとつのビジョンを提示しているが、その方法論は明確

には提示されていない。 

 
３．福岡都市圏の事例 
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 上述のように、地方都市には国家政策の一環として多文化共生施策の推進という課題が課せら

れ、また幾つかの地方中核都市では国際的拠点都市の形成という課題を自ら打ち出している。国

家レベルと地方レベル、それぞれの思惑と施策が密接に交錯して動いている。これが今日の情況

であるように思われる。  
そこで、ひとつの事例として、福岡都市圏の情況を考えてみたい。福岡都市圏とは福岡市とい

う地方中核都市を中心とする 9 市 8 町の広域圏を指す。そこでは福岡県政と福岡市政がともに総

務省のいう多文化共生推進プランを計画し実行するとともに、近年は「アジアの交流拠点都市」

を標榜して国際化を進めている。その主な展開を簡潔にまとめてみよう。 
（1）福岡県政における地場企業の外国人材採用支援 

福岡県は全国に先駆けて、県内企業が留学生・海外高度人材を採用するのを支援する事業を始

めた。2001 年 3 月、ワーキンググループ「海外頭脳活用調査検討委員会」は、報告書『海外高

度人材ネットワーク構想＜海外の優秀な人材が活躍できる地域へ＞』（福岡県）を刊行した。こ

こにおいて、福岡県の海外高度人材活用促進の 5 つの基本方針がまとめられた。①海外高度人材

活用の意義：県内産業の国際競争力を強化するためである。②アジア系高度人材の獲得：海外の

大学・研究機関と関係を構築して、希望者が海外から直接に県内企業にアクセスできる環境を整

える。③県内企業の閉鎖的な経営の刷新：世界に通じる企業風土・評価システムの定着を支援す

る。④知識経済に向けた企業の意識改革：大学等の教育機関を中核として共同研究開発・ベンチ

ャーを振興する。⑤外国人の生活しやすい環境づくり：地域として海外文化を受け入れ、外国人

が働き生活しやすい環境づくりを推進する、である。（４） 
この基本方針に沿って、2001 年 4 月、産学官で「国際ビジネス人材支援会議」を立ち上げ、

以下の事業が実施された。 
①県内で留学生のための合同就職面談会「九州キャリアフォーラム」を年 2 回実施。 
②首都圏で開催される留学生向け就職説明会に出展し、県内企業に誘致する。 
③海外の大学・研究機関との関係を構築し、地場企業を引率して上海・大連等にリクルートミ

ッションを派遣する。 
④ウェブサイト「Fukuoka International Career Station」による海外人材の雇用に関する情

報を提供する。 
⑤海外人材採用に関するコンサルティング事業を実施する、などであった。 

 
（2）福岡県留学生サポートセンターの活動 
その 7 年後、2008 年 4 月、行政の簡素化によりこの事業を既存の事業と統合して、「福岡県留

学生サポートセンター」が新設された。センターは、各地の商工会議所（福岡、久留米、北九州、

飯塚）、大学（九州大学、九州工業大学、福岡女子大学、北九州市立大学、西南学院大学、福岡

大学、久留米大学）、地方自治体（福岡県、北九州市、福岡市、久留米市、飯塚市）という産学

官連携で運営され、6 つのプロジェクトを実施している。 
①福岡の大学への留学生誘致のサポート。即ち、ウェブサイトを用いて福岡が留学生を歓迎して
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いることを宣伝し、留学先として選択するよう勧める。 
②福岡での留学生支援・交流プログラムに関する情報の集中と広報。 
③福岡の留学生会や各大学の留学生会のネットワークを作り、市民との交流促進。 
④留学生にアルバイトの斡旋。 
⑤留学生の就職探しを支援するため、相談活動や就職セミナー等の開催。 
⑥福岡の大学卒業生の帰国同窓会組織とネットワーク（メーリングリスト等）の作成 
である。 
 
（3）福岡市政における多文化共生の施策 
福岡市は政令指定都市として国際化に関する具体的計画を策定してきた。2003 年 6 月『福岡

市国際化推進計画』では全 200 施策中、最多の 60 件が大項目「多文化共生の地球市民の都市」

を目標とする施策であった。その主な中・小項目は次のようなものである。①「地球市民の都市

づくり」として、国際理解事業の充実、外国人の人権問題に関する啓発事業の充実、市民主体の

国際交流・協力活動に対する支援充実、初等教育での 2 ヶ国語教育、小・中学校での国際理解教

育の拡充、釜山広域市等と北部九州地域との交流・連携の推進など。②「外国人にも住みやすく

活動しやすいまちづくり」として、外国人への情報提供指針づくり、外国人への情報提供機能の

充実、外国籍児童等のための教育環境の充実、福岡インターナショナル・スクールへの支援、通

訳ボランティ派遣システムの整備、外国人の日本語学習支援の充実、レインボープラザの相談機

能の強化など。また③「外国人との共働によるまちづくり」としては、外国人にもわかりやすい

行政情報の提供、外国人施策に関する懇話会の設置、外国人の地域活動への参加促進、留学生を

はじめとした海外人材の活用などを掲げ、予算措置を行ったのである。 
その後、2008 年 6 月の『福岡市 2011 グランドデザイン：政策推進プラン』では、全 167 政

策中、最多 93 件が「協力と競争を通じてアジアの交流拠点都市を目指す」というものであった。

ここでは、①多文化共生の地球市民の都市づくり、②アジアにおける学術・文化・人材育成の拠

点都市づくり、③アジア諸問題に対する国際貢献、④東アジアのビジネス・物流都市の構築など

が主要な目標とされた。 

加えて、福岡と姉妹都市間では、かなり高水準の活動が行われている。すなわち、福岡市と釜

山市は姉妹都市を締結して 2009 年で 20 周年を迎えた。福岡市教育委員会は釜山市教育庁と共

同で社会科副読本『もっと知りたい福岡・釜山：福岡市と釜山広域市の交流誌』（2009 年 11 月）

を製作し、福岡と釜山の学校で使用することになった。｢毎日新聞｣（2010 年 1 月 28 日付け）の

記事によれば、2010 年 1 月 26 日に市立福浜小学校、27 日に市立警固小学校において初めて、

この本を使用して小学校 6 年社会科単元「世界の中の日本」の授業が行われた。この単元は日本

と関係の深い国の伝統・文化を尊重する態度を養うのが目的であり、市内小中学校に 50 部、特

別支援学校に 20 部、幼稚園や高校に各 1 部配布された。今後、他の学校でも韓国について学習

するときに随時使用されるという。 
 

（4）民間団体の多様な活動 
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このような地方自治体のハード・ソフトの行政施策が実施される一方で、それらよりもさらに

地域に密着した活動が民間団体によって担われてきた。そこには幾つかの類型があるが、例えば、

①西日本国際財団、太宰府天満宮崇敬会などの留学生との交流活動、②「アジアとともに生きる

会」による外国人子女の就学・生活支援や、「美野島カトリック教会」によるラテン系住民・留

学生の相談活動、③留学生 OB など同国者集団による相互扶助活動、④「小さな国際交流の会」

などによる地域の外国人対象の日本語教育、⑤福岡留学生会や各大学の留学生会による市民との

交流活動などである。これらはほんの一例に過ぎない。 
 
４．国際的拠点都市形成のための課題 
 
 これまで見てきたように、地方都市の国際化には、留学生・海外高度人材の誘致政策から定住

化政策まで実に多くの課題がある。地方自治体、大学、企業、地域住民による協力関係を構築す

るという観点から地方都市の国際化について若干の問題提起をすることにしたい。（５） 
 
①地方自治体の主体的な国際的拠点都市づくり 

留学生・海外高度人材など外国人の入国・定住は時代の潮流である。つまり、都市の｢人材の

国際化｣は避けることができないものであろう。この潮流に対して、ポジティブになるか、ネガ

ティブになるかという選択がなされなければならない。すでに救急病院で言語問題が発生し、住

民と新しく入って来た外国人との間に摩擦や利害衝突が起こっている。国際的拠点都市とは創造

的都市であり、このような問題を解決するためには「新しい規範」を創出しなければならない。

地方自治体のポジティブな方針と政策が最も重要であると思われる。 

 

②地方自治体の広域経済圏の中での位置取りの再考 

各都市はどのような歴史性、文化性、産業構造、将来の発展計画などを持っているのか。近隣

諸国の地方中枢都市の有する国際的な機能と比較しながら、各都市の有する優位性や弱点を認識

したうえで、将来の発展方向を考えなければならない。例えば、福岡であれば、環黄海経済圏の

中での位置取り（positioning）を考え、必要な国際的拠点機能を強化していくというように。

福岡に必要な海外高度人材の類型がそのとき明確になってくるだろう。 

 

③大学の留学生受け入れ負担の軽減  

大学は、「定員充足率に貢献する」「日本人学生の国際性を涵養する」など様々な理由で留学生

を増加させてきたし、今後もそうするだろう。それは必ずしも「留学生 30 万人計画」が掲げる

ような大学のグローバル化や留学生の日本企業への安定的供給などを念頭に置いているとは限

らない。国家戦略と大学戦略が同じベクトル上にある大学は旧帝国大学と一部エリート私立大学

に限定され、中堅大学は国家戦略目標のベクトル上に留学生受け入れ理念・目標を描けないでい

る。 
 ｢国際的拠点都市｣では、留学生受け入れ大学の負担を軽くしなければならない。大学が多くの
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留学生を受け入れるときに背負う負担には、留学生の海外リクルート経費、奨学金支給・授業料

免除、国際交流会館運営、宿舎探し、生活問題の支援、子女の保育・教育問題支援、就職支援な

どがある。大学は単独では背負いきれないだろう。大学が地方自治体、地場企業、民間団体等と

協働していく体制を築く必要がある。 
 

④ローカル・トウ・トーカルの教育交流 

2008 年 7 月、文部科学省・経済産業省・法務省等の 7 部門が合同で「留学生３０万人計画」

骨子を発表した。そこに次のような文言がある。「例えば、日本のある地域において、大学等が

コンソーシアムを形成し、それに地域の文化資源や地場産業も含め、世界の特定地域とのローカ

ル・トウ・ローカルレベルの交換留学は、地域活性化にもつながる」という。日本のある地域の

大学・企業・地域団体がコンソーシアム形式で、外国の特定地域と留学生交流を行うことも有意

義であるというのである。これを敷衍して考えれば、「国際的拠点都市」の国際交流拠点機能の

強化につながるのではないか。姉妹都市間の留学生交流を、あるいは近隣諸国を含めた国際的経

済圏の主要都市との留学生交流をもっと大規模に推進するという選択肢もあるのではないかと

思われる。 
 
⑤元留学生とのローカル・ネットワーク形成の強化 

福岡の元留学生とのネットワークを形成する。それには 2 種類あると思われる。世界中の留学

帰国者との世界的ネットワークおよび地場企業で就業する元留学生を含む海外高度人材のロー

カルなネットワークである。この二つを大学と地方自治体において支援し、活用することが望ま

しいと思われる。 
 更に、第３のネットワーク形成の可能性がある。例えば、福岡が目指すのは環黄海圏における

交流拠点都市であるので、当面は中国・韓国の 2 国を視野に入れて考えてみる。まさに「留学生

10 万人計画」によって多くの日本留学帰国者が蓄積されている中国・韓国の環黄海圏内の主要

都市と福岡との交流を優先的に充実させ、強い都市間ネットワークを形成していくのである。世

界中と行う八方美人的なネットワークではなく、また福岡の大学等の卒業者に限定せずに日本留

学帰国者の蓄積している都市を環黄海圏内で特定して、その地域とのネットワークを強化する。

最初は青少年交流・留学生交流・市民団体交流・マスコミ交流などの人的交流と文化交流による

基盤を作り、その上に観光・物流などの経済交流を展開して行くことができるだろう。 

 

⑥地場企業の外国人採用方法の再考 

地場企業の外国人採用には、ブリッジ人材の需要と人手不足の解消という 2 側面がある。すな

わち、国際的拠点都市が後背地に経済的繁栄をもたらすには、アジアも含めて広い市場を開拓し

ていかなければならない。アジア経済との関係が深まるにつれて、企業はアジアから高度人材を

採用する必要性が高まるであろう。つまり海外高度人材には通訳や海外進出の先兵など、ブリッ

ジ人材としての役割が期待されている。  
他方、日本の少子化が続き、人手不足が深刻になってきつつある。日本人の応募が少ないので、
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外国人を採用するという企業が増えている。外国人のもつ語学力を評価して採用するのではなく、

日本人と同等に同じ仕事をしてもらうために採用するのである。それは人手不足を解消する手段

としての外国人採用である。 
この社会的需要を満たすには幾つかの基本的施策を検討しなければならない。第一に、地場企

業への留学生インターンシップ・プログラムを活発化させる必要がある。延いては、海外から直

接に、日本人留学生や外国人学生の優秀なインターンを受け入れることも必要であると思われる。

｢国際的拠点都市｣の国際頭脳集積という観点から見ると、このような企業の国際教育的活動が活

発になることが望ましい。 
第二に、留学生の就職支援を強化する必要がある。例えば、柳基憲・白水光津代『グローバル

人材活躍型都市形成に向けた外国人留学生の就職支援に関する調査研究』（2014）は、福岡都市

圏における留学生の就職支援のためのプラットフォームの構築を提案している。留学生が自己

PR する動画を作成しアップロードする、それが一方で「人材バンク」の役割を果たし、他方で

地場企業が採用の参考になるという仕組みである。こうした積極的な施策を実行して行かなけれ

ばならないと思われる。（６） 
 

⑦多文化社会に向けた都市住民の適応準備 

世界各国の人々が往来し、あるいは定住するような国際的拠点都市は多文化・多民族社会にな

るだろう。そこには、ともすれば民族間の誤解や偏見や差別が発生するかもしれない。旧来の閉

鎖的な地方都市が国際的拠点都市に生まれ変わるには、新しい理念（多文化共生）と「新しい規

範」を掲げる必要がある。そのような理念と規範を掲げて、地域住民が主体的な街づくりが出来

るが否かが国際的拠点都市となる重要な鍵でないかと思われる。 

例えば福岡市では、行政主導でアジアマンス、福岡アジア文化賞などの国際行事を行い、アジ

アにおける知名度を引き上げてきた。また、外郭団体の福岡国際交流協会は住民の国際意識の啓

発活動（外国人のホームスティ事業、留学生による外国語教室、市民の国際交流活動助成など）

に取り組んでいる。福岡県国際交流センター、様々な民間団体が留学生との交流活動を行ってい

る。こうした活動の成果として、市民意識のレベルでは、外国人に対する「お客様」意識や「よ

そ者」意識が変化し始め、「隣人」意識が醸成されつつある。 

 

⑧外国人の定住問題についての相談活動 

 外国人定住が日本に定住するには幾つかの壁がある。在留資格という壁、企業の不採用という

壁、社会的排除の壁である。特に、深刻な問題が人生の節々で現れてくる。①日本で就職する外

国人は数年すると、「帰化」（国籍変更）するか、「永住権」を取得するかで思い悩むという。現

行では「帰化」は 5 年間居住し、大卒であればかなり容易に許可される。しかも、外国姓のまま

でよい。これに対して「永住権」取得は 10 年間居住しなければならず、「帰化」よりもハードル

は高い。これは日本側の「社会の多国籍化・多民族化を望まない」という方針なのかもしれない

が、いつまでも権利・義務が制限され、「よそ者」扱いされるのである。②多文化共生は互いの

違いを認めて「共生」・「協働」しようとするものであるが、それは「帰化」していない外国人居
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住者の場合である。だが、「帰化」後には、日本人と同等の権利・義務が得られる代わりに、「共

生」よりも「同化」が必要となる。この時、彼らは民族としてのアイデンティティの問題を抱え

ることになる。③日本人と国際結婚した外国人の場合、日本にそのまま住むのか、帰国して母国

に住むのかという居住地選択の問題に悩むことになる。子どもの母語教育、老親の世話、自分の

老後の居場所などと関連する深刻な問題である。このような外国人定住者の問題への理解と、時

には相談活動が必要とされるだろう。（７） 
 
5．結語 
 「多文化共生社会」と聞いて、そもそも日本社会にとって外国人の受け入れと定着はなぜ必要

なのかという疑問を発する人も少なくない。だが、その回答はしばらく置くとして、もし必要だ

とすれば、日本社会は外国人の受け入れとその支援（留学生の生活支援や就職支援、外国人社員

やその家族の定着支援）として具体的に何をすべきなのだろうか。この基本的疑問を 4 つのセク

ターに分けて考えると、①地方自治体は留学生や海外高度人材など外国人居住者に対してどのよ

うな施策（生活支援、就職支援など）を行えばよいのか。②大学はなぜ留学生を受け入れ、いか

にして教育するのか。③企業は外国人社員をなぜ採用し、どのように育成していくのか。④企業

は外国人社員の労働不安、子女教育問題などにいかに配慮し支援していくのか。⑤地域住民や民

間団体は外国人居住者に対してどのような態度を持って、外国人の隣人と共生していくのか等々

の課題が見えてくる。「多文化共生社会」というテーマは我々に様々な課題を提起しているので

ある。 
もう一方の｢国際的拠点都市｣形成のプロセスは、複雑で長期的なプロセスになると思われる。

「国際的拠点都市」形成理論は様々に錯綜している国際化の現実を整理する有効な視点を提供し

ている。すなわち、大学、地方自治体、地場企業、地域住民の 4つのセクターは、それぞれの論

理で国際交流・外国人支援を実施してきたが、緊密に連携してきたとは言えない。留学生・海外

高度人材の暮らしやすい「国際化した都市」を形成するという統一目標に向かって協働し補完し

合わなければならないという視点である。 
 
[注・引用文献] 
1．池田光穂氏はブログ（http://cscd.osaka-u.ac.jp）で、多文化共生社会（Multicultural Symbiotic 
Societies と訳している）は「複数の他者の民族、他者の文化の相互承認と共存が可能になって

いる社会の状態のこと」であると定義し、共生という言葉には「それに向かって行動する市民に

も、また支援しなければならない行政府にとっても、実現されなければならない理念」が込めら

れているという。 
2．小林哲也・江渕一公編『多文化教育の比較研究』九州大学出版会、1985 年、ⅰ－ⅶ頁、参照 
3．国土交通省『国際的拠点都市の形成に関する現状と課題―「集積」と｢国際性｣による拠点都

市の戦略的発展』2003 年 6 月 

4．海外頭脳活用調査検討委員会編『海外高度人材ネットワーク構想＜海外の優秀な人材が活躍

できる地域へ＞』福岡県、2001 年 3 月 
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5．2007 年度トヨタ財団研究助成「国際的拠点都市形成のための地方自治体と大学のパートナー

シップに関する研究」の報告書『福岡における国際的拠点都市形成に関する研究』（研究代表者 

白土悟）、2010 年 1 月 
6．柳基憲・白水光津代『グローバル人材活躍型都市形成に向けた外国人留学生の就職支援に関

する調査研究』福岡アジア都市研究所、2014 年 
7．廿日出里美・小澤理恵子・鈴木一代・塘利枝子「生涯発達におけるアイデンティティ」、小島

勝編『異文化間教育学の研究』ナカニシヤ出版、2008 年、207-212 頁、参照 
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2. 地域社会における外国人の社会統合についての一考察 

 
                  白土 悟（九州大学） 

 
 
１．地域社会における「社会統合」の概念について 
 今日、「社会統合」という言葉が頻繁に使用されるようになった。だが、実のところその定義

は曖昧である。「社会統合」は英語では「social integration」という。「integration」は人種間

の融和を意味し、その反意語は「segregation」、つまり人種差別である。そこから推すと、「social 
integration」は人種に基づく社会上の差別待遇を撤廃するというような意味だと思われる。恐

らくそれが原義であっただろう。 
だが、今日はそれよりもっと広い意味で使用されている。例えば、新しくコミュニティに引っ

越してきた人にそのコミュニティのルールを教えたり、共同活動を通して相互に知り合う機会に

したりする、このようなコミュニティ活動も「社会統合」のための活動と言われる。『ブリタニ

カ国際大百科事典』によれば、「社会統合」とは「非統合的な状態にある社会内の個々の集合体

ないしは個人が、相互的に適応することにより、単一の集合体として統合されていく過程をいう。

この過程において、社会はより分散的な状態からより結合的、団結的な状態に転化していく」と

いう。この定義は、特に人種や外国人に限定したものではない。他と区別された形で存在する集

合体や個人という広い範囲の人々の「社会統合」を想定している。恐らく社会階層・階級、宗教

団体や障害者、外国人定住者なども想定されている。この定義をもう少し具体的に言えば、「社

会統合」とは、人種だけでなく民族・国民・宗教の差異、性差、貧富の格差などに基づく差別を

撤廃する社会計画や社会活動を展開する過程であると言えるだろう。 
以上の広狭の定義を踏まえて、ここでは外国人に焦点を絞ることにしたい。すなわち、ある地

域社会の義務と規律を等しく遵守することを条件に、外国人をその地域社会の一員として積極的

に社会の中に統合しようとする活動について考察したいと思う。 
 ところで、「社会統合」に類似した言葉がある。日本人・日本社会が外国人・外国文化を受け

入れる態度や制度を創出する過程はしばしば「日本の内なる国際化」と呼ばれる。また外国人が

日本社会の中で身体的・精神的ニーズを満たしながらサバイバルする過程は「異文化適応」と呼

ばれている。これらの概念と対比して考えると、「社会統合」は外国人を受け入れるための日本

人・日本社会の側の態度・活動の在り方を問う視点である。その視点は「多文化共生」という理

念の上に成立していると言えるだろう。 
 日本で外国人の「社会統合」が問題化したのは、大学等の教育機関に外国人留学生が本格的に

増えてきた 1980 年代からである。今日（2015 年）まで既に約 35 年が経過した。日本人・日本

社会は外国人留学生に対していかなる態度を形成し、いかなる「社会統合」の活動を行ってきた

のだろうか。その「社会統合」の過程は外国人留学生を対象にして始まったが、今日ではその問

題意識はニューカマーである「外国人就労者」、「外国人技能実習生」など外国人労働者にも向け
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られるようになり、更に、オールドカマ－である在日コリアン、在日華僑など永住者にも向けら

れるようになってきた。 
ここでは福岡都市圏を事例として、地域社会での「社会統合」の活動を簡単に振り返ることに

したい。 
 
２．留学生政策と地域国際化政策の変遷 
 例えば福岡都市圏の場合、外国人の「社会統合」活動は、外国人留学生に対して行われたのが

最初であったと思われる。戦後の在日外国人は、主として占領軍であり、また在日コリアン・在

日華僑など永住者であった。これらの人々は日本社会の中で区別（断絶）された形で存在したの

で、知識や情報が不足し、理解も深められなかった。すなわち、「社会統合」活動の対象と見る

人々は少なかったのである。 
 ところが、外国人留学生は特別な存在であった。彼らは外国の知識階層の人々であり、将来母

国で指導的役割を担うエリートであると考えられ、しかも、大学という地域社会の知的中心部に

集まっていたのである。これらの敬愛すべき外国人留学生を支援するのは重要な活動と考えられ

た。こうして福岡都市圏の市民の中に、外国人に対する「社会統合」の視点が芽生えたのである。 
 そこで、まず留学生政策と地域国際化政策について略述することにしたい。そして次に、それ

ら政策によって外国人・外国人留学生が増加する過程おいて、福岡都市圏の市民意識はいかに変

化してきたかを考えることにしたい。 
 
 （１）国家の留学生政策 
 1960・70 年代を通じて日本は高度経済成長を成し遂げた。恐らく国際的な経済交流の発展に

よって、日本の高等教育に外国人留学生が少しずつ増加してきた。特に、1978 年 8 月、中華人

民共和国との間に平和友好条約が締結されると、翌年より理工系を中心に大量の中国人留学生を

受け入れ始めた。1980 年には韓国が留学の自由化を開始し、1981 年にはマレーシアのルックイ

ースト政策（日本に留学生・技術研修生派遣）が開始された。このようにアジア各国に日本留学

の機運が盛り上がってきたのである。 
1984 年（昭和 59）、政府は『21 世紀への留学生政策の展開について』を策定し、21 世紀初頭

には留学生受入れをフランス並みに 10 万人にまえ増やすことを目標に掲げた。途上国の人材育

成への協力を主要な目的とし、帰国留学生が日本と母国との懸け橋となることが重視された。こ

うして在日留学生は年々増加。地方の大学にも留学生が在籍するようになり、周辺地域の「国際

化」が始まったのである。 
1989 年 12 月、米ソ冷戦終結宣言（マルタ島）、そして 1991 年 12 月ソ連崩壊して、冷戦が完

全に終結した。これを機に、EC は広域経済圏の確立を目指し、1993 年に EU を誕生させた。

これに対抗して同年、米国はカナダ・メキシコとともに NAFTA（北米自由貿易協定）を締結。

このような欧米における経済統合の動きはアジアにも波及し、アジア経済圏構想が浮上、留学交

流はその広域経済圏を支える人材育成のための手段と考えられるようになった。そして、1991
年に UMAP（アジア太平洋大学交流機構）が EC のエラスムス計画を模倣して発足した。こう
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して、長期・短期の留学生受入れ政策によって、2003 年に 10 万人を達成した。 
2008 年に「留学生 30 万人計画」骨子を発表し、2020 年までに留学生を 30 万人まで増加さ

せることを計画した。中国・韓国・シンガポールなど主要な経済振興国も同様に留学生受け入れ

増加策を採用したことで、優秀な留学生の獲得競争が激化している。 
このような情勢に対応して、文科省は「国際化拠点整備事業（グローバル 30）」（2009～2013）、

続けて「スーパーグローバル大学創成支援事業」（2014～2023）によって、著名な大学の国際化

を一気に進展させ、留学生受け入れと日本人学生の留学派遣を拡大しようとしている。 
 

（２）地域国際化政策 
自治省（現・総務省）は、1987 年「地方公共団体における国際交流あり方に関する指針」お

よび 1989 年「地域国際交流推進大綱の策定に関する指針について」を策定し、地方自治体によ

る「国際交流」の実施を指示した。 
冷戦終結後、1995 年「自治体国際協力推進大綱の策定に関する指針について」を策定し、地

方自治体のよる「国際協力」の大綱を定め、実施するよう指示した。「大綱」の指針として、①

共生の精神、②対等なパートナーシップ、③多様なチャンネルによる世界平和への貢献、④人道

的配慮、⑤地域活性化等の効果、の 5 点である。以下は、⑤の内容である。 
 
≪地域活性化等の効果 
 ①地域のアイデンティティの確立及び地域活性化 
   異なる背景を持つ地域との触れ合いを通じて、自らの地域のアイデンティティを 
  確立し、地域の活性化が図られる。 
 ②異文化との触れ合いを通じた文化・生活の深まり   

 国際協力の場を通じ、異なる言語、生活、習慣、文化等の持つ人々と出会うこと  
により、相手地域の文化を学ぶことができ、地域の文化、生活等をより豊かなもの  
とすることにつながる。 

 ③住民の国際意識及びボランティア精神の涵養 
   地域住民に密着した地方公共団体による国際協力活動を通じて、住民の国際意識  
  及びボランティア精神が涵養される。 
 ④職員の人材育成 
  地方公共団体の職員が国際協力活動を通じ、より広い視野と国際感覚を身につけ  
 ることにより、国際的な活動のみならず、行政全般における水準の向上が図られる。 

 ⑤姉妹提携の内容の深化 
   地方公共団体は姉妹提携を推進することを通じて、相手地域のニーズを的確に把 
  握し、きめ細かな国際協力を行うことができるものであり、それによって姉妹提携 
  関係を友好親善を目的とする交流関係から、共通の目的を持ち、相互に協力する関 
  係へと内容的に深めることが期待できる。≫ 
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このように、地方自治体の地域活性化施策として、国際協力活動を推進する事業が実施された。

特に、国際協力活動を通じて「住民の国際意識及びボランティア精神」を涵養するという目的を

掲げている点は注目すべきである。当時、住民の国際意識はまだ閉鎖的な段階にあるという認識

があったのである。 
総務省による地域国際化政策の第 3 弾として、2006 年「地域における多文化共生推進プラン」

が指示された。外国人居住者が増加してきたことによって生じる様々な問題に対応する地域社会

政策が求められたのである。そういう「共生」時代が到来しているという認識に基づいたもので

あった。この年 5 月から全国の地方自治体・地域国際化協会・国際関連 NPO などの職員を対象

に「多文化共生推進人材」（多文化共生マネージャー）を育成する講座が開講された。これら講

座の修了生によって、地域の行政と民間団体との協働体制をコーディネートし、外国人住民の支

援活動等を企画・実施されるようになった。 
 

（３）外国人留学生に対する福岡市民意識の変化 
 外国人留学生に対する福岡市民の意識はどのように変化してきたのか。市民意識の変化を代表

するものとして、市民ボランティアの意識を考えると、あくまで仮説ではあるが、表 1 のように

変化したと考えられる。 
 すなわち、80 年代の「お客様」意識は、外国人留学生が未だ一部の人々だけが近づき得る存

在であった時期の所産である。外国人は「珍しい」ものであった。裏を返せば、「よそ者」意識

であり、留学終了時には自分たちとは縁もゆかりも無い存在となるだろうと多くの市民は考えて

いた。 
 90 年代になると外国人留学生は増加して、次第に地域で認知される存在になった。言い換え

れば、「隣人」として身近に感じるまでになったのである。つまり、外国人留学生に対して関心

を寄せる人々が増えてきたのである。 
 それが経済の国際化が進展することによって、日本企業における外国人社員の採用が重要であ

ると考えられるようになった結果、経済活動をともにすべき仲間として外国人を受け入れる必要

が高まった。この風潮は、住民の中に「共生」意識を芽生えさせたのである。つまり、留学終了

後、日本で就職し、日本に定着する人々もいて、日本の経済活動に参加する存在であると認識さ

れたのである。  
 このように「お客様」意識から「隣人」意識へ変化し、そして一部では「共生」意識に変化し、

また「共生」意識に変化する方向が示されたのである。そして、大体において、「共生」意識の

今後重要であることが理解されるところまでは来たのである。80 年代以後の市民意識の変化は

このように定式化することができるかもしれない。 
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表１．留学生政策や地域国際化政策と福岡市民意識の変化の関係 
年代 
 

留学生政策 
 

地域国際化政策 
 

外国人留学生に対

する福岡市民意識 
 

80 年 
代 
 
 

文科省「留学生10万人計画」

（1984） 
 
 

・自治省「地方公共団体にお

ける国際交流あり方に関する

指針」（1987） 
・自治省「地域国際交流推進

大綱の策定に関する指針につ

いて」（1989） 

「お客様」意識に

よる支援・交流活

動 
 
 

90 年

代 
 

冷戦終結後、EU、NAFTA 
の経済統合に連動して、ア

ジア経済圏形成が模索され

る中、UMAP 発足（1991） 

自治省「自治体国際協力推進

大綱の策定に関する指針につ

いて」（1995） 

「隣人」意識によ

る支援・交流活動 
 

2008
年 以

降 

・文科省「留学生 30 万人計

画」（2008） 
・文科省「グローバル 30」
（2009～2013） 
・文科省「スーパーグロー

バル大学」（2014～2023） 

・総務省「地域における多文

化共生推進プラン」（2006） 
・法務省・厚労省・経産省「高

度外国人人材の優遇制度（ポ

イント制度）」（2012～） 

「共生」意識によ

る協働活動 

筆者作成 
 
３．地域国際化の過程において「社会統合」活動の類型 
（１）地方自治体の行政的役割 
 地域国際化の過程において、市民意識がいかに変化してきたかを見てきた。その過程で最も大

きな役割を果たしていたのは、政府即ち国家意思であった。国家の果たした役割として、留学生

増加政策、地方自治体の国際化政策を取り上げたが、この他にも、法務省入国管理局による外国

人誘致のための法律修正なども重要な施策として挙げることができる。 
謂わば「国家主導」あるいは「政治主導」による地域国際化であった。 
 90 年代には、それに加えて経済国際化に基づく外国人の往来が増加した。また 2008 年以降は

外国人留学生の日本就職の促進により外国人社員の採用率が高まってきた。経済的合理性による

外国人労働力の吸収が始まったのである。謂わば「経済主導」による地域国際化が進展した。今

日、その状況はますます緊迫してきたと言わなければならない。     
さて、これまでの地方自治体の国際化政策には、以下のような類型が見られる。 
① ハード型の行政サービス：国民健康保険加入、児童手当支給など。 
②ハード型の教育サービス：インターナショナル・スクールの開設と経営支援、小学校への日

本語教師派遣制度など。 
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③ソフト型の行政サービス（住民協働型）：これには、受益者負担を軽減する生涯学習型サー

ビスがある。例えば、公民館の設置：留学生を講師にした外国を知る講座開設などである。ま

た受益者負担によるボランティア活動の支援もある。例えば、「青年センター」、「福岡国際交

流協会」、「福岡地域国際関係団体連絡協議会」などの設置や「市民との交流」を促進するホー

ムスティ制度の確立などである。 
④外国人の活用型：留学生・外国人を地域に役立つ資源として活用していく「活用型」活動が

行われている。例えば、「留学生の観光ボランティア」：観光コンベンションビューローが「ウ

エルカム・サポーター」としてクルーズ到着時に留学生に通訳バイトを依頼する（1 時間 3000
円謝金）などである。また、地域観光の外国人向けサイト作成の依頼等々も行われるようにな

った。 
 このように、ハード・ソフト型、外国人活用型など様々なタイプの「社会統合」活動が行われ

るようになった。 
 
（２）地方自治体としての目標 
 １）福岡市基本計画の中の国際教育推進プラン 

2012（平成 24）年に『福岡市基本構想：第 9 次福岡市基本計画』が策定された。この計画は、

2013（平成 25）年度から 2022（平成 34）年度までの 10 年間の福岡市の基本計画である。この

中で、国際教育に関する事項として、「国際競争力を有し、アジアのモデル都市となっている（施

策 8）」ことを謳っており、その細目として「グローバル人材の育成と活躍の場づくり」、「アジ

アの諸都市への国際貢献・国際協力の推進」などを掲げ、2022（平成 34）年度における目標値

を提出している。表 2 の通りである。 
 第一に、「就労目的の在留資格をもつ外国人の数」を 2012 年度の 2702 人から、2022 年度

には 4000 人に増やすとしている。 
 第二に、「外国語で簡単な日常会話ができると思う生徒の割合」を 2011 年度の 35.9％から、

2022 年度には 60％まで高めるとしている。 
 
表 2．2012 年の第 9 次福岡市基本計画 

     指標目標 現状値 
 

目標値 
（2022 年度） 

就労目的の在留資格をもつ外国人の数 2702 人 
（2012 年度） 

4000 人 

外国語で簡単な日常会話ができると思う生徒の割合 35.9％ 
（2011 年度） 

60％ 

 
 ２）「福岡らしい国際教育」実現プロジェクト（2012） 
 小中高校生を対象とした「福岡らしい国際教育」実現プロジェクトにおいては、2012 年度の

新規事業として次のような活動が目標として掲げられた。 
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①「グローバルチャレンジイン釜山」目的：英語コミュニケーションの実践力育成（釜山グロー

バルビレッジへの派遣） 
②「特設 英語村」目的：英語によるコミュニケーションを図ろうとする態度の育成及び英語への

慣れ親しみ（英語を使った歌やダンス、工作などの体験活動） 
③「ＡＰＣＣスクールビジット」目的：異文化交流，国際的な人材の育成（アジア太平洋こども

会議で来日の「こども大使」受入及び国際交流） 
④「留学体験 イン モモチ」目的：異文化理解，英語を使う意欲の向上（福岡インターナショナ

ルスクール体験入学） 
⑤「福岡・アジアしっとーと検定」目的：福岡やアジアの歴史，文化等に関する関心・意欲の向

上（福岡・アジアしっと-と検定試験の実施） 
⑥「ユニバーサルなまち実現プロジェクト」目的：ユニバーサルな社会の実現に向けて，主体的

に行動する意欲や態度の育成（ユニバーサルに関する地域の調査・点検・実践） 
などである。 
 
 この中で、①と②は英語のコミュニケーションの能力を高める活動である点は注目すべきであ

る。地域国際化は英語人材を育成するだけでよいのかという疑問は残るが、とにもかくにも英語

能力の向上が国際的な政治・経済の情勢に対処できる人材を育成する道であると考えられている

のである。隣国との関係を念頭に置けば、韓国語人材、中国語人材、ロシア語人材も必要になる

と思われるが、その認識はもう少し時を待たなければならないのかもしれない。 
 
（３）市民ボランティアの役割 
 市民ボランティア団体の役割は、行政の役割よりも更に地域に密着している。 
①地域密着型の支援活動：例えば、「美野島カトリック教会」によるラテン系住民の相談活動や

「アジアとともに生きる会」による外国人子女の修学・生活支援などがある。 
②外国人コミュニティ（小集団）のネットワーク型の相互扶助活動：例えば、元留学生の OB 会

や在福岡の各国留学生 OB 会、国別の就労者組織などである。 
③異文化間相互理解のための市民ボランティア活動：例えば、市民と留学生との交流行事を企画

する諸団体は数知れず、また外国人のための安価な日本語教育ボランティア教室も約 50 箇所で

開催されている。 
 
４．将来の地域国際化の展望――市民主導  
 将来の地域国際化の展望が様々に議論されている。国家政策に対して外国人移民制度の確立な

どが取り上げられ、また地方の政策に対して外国人住民の参政権問題、外国人労働者の待遇問題、

外国人住民と日本人住民との日常の利害衝突や犯罪増加の危険性なども指定されている。しかし、

多文化社会の方向性と将来の社会情況は簡単には予測できないものがある。 
 しかしながら、今日見られるような外国人に対する偏見・差別（ヘイト・スピーチなど）に対

する反対運動、あるいは外国人の専門的職業人の育成と採用、外国人と日本人の「協働」による、
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行政のカバーできない領域における地域ボランティア活動などを見ていると、市民レベルでは

「多文化共生」の理念に向かって動き出しているように見える。これからは政治主導・経済主導

に加えて、市民主導による社会作りが重要になってくると思われる。市民が自分たちの社会をど

のようなものにしたいのか、その主体的社会形成が問われているのである。 
 
５．結語 
福岡都市圏の外国人受入れと「社会統合」について考察を進めた。非常に限られた事例である

と思われるが、ある程度は他の地域にも当てはまるであろう。すなわち、日本人も日本社会も外

国人留学生を受け入れるためには何が必要かを次第に理解するようになった。そして、外国人全

般について、彼らの抱える文化的問題や制度的問題に関心を持ち、一緒に問題を考えて行く態度

を持つ必要があることを理解してきた。これは今後の外国人受入れと「社会統合」の方向性を考

える上で、重要なことである。ただ、ここでは、外国人・外国人留学生の側の意識がどのように

変化してきたのか、あるいは何も変化していないのか。日本人や日本社会に定住することをどの

ように考えているのか。すなわち、彼らの市民意識については論じることができなかった。それ

は日本社会がこれまで見落としてきた点である。この盲点を埋める必要があるだろう。 
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3. 福岡都市圏における華人ネットワークの現状 

唐寅（公益財団法人福岡アジア都市研究所） 

  
2008 年から 2 年間、筆者が勤務する研究所では、福岡市を中心とする日中経済交流人材の調

査プロジェクトを実施し、海外高度人材の活用を図るうえでプラットフォームの構築が有効だと

の提案を行った。調査結果は「日中経済交流のプラットフォームの形成に関わる研究報告書～福

岡ゆかりの中国人材ネットワーク活用を促進するための基礎づくりを中心に～」にまとめられて

いる。筆者はこのプロジェクトの立案から報告書の作成まで担当していた。ここでは、調査プロ

ジェクトの華人団体（華僑＝中国籍在住者、華人＝中国籍ではない在住者をまとめて指している）

と関連する内容を簡単に紹介し、その後のこれら華人団体の動向について補足説明を行う。 
 
（１）福岡市にある華人ネットワークの調査 

2008 年当時、華人ネットワーク調査の実施背景には、三つのポイントがあった。 
ひとつは、福岡の地理的特性からして、アジア交流の主要対象は韓国、中国であり、特にア

ジアのダイナミズムと一体となることで自らの発展を促進しようと考えた時に、否応なしに中

国が最重要対象になるのである。福岡は上海を中心とする 1000 ㎞の中国沿岸部経済圏に積極

的に参入していくことが成長につなげられるという希望的観測が強かった。 
また、経済分野だけではなく、人の移動、文化学術面においても今後日中間の交流は拡大し

ていくものと思われていたので、その交流促進の担い手となる人材は欠かせないという認識が

福岡市の関係者の間にあった。経済交流をはじめ、民間交流や文化・市民交流に関する行政施

策の実施において、外部資源を取り込みながら効果的に活用する必要性と緊急性、また外国人

住民（大半は中国系）の参画による多文化共生社会形成の可能性について論議される中、架け

橋となる人材及びそのネットワークの重要性が再度確認され、そのネットワークをマネジメン

トする能力（NQ）への関心が高まった。 

さらに、福岡市は日本国内でも外国人留学生を最も多く受け入れている都市であり、しかもそ

の 6割以上が中国人留学生によって占められている。卒業後に福岡市に止まった元留学生の多く

はすでに大学等の教育研究機関に就職し、いわゆる高学歴者の層が厚い。日中交流の架け橋とし

て当然彼らの活躍が期待されるのである。 

次表は福岡市内の大学に在職する中国人教員に関する集計表である。各大学のホームページに

掲載されている内容に基づいて作成している。法務省が公表する「教授」等の在留資格者数より

は少ないと思われる。なお、この時期に日本各地ではいわゆる華人団体が急速に顕在化したこと

も報道されるようになった。1980年代以降に来日した中国人は、生活が安定してきたのに伴い、

元留学生仲間同士の親睦や情報交換を目的とするさまざまなグループが結成され、かつ横断的に

連携するケースが増えていた。これらのグループは HP 開設、NPO 登録、公開イベントの開催な

どを通じてその存在をアピールし、国内外の他のネットワーク（例えば中国国内の留学生 OB ネ
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ット「欧米同学会」など）との情報交換を行い、共同事業の実施につなげようという機運が高ま

っていた時期でもあった。 
福岡市内の大学に在職する中国人教員（48 名）に関する集計 

 

   準拠資料：福岡市内各大学のＨＰより（2014 年 2 月現在） 
我々がこれまでのアジア政策の蓄積を活用するという観点から、華人団体に関する調査の必要

性を認識し、対象団体を選定して聞き取り調査を実施した。また、対象団体の選定において下記

の要素も考慮したのである。 

〇人材発掘を経済交流やビジネス交流につなげようという観点からして、現役の留学生団体を除

外した。構成メンバーは日本での就労が認められている在留資格所有者が中心であることが望ま

しい。それは日本の法律を順守するとともに、日本に生活基盤を持ち、日本社会に根付いている

ことが直接信任に結び付いていると思われているからだ。 

〇団体活動が社会一般に公開されていること。たとえば公的機関に登録されていることやオフィ

シャルサイトを開設していることなどを重視した。 

〇地元社会と中国国内とのつなぎ役を果たしてほしいと期待されている以上、団体が中国国内に

おいても認知されることが大事であり、福岡市にある中国総領事館に華人団体として承認されて

いるかどうかが一つの指標であった。 

以上の点を踏まえて我々が選定した団体の代表者に、団体の設立目的、活動内容、構成メンバ

ー等について聞き取り調査を行った。 

 当時、福岡市内には主に 5つの華人団体があった。九州・福岡の華僑・華人の横の人的ネット

ワークを形成している「九州華僑・華人友好聯儀会」、九州居住経験と日本での学位取得者を対

象とした学者・技術者の「九州中国人学者、技術者連合会」、そして、地元経済人を中心とする

ネットワークである「九州華人・華僑商工協会」、「西日本中日企業家協力会」の４団体のほかに、

「九州華僑華人文学芸術家連合会」という団体もある。しかし、団体の構成や活動について確認

できなかったため、調査対象から外した。 

各団体の当時の状況を簡単に列記しておく（詳細は報告書を参照）。 

●九州華僑・華人友好聯合会（1998 年 1 月設立）   

 項 目  内 訳 人 数（名） 

学校別 国公立大学  23 

私立大学   25 

 性 別 男性 42 

女性    6 

 専門別 

 

人文社会科学系  19 

医・理工学系 29 

 職位別 教授・准教授 38 

講師・助教 ほか 10 
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・九州・福岡在住中国人同士の親睦団体として設立し、政治活動等を目的としない。ビジネスを

目的することもなく、会員相互の交流、定例イベントを中心に行っている。いわゆる「新華僑」

総会のようなイメージである。 
・中国人が日本社会に溶け込むことが重要であると考え、日中の文化理解、交流のための活動を

行う用意がある。 
・会員内でビジネスを立ち上げるというグループづくりなどは、実際に行われている。日中間の

ビジネス問題、日本での生活支援を目的として設立された「九州華人・華僑商工協会」もここ

の会員が中心となって作られた組織である。 
●九州中国人学者、技術者連合会（2000 年 9月設立、公設 HP http://www.9capa.net/）  

・九州地区の大学や研究機関及び企業等に在職する中国出身の学者研究者と技術者の親睦を深め、

日中両国の教育、文化、社会及び経済の交流を推進することを目的とする。入会資格として、

修士号以上の学位取得が要件である。 

・中国国内の高等教育機関への支援活動（現地での講演会開催、中国の若手人材育成）を積極的

に行っている。 

・中国語学習クラス「習悦中文学校」の設立及び運営を会として行っている。 

●九州華人・華僑商工協会（2008年 10月設立、福岡商工会議所登録）  

・中日間の経済、文化交流、協力を促進するとともに、華人経営者同士の交流・協力を推進し、

会員の経営上の諸問題をサポートすることを目的に設立。 

・中国の「春節祭」を福岡で実施し、将来は上海で日本の祭りも展開することで、企業物産展示

会の開催などを通じてビジネスにつなげる計画もある。 

・東北３省（遼寧省、吉林省、黒竜江省）出身者が会員の８割を占めている。 

●西日本中日企業家協力会（2009年 1月特定非営利活動法人登録）  

・日本と中国との相互の友好交流の重要性に鑑み、民間レベルによる両国の戦略的互恵関係を構

築することにより両国の平和、経済振興、文化交流、環境保全に寄与し、促進することを目的

とする。 

・協力会が中日企業家の新たな交流プラットフォームとなり、両国の企業家や九州地区における

対中友好協力に向けて質の高いサービスの提供を行う。 

・九州地域の日中の企業経営者、行政関係者、学者等が参加 

・会員は中国出身者だけではないが、華人団体としてみなされている。 

 

 

 

 

 

 

  

 

九州華僑・華人友好聯合会 

九州中国人学者、技術者連合
会 

西日本中日企業家協力会 

九州華人・華僑商工協会 

日本での学位取得者 

経営者・学者・行政関係等 

貿易関係の中小企業 

在福岡の中国人団体の位置関係 
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聞き取り調査からわかったことは、この 4 つの華人団体の間に横断的な人的つながりが多く、

一人の人間が複数の団体に参加している例も少なくない。この４つの団体の相互関係を次図のよ

うに表わすことができる。 

また、調査を通して得られた結論として、各団体はいずれも日本と中国との文化の相互理解、

日本人と中国人が地域で融け込み合う環境づくりの大切さを痛感していること、各団体の主旨や

会員の特色によって、日中文化交流活動の支援を中心として行う団体、来福中国企業と地元日本

企業との橋渡しを支援する団体、日本企業から中国への橋渡しの窓口としての支援を行う団体な

ど、さまざまなポテンシャルがあることが明らかになった。したがって、各団体の活動状況、設

立目的、構成員等を踏まえて、今後日中間の経済ビジネス交流拡大に関わる仲介部分を次図のよ

うに想定して形成していくことを提起したのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）福岡にある華人ネットワークの現状 

 2012 年以降、日中関係が悪化し、日中交流の機運が急速に低下したことに伴い、福岡の華人

団体も自粛ムードが漂うようになり、存在が見えにくくなってきている。典型的な現れは、「中

国」を意識させるようなイベント開催は避けるようになり、例えば福岡の冬の風物詩となること

を目指して始まった「春節祭り」もなるべく中国色を薄め、アジアの春節祭りと名付けて低調に

行うようになったのである。 

 また、調査当時に見られていた華人団体の相互連携によるネットワーク形成の動きも、その後

の個別の団体の形骸化によって事実上停止してしまった。筆者が把握している最近の動向は下記

の通りである。 

●西日本中日企業家協力会については、第 1 回の春節祭りを他の華人団体と共同開催した以降、

NPO 法人の登録は続いているが、団体としての活動は基本的に停止していると聞く。特に理事長

及び事務局長はともに日本人となり、事務局も法曹関係者が集まる福岡中央総合事務所に置かれ

るようになってから、いわゆる華人団体としての認識がその後ほとんど持たれなくなった。また、

地元日本企業の対中進出が下火になるにつれ、団体として活動できる場もほとんどなくなったの

期待される役割 組織の活動 

九州華僑・華人友好聯合会 

華僑・華人の情報交換、親睦

のための活動組織、様々な会

員が参加 

日中の文化理解・交

流支援 

九州中国人学者、技術者連合

会 

九州の大学研究者集団 

先端的分野の研究活動 

技術高度化、企業化支援 

中国人材育成 

ビジネス支援 

九州華人・華僑商工協会 

貿易分野での九州域内の中小

企業の組織、ビジネス支援、

生活支援 

ビジネス支援 

生活支援 

西日本中日企業家協力会 

中国の内陸部経済発展に日本

のビジネス、技術、人材を活

用する窓口、支援 

中日ビジネス支援

窓口、情報提供 

団体名 
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である。 

●九州華人・華僑商工協会については、第３回福岡春節祭を地元商店連合会の協力を受けて開催

して 

以来、福岡商工会議所の登録は続いているが、目立った活動はあまり見受けられない。20 数社

ある会員企業の大半は貿易商社であり、食品、自転車・バイク、プラスチック・建設廃材の輸出

入を行っているため、経済情勢の変化による影響をもろに受けており、厳しい経営に直面する企

業が多い。協会としての求心力が失われつつあるとも聞く。 

●九州華僑・華人友好聯合会については、最盛期に 100 名以上の会員も在籍していたが、現在、

忘年会の参加者数は辛うじて 10 数名程度である。以前定期的に行われていた新年会、花見、海

水浴など会員同士の親睦をはかる行事活動はすべて自然消滅となった。聯合会の参加者が飲食店

の従業員から大学の教授まであまりにも幅広すぎて、しかも「老華僑」総会のように互助組織と

しての役割も果たせないため、会員を一つのグループに引きとめることが至難であろう。 

次表が示しているように、近年、福岡市内の中国人留学生人口は横ばい傾向を続いているが、

中国籍住民の人口はピークを過ぎ、減少傾向にある。それに加え、会長を始め、会員全体の高齢

化も進んでいりので、新規加入がなければ、聯合会はいずれ自然消滅するだろうと関係者は言う。 
福岡市在住中国籍人口数・留学生数の推移 

準拠資料：各年度版の「福岡市統計」 
●比較的順調に活動を展開しているのは九州中国人学者、技術者連合会である。日中関係による

影響もあって、中国国内の高等教育機関への支援活動として実施していた現地での講演会開催や、

福岡の大学に中国から若手人材を招聘すると言った中国向けの交流事業は停滞している。しかし

一方、地域社会との交流の一環である中国語学習クラス「習悦中文学校」の運営が順調だと聞く。

中国人出身者の子弟のみならず、地域の日本人の子供も少数ではあるが、参加している。昨年中

国政府から海外中文学校運営の模範事例として表彰されている。 

また、新規会員も昨年 10 人程度が増えて、会員同士の交流が盛んになる傾向がみられる。ス

ポーツ（テニス、ゴルフ等）や趣味（写真等）のサークルも次々と誕生し、会員同士の交流が盛

んになる傾向がみられる。 

 最新の会員名簿（110 名）を集計した結果を次表にまとめている。 
この集計表から、九州中国人学者・技術者連合会にはいくつかの特徴があることが分かる。 

 平成 20 平成 21 平成 22 平成 23 平成 24  平成 25 平成 26 

市内外国籍人口 21277 22943 23651  24555  24155 25963 28174 

内 中国籍人口 

    ％ 

10328  

48.5 

11693  

50.9 

12176  

51.4 

12526  

51 

11911 

49.3 

11840 

45.6 

11427 

40.5 

市内留学生総数 2272 2506 3216 3079 3247 3227  － 

内中国人留学生   

％ 

1408 

61.9 

1586 

62.5 

2213 

68.8 

2113 

68.6 

2214 

68.1 

2160 

66.9 

 － 
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〇全員が留学生出身であるという共通の経験を持ち、かつ修士以上（半数以上は博士号取得者）

の高学歴者であること。しかもその 7割以上は医・理工学系出身である。 
〇日本での滞在歴が長い。1980、90 年代に来日した人は半数近くもいる。 

〇勤務先の多くは大学、研究機関または大手企業の研究部門であること。 

〇成長背景が近似しているので会員同士の間に共通認識が生まれやすい。一方、従事している職

業はそれぞれ高い自律性を求められていることもあって、互いに利害関係が複雑に絡むことが

ない。そのため、会員同士の交流関係が維持されやすい素地がある。 

〇1980、90 年代に海外留学できた人たちは、もともと中国社会のエリートであることが多い。

彼たちが留学終了後に帰国して中国社会の担い手として要職に就くケースが多い。かつての留

学生仲間というつながりで、これまでに九州中国人学者、技術者連合会のメンバーが、中国国

家発展改革委員会要人の福岡訪問を実現させたり、中国大手法律事務所代表による法律専門の

講演会を開いたりして、福岡と中国のハイレベルの交流を実現させた実績がある。 

九州中国人学者・技術者連合会 会員構成          （計：110 名） 

 

準拠資料：会員名簿より集計（2015 年 3 月現在） 
日中両国が戦略的互恵関係から大きく後退し、日中交流もしばらく低調にならざるをえない

という状況が続く中、一般の華人団体の動きは次第に内向きになってきている。しかし、海外

高度人材の活用という観点から、上記学者・技術者連合会のような留学生 OB 団体に対する国

内外からの注目は今後も続くと思われる。   

 項 目  内 訳 人数（単位：名） （％） 

学位取得年代 2000年以前 46      41.81 

2001年以降 64      58.18 

出身校別 

（学位取得校） 

福岡県内の大学 61      55.45 

日本国内他県の大学 35      31.82 

外国の大学 14      12.72  

 

勤務先別 

大学 74      67.27 

研究機関  2       1.81 

企業   34      30.91 

  

居住地別 

福岡県内 91      82.72 

九州他県 12      10.91      

日本国内他県 4       3.63  

中国 3       2.73 

性 別 男性 79      71.82 

女性  31      28.19 

 専攻分野別 

（取得学位） 

人文社会科学系  32      20.09  

医・理工学系  78      70.91 
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4.九州及び福岡県の韓国人ネットワークの現状 

 

柳 基憲（公益財団法人福岡アジア都市研究所） 

 

1. 在日本九州韓国人連合会 

（1） 設立背景 

日本国内における韓国人連合会は、「在日本韓国人連合会（東京）」「在日本関西韓国人

連合会（大阪）」「在日本九州韓国人連合会（福岡）」「在日本中部韓国人連合会（名古屋）」

の 4 つの組織がある。中でも、「在日本九州韓国人連合会（以下、九州韓人会）」は、福岡

市を中心とし活動するニューカマー韓国人のコミュニティとして、平成 24（2012）年 6
月 8 日に創立総会が行われ、正式な組織として出帆した（図 1）。 

 

図 1 九州韓人会の設立総会の様子 

（出所）在日本関西韓国人連合会ホームページ 

 

平成 27（2015）年現在、役員は約 20 名で、福岡に拠点を置く企業の社長や、宿泊施

設、飲食店の経営者、起業家、大学教授などがコアメンバーとなっている。その他には、

元留学生で福岡市内の地元企業または韓国系企業で働いている人が多く、中には、管理職

の人もいる。現在の会長は、韓国大邱（デグ）出身で、九州大学大学院修士課程を修了し、

化粧品の製造・販売の会社を経営するジョン・ギテ氏が務めているが、コアメンバーにお

いては、飲食店の経営する人を除いて、その殆どがジョン会長のように九州地域での留学

経験者である。九州韓人会のメンバーの話によると、会員は 80 名余りで職業は様々であ

るが、1980～1990 年代に韓国から日本へ移住した 50 代が多いという。昭和 56（1981）
年の「留学自由化」1と、平成１（1989）年の「海外旅行自由化」の韓国国内における社

会事情の変化により、当時の若者たちは海外へ自由に赴くことが出来るようになった。 

1 1981 年 7月に私費留学の場合に留学資格試験制度が免除されたこと。1970年代には年間

600 人にすぎなかった留学生の送り出しが、1980年代中盤には年間 7000人と 10倍以上増加

した。『韓国の留学生政策とその変遷』、中島万里子、独立行政法人日本学生支援機構ウェブ

マガジン『留学交流』2011 年 4月号 Vol.1 
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近年でも観光や留学といったルートで福岡に短期滞在した後、韓国に帰国せずそのまま

福岡に残り長期間滞在するケースが増えている。彼らは、就職または創業で日本国内にお

いて経済活動に継続的に参加し、最終的に永住権まで取得することで、安定的な生活を営

んでいる。こういった韓国人のニューカマーが集まり、福岡・九州での韓国人同士の交流

や支援などを通じて、韓国人のネットワークを一層強めようとしている組織が、九州韓人

会である。 

実際に、福岡県における在留韓国人の「就労ビザ」の取得者は、ここ数年増加傾向にあ

る。平成 18（2006）年から平成 26（2014）年までの推移からみると、同地域における

就労ビザの取得者数は、増加し続け 2014 年には、900 人を超えている（表 1）2。なかで

も「投資・経営」「人文知識・国際業務」の増加が著しく、高い語学力や日本文化の理解

力を下に、福岡の地場企業への就職または創業する韓国人が増えていることが推測できる。

福岡県における在留韓国人の就労ビザ取得者の増加傾向には、韓国国内の社会事情で就職

難も一つの原因として考えられる。例えば、韓国統計庁によると、平成 18（2006）年の

韓国における若年層（15～29 才）の失業率は 7.9％で、韓国平均失業率の 2 倍近くに達

していて、いまだに社会問題となっている 3。 

 

 表 1 福岡県における在留韓国人の「就労ビザ」の取得状況の推移 

    
（出所）法務省 

 

就労ビザ取得者の増加と共に、福岡県における韓国人の永住権取得者の数も右肩上がり

の傾向にあり、平成 26（2014）年には、1,525 人が永住権を取得した（図 2）。法務省の

永住許可に関するガイドラインによると、法律上の要件の一つとして、「原則として引き

続き 10 年以上本邦に在留していること。ただし、この期間のうち、就労資格又は居住資

格をもって引き続き 5 年以上在留していることを要する」と記されている。つまり、在留

期間だけではなく、日本の社会においての経済活動なども重要視されており、その基準を

2法務省の「在留外国人統計（旧登録外国人統計）」から、福岡県における韓国人の各在留資

格に定められた範囲での就労が可能な在留資格（いわゆる「就労ビザ」）の取得状況を抜粋

し、整理したものである。 
3『韓国の若年雇用の実態と対応』、裵海善、筑紫女学園大学・筑紫女学園大学短期大学部紀

要 3, 101-109, 2008（日本の場合，総務省の『労働力調査年報（詳細結果）』によると，平

成 18（2006）年の 15～24才の若年失業率は 8.1％と，平均失業率 4.1％の約 2倍であった。） 

（人） 総数 教授 芸術 宗教 報道
投資・
経営

法律・
会計
業務

医療 研究 教育 技術
人文知

識・
国際業務

企業
内転
勤

興行 技能
特定
活動

2006 581 83 0 44 1 28 0 4 4 1 111 144 73 6 18 64
2007 608 74 0 46 1 36 0 2 7 2 87 171 78 7 17 80
2008 637 82 0 41 0 50 0 3 10 0 94 187 83 9 16 62
2009 649 73 1 36 0 52 0 3 7 0 83 210 82 8 18 76
2010 664 66 2 31 1 60 0 2 3 0 76 222 82 8 16 95
2011 787 76 1 33 0 64 0 2 3 1 96 260 74 8 18 151
2012 832 70 0 38 0 68 0 4 4 2 96 296 73 6 20 155
2013 855 72 0 45 0 77 0 7 4 0 100 312 70 10 20 138
2014 902 68 0 43 0 87 0 10 4 0 83 340 74 9 18 166

42 

                                                   



クリアしている韓国人ニューカマーが増えている。 
 

 

図 2 福岡県における在留韓国人の「永住権」の取得状況の推移 

（出所）法務省 

 

（2） 主要活動 

九州韓人会の会則では、その目的について『九州地域の韓国人の親睦と協力を増進し、

権益を擁護することで、九州地域の韓国人社会の和合と繁栄を図り、韓日の交流と地域の

発展に役立てることを目的とする』と記されている。また、事業として、以下の 8 つの項

目を挙げている。 

① 会員名簿の作成及び会報の発行 

② 九州地域の韓国人の親睦と協力のための事業及び行事の開催 

③ 九州地域の韓国人の地域社会との理解増進及び親睦を深めるための事業及び行事

の開催 

④ 九州地域の韓国人の権益擁護と健全な日本定着のための、案内、相談、仲裁、申し

立てなどの活動 

⑤ 日本における既存の韓国人の各団体と連帯、協調し、相互交流と発展のための行事

及び活動 

⑥ 災難、災害など非常事態時に、関係機関などと連帯し、会員の安全確認及び協力の

支援 

⑦ 日本国内における地域の韓国人会の結成のための積極的な推進とその支援 

⑧ 韓日間だけではなく、対外的な経済、文化交流のための活動 

九州韓人会は、これらの事業内容に基づき、創立時の平成 24（2012）年 6 月からニュ

ーカマーの定着及び悩み相談に関する支援、教育セミナー及び交流会、ゴルフ大会や九州

オルレ歩きなどのスポーツイベントなどの活動を行っている（表 2）。ここで注目すべき

点は、これらの活動内容が単なる交流レベルではなく、九州地域に定着を目指している韓

国人ニューカマーに対する支援が、多方面で行われ始まっていることである。 
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表 2 九州韓人会の主な活動内容 

     
（出所）九州韓人会ホームページ及び FB を参考に、著者作成 

 

例えば、「2013 九州韓人会のためのセミナー及び交流会」では、九州大学の前韓国研

究センター長、稲葉継雄氏の講演‘韓国と私：40 年の回顧’の後、創業・税務、海外ビ

ジネス・貿易、教育・進学、結婚、就職の 5 つの分野のセミナーが行われた。また、「2014
九州韓人会のためのセミナー及び交流会」では、アメリカのロスから講師を招聘し、海外

居住に関する特別講義を企画した。さらに、2014 年 12 月には、ニューカマーの定着と悩

み相談の支援というイベントを開き、九州地域の韓国人ニューカマーの青年に向けに、留

学の先輩でもあり、現在九州韓人会のコアメンバーである起業家や大学教授たちによる、

相談会を開催した。これらのイベントには、福岡に在住している韓国人留学生も多数参加

している。 
 

（3） 九州韓人会と福岡における韓国系企業 

駐日韓国企業連合会では、毎年「在日韓国企業名簿」を発行しており、同サイトで地域

別（都道府県）の韓国企業リストを公開している。また、韓国貿易協会でも、地域別に韓

国企業リストを公開している。2015 年 2 月現在、上記の 2 つのリストから福岡県の企業

だけを抽出すると表 3 の通りである。これによると福岡県 22 社は韓国に本社を持つ大手

企業の支店や事務所が多く、運輸や宿泊等の業種が殆どである。 
一方、表 3 には記されていないが、九州韓人会のコアメンバーが経営している企業は、

飲食店を除いて、貿易/製造分野の中小企業が多い。在日韓人会新聞からは、九州韓人会

のコアメンバーの企業名などが紹介されており、例えば「株式会社ジェイプラン（化粧品

製造・販売）」「九州リース特品販売（飲料水販売）」「天億兆株式会社（中古車販売）」な

ど、元留学生または福岡への移住者が立ち上げた中小企業が多い。九州韓人会の活動を通

じて彼らは、こういった経営企業の PR はもとより、経営者同士のネットワークの強化、

ニューカマー韓国人への支援などを行うことで、安定的な生活の確保を目指している。 
 

主な活動内容
2012年   6月 九州韓人会創立総会
2012年   7月 福岡県韓国人大運動会へ参加
2012年 11月 ゴルフ大会の開催
2013年   2月 九州韓人会メンバー4人、バク大統領就任式へ参加
2013年   6月 九州韓人会交流会の開催
2013年   6月 九州韓人会長、世界韓人会長大会へ参加
2013年   6月 福岡韓国商工会議所の定期総会・懇談会へ参加
2013年 12月 2013 九州韓国人のためのセミナー及び交流会の開催
2013年 12月 ゴルフ大会の開催
2014年   3月 九州韓人会花見会の開催

2014年 12月 韓国企業の九州進出の活性化に関するセミナー及び交流会へ参加
2014年 12月 2014 九州韓国人のためのセミナー及び交流会の開催
2014年 12月 ニューカマーの定着と悩み相談の支援
2014年 12月 ゴルフ大会の開催

九州地域の韓国人青年のための就職及び創業フォーラムの共同開催
（第4回ワールドオッタ―福岡次世代貿易スクール）

2014年   8月
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表 3 福岡県における韓国系企業リスト 

   

（出所）在日韓国企業名簿、韓国貿易協会ホームページより引用制作（2015 年 2 月現在） 

 

（4） 韓国人定住者の増加と九州韓人会への期待 

法務省の在留外国人統計からみると、2014 年 6 月現在の各都道府県における在留韓国

人数は、大阪府（116,182 名）、東京都（97,433 名）、兵庫県（47,273 名）、愛知県（35,584
名）、神奈川県（30,218 名）、福岡県（17,474 名）の順である。福岡県における在留韓国

人の数は、埼玉県（17,322 名）や千葉県（16,319 名）とほぼ同じ規模である（表 4）。
この 3 地域の在留韓国人数を在留資格別に比べてみると、福岡県では他の 2 地域に比べ、

「教授」「企業内転勤」「留学」の在留資格を有する者が多い一方、「技術」「人文知識・国

際業務」「投資・経営」の在留資格を有する者が比較的少ない。近年グローバル創業・雇

用創出特区として指定された福岡市は、現在外資系企業と高度外国人材の誘致の強化で国

際化を図ろうとしている。首都圏並みの国際力を確保するためにも、今後、高度外国人材

の主な在留資格と言える「技術」や「人文知識・国際業務」分野の人材確保に力を入れて

いく必要がある。このことから、九州韓人会のような外国人同士のネットワークの活動は、

これらの人材確保において大きな力になると期待できよう。 

所在地 事業所形態 業種

1 福岡市 法人 運輸

2 韓国外換銀行 福岡出張所 福岡市 出張所 金融
3 ハンファQセルジャパン（株） 福岡事務所 福岡市 事務所 その他

福岡営業所 福岡市 営業所

本社
福岡県京都
郡苅田町

法人

苅田工場
福岡県京都
郡苅田町

法人

若松工場 北九州市 法人
5 キスウェルジャパン（株） 九州事務所 福岡市 事務所 溶接材料
6 エアプサン（株） 福岡支店 福岡市 支店 運輸
7 ロッテ免税店 福岡事務所 福岡市 事務所 観光
8 CJ korea express Japna　株式会社 福岡支店 福岡市 支店 運輸

福岡空港支店 福岡市 支店
福岡支店 福岡市 支店

福岡空港支店 福岡市 支店
福岡支店 福岡市 支店

福岡貨物事務所 福岡市 事務所
11 （株）SBJ銀行 福岡支店 福岡市 支店 金融

12 （株）国際エキスプレス
九州（門司・博多・

下関）営業所
福岡市 支店 運輸

13 眞露（株） 九州支社 福岡市 支店 貿易/製造
14 福岡市 法人 ゲームサービス
15 福岡市 法人 鉄鋼
16 福岡市 法人 宿泊
17 福岡市 法人 設計/研究
18 福岡市 法人 医療機器
19 Dongil Rubber Belt Japan 株式会社 日本事務所 福岡市 事務所 卸売及び小売業
20 福岡市 法人 運輸
21 福岡市 法人 運輸
22 福岡市 法人 宿泊

23 韓国観光公社 福岡支社 福岡市 事務所 経済団体

24 KOTRA 福岡貿易館 福岡市 事務所 経済団体
25 社団法人韓国船級 福岡事務所 福岡市 事務所 団体

Goldway Japan
MIRAEJET

IP HOTEL

PlayArt Fukuoka 株式会社
Daekwang Japan

サットンホテル博多シティ
Techwin Engineering Center

オーワメディカル

社名

貿易/製造

運輸

運輸

4

9

10

POSCO JWPC（株）

アシアナ航空（株）

（株）大韓航空

ゴールドウェイロジスティックスサービスジャパン株式会社
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表 4 都道府県別在留資格別在留韓国人数の比較（埼玉、千葉、福岡） 

   
    （出所）法務省（2014 年 6 月） 

 

（5） 福岡の魅力と今後の九州韓人会の展望 

ニューカマー韓国人は、福岡を拠点とするビジネスチャンスに注目し、お互いに協力す

るケースが増えつつあることが今回の調査で確認できた。彼らが福岡を好む理由としては、

以下の魅力が考えられる。 
① 距離が近く、特に韓国東南部からの接近性に優れている。福岡空港には大韓航空や

アシアナ航空だけではなく、LCC の 4 社（ティーウェイ航空、チェジュ航空、ジ

ンエアー、エアープサン）も就航しており、特に冠婚葬祭を重要視する韓国人にと

っては、最大の魅力地として人気を博している。 
② 福岡は日本の地方中核都市の中で唯一人口が増加しており、今後秘められた成長性

に期待できる。 
③ 経済的に裕福で、九州地域での留学経験者の中では、老後の生活の候補地として福

岡を選ぶ人が増えている。その理由は、韓国に比べ比較的安価である住宅、物価が

安い地域であること、災害が少なく子どもの育てる環境が良いなどの理由がある。 
    上記の福岡の魅力を背景に、これからも韓国人留学生をはじめ定着を試みるニューカマ

ー韓国人は増えていくと思われる。駐福岡大韓民国総領事館などの韓国政府機関や、九州

大学韓国人留学生会など福岡の各大学の韓国人コミュニティと連携を図り、日本社会にお

いて、九州地域の韓国人組織としての発展を目指している。 
                             

  

総 数 教 授 芸 術 宗 教 報 道
投 資・
経 営

医 療 研 究 教 育 技 術
人文知識・
国 際 業 務

企業内転
勤

埼 玉 17,322  33   4    30   1     159   7     21      1         441       578          26        
千 葉 16,319  36   -    38   2     152   7     4        2         262       483          55        
福 岡 17,474  68   -    43   -     87    10    4        -         83        340          74        

総 数 興 行 技 能
文 化
活 動

留 学
家族滞
在

特 定
活 動

永 住 者
日本人の
配偶者等

永住者の
配偶者等

定 住 者
特別永住

者

埼 玉 17,322  1    50   11   527  719   131  3,771  1,174    102       414          9,121    
千 葉 16,319  8    18   2    497  592   100  4,067  1,366    115       456          8,057    
福 岡 17,474  9    18   19   647  519   166  1,525  379      37        86           13,360  
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第 3 章 広島県における留学生の受入れと定着支援の取組み 

 
尾本 勝昭（広島県留学生活躍支援センター） 

 
少子高齢化や労働生産人口の減少が著しい地方において、地域の活性化を目的に外国人留学生

の受入れの拡大と就職・定着支援を施策とする人材育成を政策ビジョンとして掲げる自治体が増

加している。 
 本稿は「留学生３０万人計画」の先行事業でもある「アジア人財資金構想」の二つの就職支援

事業（「高度専門留学生育成事業」と「高度実践留学生育成事業」）の事業終了後に自立、発展し

た広島県の二つ事例（「広島県ものづくりグローバル人材育成協議会」と「広島県留学生活躍支

援センター」の人材育成プログラム）を紹介するとともに、地域における産学官連携による留学

生受入れと就職・定着支援の事業の取組みの成果と課題を政策評価の視点から考察する。 
 
 ２００８年に公表された「留学生３０万人計画」は従来の「留学生１０万人計画」と比較して、

関係省庁の横断的連携や地域の産学官が連携して総合的に取り組み、留学生の受入れから卒業後

の日本での就職・定着支援を目的とした国家戦略的としての留学生政策といえる。また、文部科

学省と経済産業省が２００７年に外国人留学生の就職支援を目的にスタートした外国人留学生

の人材育成事業「アジア人財資金構想」は２０１１年度の事業終了後も引き続き、地域における

自立化した就職支援モデルとして政策評価できる事例が見られる。 
本稿は国家戦略としての留学生政策が地域における施策として地域経済の活性化や多文化共生

の人づくりビジョンを展開する広島県の事例を中心に、外国人留学生の受入れから就職・定着支

援の支援事業の方法とその成果、課題を検討する。 
 経済産業省が推進した「アジア人財資金構想」事業 1は「高度専門留学生育成事業」（以下、

高度専門事業と称す）と「高度実践留学生育成事業」（以下、高度実践事業と称す）の二つのタ

イプに分けられる。これら二つの人材育成事業は「高度専門事業」が大学における理工系大学や

大学院に所属する国費留学生を対象とした専門的キャリア教育のモデルとして、また、「高度実

践事業」は文科系の大学院や学部に在籍する私費留学生を対象に産学官の連携により、多様な属

性の留学生を就職支援し、地域におけるキャリア支援事業のモデルになったと評価される。 
 実施した事業は共通した人材育成プログラムとして「ビジネス日本語」、「日本ビジネス」の研

修や実践的なインターンシップ（企業実習）の実施を中核プログラムとして留学生の就業力向上

を目的にしている。 
「高度専門事業」の成果としては「ものづくり」や「ＩＴ」等の専門教育プログラムを産学が協

同開発し、事業終了後も理工系留学生が学ぶ専門的キャリア科目の基盤形成をなしているといえ

1 「アジア人財資金構想」事業とは経済産業省及び文部科学省が共同し、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て、奨学金や人材育成から就職支援までの一連の事業（企業ニーズに即した

専門教育・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・就職支援等）を大学及び民間企業・団

体等に対して委託し、産業界で活躍する高度外国人材の育成・活用を目的した事業で２００７年から４年間実施。 

47 

                                                   



る。一方、「高度実践事業」の成果としては、日本人学生と同様の条件で就職活動するため、日

本企業の文化理解や留学生に特化した就職活動セミナーや留学生合同企業説明会の開催等、効果

的な就職情報の提供がなされたと言える。また、個別コンサルタントによる問題解決型支援のマ

ッチング機能の有効性も就職率の向上の支援として挙げられる。 
 これらの成果を、経済産業省は各事業のアウトカムとして卒業後の就職率を掲げ、実施事業期

間(Ｈ２１～Ｈ２４年度)の日本企業への就職率は約６７％(就職者総数１９５９人)で、同時期の

就職率約３０％と比較して２倍以上の成果があったと公表している。2 
また、国政レベルの事業評価については、経産省の公表による「行政事業レビューシート」が参

考になる。各年度の予算執行額に対する成果目標として、当該事業では参加留学生の就職率やコ

ンソーシアム単位の参加事業者数から単位当たりのコストが求められ、各年度の推移でコスト比

較がされ、効率性を追求している。 
 一方、当該事業は国政レベルの事業終了後に、引き続き、留学生の人材育成事業が地域におい

て自立的に展開できてきているか、行政エリアを超えた事業の継続性の視点から評価することが

重要である。 
 以下では、広島県の留学生の受入から就職・定着までを総合的にワンストップで支援できる体

制＜「広島県留学生活躍支援センター（以下、「活躍支援センター」）＞と企業と行政の奨学金制

度を活用した効果的な高度人材の獲得・育成を制度設計＜「広島県ものづくりグローバル人財育

成協議会」（以下、「グローバル人財育成協議会」）＞している事例から留学生の受入から産業人

材の育成方法の概況と成果を検討する。 
 広島県では H22 年に１０年後を展望した新たな総合計画において、成長戦略を柱とした

「ひろしま未来チャレンジビジョン」をスタートさせた。「活躍支援センター」の設立と運

営は４つの柱の一つである「人づくり」分野の施策及び具体的な成果指標・目標を上位目標

として位置付け、関係部局として地域政策局（広島県国際課）が担当している。 
 一方、「グローバル人財育成協議会」の産業人材の育成は「新たな経済成長」分野のイノ

ベーションの源泉となる理工系人材の育成と就労を上位目標として位置付け、商工労働局が

担当している。 
これらは上位目標、担当部局、留学生の受入方法等の違いもあるが、少子高齢化時代を迎え、

経済のグローバル化や地域の活性化に対応した人材育成の視点が共通課題となっている。

「活躍支援センター」は「海外の人材が集まる魅力ある元気な広島県に人が定着する環境整

備」を目的として、参加大学と行政の会費及び広島県の事業委託費で運営している。県内に

在籍する多様な留学生を対象に受入から、勉学・生活、定着支援を別紙（表２－１）の①か

ら⑮の留学生支援事業を通して実施している。また、広島県は「留学生受入・定着倍増計画」

の数値目標を設定し、「活躍支援センター」では受入れ留学生を増加するため、広島県の魅

力発信や海外リクルーティング、進学説明会による県内留学の受入促進事業を実施している。

また、県内企業の就職・定着者の増大のため、別紙（表２―２）の就職支援プログラムによ

2 出所：経済産業省の「アジア人財資金構想」事業結果まとめ（平成２５年１０月） 
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り留学生の就業能力の向上し、就職者の倍増を目標に各種の就職支援事業を実施している。

（＜留学生受入：H21 年（2,300 人）⇒H26 年（4,600 人）＞、＜留学生の就職：H21 年（110
人）⇒H26 年（220 人）＞）また、効果的な就職支援プログラムの向上を目標に、事業毎に

参加留学生のアンケートによる満足度調査を実施し、研修事業の改善や参加者の拡大等の向

上を図っているが、目標数値は内外の環境変化もあり達成されていない。今後の各事業の検

証や更なる産学官連携を強化し、就職支援事業については、インターンシップや留学生合同

企業説明会等の企業と留学生のマッチングの機会を強化し、県内中堅・中小企業の開拓をす

る必要がある。 
 一方、「グローバル人財育成協議会」による人材育成の効果は５名程度の少人数ではある

が企業による安定した奨学金制度が留学生の質的向上を担保しているといえる。課題として

は参加企業と対象留学生の拡大にある。今後、企業ニーズに基づいた多様な出身国の留学生

の受入れや参加企業の拡大により理工系イノベーションの人材育成が期待される。 
【参考】 １．「アジア人財資金構想（高度専門留学生育成事業）」 
                ⇒「広島県ものづくりグローバル人材育成事業」 
 ＜「広島県ものづくりグローバル人材育成事業」の概要＞（表１－１） 

 
＜「広島県ものづくりグローバル人材育成協議会」の概要＞（表１－２） 
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２．「アジア人財資金構想（高度実践育成事業）」（表２－１） 
    ⇒＜「広島県留学生活躍支援センター」の「留学生受入・定着倍増計画」の概要＞ 
＜広島県留学生活躍支援センターの組織と支援事業（「留学生受入・定着倍増計画」）＞ 
 

 
 
＜「就職支援プログラムの流れ」＞（表２－２） 
 

 
 （注）１．上記支援事業の就職支援プログラム⑥、⑦、⑧、⑪のＨ２３，２４年度の留学生参加者は 

      約１６０名。対象期間終了後の就職者４８名の内、県内企業者は２８名である。 
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第 4章 韓国の地方都市における留学生受入れと地域活性化の取り組み 

1. 教育の国際化における地域間格差の是正策 

－韓国と日本の比較から－ 

 
佐藤 由利子（東京工業大学） 

 

経済のグローバル化、少子高齢化による国内市場縮小に伴う企業の海外展開の必要性などを背

景として、グローバル人材の育成は、日本の最優先課題の 1 つである。グローバル人材は，次世

代を担う若者に必要な資質と考えられるため，教育の国際化は，基本的にすべての地域で必要に

なると考えられるが，留学生が大都市圏に集中する，インターナショナルスクールや外国語で対

応できる病院等の施設が不足するため優秀な外国人教員が定着しないなど，地方では，大都市圏

に比べ，教育の国際化に不利な状況にある場合が多い。日本と同じく少子高齢化が進み，経済の

輸出依存度が高い韓国では，教育の国際化にいち早く取り組んでおり，地域間格差是正策として，

特区指定による英語教育都市の建設などが行われてきた。さらに 2013 年より，地域単位のグロ

ーバル力強化のモデル事業である「教育の国際化特区指定推進計画」が 3 市 5 地区で開始されて

いる。 

日本でも特区指定による地域活性化策は活発に実施されているが，教育の国際化に関連した実

践は少ない。2003 年以降，外国語教育特区や教育国際化特区に認定された市町村が，研究開発

学校の設置を認められ，一部の小中学校で国際的な教育を実践しているものの，面的な広がりは

小さい。他方，留学生の受入れや交流の推進を通じた地域の国際化，教育の国際化の取組みは広

く行われており，2012 年に開始した「留学生交流拠点整備事業」は，大学・自治体・経済団体・

NPO 等が連携して留学生の生活や就職を支援しつつ，地域経済活性化，街づくり，教育支援や

観光振興等に留学生の力を生かす仕組みを支援するもので，2013 年までに 10 地域が事業対象に

選定されている。 

本稿では，非英語圏でグローバル人材育成ニーズが高いという共通した背景を持つ日韓の，地

方の教育の国際化に関連した取組みを比較し，日本の今後の政策への示唆を得ることを目的とす

る。 

 

１.韓国における教育の国際化政策と地域間格差是正政策 

 

（1）韓国の教育の国際化と留学生受入れに関する政策 

韓国ではグローバル化に対応した教育の国際化政策がいち早く実施され，馬越（2011）は，そ

れを「ヌンチガパルダ（機を見るに敏）」という言葉で表現している。1998 年より，初等教育の

3 年次から英語が正規科目として導入され，高等教育でも，主要大学では 3 割近い授業が英語で

51 



行われている（両角，2013）。第 2 次国家人的資源開発基本計画（2006-2010）では，「学習社会

と人材強国の建設」を政策ビジョンに掲げ，「人」と「知識」主導型の成長を目指して，人的資

源分野の国家競争力が 10 位圏内に入ることを目標としている。学校教育では「国際的に競争力

ある核心人材の育成」を政策領域に掲げ，その中の「人的資源開発及び活用の国際化」の項目に

は，「初・中等の英語教育強化のため，水準別の英語教科書作成や初等 1，2 学年への英語教育

の試験的実施と成果分析後の段階的拡大を図る」「外国人留学生を誘致する Study Korea Project

の積極的推進で，2010 年までに 5 万名の海外からの優秀人材を誘致し，活用する」「国内教育

の国際化，世界化を通じて教育競争力を強化する」などが挙げられている（中央教育審議会，2008）。

ワールドクラスの研究拠点の形成を目指す Brain Korea 21 第 2 期（2006～2013 年）の申請大学に

は，英語による授業が評価基準として導入され，Study Korea Project では，英語による専門科目

講義にも財政支援が行われ，こうした政策に大学側も積極的に対応している（両角，2013）。韓

国の留学生送出し人数（高等教育レベル）は 126,447 人，海外留学比率(OMR: Outbound Mobility 

Ratio，海外留学者数を高等教育在籍者数で除して算出）は 3.9％（UNESCO，2012）で，受入れ

人数に比した送出し人数の多さによる教育の国際収支の赤字が問題となっている。 

急速な教育の国際化は，ソウルへの一極集中と地方との格差拡大を引き起こしている。Brain 

Korea 21 第 1 期配分予算（大学院課程）は，科学技術分野の 68％，人文社会分野の 95％が首都

圏の大学に集中し，首都圏と地方の大学間の研究力の格差が拡大したと分析され，第 2 期では，

自治体支援金を 3～5％以上受けるという条件で，地域優秀大学院事業が新設された（韓国学術

振興財団，2006）。 

また，2003 年頃から，入学定員過剰時代に対応するため「アメとムチ」による「大学の構造

改革」が実施され，世界水準の競争力を有する大学を重点的に支援・育成する一方，それ以外の

大学については，学生定員の削減や統廃合が積極的に進められてきた（馬越，2011）。教育科学

技術部の下に 2009 年に「大学先進化委員会」が設置されて以降，経営が悪化した私立大学につ

いて，財政支援制限，韓国奨学財団からの貸出制限，認可取り消し，という 3 段階で退出を促進

する仕組みを作っており，これまでに閉鎖された 4 校の内 3 校は全羅南道に位置したため，地域

差別という意見も出ているという（両角，2012）。韓国奨学財団は，2022 年に国内大学の平均

学生充足率が 70％，一部の地方大学は 40％台に落ち込むと予測しており（両角，2012），地方

大学の置かれた状況は厳しい。 

留学生受入れについても，教育科学技術部は 2007 年に政策評価を実施し，留学生の出身が特

定の国家・地域に偏重していること（アジア地域が 93%，中国は 68%），受入れ留学生の管理が

不徹底であり留学生の約 8%が不法に滞在していること，定員を埋めるために留学生を入学させ，

管理を怠る大学が出現していること，留学生支援が不十分であり，就学期間を終えた後の韓国に

おける就職率が低いことなどを指摘し（金・長島，2012），これを受けて，2011 年に「外国人

留学生受入れ・管理能力認証制」が導入され，留学生を受入れる大学・専門大学について，

留学生の中途脱落率，不法滞在率，多様性（4 年制大学のみ），授業料減免率，新入生宿舎提供

率などを指標化し，上位の大学には認証マークを与えるとともに Global Korea Scholarship (GKS)

を優先的に配分し，下位 15％は失格候補とし，下位 5％（2012 年以降は 10％）に対し留学生
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ビサ発給を制限することとなったが（教育科学技術部，2011），これは，定員充足のため，

中国などからの留学生誘致を図っていた地方大学にとって厳しい措置となった。2011 年に韓

国で学ぶ留学生 89,537 人の内，52.1％は首都圏（ソウル特別市・京義道・仁川広域市）に集中し

ている（大邱広域市，2012）。 

 

（2）国際教育の地域間格差是正のための政策 

このような首都圏と地方の格差を解決するために，様々な取組みが行われてきた。その 1 つが，

地域特化発展特区指定による英語教育都市の建設である。地域特化発展特区は，知識経済部が

2004 年から導入し，運営中の 150 カ所(2011 年現在)の内，22 カ所が教育特区であり，そのすべ

てが，英語タウン，英語教育都市など，英語教育の強化を目指したものであった（教育科学技術

部，2012）。中でも済州島のものは最大規模で，教育を重要産業として育成し，東北アジアの教

育拠点となるため「英語で教育を受ける学校が集合する地区」を建設し，9,000 人程度の学生を

収容する計画である（長島，2011）。投入された総予算は 1 兆 7,806 億ウォン（公共 4592 億ウォ

ン，民間 1 兆 3214 億ウォン）に上る。1 ウォン＝0.09 （yahoo finance, 2013 年 9 月 12 日付レー

ト）で計算すると，総予算は 1,600 億円，公的予算は 413 億円の大型プロジェクトである。 

この他，2008 年からは TaLK (Teach and Learn in Korea)という，海外在住の外国人，またはそれ

に近い英語力を持つ韓国人を国内に招待し，遠隔地域の小中学校に派遣して，英語教育に当たら

せるというプログラムが開始され，2009 年には 3 期生 546 人が 4 週間来韓したという（長島，

2011）。 

これに対し，2012 年に教育科学技術部により公示された「教育の国際化特区指定推進計画」（以

下「教育国際化特区計画」）は，「国際化した専門人材養成システムの構築を通じた国家競争力の

強化と，教育国際化の先進モデルの創出‧拡散を通じた地方の均衡発展を図ること」を目的とし，

大規模なインフラ構築事業を止めて，学校の自律性の拡大など，制度の改善‧規制緩和を中心に

推進するとしている。申請主体は，市長／道知事と教育長の共同申請であり，申請分野は初中等

教育/産業人材育成/高等教育の 2 つ以上の融合型であり，推進分野と可能事業例が，公示添付文

書に詳しく示されている。以下，添付文書から，主な推進分野と事業例を抜粋して紹介する（教

育科学技術部，2012）。 

＜推進分野と事業例＞ 

①初等中等教育：「バイリンガルな外国語能力を備えたグローバルな市民の育成」 

・公募に先立ち「教育の国際化特区の指定·運営及び育成に関する特別法」（特区法第 10 条）が

制定され，特区の教育長の指定を受けた特区内の小中学校は，初等中等教育法第 23 条の適用

を受けない教育課程の編成と学校運営，第 29 条の適用を受けない教科用図書の選定・使用（た

だし国語，社会/道徳，歴史を除く）が可能となった。 

・教育課程と教科用図書に関する自律性の拡大で，教育の国際化に関する専門知識を持った質の

高い教員の養成‧採用が必要になるため，次の事項を勘案して 「教員需給計画」を作成する。 

－国内教員を IB (International Baccalaureate) / WASC (Western Association of Schools and 

Colleges）認定コースを教える国際公認コース担当教師として訓練する 

53 



－外国教師資格を有する者は，特区で用意するプログラムを履修した後，基本的な資格を備

えた者に限り，学校の講師として採用する 

－ネイティブスピーカー：既存の運営指針，国内外の国際学校教師資格水準などを参考にし

て，特区内のネイティブスピーカー教師などに対する採用資格基準を設定する 

－外国の大学や教師採用の専門機関との協定等を通じて教員を確保する 

②産業人材養成「グローバル競争力のある分野について，特区の教育インフラを活用した人材育

成システムを構築することにより，国際通用性を持った専門技術者を養成する。国内学生の海

外進出支援のみならず，海外進出する国内企業が必要とする外国人産業人材育成も目指す」 

・中等職業教育：海外の資格取得支援/海外企業（外国企業と国内企業の海外法人）との連携支

援/グローバル現場学習への参加機会の拡大  

・高等職業教育：海外就職率や海外企業との産学連携実績を GKS の割当てなどで考慮する  

③高等教育「グローバルな能力を持った地域人材を，国際社会を牽引していく次世代リーダーに

育成するために，特区内の競争力のある大学/学部の国際交流·協力体制の構築を支援し，国際

化促進のための規制緩和，特性化事業推進などをサポート」 

 －国‧自治体‧大学間の MOU 締結等を通じた戦略的なサポート 

－帰国子女などを対象とした 9 月入学許可  

－授業料免除：大学評価時の授業料引上げ率指標算定対象から除外する（これにより授業料免

除を誘因とした留学生獲得が容易となる） 

－学術交流を促進するため，海外の大学教員兼職許可（法令改正が必要）  

④教育インフラ「地域の特性やニーズに応じた教育の国際化インフラを構築することにより，事

業を効率的に推進するための基盤と環境づくり」既存の国際化インフラを最大限に活用 

・ 外国語体験学習センター，外国語図書館  

・ 国際化サポート機関（海外進出支援センター等）：国際専門人材の海外インターンシップ‧

就職‧起業等総括サポート，海外留学のための情報や研修提供，海外企業との就職フェアの

開催  

・ 外国人の定住条件づくり：外国人学校（インターナショナルスクール）の設立‧運営支援，

外国人診療病院の指定運営，外国人の生活問題を解決支援するためのオンブズマンの設置

など  

「教育国際化特区計画」の期間は 5 年間で，自治体の積極的な自己財源調達を誘導すると述べ

られ，国庫，特区予算，自治体予算の比率は 40：10：50 を予定するとしている。 

2012 年 9 月には 3 市 5 地区の採択が発表され（教育科学技術部，2012b），2013 年 7 月 2 日付

のプレスリリースによる各地区の計画名称は次の通りである。一部の層のための国際化ではなく，

住民全体をカバーする地域単位のグローバル力強化の主要モデルを目指すことが表明されてい

る。 

・ 大邱広域市（初中等教育/産業人材育成/高等教育の融合型）：（北区）「アジア国際教育中心都

市として飛躍するための初等中等教育のグローバル力の強化推進」（達西区）「中等教育段階

での地域産業と連携したグローバル産業人材養成事業モデル推進」 
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・ 仁川広域市延寿区（初中等教育/産業人材養成/高等教育融合型）：「小中高等教育まで進んだ教

育の国際化モデルを推進し，外国人専門家が常駐したい国際教育都市として育成」 

・ 仁川広域市西区（初中等教育/高等教育融合型）：「地域の大学と連携した教育の国際化専門教

員養成·研修事業モデル推進 」 

・ 全羅南道麗水市（初中等教育/産業人材養成融合型）：「麗水産業団地グローバル企業と連携し

た国際的な産業人材養成モデル推進」 

 

（3）大邱広域市における取組み 

 大邱広域市は人口 250 万人，ソウル，釜山，仁川に次ぐ韓国第 4 の都市であり，繊維・金属・

機械工業で栄えてきたが，ソウルへの一極集中の中で，成長推進力の減退や若者の流出への危機

感が高まっていた。2012 年 12 月に大邱広域市によって発表された「大邱教育国際化特区の指定

及び育成の基本計画樹立研究」（以下「大邱基本計画」）には，大邱選出の国会議員を中心として

2007年から教育国際化特区関連法の制定を推進してきたと書かれており，「教育国際化特区計画」

の採択は，そのロビー活動の賜物であったことがわかる。本稿では，同市がソウル首都圏から離

れた地方都市であり，計画が初中等教育/産業人材育成/高等教育の 3分野の融合型であることに

着目し，「大邱基本計画」と 2013 年 3月の聞取り調査結果から，教育の概況と計画の概要・事業

内容を紹介する。 

① 大邱広域市の教育の概況 

2012 年現在，小学校 217 校，中学校 123 校，高校 92 校，4 年制大学 5 校，2 年

制専門大学 7 校が存在し，4 年制大学に在籍する留学生は 2011 年時点で 1,914 名，

専門大学に在籍する留学生は 325 名である。外国人口は 21,922 人（2012 年）で，全人口

の 0.87%を占め，国籍は，中国（31.8％），ベトナム（18.7％），インドネシア（6.8％）の順であ

る。 

② 教育の国際化特区申請の背景 

大邱市教育庁担当者からの聞取りによると，教育の国際化特区の必要性として，「グローバル

企業誘致の誘引策」，「地域人材の流出抑制」（地域の雇用減少で地域人材の域外流出が深刻化し，

後進都市に転落する危機に直面），「国際化のための教育インフラ構築」（夏季ユニバーシアード，

世界陸上選手権等グローバル都市としての成長力があるが，住民の保守性がグローバル企業誘致

の障害として働いており，住民の国際化レベル引上げのための国際化教育が必要）の 3 点が挙げ

られ，「教育国際化特区計画」を通じ，教育の満足度を向上させ，グローバル企業を誘致し，地

域産業の発展を通じた雇用創出で，地域の人材の域外流出抑制という好循環の構築を目指すとの

ことであった。 

③ 教育の国際化特区基本計画の概要 

 ビジョン：2020 年までにアジア圏の国際教育の中心都市に跳躍する  

目標 「公教育における外国語教育と国際化推進を通じた教育競争力向上」「国際化実用人材の

育成基盤の強化 」「地域の国際化水準の向上と外国人材との交流活性化」  
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期間：2013～2017 年の 5 年間，対象地域：達西区と北区の 2 つの基礎自治体 

④ 事業計画（「・」を付けた下記 27 の事業が実施予定） 

＜初等·中等教育＞ 

[領域１] 国際化専門人材の養成基盤の造成 

・グローバル教育センターの設立（英語教育サポートセンターを変更して運営）。主な機能： 

－外国人講師プールセンター：ネイティブスピーカーの採用，人事，韓国語教育，教員と学

生の英語学習と教育（管内 429 校に 539 人のネイティブ補助教師の配置：英語 512 名，中国

語 10 名，日本語 17 名（予算：200 億ウォン，市予算 5 億ウォンを含む） 

－市内外の機関間の調整協力に関する事項 

－教育の国際化と外国語教育に関する諸外国の取組みの研究，プログラムの開発・評価 

－学生，教員の国際化と外国語研修，国際交流，協力関連事業，オウル学校運営 

－地域の市民対象の外国語や国際理解教育 

・グローバル創意教育課程の創設：小中各8校を対象に，モデルとなる教育課程の編成 

・国際化教育のための教員の特別採用：校長公募，外国の大学と MOU を締結し外国語講師確保  

・英語教員の力量強化 

[領域2 ] 学校教育を通しての国際化能力の引き上げ 

・国際教育の活性化(Global Education Enhancement Package)：英語教育活性化の優秀校の公募，学

生の国際化水準認証制，英語体験教室の拡大，国際化教育の研究学校の指定，優秀教員の国外

研修  

・グローバル創意学校（グローバル市民養成を公教育で実現する学校，公募で選定）の運営 

・小学校の放課後の統合英語教育 

・オウル学校（多文化予備学校）の運営：多文化家庭（国際結婚家庭）の学生が学校の正規課程

に適応できるように韓国語及び韓国文化の適応プログラムや二重言語教育等を提供する 

[領域3 ] 国際化教育の先導力の引き上げ 

・大邱国際高校（2010 年設立）の強化 （英語科に加え，中国語科を設立し，中国との交流強化） 

・慶北大学師範大学付属中・高校に国際公認（IB/WASC）教育課程を導入  

＜産業人材育成＞ 

[領域4 ] 国際化にふさわしい専門産業人材の養成 

・グローバル通商高校の設立：中国，日本などアジアに特化した専門人材養成，海外実習機会提

供 

・グローバル特性化高校：工·商·実業分野のマイスター高校の指定，グローバル学科の新設  

・交換留学生の受入れと派遣を通じての国際職業教育 

・グローバル医療観光人材の養成：看護，保健などの専門コースの学生に，外国語の集中教育や

海外派遣を行い，医療観光活性化のための人材を養成 

・文化·観光サービス分野のグローバル専門人材の養成  

・国際資格の取得及びグローバルインターンシップの支援  

・開発途上国進出のための産業・技術人材の養成 
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・海外進出企業のためのグローバル現地人材の養成  

＜高等教育＞ 

・大学コンソーシアムの構築 

－留学前：留学生共同誘致事業，共同留学説明会や現地事務所開設，保護者広報 

－留学中：韓国語学習，留学生ネットワーク，大学祭り，地域定着アドバイザー，大邸広報 

－卒業後：地域企業対象のインターンシップの機会提供，卒業生就職支援，名簿データベース 

・外国人留学生に入学前に韓国語と基礎科目を教える予備スクールの運営  

・グローバルサマースクール：体系的な韓国文化理解と体験機会を提供し，長期留学につなげる  

・Global Multi-Degree Campus の設置：海外大学との共同学位プログラムを，グローバルキャン

パスを通じた地域の大学による共同協定及びプログラムに標準化し，参加大学を拡大する 

・グローバル教員養成課程を通じた優秀教員の養成及び海外教育実習 

＜教育国際化のインフラ整備＞ 

・大邱グローバル交流センターの設立：地域内の一般外国人及び外国人留学生のための総合的支

援，外国人留学生の早期定着及び就職の支援，地域大学間の留学生支援共同協力体制構築 

・泛漁交差点に都心英語専用タウン：18 個の店舗を E-Street（英語共用化地域）に造成  

・英語図書館の設立及び運営の活性化  

・地域住民の外国語体験学習の生涯教育機関を運営 

計画予算は 1242 億ウォン（約 112 億円）であり，半分を大邱広域市が負担する。82.3％が初

等中等教育，8.4％が産業人材育成，6％が教育インフラ，高等教育には 3.2％が配分される計画

で，予算配分や計画名称に見られるように，初等中等教育の国際化とグローバル産業人材

の養成に計画の重点が置かれている。539人のネイティブ補助教師の配置に 200億ウォンの予算

（全予算の 16％）がかかることが付記されており，本予算確保に行政関係者の関心が高いこと

が伺える。 

推進体制としては，大邱広域市長が大邸教育国際化特区実施計画推進・審議委員会の委員長と

なり，大邱市が全体総括及び教育国際インフラ部門，教育庁は小中校教育部門，地域

の大学・専門大学が産業人材養成・高等教育部門を担当する予定である。 

大邱市教育庁担当者に，国際化した初等中等教育で養成された人材の進路を尋ねたところ，学

生が海外や首都圏への進学を希望し，地元の大学への進学率が向上しない可能性も示唆された。 

 

２.日本における教育の国際化政策と留学生受入れ政策，自治体での取組み 

 

（1）日本の教育の国際化政策と教育特区事業 

日本でも，教育の国際化は，特に日本人学生のグローバル人材としての育成は，近年の高等教

育の最優先課題の 1つである。日本の留学生送出し人数は 40,487人，OMRは 1.1％（UNESCO,2012）

と低く，いかに日本人学生の海外留学を促進するかが政策の焦点の 1 つとなっている。 

2009 年に開始された国際化拠点整備事業（グローバル 30）は，「高等教育の国際競争力の強化

及び留学生等に魅力的な水準の教育等を提供するとともに，留学生と切磋琢磨する環境の中で国
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際的に活躍できる人材の養成を図るため，各大学の機能に応じた質の高い教育の提供と，海外の

学生が我が国に留学しやすい環境を提供する取組のうち，特に優れた取組を支援する」ものであ

り，2010 年に事業仕分けの対象となり，名称が「大学の国際化のためのネットワーク形成推進

事業」に変更され，2009 年度に選定された 13 大学のみで実施されている。13 大学の内，5 大学

が首都圏（東京，神奈川，千葉，埼玉），4 大学が関西都市圏（大阪，京都，兵庫）で，それ以

外は東北大学，筑波大学，名古屋大学，九州大学が選定され，2013 年度の予算は 23 億円である

（文部科学省，2013a）。2011 年度より「世界に雄飛する日本として誇れる人材の育成を目指し，

国際的な枠組みで，単位の相互認定や成績管理等の質の保証を図りながら，日本人学生の海外留

学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国等の大学との協働教育による交流の取組を支援」

する「大学の世界展開力強化事業」が開始され，2013 年度の予算は 28 億円である。2011 年に採

択の 25 件の内，11 件が首都圏，5 件が関西都市圏，2012 年に採択された 14 件の内，6 件が首都

圏，3 件が関西都市圏（代表大学でカウント）であり，グローバル 30 に比べ，国際教養大学，

立命館アジア太平洋大学など，国際的な教育を行う地方の公立私立大学の採択が見られる（日本

学術振興会，2012）。 

2012 年度には，50 億円の予算で，「若い世代の内向き志向を克服し，国際的な産業競争力の向

上や国と国の絆の強化の基盤として，グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成

を図るため，大学教育のグローバル化のための体制整備を推進」する「グローバル人材育成推進

事業」が開始され，採択 42 大学の内，21 大学が首都圏，5 大学が関西都市圏であり，審査要項

に「地域配置，国公私などのバランスに配慮」と明記されたこともあり，上記 2 つの事業より地

方の国公立・私立大学の採択割合が増えている。なお，2013 年度からは「大学等が自治体と連

携し，全学的に地域を志向した教育・研究・社会貢献を進める大学を支援」する「地（知）の拠

点整備事業（大学 COC 事業）」 が開始されたが，審査要項には国際化に関連した項目は入って

いない（文部科学省，2013a）。 

特区指定による地域活性化策は，都市再生計画，構造改革特区，地域再生計画，中心市街地活

性化，総合特別区域などの様々な取組みが実施されているが，韓国に比べると教育の国際化に関

連した実践は少ない。構造改革特区計画の中で，学校教育法施行規則第 55 条の 2 に基づき，学

習指導要領等によらない特別の教育課程を編成する「研究開発学校」の設置を認められた市町村

（いわゆる「教育特区」，2008 年以降は文部科学省による「地域の特色等を生かした特別の教

育課程を編成する学校の取組」に移行）の内，国際化教育や外国語教育で認定されたものは，2003

年から 2007 年，までに 45 件に上る（文部科学省，2013b）。「教育特区」の認定により，地域が

研究開発学校の教育の裁量権を持つことができるが，国からの財源補助はなく，自治体の責任に

おいて事業を推進する。最初の認定校である群馬県太田市のぐんま国際アカデミーでは，小中高

一貫で英語を使って日本の学校教育内容を教え，国際バカロレア認定校となっている。2013 年 8

月時点で国内の国際バカロレア認定校は 24 校，学校教育法第 1 条に規定される学校は 6 校であ

り，同校はその内の１校である。 

2010 年の「新成長戦略」の一環として開始された「国際戦略総合特区」は「経済成長のエン

ジンとなる産業・機能の集積拠点の形成」を目的とし，教育関連事業は含まれていない。また，

58 



2013 年に発表された「日本再興戦略」では「世界の企業が日本に投資したくなるようなビジネ

ス環境の形成」を目的に「国家戦略特区」の創設が示され，インターナショナルスクールに関す

る設置認可条件の見直しが挙げられているが，教育の国際化を正面に据えた取り組みではない

（首相官邸，2013）。 

 

（2）留学生受入れ政策と自治体における取組み 

日本の留学生政策は，2000 年頃までは友好促進と ODA の一環としての留学生送出し国の人材

養成が主目的として掲げられてきたが，2008 年に発表された「留学生 30 万人計画」以降は，高

度人材受入れと連携し，優秀な留学生を戦略的に獲得する方向に転換している（佐藤，2010：

23-26）。2007 年からは，高度専門人材の育成を目指し，産業界と大学の連携による留学生の専門

教育・日本語教育，就職活動を支援するアジア人財資金構想が開始され，日本国内に就職する留

学生も，3,778 人（2003 年）から 8,586 人（2011 年）に増加した（法務省，2012）。2011 年の留

学生 138,075 人の内，首都圏（東京，神奈川，千葉，埼玉）で学ぶ者は 58,731 名（42.5％）で，

首都圏への集中度は，韓国よりも小さい（日本学生支援機構「平成 23 年度留学生受け入れの概

況」から筆者計算）。  

留学生の受入れや支援，交流の推進を通じた地域の国際化の取組みは，1980 年代後半以降，

都道府県単位の留学生交流推進協議会設置などにより行われており，2012 年度に開始した「留

学生交流拠点整備事業」は，大学・自治体・経済団体・NPO 等が連携して，外国人留学生の生

活や就職を支援しつつ，地域経済活性化，街づくり，教育支援や観光振興等に外国人留学生の力

を生かす仕組みを構築するための実践的調査研究を，大学等を中心とした地域コンソーシアムに

委託するもので，2013 年までに 10 件が選定されている。この事業は地方に限定して募集してい

る訳ではないが，大学・自治体・経済団体・NPO 等の連携は人口規模の小さい地方都市の方が

行いやすいこともあり，採択された 10 件の内 8 件が，首都圏，関西都市圏以外の地方大学であ

る。平成 24 年度の採択案件配分予算は 44,000 千円，1 件当たり基準額は 5,500 千円と小規模で

ある（文科省，2013c）。 

2012 年度に採択された大分大学では，NPO 法人大学コンソーシアムおおいた（留学生に特化

した大学コンソーシアムとして 2004 年に設立）と連携して，留学生人材情報バンクの募集シス

テム改修，地域・企業のニーズの掘り起こしと事業計画を行うコーディネーター配置，留学生講

師による語学教室，小中高校等への国際理解「出前」講座，就職支援等の拡充を行っている（入

管協会，2013）。大学コンソーシアムおおいた（2013）の事業報告には，上記に加え，留学生生

活支援事業（住宅保証人制度，リユース物品提供），交流支援事業（大分県ふるさとファミリー

交流事業，大分市留学生里親事業，大分県海外特派員養成講座，料理教室，スピーチコンテスト・

地域提言シンポジウム），就職支援事業（企業見学会，企業と留学生の意見交換会）などが紹介

されており，2013 年度には留学生を講師とした中高生向け英語サマースクールが開催されてい

る。別府市の 2012 年度の小中学校向け国際理解教室への留学生講師派遣は 147 名に上り，地域

教育力活性化事業等による，留学生を講師とした児童向けの教室やイベントも延 22 回にわたり

実施されている（大分県，2013）。佐藤（2013）が大分県で留学生 21 名を対象に実施した調査で
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は，最も増加を望む地域交流に学校交流が挙げられており，学校交流事業では，児童・生徒の異

文化理解と語学力を高めたいという地域側のニーズと，子ども達と交流し，地域に貢献したいと

いう留学生側のニーズが合致していると言えよう。 

留学生支援を地域と大学が連携して行い，留学生を地域のリソースとして活用する取組みは，

「留学生交流拠点整備事業」対象地域のみならず，優秀な留学生の誘致と地元企業への定着促進

を目指して「福岡県留学生サポートセンター」「広島県留学生活躍支援センター」を設立した福

岡県，広島県など他府県でも見られる。佐藤（2013）は，大分，秋田，鳥取の留学生調査から，

大都市圏に比べ地域との交流活動が活発に行われていること，留学生が地域住民に好意を持つ傾

向が強いこと，秋田の国際教養大学では，協定を結んだ大仙市の小中学校生徒との交流に年間

300名近い留学生が参加していることを示している。地域の小中学校に留学生を派遣する事例は，

新潟，愛媛，静岡，北海道など他の都道府県で見られる（「留学生の小中学校講師派遣」でイン

ターネット検索結果）。 

 

３.日韓の政策の特徴と背景，日本の今後の政策への示唆 

 

前章までの分析で，教育の国際化について，韓国では 1990 年代末から初等教育への英語科目

導入が行われ，高等教育においても主要大学を中心に教育の英語化が進み，大学の経営状態や留

学生の受け入れ体制を指標化し，上位の大学は優遇・支援され，下位の大学には，退出や留学生

ビザ発給制限を含めた厳しい選別政策が行われていること，これに対し，日本では，韓国より約

10 年遅れて高等教育の国際化の施策が開始し，その多くは，先導的取り組みを行う大学を支援

する競争的資金事業であり，大都市圏の大学が資金を獲得する傾向が大きいことが判明した。 

グローバル人材は，次世代を担う若者に必要な資質と考えられるため，教育の国際化は，基本

的にすべての地域で必要になると考えられるが，留学生が大都市圏に集中する，インターナショ

ナルスクールや外国語で対応できる病院等の施設が不足するため優秀な外国人教員が定着しな

いなど，地方では，大都市圏に比べ，教育の国際化に不利な状況にある場合が多い。佐藤（2013）

は，大分，秋田，鳥取の留学生調査と聞取り調査から，留学生が，過疎化高齢化が進み，外国人

口比率が低いこれらの県において，地域や教育の国際化に重要な役割を果たしているが，アルバ

イトの職種が限られ，時給も低く，雇用機会も少ない中，これら地方の大学が継続して私費留学

生を獲得することは容易ではなく，「留学生受入れの経済的持続性」を高める仕組み作りが必要

であると指摘している。 

図 1 は，英語圏と非英語圏の大都市圏と地方都市における，留学生獲得の優位性と，教育の国

際化にかかるコストの類型化を試みたものである。佐藤・橋本（2011）は，日本とオーストラリ

アの地方都市における留学生誘致・支援の取組みの比較から，英語圏諸国の方が非英語圏諸国よ

りも，大都市圏の方が地方都市よりも，留学生獲得の優位性が高いと分析したが，教育の国際化

のコストについても同様に，非英語圏諸国の方が英語圏諸国よりも，地方都市の方が大都市圏よ

りも，高いと推定される。英語圏では，グローバル言語である英語による教育を低いコスト（機

会費用を含む）で提供でき，大都市圏には政府機能，国際的企業，大学，研究所などが集積し，
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優秀な外国人やグローバル人材が集まり，外国人の定住に必要な施設も整備され，教育の国際化

を進める好条件が揃いやすいからである。地方都市では逆に、国際的企業が少なく，雇用が減少

し，若者が地域外に流出し，優秀な外国人やグローバル人材が定着せず，教育と産業の国際化が

さらに困難になるという悪循環が生じやすく，非英語圏の地方都市では，その傾向が一層強まる

と考えられる。大邱市教育庁関係者が，「教育国際化特区計画」により国際化した専門人材を育

成し，グローバル企業の誘致，雇用創出で，地域の人材の域外流出抑制と語っていたことは，上

記のような悪循環からの脱却を目指していると考えられる。また，福岡県や広島県で，地域が協

力して優秀な留学生の誘致と地元企業への就職を促進するセンターを設立している背景にも，上

記のような悪循環を断ち，グローバル人材の教育や確保により，産業の国際化と経済の活性化を

実現する意図があると考えられる。 

表 1 日本と韓国の地方の教育の国際化に関連した取組み 

  
図 1 留学生獲得と教育の国際化コストの地域別類型化 

なお，図 1 では，非英語圏諸国の中でも，国民の英語力水準が高い国の方が低い国よりも，英

語による教育コース開設などの教育の国際化のコスト（機会費用を含む）が漸減し，留学生獲得

の優位性が高まると考えられる。TOEFLiTBスコアの平均は，韓国は日本より10点以上高く（ETS, 

2012），韓国は日本よりも，教育の国際化や留学生の誘致に有利な条件を備えていると考えられ

る。このことは，日本が教育の国際化に注力すべき必要性の大きさと，グローバル人材の育成，

企業の国際化，雇用の創出，という好循環を創りだすためには，より大きな努力を要することを

示唆している。 

表 1 は，地方の教育の国際化に関連した日韓の主な取り組みを示している。韓国では，大型予

算を投入して英語教育都市の建設が進められ，さらに規制緩和と補助金を組み合わせ，「地域単

位のグローバル力の強化」を目指す「教育国際化特区計画」が開始されたのに対し，日本では「教

育特区」として国際化や外国語教育に関する研究開発学校を認められた市町村は 45 件に上るが，

国庫の補助はなく，予算的支援も地域内の面的な広がりも小さい。他方，留学生の受入れや交流

促進を通じた地域の国際化・活性化の取組みは， 日本では韓国よりも活発に行われており，留

学生交流拠点整備事業は，予算規模は小さいながら，それを支援する施策である。地域の小中学

校へ留学生が講師として派遣される頻度が高いこと，留学生がそれらの活動に積極的に参加して

教育の国際化特区
育成総合計画

地域特化発展特
区（英語教育都
市）

留学生交流拠点整
備事業

外国語教育特区、
教育国際化特区

初等中等教育 ○ ○ △ ○

高等教育 ○ ○ ○

職業教育 ○

申請・推進主
体

市/道知事と教育
長の共同申請

自治体 大学 自治体

件数 3市5地区 22ヶ所 10件 45件

予算
112億円（大邱市）
半分は自治体負担

公的予算413億円
（済州島）

１件　550万円 なし

内容
地域単位のグロー
バル力強化の主要

モデル形成

英語で教育を受け
る学校が集合する

地域を作る

地域が連携して留
学生を支援し，地域
活性化や教育の国
際化に留学生の力

を生かす

学習指導要領によ
らない特別の教育
課程を編成する研
究開発学校認可

主な推進方法
法律制定による規
制緩和＋補助金

補助金 補助金
法律改正による規

制緩和

日本韓国

 

高い

低い

英語圏
諸国

大都市圏

地方都市

非英語
圏諸国

大都市圏

経済活動の
活発な地方
都市

それ以外の
地方都市

留学生獲得
の優位性

教育の国際
化にかかる
コスト

高い

低い教育の輸
出産業化

政策支援
の必要大
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いること，地域交流活動を通じて地域に好意を持つ傾向が見られることは，日本の強みと言えよ

う。 

韓国において，地方の教育の国際化に関連した施策が初等中等，高等，職業教育のすべてで行

われ，投入予算も大きい背景には，「人」と「知識」主導型の成長を目指す第 2 次国家人的資源

開発基本計画に見られるように，知識経済における教育の戦略的重要性への認識が強いこと，留

学生の首都圏集中に見られるように，首都圏と地方の格差が大きく，地方からのロビー活動もあ

るため，地方へ配慮した政策を増やす圧力が高いこと，さらに，高等教育の国際化は，首都圏の

主要大学を中心にある程度達成され，次のステップとして，初等中等，職業教育の国際化により

（早期留学を含む）海外留学を減少させ，国際化のボトムアップを図る必要が生じていること挙

げられよう。 

知識経済における教育の戦略的重要性の認識は，日本でも高まりつつあり，日本再興戦略（首

相官邸，2013）では，成長戦略の一環として「大学改革」「グローバル化に対応する人材力の強

化」「高度外国人材の活用」が挙げられ，「グローバル化に対応する人材力の強化」の中には，

スーパーグローバルハイスクール（SGH）創設，国際バカロレア認定校の大幅な増加，初等中等

教育段階からの英語力の強化が提案され，文部科学省（2013d）の平成26年度概算要求には，

SGH100校創設など，小中高を通じた英語教育強化推進事業に前年度比54億円増の56億円の予算

が計上されている。 

しかし，このような初等中等段階の教育の国際化推進にあたっては，高等教育以上に，地方に

おいても国際化教育への均等なアクセスを保証する措置が必要になると考えられる。上述のよう

に，地方における教育の国際化のコストは大都市圏よりも大きいと考えられ，地域単位のグロー

バル力の強化を目指す韓国の「教育国際化特区計画」は，日本に貴重なヒントを提供すると考え

られる。 

初等中等段階での教育の国際化の課題の1つは，優秀な教員の確保である。大邱市では，大学

間のMOU締結により，海外の大学（主に教育学部）からの外国語講師の受け入れを推進し，グ

ローバル教育センターが，実際の受け入れ業務を担当している。初等中等教育と高等教育の連携

が国際化の相乗効果をもたらす好例と言えるが，このような工夫を行っても，ネイティブスピー

カーの配置にかかる予算は，全予算の16％に上っている。大邱市では、英語圏のみならず，中国

や日本からも講師を受け入れ，中等教育や職業教育において中国語や日本語の教育も推進しよう

としている。このような，英語にとらわれない教育の国際化にも，学ぶところが多い。 

日本における「語学指導等を行う外国青年招致事業」（JETプログラム）は，初等中等段

階の外国語教育に大きく貢献してきたが，2010年以降の外国語指導助手の招致は年間4,000人を

下回っており（教育再生実行会議，2013），同プログラムの拡充に加え，新たな方策の検討が必

要である。その1つとして，留学生を，初等中等教育の国際化リソースとして一層活用すること

も検討すべきだろう。教壇に立つ留学生への訓練機会を設けるとともに，相応の報酬を提供する

ことにより，国際化教育の質を高め，留学生誘致のコスト（奨学金）の一部を，教育の国際化の

費用として負担することが可能となる。特に，教育の国際化コストが大きい地方においては，大

学，自治体，小中高等学校，企業等が連携して，限られた地域リソースを有効活用する視点が重
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要になると考えられる。 

韓国の「教育国際化特区計画」は 2013 年に開始されたばかりである。日韓両国にとって，地

方の教育の国際化は大きな課題であり、本計画がどのような成果を挙げるかを注視していきたい。 
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2. 韓国の専門大学におけるグローバル人材育成 

―永進専門大学の事例― 

 

塚田 亜弥子（東京大学大学院教育学研究科） 

 

 １．本稿の目的 

韓国ではグローバル人材育成のため政府は多様な政策を推進し、各高等教育機関においても

様々な取組が行われているが、本稿では韓国の専門大学におけるグローバル人材育成に関する政

策と事例（永進専門大学）を取り上げることにより、日本への示唆を求めることとしたい。 

 

２．背景 

韓国では高等教育機関進学率が７割を超える一方、韓国国内の雇用市場における大卒者を対象

とした雇用は経済の成長に比して増加しなかったため、需給のミスマッチが生じている。青年層

の大学卒業後の就職が困難であるため、青年層雇用率は過去 14年で最低となる 38.7％を記録し

ており、2013年 4月にマッキンゼーがまとめた報告書「第二次韓国報告書、新成長の公式」で

は、家計における教育費支出の多さが指摘され、過度の大学志向を改める必要性が主張されてい

る。韓国経済は貿易依存度が高く、国民総所得に対する輸出入の比率は３年連続で 100%を超え

ているが、近年益々グローバル化が進む世界市場において、韓国企業はアジアをはじめ中東やア

フリカまで、幅広く海外市場に積極的に進出しており、海外進出にあたっては現地スタッフと潤

滑にコミュニケーションをとり、マネジメントができる人材が求められている。 

韓国の専門大学とは、日本では短期大学に相当するものといった説明がなされることが多いが、

中堅職業人の養成を目的とする修業年限が 2年ないし 3年の短期高等教育機関で、学則で定めら

れた課程を修めた者には、専門学士学位が授与される。専攻の比率は、日本の短期大学が人文、

家政、教育で 50%を占めるのに対し、理工系が半数で情報通信関係の学科が多く見られるのが特

徴である。また、職業に直結する技術や資格取得ができるため、2009年の場合、4年制大学の就

職率が 68.2％であるのに比べ専門大学は 86.5％と高い就職率を誇っている （専門大 11）。高額

な授業料を負担して四年制大学を卒業しても就職難であることから、就職を希望する学生の中に

は専門大学に再入学する学生もいる。就職できる、ということは学生を惹きつける大きな要因の

一つとなっている。 

 

３．政策 

（１）「グローバル青年リーダー養成計画」 

韓国では、李明博政権発足初期の 2008年に、2013 年までの５年間で海外就職５万人、海外イ

ンターンシップ３万人、海外ボランティア２万人により 10万人のグローバルリーダーを養成す

る「グローバル青年リーダー養成計画」が樹立された。９つの省庁による 12件の派遣プログラ
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ムから成る本計画は、グローバル化時代にあった人材育成の必要性への対応と青年の就職難解消

の２つが目的とされている。計画の体系的な推進のために、政府は 2010年 6月に韓国産業人力

管理公団の傘下にグローバルリーダー養成事業推進団を発足させている （イ・サンフン，2010）。

複数の省庁、機関において始まった派遣プログラムの内容は表１の通り多岐にわたっているが、

2012年に行われた政府による関連事業の成果検証において、「専門大学生海外インターンシップ」

が 12事業のうち最も高得点を獲得している （教育科学技術部，2012）。 

この海外インターン事業の総合評価は、2009 年に事業開始以降初めて実施されたもので、評価

指標の開発を含む事業評価と参加者の満足度調査からなる評価システムを構築して実施したも

のである。それぞれ、事業評価については計画の合理性や実効性等をはかる４領域 12指標、グ

ローバル就職力強化レベル等をはかる２領域 24指標により、評価が行われた。最も高い評価を

得た｢専門大学生海外インターンシップ｣の他にも、２位の｢プラント海外インターン支援｣及び７

位の｢グローバル貿易専門家長期インターン｣では、修了者の累積就業率が 70%以上と高い就職率

につながっていることが報告されている。この評価の結果は 2013 年度の予算に反映され、効率

的な事業実施のため、事業間の統廃合による事業再編が予定されている （教育科学技術部，2012）。 

表 5 海外インターン事業 総合評価順位 

順位 事業名 

関係省庁 

＊ 省庁名は 2012

年当時の名称 

1 専門大学生海外インターンシップ 教育科学技術部 

2 プラント海外インターン支援 知識経済部 

3 WEST 教育科学技術部 

4 国際専門女性人材養成 女性部 

5 教師大卒者海外進出 教育科学技術部 

6 中小企業海外インターン 中小企業庁 

7 グローバル貿易専門家長期インターン 知識経済部 

8 展示会海外インターン 知識経済部 

9 大学生グローバル現場学習 教育科学技術部 

10 海外観光インターン 文化観光部 

11 海外農業インターン 農業食品部 

12 外食企業青年インターン 農業食品部 

出典： （教育科学技術部，2012）を元に筆者作成 

  

（２）「専門大学生海外インターンシップ」 

2012年の海外インターン事業総合評価において第１位となった｢専門大学生海外インターンシ

ップ｣は、学生に多様なグローバルインターンシップの機会を提供し、グローバル感覚を備えた

核心人材を養成することを目的として 2005年に開始された事業で、2008年策定の「グローバル

青年リーダー養成計画」により規模が拡大された。また 2012 年からは事業の効率性向上のため、
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四年制大学の学生を対象とする事業と統合され、「大学及び専門大学グローバルインターンシッ

プ」へと一元化された。事業の規模（2012年度）は、予算 58億ウォン 1、支援対象者数は 850

名（大学生 250名、専門大学生 600名）で、事業開始時からの累積派遣人数は、約 5,000名（表

2）にのぼる （教育科学技術部他，2011）。 

表 6 年度別派遣現況 
  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 合計 

大学生 － － － － 300 329 373 1,002  

専門大学

生 
368 282 463 692 912 653 589 3,959  

出典： （教育科学技術部他，2011） 

 

プログラムは、大学が独自に実施するプログラム（自由公募型）と関連機関が提供するプログ

ラム（指定公募型）の二種類があり、前者については、応募大学はインターンシップの単位とし

て 20単位認定可能であることが前提とされている。実施予算は、政府と大学が共同で負担する

こととなっており、大学は 50%、専門大学では 30%を負担することが義務付けられている。専門

大学の場合、大学が独自に実施するプログラム（自由公募型）の採択の割合を事業全体の予算に

占める比率において 70%以上とすることにより、専門大学自体のグローバル力量を強化すること

をねらいとしている。 

指定公募型については、韓国専門大学教育協議会（以下 KCCE）により、インターンシップ終

了後に現地就職をねらいとする「就職連携可能プログラム」と、就職に役立つ能力強化のための

教育を主眼とする「就職力量強化プログラム」の２種類が行われており、分野は看護、テコンド

ー、ネイルアート、自動車機械、ホテル観光と様々である （韓国専門大学教育協議会，2013）。 

また、国家戦略上、特定の分野（理工系、医療通訳等）が優先され、派遣国については英語圏

（アメリカ、イギリス、オーストラリア、カナダ）、中国、日本等が主な対象とされてきたが（表

3参照）、2012年度より中東、東南アジア、中南米、アフリカといった地域へと派遣先国を多様

化する傾向にある。特に中東については、2011年３月の「グローバル青年リーダー中東地域活

性化方案」に基づき、KCCE主導により、専門大学生の派遣先として Middlesex  University of 

Dubai campus 等、現地教育機関及びインターン受入先が新規開拓され、推進されることとなっ

た （教育科学技術部，2012）。 

 

表 7 国家別派遣人員現況（2005 年～2011 年） 
英語圏 

日本 中国 その他 合計 
米国 カナダ 英国 豪州 

960  375  257  567  1,199  467  134  3,959  

出典： （教育科学技術部他，2011）を元に筆者作成 

1  58億ウォン＝約 4.6億円（1ウォン＝0.08円：2013年 6月 25日現在） 
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学生のプログラム参加にあたっては、韓国の大学に一定期間在籍し、平均成績が B○2以上で、

一定水準の語学能力（例：（英語）TOEIC550点、（中国語）HSK３級、（日本語）日本語能力試験

N4）を有する者が選抜対象となる。選抜された学生は、40時間以上の事前教育を受けた上で４

～６ヶ月の現地インターンシップに参加する。参加学生には、往復渡航費、ビザ手数料、インタ

ーンシップ管理運営費、保険料が支援され、さらに専門大学生の場合は語学教育費、職務教育費、

滞在費（一部）が追加で支援される。また、インターンシップ終了後のフォローアップとして、

就職相談サービスが行われている （教育科学技術部，2012）。 

このように養成したグローバル人材の海外就職を支援する事業として、韓国政府は韓国産業人

力公団を通じて海外就職を斡旋するホームページ 3を運営し、公共海外就職事業推進機関として

マッチングのサービスを実施している。 

（３）「World Class College」 

専門大学を対象とする事業として、2011年から３年間の計画で「World Class College事業（以

下 WCC）」が開始された。WCCは、国内外の産業界の要求及び技術変化を受容できる教育環境を備

え、継続的な成長可能性とグローバル職業教育能力を備えた先導的な専門大学の育成を目的とし

ており、初年度は永進専門大学を含む７大学が選定され、2013年までに 21校の指定が計画され

ている。 

WCC の重視する点として、産学密着型教育システム、健全な学校経営、そして、地域に特化し

た産業基盤とグローバル人材育成のための国際化能力の３つがあげられており、グローバル人材

育成に関する推進課題は、海外における就職の拡大、外国人留学生誘致の拡大、世界レベルの職

業教育の特化等で構成されている （教育科学技術部，2012）。 

 

（４）「国際化拠点専門大学育成事業（Global Hub College）」 

韓国では近年急速に外国人留学生の誘致を進め、外国人留学生数（2012 年現在）は 10年前の

約 15倍にあたる 86,878人にのぼり、うち 3,661人が専門大学に在籍している （教育科学技術

部，2013）。2012 年 10月に開催された第 12回教育改革協議会で、韓国政府は 2020 年までに外

国人留学生 20万人の誘致を目標とする新たな政策「Study Korea 2020 Project推進計画（2013

～2020）」を発表し、その計画の中で外国人留学生の採用を活性化し、企業のグローバル市場の

開拓に役立てる、としている （国務総理室・教育科学技術部，2012）。 

韓国政府は 2010 年より、外国人留学生を韓国企業の海外市場進出時のブリッジ人材として養

成することを目的とする政策として「国際化拠点専門大学育成事業（Global Hub College）」を

実施しており、事業の目的は、海外進出した韓国企業の人材需要に対応した留学生教育（ブリッ

ジ人材養成）を支援することである。この事業により支援を受ける専門大学は、海外進出企業の

現地での人材需要を把握し、協約形態で委託を受けて外国人留学生に職業技術教育を実施するこ

とになる。事業予算は、年間 30 億ウォン 4、3年間で 90億ウォン 5（1校あたり総額 10億ウォ

2  B＋と B―の間にあたる。 
3  http://www.worldjob.or.kr/indexJpn.do を参照のこと。 
4  30億ウォン＝2.4億円（1ウォン＝0.08円：2013年 6月 25日現在） 
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ン 6程度を支援予定）とされ、各大学は特化プログラムの開発と運営、海外進出企業及び大学と

の連携、留学生教育のインフラ構築等に補助金を活用できる （教育科学技術部，2010）。 

事業初年度の 2010年は、32校（首都圏 8校、非首都圏 24校）の応募があり、選考を経て首

都圏 2校、非首都圏では永進専門大学を含む 3校、合計 5校が採択された。採択されたプログラ

ムは、工学系（情報通信、自動車等）と社会サービス系（美容、経営情報等）が主で、連携する

企業の主な所在地は中国とベトナムであった。選考では「事業計画」と「留学生教育の運営基盤

及び実績・能力」を 50%ずつの割合で審査されている。 

採択されたプログラムは、外部評価（コンサルティング）と年次評価によってレビューされる

こととなっており、外部評価は、半期に 1回、採択時の評価委員 2名以上を含む 5名程度の企業

の専門家及び大学国際化の専門家により行われる。評価指標は採択大学共通の「必須成果指標」

と各大学が独自に定める「自己成果指標」の 2種類があり、必須成果指標は、参加企業・学生の

満足度、現地企業及び教育機関の交流協力実績、修了率の 3つである。達成率が 60%以下は支援

取り消し、60～70％は補助金減額となり、年次評価の結果が上位の大学は補助金の増額（インセ

ンティブ）が配慮される。支援事業終了年度には総合評価が行われ、成果報告書としてまとめら

れることになっている （教育科学技術部，2010）。 

 

４．事例（永進専門大学） 

永進専門大学は、韓国第３の都市大邱に位置し、工学、経営、観光、福祉を専攻する約 8,000

名の学生が学ぶ 1978 年創立の私立専門大学で、企業の注文に合わせて教育を行う「注文式教育」

を始めた学校として知られている。注文式教育とは、企業から教育課程、学生数の注文を受け、

専門人材を養成する実務教育で、1994年に永進専門大学が初めて実施し、現在では韓国全体で

100 校以上がこの方式を採用している。 

永進専門大学では、卒業生の就職率は一貫して 1994年以降 90%以上を維持しており、就職先

は LG、サムソンといった韓国の大企業だけでなく、海外においても米国、日本、中国、サウジ

アラビアの企業に就職実績がある。注文式教育で、韓国企業については半導体、ホテル、航空、

外食産業、機械、サービス等多岐に渡る業種で 283件 4,660名の注文式教育の実績があり、国際

協約は日本、アメリカ、中国、ドバイ等 9か国 99社 1,451 名の協約を締結し、うち、日本企業

とは 23社 435名となっている （永進専門大学，2012）。外国人留学生は、私費留学生 149名、

大学招聘留学生 27名の 176 名が在籍し（2012 年現在）、うち半数が工学系専攻で、ほぼ全員が

寮に居住している （教育科学技術部，2013）。 

「専門大学生海外インターンシップ」に関して、永進専門大学では 2013年度実績として全国

最多の 68名が採用されており、日本（22人）、中国（16人）、カナダ（14人）、米国（6人）、マ

レーシア（5人）、英国（2人）、豪州（2人）、インド（1人）へ学生を派遣する予定である。大

学はグローバル人材育成のための教育環境整備を積極的に行っており、キャンパス内に英語のみ

を使用する「イングリッシュ ゾーン」や英語の使用率を高めるための「クラスルーム イング

5  90億ウォン＝7.2億円（1ウォン＝0.08円：2013年 6月 25日現在） 
6  10億ウォン＝0.8億円（1ウォン＝0.08円：2013年 6月 25日現在） 
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リッシュ」を運営している。 また、インターンシップ志願者を対象とし、学生を選抜して「グ

ローバル チャレンジャー体験団」として海外 6か国に派遣している。その結果、学生は TOEIC550

点を下回る水準から 740点相当あるいは 895点相当まで語学力を向上させたケースもでている 

（イ・ジェチュン，2013）。 

外国人留学生を対象とした注文式教育について、一例としては、中国ハイニックス・ニュモニ

クス（ハイニックス半導体中国現地法人）と 2007年に締結した注文式人材養成協約では、翌年

に中国人留学生を対象として電子工学、半導体工学等の 12科目を集中的に学習する中国ハイニ

ックス班を開設している （チョン・ヨンギュン，2009）。外国人留学生への教育にも実績を積ん

でいた永進専門大学は、「国際化拠点専門大学育成事業（Global Hub College事業）」について、

実施初年度の 2010年に事業が採択され、これにより中国に進出するサムソン電気他 47件と協約

を結び、中国人留学生を対象とした国際注文式教育を実施している （教育科学技術部，2010）。

中国人留学生を対象とした国際注文教育では、学生は韓国語能力試験２級 7以上を取得してから

入学し、専攻授業（60%）、韓国語授業（30%）、韓国文化体験授業（10％）で構成されるカリキュ

ラムを履修し、最終学期に韓国国内企業で企業現場実習を終了後、協約を締結した現地（中国）

の企業に就職している （銭相杓，2010）。 

卒業生を企業に採用してもらうための大学の積極的な試みは様々な点に表れており、2006 年

に始まった日本との国際注文式教育を例にとってみると、日本で現場経験のある日本人教員によ

る講義、充実したカリキュラム、学内への韓日企業支援センターの設置、日本での企業関係者を

対象とする日韓ビジネス交流促進会の開催等が注目される。教員は、日本語会話担当の日本人教

員４名をはじめ、日本企業で自動車設計や機械分野で 30年以上勤務経験のある日本人教授が専

門の授業を日本語で実施しており、学生が受ける授業の７割は日本語となっている。カリキュラ

ムは、日本機械自動車設計クラスの場合、２年間４学期で講義時間は 1,905 時間（専攻 945時間、

語学 960時間）となっており、２年間の間に語学研修（４週）、インターンシップ（16週）、久

留米工業大学での技術研修（４週）で、合計 6ヶ月の日本滞在が組み込まれている。注文式教育

の受注自体、大学から日本企業への働きかけをきっかけとするものであるが、さらに大学は学生

の卒業後の就職先となるビジネスの場を創出するために学内に韓日企業支援センターというイ

ンキュベーションセンターを設けており、日韓ビジネスを希望する日本企業に対し、第一キャン

パスでは事務室、第二キャンパスでは技術開発や小規模製造ラインを備えた開発室及び工場を賃

貸している。日本国内にも東京と福岡に事務所を設置し、毎年日韓ビジネス交流会の場を設けて

日韓企業の商談、注文式教育の広報、大学の所在地である大邱への投資説明も行われている （銭

相杓，2013）。 

 

５．考察 

韓国における韓国人のグローバル人材育成について、政府は 2008 年樹立の「グローバル青年

リーダー養成計画」に見られるように、グローバル化時代への対応と青年の就職難解消をねらい

7 韓国語能力試験（TOPIK）は教育部関連団体である国立国際教育院が実施する韓国語能力をはかる試験で、２

級は６段階のうち下から２番目。 
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として各種海外インターン事業等による人材育成を進めている。2008 年にリーマンショックを

契機とした世界不況の影響もあったことから、派遣人数は目標の 10万人を達成することは困難

な状況であるが、政府の事業とは別に韓国人学生の海外留学意欲は旺盛であり、2012 年度の高

等教育レベルの海外留学者数は 239,213人（学位課程のみの場合 154,178人）にのぼる （e国

指 12）。 

そもそも高等教育レベルでの韓国人の海外留学者数は、2007 年以降継続して 20万人を超えて

おり、中等教育以下の留学も含めるとさらにその数は多く、日本人の海外留学者数 8をはるかに

上回っている。2009 年の人数を比較した場合、韓国では日本の４倍の学生が海外に留学してい

る。さらに、韓国人学生は就職のための「スペック」作りに追われ、その一つとして TOEIC満点

や、海外ボランティアに励む者が多く、大学もそうした学生への対応及び各種競争的資金獲得の

ために様々な努力を行っている。一方、海外留学者の増加は頭脳流出につながる一面があり、韓

国内で不足する R&Dや理系グローバル人材の確保が課題とされている。人材呼び戻しのために政

府は「Brain Return 500」9のような招聘計画や「国外人的資源管理システム（HURIK）10」のよ

うなデータベースにより人材確保を進め、民間企業は海外での就職フェア参加や個別会社説明会

開催等により韓国人留学生を採用しようとしている。 

事例として取り上げた永進専門大学においては、カリキュラムの工夫や政府支援による事業の

枠内にとどまらず、大学自らが積極的に企業とのネットワークを構築し、企業のビジネスの一端

を担うことによって大学が育成する人材が活躍する場を自ら創出している点が注目される。また、

注文式教育という方式により、就職が約束されることによって、就職難である韓国社会において

学生の人気を集め、競争倍率が高まることにより優秀な学生が入学し、優秀な学生だからこそ２

年間という短期集中での学習をこなすことができ、注文した側の企業は即戦力を導入できること

により満足度が高まる、という好循環を作り上げている （銭相杓，2013）。 

日本にとって示唆となる点として、韓国と日本を比較した場合、貿易依存度や国民性の違いと

いった社会的文脈上の差異以外に、大学が学生の卒業にあたって一定の語学能力に到達すること

を課している点や、海外留学・体験のための様々なプログラムを実施している点も日本が参考と

すべき点ではあるが、違いをもたらす違いとなる最も大きなポイントとしては、学生を採用する

企業が外国語力や海外・留学経験を高く評価している点を見逃すことはできないであろう。 

次に、韓国における外国人留学生のグローバル人材育成について、日本の状況と共通する部分

も見られるが、本研究で取り上げた専門大学の事例では、日本と異なりかつ示唆となる取組が見

られる。 

まず、韓国と日本の外国人留学生の構成について、日本における外国人留学生の典型的な像と

して使われる「中文学私（中国人学生、文系、学部課程、私費留学生）」が、韓国にも当てはま

る （太田浩，2010）が、グローバル人材として育成された外国人留学生の卒業後については違

8 1983年以降、2004年に 82,945人に達した後は減少傾向にあり、2009年は 59,923人まで減少している。 
9 2017年までに基礎科学研究員を中心に、科学ベルトに海外の優秀科学者をはじめ新進科学者まで 500名等を誘

致する政府の計画。 
10 www.hurik.go.krを参照のこと。 
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いが見られる。韓国の場合、留学生誘致政策プランである「Study Korea Project」の初期にお

いては、留学前・中・後の一貫した計画が構想され、留学後の韓国内での就職を想定した就職活

動期間中のビザに関する記述等が見られたが、2012 年 10 月の第 12 回教育改革協議会で発表さ

れた最も新しいプランである「Study Korea 2020 Project 推進計画（2013～2020）」では、大韓

商工会議所の需要調査を挙げて、外国人留学生の採用活性化は企業のグローバル市場開拓に役立

つ、と記載するに留まり、具体的な就職支援策は示されなかった。韓国国内では大卒青年層の雇

用市場は非常に厳しく、実際には外国人留学生の韓国内での就職は難しいとみられる 11。 

事例にあげた永進専門大学は地方所在の専門大学でありながら、グローバル人材育成とその出

口戦略は非常にユニークであり、日本にとって示唆する点が多いと思われる。例えば、日本では、

福岡のように県内の第二次、第三次産業の事業所数が多く、企業の海外展開を積極的に後押しし

ている地域では、優秀な外国人材獲得を目的とした留学生の誘致と就職支援が活発であり、「人

材獲得アプローチ」とも呼べる取組を行っている （佐藤由利子，2012）。永進専門大学が位置す

る大邱市はサムソン発祥の地として知られ、周辺には自動車部品会社が集積している点で福岡と

類似しているが、外国人留学生を地域の構成員である近隣企業に直接就職させるのではなく、そ

の先にある留学生の出身国においてブリッジ人材としての活躍を期待するものであり「人材獲得

アプローチ」の発展型として「人材獲得・ブリッジアプローチ」と呼ぶことができるのではない

だろうか。 
また、この型は日本における外国人留学生の就職における問題解決の糸口となる考えを提供す

るものであるといえる。日本の場合、就職については職業選択の自由を尊重する考え方や各種規

制があることなどから、入学時に就職先が決まる留学生教育プログラムはほとんど行われていな

い。また、日本企業（特に大企業）が国内で留学生を採用する際は、日本人学生と同じ枠組みで

の処遇となることが多く、海外でのブリッジ人材としてのキャリアパスを保証した採用は少ない。

よって、そのような希望を持った留学生の就職にうまく対応できていないだけでなく、将来母国

に転勤したいという希望が叶えられる可能性が低いことを留学生が後から知って、早期離職を招

く事例も見られる。 
留学後は母国等に所在する韓国企業の支社や現地法人に就職できる注文式教育は、留学希望者

から見ると将来設計が明確になり、企業にとっては社員教育を大学に委託しつつ、即戦力を採用

することが可能となる。さらに、大学にとっては、就職が保証されるプログラムとして目的意識

の高い留学生を獲得できる。韓国と同様に多くの企業が海外に進出している日本にとって、注文

式教育のように自国の言語や文化に習熟している留学生をブリッジ人材として養成するプログ

ラムは、留学生、企業、大学それぞれのニーズをうまく調和させることが可能であることから、

導入について検討されるべきであろう （太田浩・内藤亜弥子，2012）。 
 

【参考文献】 

e-国指標．(オンライン)(引用日: 2012 年 11 月 12 日．)http://www.index.go.kr． 

11
 日本では外国人留学生の就職に関する統計が、毎年７月頃に法務省のホームページにおいて「留学生等の日本

企業等への就職状況」として発表されているが、韓国ではそれにあたる統計は発表されていない。 
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3. 金美姫著「韓国・全羅北道における中国人留学生留学実態分析及び

支援計画に関する研究」第 1章、第 2 章の一部、第 5章の日本語翻訳 

 

長島万里子（洗足こども短期大学）、朴源花（東京大学大学院） 

 

＜報告書翻訳にあたって＞ 

本資料は韓国・全羅北道の留学生受入れ政策に関する金美姫氏による報告書を日本語に翻訳し、

紹介するものである。 

全羅北道は韓国に 17 ある地方自治体の一つであり、国土の西南部に位置している。朝鮮半島

の後三国時代（10世紀頃）、後百済の都として栄えた全州市を中心とする古い歴史のある地域で

ある。ソウルなどの都市部と比較して経済活動は活発とはいえないが、農業が盛んで韓国の中で

も食が豊かな地域であり全州ビビンパはよく知られている。 

報告書発行元の全北発展研究院は全羅北道立のシンクタンクであり、地域問題分析・研究を通

して地域発展のビジョンの提示を行う研究機関である。全北発展研究院は全羅北道の留学生受入

れ政策に関する報告書として 2011年 12月に「全羅北道における中国留学生受入れ拡大のための

政策的支援計画」を、2012 年 4 月に「全羅北道における中国人留学生留学実態分析及び支援計

画に関する研究」を発行した。 

今回、科学研究費助成研究として、東京工業大学の佐藤由利子代表のもと全北発展研究院研究

員の金美姫氏の協力を得て報告書を邦訳することとなった。金美姫氏は上記 2冊の報告書の研究

代表を務めている。 

2011 年発行の「全羅北道における中国留学生受入れ拡大のための政策的支援計画」は外国人

留学生受入れ拡大の重要性が高まる中で全羅北道として中国人留学生の受入れを強化すること

を目指すために中国人留学生の海外留学における決定要因を調査・分析した報告書である。その

結果、中国人留学生が韓国留学を決定した要因としては地理的要因、大学を決定した要因として

は入学の容易さや割安な学費、専攻を決定した要因としては卒業後の就業との関連や専門への興

味、全羅北道の大学を選択した要因としては学校間の交換プログラムの存在であることなどが明

らかにされた。それらの結果を受け中国人留学生受入れ拡大のためのビジョンを定め、全羅北道

を韓国内における対中国教育交流の中心地とするべく具体的な対策を示したものである。 

2012 年発行の「全羅北道における中国人留学生留学実態分析及び支援計画に関する研究」は

前年発行の報告書と同様の課題にさらに深く取り組んだものと言える。本資料は、その報告書の

第 1章、第 2章の一部および第 5章を翻訳するものである。 

 

第 1章 序論 

第 1節 研究背景及び目的 

知識基盤社会を迎え、優秀な海外人材の開発に対する重要性はますます高まっている。従来、
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外国人留学生を受入れる目的は発展途上国への表面的なサポートとして推進される場合が多か

った。しかし近年、教育先進国と言われるような国々では、優秀な外国人学生を自国の教育シス

テムに合わせて育成し、将来自国の利益のために活用できるような教育を与えると同時に、優秀

な留学生を受入れることによって自国の大学の研究成果の向上と国際的な大学としての競争力

の強化、さらに外国人留学生の受入れから得た収入による財政規模の拡大をしているのである。 

2004年から教育科学技術部が推進している「STUDY KOREAプロジェクト」と各大学の自主的な

努力の結果として韓国国内の外国人留学生の規模は急速な成長を見せており、中でも、中国人留

学生は爆発的に増加した。中国人留学生は全羅北道の対中国事業の潜在的な協力者であり、重要

な人材プールとして、将来中国における全羅北道の民間広報大使となるだけでなく、観光・貿易・

投資など、全羅北道における韓中経済交流の主役となる可能性がある。しかしながらこれまで中

国人留学生は量的な成長を遂げた一方、質的な側面には課題がある状況である。 

現在道内には約 3千人の中国人留学生が在籍しているが、複雑な留学のための入国申請手続き、

修学能力への配慮に欠けた授業、留学生への「透明人間」扱い、周囲の差別意識、卒業後の進路

問題、外国人としての孤独など、学業のみならず生活面においても保護やサポートが不十分な状

況にある。留学のクオリティと留学全般についての不満は中国人留学生の反韓感情を引き起こし、

「韓国留学無用論」まで出てきている。さらに 2011 年末に教育科学技術部が実施した「外国人

留学生の誘致•管理能力認証制度」の評価において全羅北道の大学が一校も「優秀大学」に選定

されかなかったことを受けて、道内の大学のグローバル教育の競争力強化と留学生に対する教育

サービスの質的改善は、現在我々の解決すべき最も重要な課題として浮上している。 

黄海に隣接する地域の干拓事業であるセマングム開発などが推進されますます韓中の経済交

流が拡大する「環黄海時代」を、全羅北道にとって中国は将来の発展に不可欠なパートナーであ

る。そのため全羅北道は、「親・韓国」であり「知・全北（全羅北道）」の中国人人材を積極的に

養成し、活用するための対応が求められている。21 世紀は国家間の競争と協力が強調される時

代である。全羅北道の教育システム・内容を国際標準に合わせ、良好な教育環境を準備すること

によって留学生の「質」を高める必要があるのである。 

経済•社会など様々な分野で中国との交流を活発化・高度化ししていくなかで中国の優秀な人

材を積極的に受入れ、質の高い教育環境を整備することが重要であり、そのために自治体は中国

人留学生を対象とした具体的な計画と戦略が必要な状況である。 

したがって本報告書では、道内の中国留学生の留学実態を教育と生活の側面に分けて把握し、

彼らが直面しているジレンマと問題点を分析することとする。その上で、全羅北道が推できる留

学生受入れ環境の改善対策を模索し、中国人留学生が留学しやすい環境を整え、道内の国際教育

サービスの競争力を強化する支援策を提案したい。 

 

第 2節 研究内容及び研究方法 

1.先行研究の検討 

隣国の日本ではかつて「外国人留学生受入れ 30 万人計画」が国家政策として策定されたこと

もあり、関連分野の研究が多様に行われ、入学前・在学中・卒業後の 3段階に分けて体系的な研
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究が進められている。韓国においても外国人留学生が増加し、留学生の韓国社会適応や満足度な

ど様々な観点から関連研究が進んでいるが、自治体レベルの政策的アプローチはあまり進んでい

ないのが現状だ。しかし、近年中国人留学生を単純な外国人として見るのではなく、優秀な人材

に育成し、将来の韓中関係の主役として活用するという独自の戦略策定のための研究が地域発展

研究院を中心に進められており、各自治体はその研究結果を政策に反映しようとしている。 

自治体の観点から実施した先行研究を検討すると、シン・ジョンホ（신종호、2012）らは中国

人留学生受入れ政策の推進において長所・短所・脅威・機会などに対する戦略（SWOT）分析を通

して韓国の地方自治体の一つである「京畿道」の留学生受入れ政策ビジョンを提示した。そして

目標を達成するため、留学生受入れの量的拡大から質的向上への切り替え、厳格かつ標準化され

た留学生管理、「官―産―学―民」間の連携と協力を通じた留学生支援プログラムの整備などを

提案した。シンらは政府・大学・自治体への政策提案を分けて示した。政府に対する政策提案は、

外国人留学生政策のためのコントロール・タワーの構築、韓中教育実践協議会の設置と運営、外

国人留学生の入学基準の強化、多文化に対する認識の転換、卒業した留学生への支援政策の強化

などであった。一方、大学に対しては、優秀な学生の選抜、厳格な学事管理計画の用意、一元化

された統合情報システムの構築、留学生福祉支援の強化、大学運営側のより積極的な留学生受入

れを提案している。また、自治体に対しては受入れ・管理・支援の面に分けて、中国人留学生受

入れに関する様々な政策案を提示している。 

キム•ヘジン（김혜진、2008）は韓国の地方自治体である「大邱•慶尚北道地域」内の中国人留

学生の実態と問題点の調査を実施し、既存の問題に対する解決策を大学レベル及び自治体レベル

に分け、より効果的な中国人留学生受入れへの提案を示した。まず大学レベルでは、教育の国際

化の積極的な推進、留学生に特化した教育プログラム作成、複数大学が共同による留学生受入れ

の推進、就労支援型教育の実施、各種生活文化サービスの提供、中国人留学生に対するメンタリ

ング制度の運営の 6点を提示した。また自治体レベルでは、交流情報提供インフラの構築、関連

機関との連携強化、中国人留学生の受入れに特化した分野の発掘、地域住民の認識変化の誘導な

ど 4点を提示した。 

その他ガン・フィスク（강희숙、2009）、キム・ソナ（김선아、2010）、キム・ソンナム（김선남、

2007）などは、教育と生活の側面から留学生の実態とニーズを分析し、それぞれの提言を発表し

ている。 

 

2.主要研究内容 

本課題の研究内容は、次の通りである。 

第一に、全羅北道を中心に在韓外国人留学生の現状を分析する。 

第二に、中国人留学生の留学実態と問題点を分析する。 

第三に、中国人留学生の周辺人物の中国人留学生に対する見解を分析する。 

第四に、海外の、優秀な外国人留学生支援•管理事例を分析する。 

第五に、全羅北道の外国人留学生政策の戦略的方向を模索する。 
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3.研究の方法 

本課題の研究方法は、次の通りである。 

第一に、道内大学の中国人留学生留学の留学現状と支援・管理状況を把握するために文献を考

察するとともに、大学・政府機関・海外教育院などの関連機関を訪問または電話インタビューを

実施して、全体の状況を考察する。 

第二に、中国人学生の道内留学生活実態と問題点、そしてニーズを把握するためにアンケート

調査を実施する。その結果から中国人留学生の実態と問題点の定量的な分析を行う。 

第三に、大学で中国人留学生に講義している教授、地域住民、韓国人学生など、中国人留学生

と実生活で関連のある人物を対象に個別インタビューを実施し中国人留学生が抱える問題の分

析を試みる。 

第四に、これらの一連の過程を通して、全羅北道の中国人留学生政策に対するビジョンと目

標・戦略などの政策計画を導き出す。 

 

第 2章 中国人留学生の現況 

第 3節 全羅北道における中国人留学生の現況 

1.全羅北道における中国人留学生の在学状況 

2012 年 4 月現在、全羅北道地域において外国人留学生は 4 年制大学 7 校、日本の短期大学に

相当する 2・3年制の専門大学 4校に計 3,886人が在学中である。そのうち中国人留学生は 3,197

人である。2011 年 8月と比較し留学生数は 5.77％減少し、中国人留学生数は 5.16％減少してい

る。 

 

表 1 年度別全羅北道内外国人留学生数 

資料：全州出入国管理事務所統計資料 

※この表における 2012年の人数は、2011 年度末にあたる 2月のものである。 

 

外国人留学生の出身国は、中国が 2,754 人、モンゴル 236 人、カンボジア 67 人、アフリカの

ガボン共和国 17 人、ネパール 38 人、ウクライナ 4人、その他の順に多く受入れている。地方と

いう不利な立地条件と大学の積極的な中国人留学生受入れ戦略の結果として、全羅北道内に中国

人留学生が占める割合は高くなっている。韓国全体においても外国人留学生の中で中国人留学生

は単一の国家として最も多く受入れているが、全羅北道でもその状況は変わらない。2011 年度、

全羅北道における中国人留学生の比率は留学生全体の 82%で、全国平均の 68.9%と比較しても非

常に高い数値である。 

 

区分 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012※ 

A外国人留学生（人） 1,233 1,957 2,918 3,951 4,980 4,721 4,124 3,886 

B中国人留学生（人） 1,009 1,801 2,723 3,664 4,347 4,015 3,371 3,197 

B/A×100（％） 82 92 93 93 87 85 82 82 
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表 2 出身国別全羅北道内外国人留学生数 

区分 合計 中国 モンゴル カンボジア ガボン ネパール ウクライナ その他 

学生（人） 3,413 2,754 236 67 17 38 4 297 

比率（％） 100 80.07 6.9 2 0.5 1.1 0.1 8.7 

資料：全羅北道道庁内部資料（2012 年 1学期） 
 

全羅北道の中国人留学生を在籍課程別に分けると、言語研修生 348人、学士課程 1,489人、修

士課程 546人、博士課程 95 人、交換留学生 274人となり、学士課程に在籍している学生が多い。 

 

表 3 課程別全羅北道内外国人留学生および中国人留学生数 

 在学課程 
小計 

中国人留学生／

留学生全体 言語研修 学士課程 修士課程 博士課程 交換留学生 

外国人留学生（人） 459 1,699 710 177 342 3,411 
80.07% 

中国人留学生（人） 348 1,489 546 95 274 2,752 

資料：全羅北道道庁内部資料（2012 年 1学期） 
 

全羅北道に留学している中国人留学生を在籍大学別に見ると全北大学に在籍する学生が 900

人と最も多く、又石大学 718 人、全州大学 386 人、円光大学 264 人、群山大学 180 人、湖原大

学 84人、芸苑芸術大学 78 人と続く。専門大学では全北科学大学が最も多く 112人を受入れてお

り、全州ビジョン大学 21人、円光保健大学 7人、全州紀全大学 2人の順に受入れている。 

 

表 4 大学・課程別全羅北道内中国人留学生数 

分類 大学名 
在籍課程別外国人留学生数 ※（ ）内数字は中国人留学生数 中国人留学生/ 

外国人留学生 言語研修 学士課程 修士課程 博士課程 交換留学生 小計 

大学 

全北大 46(27) 486(407) 360(257) 112(48) 208(161) 1,212(900) 74.26% 

群山大 2(2) 131(129) 47(38) 14(7) 4(4) 198(180) 90.1% 

又石大 133(107) 457(448) 140(138) 8(8) 17(17) 755(718) 95.1% 

円光大 27(6) 159(138) 78(61) 32(22) 46(37) 342(264) 72.53% 

芸苑芸術大 24(24) 48(46) - 9(8) - 81(78) 96.3% 

全州大 121(72) 229(215) 85(52) 2(2) 57(45) 494(386) 78.14% 

湖原大 10(8) 66(66) - - 10(10) 86(84) 100% 

専門

大学 

全州科学大 90(90) 22(22) - - - 112(112) 100% 

全州紀全大  61(2) - - - 61(2) 3.28% 

全州ビジョン大 23(8) 30(13) - - - 53(21) 39.62% 

円光保健大 7(4) 10(3) - - - 17(7) 41.18% 

 小計 
459 

(348) 

1,699 

(1,489) 

710 

(546) 

177 

(95) 

342 

(274) 

3,411 

(2,752) 
80.07% 

資料：全羅北道庁内部資料から再構成（2012 年 3月、単位：人/%） 
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全羅北道に留学している中国人留学生を滞在地域別に見ると全州市が 1,309人で最も多く、完

州郡 718人、益山市 271人、郡山市 264人、井邑市 112人、任實郡 78人の順に多くなっている。

また、中国人留学生の主な出身地は山東省であり、河南省、江蘇省、吉林省の順に多い。 

 

表 5 地域別全羅北道内中国人留学生数 

地域 全州市 完州郡 益山市 郡山市 井邑市 任實郡 

中国人留学生（人） 1,309 718 271 264 112 78 

資料：全羅北道庁内部資料から再構成（2012 年 3月） 

 

2012 年度、全羅北道においては受入れ留学生に中国人留学生が占める割合は 80.07%であり、

その存在感は絶対的に大きくなっている。このことは教育科学技術部が推奨する「受入れ留学生

の出身国家の多様化政策」と相容れない結果ではあるが、韓中の地理的な距離の近さと中国の送

り出し留学生規模の大きさなどを考慮すると中国人留学生の比率が高いのは当然の結果といえ

る。しかし韓国国内の全外国人留学生に占める中国人留学生の比率が 68.9%（2011 年）であるこ

とを考えれば、全羅北道は中国人留学生の占める割合が極めて高い方だといえよう。 

 

2.全羅北道における大学別中国人留学生生活管理状況 

中国人留学生が在学している全羅北道内の各大学では国際交流部・国際交流院・国際教育交流

院など留学生の受入れや支援・管理を担当する専門的な管理部署が設置されている。のみならず

中国人留学生担当職員が配置され、中国人留学生を対象に特化した支援が検討されている。 

 

表 6 大学別留学生担当専門部署の設置状況 

大学 全北大学 郡山大学 又石大学 円光大学 芸苑芸術大 全州大学 湖原大 

担当

部署 

国際交流部 

7人(1)※ 

国際交流教育院 

4人(2) 

グローバル教育

支援センター 

5人(3) 

国際協力室 

10人(3) 

国際教育院 

3人(1) 

国際交流教育院 

8人(2) 

国際交流教育 

センター 

6人(1) 

専門

大学 
全州科学大 全州紀全大学 全州ビジョン大学 円光保健大学    

担当

部署 

国際教育院 

9人(9) 

留学生支援 

センター 

2人(1) 

国際交流院 

10人(2) 

国際開発院 

7人(2) 
   

資料: 全羅北道庁内部資料から再構成（2012 年 3月） 

※数値は担当者数、( )は中国担当者数 

 

3.全羅北道における中国人留学生受入れの変化および示唆点 

全羅北道の中国人留学生の現況において注目すべき点は全羅北道の中国人留学生が量的に減

少しただけでなく、マイナス成長をしているという点である。図 1に示す 2005 年から 2012 年（2

月のものであり、2011 年度末にあたる）の 7年間のうち、注目すべき時期は 2009 年である。2005

年から中国人留学生の数が順調に増加していたが、2009 年の 4,347 人をピークに減少傾向を見

せ始めた。しかも、2005年から 2006 年の間に最も高かった中国人留学生増加率は減少傾向に陥

り、2010 年からはマイナスになった。このような減少に対しては様々な見方が可能だが、全羅
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北道内の大学関係者は教育科学技術部の政策を主な要因としてあげている。 

2011年 12月、政府は「外国人留学生受入れ能力認証制」を告示し、外国人留学生の増加に対

応する質の管理を改善するために留学生の受入れと管理の模範的基準を提示し、優秀な人材の誘

致を目的とする「認証制」を実施している。また「外国人留学生および語学研修生標準業務処理

要領」を発表し、外国人留学生の入学許可に必要な言語能力として韓国語能力試験(TOPIK)3級、

TOEFL550点、CBT210点、iBT80点、TEPS550点、またはそれに相応する国家公認英語能力試験を

定めた。 

地方大学の留学生受入れ関係者はこのような規定が留学生の質の向上のための努力であるこ

と理解を示す一方、首都圏に位置する大学に比べ様々な条件で劣る地方大学においては現実には

厳しいと考えている。全羅北道内の 12 大学の関係者は留学生の入学基準が強化されることによ

って外国人新入生の確保は難しくなると予想している。実際に 2012 年上半期、外国人留学生の

受入れ数は非常に低調であった。 

 
図 1 全羅北道内中国人留学生数の推移 (単位: 人, %) 

資料: 全羅北道庁内部資料から再構成 

一人っ子政策と経済力の向上によって中国人留学生の送り出し先の選択の幅が広がっている

にも関わらず、全羅北道内の大学に留学する中国人留学生は減っている。中国の留学生送り出し

の規模が順調に増加傾向にある中で、全羅北道内留学の占める割合が低下しているということは

彼らのニーズに合わせた留学のかたちを提供できていないということである。 

 

第 5章 政策提言と結論 

第 1節 中国の留学生政策のビジョンおよび支援・管理政策提言 

全羅北道の中国人留学生受入れ政策のビジョンは、韓国と中国を中心とする北東アジア時代に

全羅北道が「韓中の国際教育交流」の中心となるということに重点を置いている。 

全羅北道は、道内の大学を中心に高等教育機関の国際化の基盤を作ることができるよう努め、

受入れ外国人留学生の留学の質を向上させるために、自治体と学校が協力できる部分を模索する

必要がある。同時に自治体レベルでの中国人留学生に対する支援と管理の改善を基本的方向とし
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て設定し、「韓中教育交流の中心」というビジョンと目標を実現するために努力しなければなら

ない。これらを基に、本研究報告書は中国人留学生に対する支援・管理に重点を置き、1）官－

学－民ガバナンスの活性化、2）韓国語教育強化を通した基本的修学能力の向上、3）中国人留学

生の居住環境の改善、4）留学生支援・管理専門部署の設置、5）中国人留学生と全羅北道の交流

環境の育成、6）中国人留学生の地域社会における参加の機会拡大、以上 6 点の具体的な政策提

言を行いたい。 

 

ビジョン 

目標 
 韓・中国際教育交流の中心 

 

基 本 的 方

向 
 

∙高等教育機関の国際化に向けた基盤の育成 

∙受入れ外国人留学生の留学の質の向上 

∙中国人留学生への支援・管理の改善 

 

主 要 な 政

策 
 

①官－学－民ガバナンスの活性化 

②韓国語教育強化を通した基本的修学能力の向上 

③中国人留学生の居住環境の改善  

④中国人留学生の支援・管理専門部署の設置 

⑤中国人留学生と全羅北道の交流環境の育成 

⑤ 国人留学生の地域社会参加機会の拡大 

 

第 2節 中国人留学生支援・管理のための政策提言 

1.「官―学―民」ガバナンスの活性化 

□目標 

全羅北道、道内大学、関連機関、経済界などで構成されたガバナンス体系を強固にし、留学生

関連政策を相互に協議し、積極的に支援を行うことで中国人留学生が全羅北道内で有意義な留学

体験を行うことを可能とする。 

□概要 

○事業名：「全羅北道外国人留学生の誘致・支援協議会」運営活性化事業 

○期間：年間 

○目的：「全羅北道外国人留学生誘致支援協議会」に対する組織の補強をし、明確な役割と機能

を付与し、多様な機関の意見を集約する一方で各機関と相互協力体系を構築し、官―学―産―

民が共に先導的な外国人留学生政策を推進することを目指す。 
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○構成（案） 

 

□推進方向 

○2012 年上半期、全羅北道は全国で初めて道内の大学、出入国管理事務所、警察庁による「留

学生誘致・支援協議会」を構成した。協議会のメンバーは全羅北道企画管理室長を協議会長と

し、留学生と最も密接な大学の国際教育交流担当部署の責任者、全州出入国管理事務所管理課

長、警察庁外事担当課長、道内の中国関連 NGO、研究機関の研究者を含め、管―学―民の各分

野から構成された。 

○現メンバーは、部署の責任者として関連する政策の決定権を持っており、協議会が追求しよう

とする方針に対する各機関の協力を直接得ることができるメリットがあるが、実際の業務につ

いての詳細に対する理解が不足しているので問題解決のための実質的な議論では、実務者の意

見が必要となってくる。 

○このため、協議会の運営を 2 段階、「責任者級会議」とその下部組織としての「実務者会議」

とに区分して運営する必要がある。 

○まず、責任者級会議では、留学生の誘致支援に関する推進方向と各機関の意見を聴取・調整す

る機能を付与し、実務者級会議で議論され推進される事業の全面的なサポートをするようにす

る。 

○実務者級会議では、留学生の受入れと支援に関する苦情や改善点を関連機関に伝え、これに対

する解決策と協力を求める。同時に全羅北道関連機関は、留学生が質の高い教育を受けられる

ように、留学生業務の最前線に立っている実務者級会議を通じて徹底した学事管理および留学

生支援業務を遂行するシステムを構築しなければならない。 

○「全羅北道外国人留学生の誘致・支援協議会」は、今後さらに積極的な留学生政策のための意

見収集と意見交換の場にならねばならず、現在の「官―学―民」に加え、経済部門の代表が参

加する「官―学―民―経」の完全なガバナンスを構築して他の自治体を先導する「協議会」と

なることを目指し、本来の役割を最大限に発揮できるように活性化されなければならない。 

 

2.韓国語教育強化を通した基本的な修学能力の向上 

□目標 
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○中国人留学生の韓国語能力を向上させるメカニズムを用意し全羅北道での留学の質を保証す

ると同時に、全羅北道を韓国を代表する韓国語教育の中心地として育成する。 

□概要 

○事業名（仮）「韓中言語振興院」設立 

○期間：2013年～ 

○目的：中国人留学生の、言語による留学上の困難を解消し、彼らが成功のうちに留学を終えら

れることを目指すと同時に今後の中国特化戦略の推進において必要な優秀な人材を確保する

ようにする。 

□現在の課題および推進方向 

○中国人留学生のアンケート調査と周辺人物への深層インタビューを通して、中国人留学生が感

じている困難は、韓国語能力不足によってひきおこされていることが分かった。 

○教育·生活など全羅北道内で留学をする上で韓国語能力は必須の課題であることは明らかだ。

留学の最も大きな部分を占めるものが学校の授業であるとするなら、留学生の韓国語能力が全

般的に低い傾向にあるということは、学生や大学が抱えている現段階での大きな課題である。 

○大学入学のための韓国語能力は TOPIK3 級であるが大学の講義では、日常会話以上の語学能力

が必要であることを考えると専攻の授業を受けるために必要な韓国語能力を備えた留学生は

全体の留学生の 40％にも満たない。 

○実際に中国の留学生は学部入学前 6ヶ月から 1年間の語学研修を終えた後で韓国語能力を向上

させようとするが、該当する正規課程がない故に困難を感じることが調査で明らかになってい

る。 

○大学は中国人留学生のために段階別韓国語プログラムを開発し履修を義務化する必要がある

が、現行の規定では外国人留学生のための韓国語の授業は履修単位として認められておらず大

学当局も留学生の韓国語能力を向上させようとする強い気持ちがあまり見られない状況にあ

る。 

○富川市、仁川市など、他自治体では多文化家族（外国籍配偶者との結婚によってつくられた家

族）を中心に韓国語教育講座を運営している。しかし留学生や多文化家族の韓国語能力は必要

分野が明確に区分されるべきである。 

○このため大学の授業に支障がない程度の言語能力を備えることができるように段階別に細分

化・専門化された韓国語教育サービスを提供する韓国語専門教育機関の設立が必要である。 

○推進方式には全羅北道で独自に韓国語教育センターを設立して運営する案と、道内の主要大学

とコンソーシアムを構成して共同で推進する案などを検討してみることができる。 

○このためにはまず需要の推測と妥当性が検討されるべきであり、類似した事例に対し具体的な

調査が行われるべきである。 

□期待効果 

○全羅北道に韓国語教育センターの設立が推進されるならば、中国人留学生が質の高い教育を受

けることができる土台とすることができ、将来、全羅北道が推進している全羅北道を中国人留

学生ハブ化するという目標に一歩近づくことができるだろう。 
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3.留学生支援・管理専門部署の設置 

□目標 

○全羅北道に留学を決めたときから、留学に伴う諸手続きや全羅北道の生活に安心して過ごすこ

とができる「安心な全羅北道留学」を設計できるような良好な環境を作る。 

□概要 

○事業名：（仮）「全羅北道グローバル交流センター」の建設および運営 

○期間：2013年～ 

○目的：全羅北道留学を希望する中国人学生に入学情報提供やアドバイスを提供することで、学

生の受入れを拡大し、地域内の中国人留学生に様々な生活面でのサポートと教育·生活相談サ

ービスを提供する環境と支援体制を構築する。 

□現在の課題および推進方向 

○アジア文化の中心である韓流の影響により、中国人学生の韓国留学に対する関心はますます高

まっているにも関わらず、全羅北道の大学入学に関する情報やアドバイスを提供する場が不足

している。 

○中国人留学生へのアンケート調査の結果、留学期間中に困ったときに助けを受けることができ

る機関が必要であると 73.5％が回答した。しかし、地域内の大学は財源不足、財政負担など

の理由で、細かいところまで行き届くサポート体制に限界がある。 

○また、全羅北道内の中国人留学生は新学期に韓国生活に関するオリエンテーションを実施して

いるにもかかわらず、留学生活に必要な情報を十分に得られていないことがわかっており、労

務·法律·不動産などの専門相談、携帯電話の加入、クレジットカードの発行、運転免許取得の

ように基本的な生活情報を常時提供する場が必要なことが分かった。 

○地域内の中国人留学生管理をより効率化させ、留学生をより多く受入れると同時に地域大学の

中国人留学生支援の限界を克服するための留学生生活関連支援機構の設置は他自治体でも関

心の高い事業案であり、その実現可能性も検討されている。 

○実際にソウル市とブサン市は「グローバルセンター」の運営を通じて多様な生活支援サービス

を提供しており、慶尚北道は今年「グローバル交流センター」の設立を推進中である。 

○日本の自治体の場合は、外国人留学生の受入れ·支援および地域住民と外国人との間の交流促

進のため広島県、福岡県に大学と企業・地域社会・地方自治体が連携して「留学生生活支援セ

ンター」を運営している。 

○全羅北道グローバル交流センターの主な事業の全面的な理解のために、まず国内外の事例を徹

底的に分析して、全羅北道に適したサポート形態と規模を模索し、グローバル交流センターの

推進方向とプログラムを開発しなければならない。 
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□事業内容（案） 

区分 具体的な事業内容 

誘致 
活動 

 

広報活動（ホームページおよびパンフレット配布を通した全羅北道留学

環境の紹介） 
無料の留学相談、全羅北道留学を希望する現地中国人留学生に対する資

料の提供および相談サービス 

相談 
内容 

ビザ（出入国関連問題およびビザ期間の延長、資格変更など） 
住居（寮および不動産関連問題） 
教育（大学および大学院の入学、TOPIK試験など） 
全羅北道内で就業可能な企業の紹介および情報の提供 
不慮の事故および疾病による問題、医療と傷害保険などの問題 
地域住民および韓国人学生との間の交流の問題 
民事、刑事上の問題の発生、弁護士選任および事件解決などの法的問題 
その他全羅北道における留学生活で発生する全ての問題 

 

 

4.中国人留学生の居住環境の改善 

□目標 

○留学生寮（寄宿舎）の建設事業は、留学生の受入れと広報活動に有利な事業であり、官学協力

による全羅北道内の大学の育成と地域共生の機会の創設、地域経済の活性化と国際化に寄与す

る。 

 

□概要 

○事業名：（仮）全羅北道中国人留学生学生寮建設 

○期間：2013年～ 

○目標：全羅北道内の外国人留学生のための住宅インフラを構築し、勉学に励めるよう便利な施

設を提供し、外国人留学生受入れの基盤を作り、地方大学の新入生不足の解消および大学の国

際競争力を強化する。 

 

□現在の課題および推進方向 

○地域住民に行った深層インタビューを通して、地域内に留学生が急増していることによる影響

が少なくないことが分かった。また、共同学生寮を建設することで留学生の学生寮需要を高め

ること、学生寮の周辺に付帯施設を作れば、個別大学が寮を建設するよりも費用を抑えること

ができる他、周辺に商業施設がつくられることによって地域経済にも助けとなる。 

○各大学では多様な国籍と民族の留学生に対し、行き届いたサービスを提供できる人材を備える

ことに限界を覚えているが、共同学生寮の運営はこのような問題も解決することができ、留学

生に起こりうる事故や金銭トラブルなどの問題にも迅速に対応することができる。 
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○外国人留学生共同学生寮は大学が連合し留学生のための共同の学生寮を建設するため、既存の

学内の学生寮に比べ、各大学からの距離が遠くなる恐れがある。通学にあたる距離が遠くなる

という短所を、各種の設備やサービスの提供によって克服するべきである。 

○大田市「ヌリ館」の場合は、通学時の不便さにも関わらず、入居した学生へ高い自立性を与え

たことによって、学内の寮よりも過ごしやすいというイメージ作りに成功した。このため入居

学生の長期滞在率が高く、寮の建設に参加した大学もその効果を認め、所有株式を手放さない

でいる。また参加大学が海外での広報活動時に留学生共同寮のブースを単独に設置することに

よって、留学生を大田市に受入れるための大きな効果をあげている。 

○全羅北道の外国人留学生共同寮は通学の不便を各種の利便性の高い施設やサービスの提供、単

独の学校レベルでは行き届かなかった留学生のニーズを考慮することによって克服すること

ができる。 

○例えば、全羅北道内中国人留学生が現在困難に思っているものに食事が合わないという問題が

あるが、共同寮の中に調理施設を作ることによって解決が可能だ。その他、寮の内部施設に宗

教施設および家族訪問用の部屋を、外部施設に外国人支援センター、病院および保健所などを

設置することによって留学生のための安全な居住インフラの構築が可能となる。 

○従来は大学が運営してきた寮が抱える限界を克服し、長期的な教育学術タウンの造成のため留

学生共同寮の建設事業に参加する大学やニーズ調査に関する研究が伴うべきである。 

○運営方式は各大学と全羅北道の共同運営を基本とし、施設管理は専門の管理業者に委託し、学

生管理は大学が担当することとする。 

 

□期待効果 

○住みやすい共同寮を提供することによって外国人留学生の住居環境を改善し、全羅北道の教育

イメージを高め、国際教育力強化のための基本的インフラを整えることができる。 

 

 

<構造図> 
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5.中国人留学生と全羅北道の交流環境の育成 

□目標 

○中国人留学生に対する否定的な先入観をなくすと同時に、中国人留学生が持つ全羅北道のイメ

ージを向上させ、地域発展だけでなく韓国と中国のパートナーシップを図る。 

□概要 

○事業名：（仮）「大韓民国中国人留学生フェスティバル」の開催 

○時期：毎年 10 月（韓国の連休である「秋夕」の前後） 

○目的：韓国内に留学中の中国人留学生を招待し、全羅北道の素晴らしい伝統文化と民族資産を

活用し、地域住民と中国人留学生の交流の場を作り、中国人留学生に真の韓国の「情」文化を

感じさせる一方、全羅北道に対する認識を高めることによって積極的な全羅北道留学の機会へ

と活用する。 

 

□現在の課題および推進方向 

○毎年、道内には中国人留学生を主軸とする外国人留学生体育大会が開催されている。道内大学

が順番に場所を指定し留学生の積極的な参加を誘導しており、外国人留学生全体が集まる唯一

の行事として定着している。 

○体育大会は組織間の団結と協力を導きだすという長点がある反面、特定の組織が勢力化してし

まう恐れもある。実際、体育大会の種目によっては、団体間の対立関係が形成され感情的な戦

いとなったケースもある。 

○そのため対立と競争が主になった体育大会ではなく、体験、教育と交流の場として方向性を転

換していかなければならない。 

○忠清北道の場合、2011 年に「忠清北道訪問の年」を迎え、忠清北道の観光活性化と忠清北道

に対する中国人留学生の理解を深めるため「第 1回中国人留学生フェスティバル」を開催し国

内外に向けたメディアの報道を通して一定の成果をおさめていると評価されている。  

○中国人留学生の集いの場の参加対象は全羅北道内に在学する留学生だけに限定せず、全国の中

国人留学生を対象に推進する。 

○主な内容としては伝統文化体験活動、全羅北道内の企業の見学、開発推進地域である「セマン

グム地域」の見学、全羅北道フォトコンテスト、万国料理競演大会など全羅北道の良さを表す

ことができるような文化行事を開催する。 

○また、他地域との差別化を図るためには文化行事だけではなく、中国人留学生にとって実際の

留学生活の助けとなるようなアイテム開発が必要だ。 

○例えば就職説明会、模擬就職面接試験など中国人留学生が実際に必要とする情報の提供や全羅

北道留学の素晴らしさを知らせることができる全羅北道地域の大学の入学説明会の開催およ

び韓国人学生や地域住民との交流の時間などを推進することができるだろう。 

 

 

 

87 



<事例:第 1回忠清北道中国人留学生フェスティバル行事の様子> 

   

   

資料：忠清北道公式ブログ<生命と太陽の地「忠北」 

http://blog.daum.net/cbkb21/16905469 
□期待効果 

○2012 年は「韓中交流 20 周年」を迎える年であり、全羅北道の観光の活路を備える機会になる

「全羅北道訪問の年」である。そのため「大韓民国中国人留学生フェスティバル」は全羅北道

が教育と観光の両方をつかむチャンスである。 

○国内全域の中国人留学生を招待することで全羅北道広報の効果を高め、全羅北道留学の魅力を

アピールし、ソウルなどの大都市への留学では生じうる難点を解消するため全羅北道留学を希

望するという学生を見つけることが可能となるだろう。 

 

6.中国人留学生の地域社会参加機会の拡大 

□目標 

○全羅北道に在学する留学生が地域社会活動に参加する機会を作ることによって、卒業後に韓中

間の交流の架け橋となるように促す。 

□概要 

○事業名:中国人留学生インターンシップ事業 

○時期: 2012年冬季休暇～ 

○目的:教育科学技術部の方針に基づき、中国人留学生に地域社会の一員として健全な時間制就

業およびインターン活動の機会を提供することによって、全羅北道での留学生活の満足度を高

め、中国人人材を必要とする機関の対中国業務の効率を高める。  

 

□現在の課題および推進方向 

○今回のアンケート調査では全羅北道内の中国人留学生の地域内留学生活における満足度は授
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業外の教育環境などで高く、アルバイト・インターン支援に対しては比較的低かった。通常、

留学生はアルバイトやインターン活動を希望していることが知られている。このようなニーズ

は生活費や学費の調達だけではなく、韓国語の練習または韓国社会の体験という、より積極的

な地域社会参加のためのものであることに注目すべきである。  

○しかし、学業に支障を与えない程度の時間制就業希望では採用されにくい。その条件では危険

な職種で働く学生もおり、怪我をする事故が時折おきている。そのため、教育科学技術部が許

容する時間の範囲内で、健全に地域社会に参加する機会が備えられるべきである。 

○これに対する道内関係者の意見は、地域社会でも中国人留学生が地域の経済活性化に寄与して

いる部分を認識されるべきであり、彼らに韓国でキャリアを積んだり社会経験をしたりする機

会を自治体レベルで行うべきであると主張している。 

○ソウル特別市では 2008 年からグローバル・インターンシップを実施し、外国人留学生を外国

との業務が多いソウル市本庁と傘下機関に配置し、海外事例の分析およびソウル市居住外国人

の生活相談業務などを担当させている。 

○一部では、自国民の就職難が続く中で自治体が積極的に外国人のための就業支援をすると、か

えって彼らを優遇しているのではないかと懸念されているが、韓国人学生と外国人留学生の就

業は互いに補完的なものであって決して衝突するものではないということは研究結果によっ

て既に明らかにされている。 

○従って、全羅北道は中国人留学生の夏・冬季休暇を利用して、健全な韓国社会の経験と、専攻

を生かした教育的な地域社会参加を促すべきである 

○まず、全羅北道内 14 市郡および公共機関における中国を知る人材の需要を把握し、翻訳、資

料収集などの必要業務を担当させる。さらに工学や商学などを専攻する学生を中心に道内企業

の需要を調べ、企業との連携を通したインターンシップを実施する。 

 

□期待効果 

○「中国人留学生」へ全羅北道の地域社会体験を提供することによって留学生個人のキャリア開

発や全羅北道に対する理解を高めることになり、全羅北道にとっては中国人留学生インターン

を通して全羅北道を広報し、彼らを潜在的な外交インフラとして育成していくことができる。 

 

第 3節 結論 

グローバル社会と知識経済社会を迎え、優秀な人的資源の確保は国家の重要な政策の一つとし

て位置づけられている。優秀な外国人学生を自国の教育体系に合わせて育成し将来における自国

の利益のために活用すると同時に、優秀な留学生を受入れることで大学の研究成果の向上と国際

競争力を高めることができ、さらに留学生受入れによる経済的収入によって大学の財政状況にも

プラスになる。であるからして、外国人留学生に対する支援・管理は重要で、優先されるべき政

策である。 

現在、全羅北道内に 3 千人近い中国人留学生が留学している。2004 年から教育科学技術部が

推進している「STUDY KOREA プロジェクト」と各大学の努力によって道内の中国人留学生数は急
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速に増加した。しかしこのような目覚しい量的成長にも関わらず韓国留学の質は中国人留学生か

ら高い評価を得られていなかった。特に近年、中国人留学生の反韓感情は留学の質の低下もその

一因ではないかと危惧されているが、説得力があるような印象を受ける。 

しかし本報告書で全羅北道の中国人留学生の留学実態を分析した結果、予想とは異なり、全羅

北道の留学環境は比較的良好な方であり、中国人留学生全般が全北留学に満足していることがわ

かった。この結果は、韓中国際教育交流の中心となることを目指す全羅北道の対中国ビジョンを

より明確にするものとして、道内大学の国際競争力と、中国人留学生に対する教育サービスの質

的改善をより強化すべきであるという論理的根拠になり得る。特に中国は本格的なセマングム開

発と環黄海時代を迎える全羅北道には無くてはならない重要なパートナーである。そのため、全

羅北道はより積極的に中国に向けた対策を練る必要がある。高等教育機関の国際化の基盤を作る

ために積極的に誘導すべきであり、中国人留学生の留学の質の向上のために官―学が協力するべ

きである。このような一連の過程を自治体が中心となって推進し、全羅北道が「韓中教育交流の

中心」になるという目標を実現するようより努めるべきである。 
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第 5 章 オーストラリアにおける留学生の誘致及び 

社会統合の取り組みと課題－南オーストラリア州の事例から－ 

 
佐藤 由利子（東京工業大学） 

 

はじめに 

オーストラリアの留学生受け入れ政策の特徴の１つは、商業的傾向が強いことである。

Vincent-Lancrin（2004:25-28）は、OECD 諸国の国際高等教育政策を相互理解、収入創出、

技術移民受入、自国民能力向上の 4 つに類型化し、これらは複合的に見られるものの、留学生

比率、留学生市場における占有率の高さ等から、収入創出アプローチの典型としてオーストラ

リア、ニュージーランド、英国を挙げている。Marginson(2007:54-56）も、英語圏が教育輸出

でグローバルな優位性を保持する中、米国が戦略的国際政策の一翼として教育の公共財的要素

の強化を図っているのに対し、オーストラリアは国家戦略としてグローバルな私的財の大量生

産に携わっていると指摘する。商業的傾向が強い背景には、ハワード保守連合政権（1996-2007）
において、教育機関への連邦政府の補助金が大幅に削減され、教育機関が収入確保のため留学

生獲得に向かったことが挙げられる（杉本 2011：65）。 
同国の留学生政策のもう 1 つの特徴は、一般技術移住(General Skilled Migration，以下

GSM)において留学生を優遇し、永住権取得を目的とする留学生を惹きつけてきたことである。

留学生政策と技術移民政策の連携は、外貨と人材の両方を獲得する一石二鳥の妙案と考えられ

たが、移民目的の留学生の急増をもたらし、2009 年にはインド人留学生への襲撃事件（カレー

バッシング 1が発生した。また、Birrell（2006）、Birrell & Healy(2008)らは永住権を取得した

元留学生が申請時の職種で就労せず、国内の人材不足解消につながっていないという批判を行

い、留学から技術移住へのハードルを高くする GSM の改定が行われてきた。 

このような GSM の変更とオーストラリアドルの高騰、カレーバッシングなどの問題は、2010
年以降の留学生数の減少を招いたが、これに危機感を抱いた教育関係者から、国際教育を拡充

するための提言書が相次いで出された。例えば、オーストラリア政府間会議（COAG 2010）は、

留学生がより良い留学体験を持つことが持続的で質の高い国際教育の実現につながるという認

識の下、「オーストラリア留学生戦略」を発表し、留学生の幸福（安全、身体と心の健康、地域

社会への参加）、教育の質、消費者保護、より良い情報の 4 分野について、連邦政府と州政府の

協力による行動計画を示している。留学生のより良い体験を重視する動きは、オーストラリア

の国際教育のアドバンテージが下がる中で、留学の誘因を強化したいという動機から発してい

るが、商業的傾向の強かった同国の国際教育において、留学生の意識や経験内容に目を向け、

社会統合を支援する取り組みの強化につながってきたと考えられる。 

1 カレーバッシングは、2009 年 5 月から 6 月にかけて都市部で発生したインド人留学生襲撃事件で、インド人

学生による大規模な抗議行動も行われ、豪印間の外交問題にも発展した。 
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社会統合は元来「移民などを受け入れて社会に溶け込ませるさま」を指し、国際移住機関

（2006）は「移民の社会統合は、融合か、多文化主義かといった単純化したモデルを離れ、受

け入れ社会と移民の双方がお互いの独自性と多様性を尊重しつつ、同じ社会の構成員として共

有文化を築き上げていく過程」と定義している。留学生は移民ではないが、比較的長期に留学

国に滞在するため、留学国に適応し文化理解を深めることは、充実した留学生活を送る上で重

要である。留学生の中には、卒業後、留学国で就職などの定着を希望する者もおり、留学国の

文化や社会への理解を深めることは、定着に必要な社会的準備ともなる。また、留学国の地域

住民が交流等を通じて、留学生の社会文化的背景について理解を深めることは、多様性を尊重

する多文化共生社会の実現につながると考えられる。このため本稿では、留学生の社会統合に

ついて「留学生が支障なく留学生活できるように支援し、留学国住民と留学生が、交流等を通

じて双方の文化や社会について理解を深め、留学生が就職・起業などを希望する場合には、必

要な支援を行うこと」と定義する。 
オーストラリアの留学生誘致と社会統合政策については、杉本（2011）が、移民政策との関

係性によって拡大してきた国際教育の課題と、留学生の保護を中心とする国際教育の質保証の

多角的な取り組みを紹介している。橋本・佐藤（2009）は、南アジア出身の留学生の動向を調

べ、永住権取得を目的としつつも、希望職種に就職できない者が多いことを指摘している。

Lawson（2012）は、留学生に対するフォーカス・グループ・インタビューに基づき、社会交

流、働く経験、生活支援にかかる課題を示し、これらへの支援を増やすことを提案している。

佐藤・橋本（2011）は、南オーストラリア州（以下、SA 州）における自治体と大学が協働し

た留学生誘致を通じた地域活性化の取り組みを紹介している。Tan（2012）は、SA 州で学ぶ中

国人とインド人学生の進路希望調査から留学生の州や国を超えた移動パターンの解明を試みて

いる。しかし地域レベルで、留学生の誘致・社会統合政策が、留学生や地域に与えた影響を分

析した研究は少ない。 
このため本稿では、2002 年から 2010 年にかけての留学生の増加率が 3.05 倍と、全州・準

州・首都特別地域の中で最も高く、留学生の社会統合活動が活発な SA 州を取り上げ、留学生

及び関係者の聞き取り調査と州の戦略計画の分析から、同州における留学生の誘致・社会統合

に対する留学生及び地域の反応について分析することを目指す。 
本稿の構成としては、第 1 節において、連邦政府による留学生の誘致及び社会統合政策、ま

た、地方への留学促進と人材定着促進策を紹介する。第 2 節では、SA 州の社会的特徴と留学

生の受け入れ状況を概観した後、留学生の誘致及び社会統合活動について紹介し、州の 2004
年と 2011 年の戦略計画の比較から、政策の変化を推定する。第 3 節では、留学生生活満足度

調査や元留学生の聞き取り調査結果に基づき、SA 州における留学生の社会統合の状況や地域社

会の反応を推定し、連邦政府による地方留学・人材定着促進策と SA 州による留学生の誘致及

び社会統合の取り組みの成果と課題について考察する。 
 

1. オーストラリアにおける留学生政策と地方留学促進策の概要 

（1） オーストラリアにおける留学生受け入れの概要と誘致・社会統合政策 

92 



 

上述のように、ハワード政権下での教育予算の削減と技術移民政策における留学生の優遇策

は、オーストラリアの留学生数を、2002 年の 274,129 人から、ピーク時の 2009 年には 630,706
人へと 2.3 倍に押し上げた。伸びに大きく貢献したのは中国人留学生（49,398 人から 161,290
人へ 3.3 倍）とインド人留学生（11,328 人から 120,492 人へ 10.6 倍）であった。留学生の増

加は、大きな外貨収入をもたらしたが、必要な技術移民の獲得に繋がっていないという批判を

受け、2007 年以降、GSM において、留学生用サブクラス廃止 2、英語力の最低基準の引上げ、

就労経験の条件追加などの改定が行われた。さらに 2011 年には「留学生ビザの戦略的見直し」

(Knight Review)が発表され、留学と技術移民政策のリンクされた関係が見直され、大学、大学

院などの高度学位課程に学ぶ留学生を選別的に優遇することとなった（Knight 2011:xii-xix）。 
上述のとおり、2010 年以降の留学生数は減少に転じ、危機感を抱いた教育関係者からは、国

際教育を拡充するための提言が相次いで出された。上述の「オーストラリア留学生戦略」に加

え、2013 年には高等教育・技能・科学技術大臣の諮問を受けた国際教育助言協議会議長 Michael 
Chaney が、「グローバルに教育するオーストラリア（Australia Educating Globally）」と題す

る報告書（Chaney report）を発表した。本報告では、アジア出身者が 8 割を占める留学生は、

今後世界経済の中心となるアジア諸国との関係強化のために重要な役割を果たすとして、2020
年までに留学生数を 30％（117,000 人）増やすことを提案し、①政府・産業界・教育機関間の

調整機能の強化、②教育の質保証、③留学生の有意義な体験(positive experience)、④教育交流

のための国際的パートナーシップ構築、⑤留学生ビザ政策の統合強化、⑥国際教育に関するデ

ータ分析と研究、⑦国際教育市場における競争力の強化とマーケティング、の 7 項目について

提言をまとめ、特に③については、学割等において留学生とオーストラリア人学生の同等の扱

いをすること、オーストラリア人学生や地域社会との交流促進、インターンシップ体験、安全

で安価な学外住居、在学中と卒後の就労支援が挙げられている。 
 
（2） 技術移民政策における地方留学・定着の促進策 

オーストラリアの技術移民政策の特徴の一つは、人口増加率が低い地方に外国人材が留学、

定着するための促進策が採られてきたことである。2003 年には GSM のポイントテストにおい

て、人口増加率が低いと指定された地域（＝地方）への 2 年以上の留学及び居住に 5 点のボー

ナスポイントが与えられるようになり、SA 州は全域が「地方」に指定された。ポイントは 5
点に過ぎないが、ポイントテストの合格基準点が上昇する中で、他の条件だけで基準点に到達

できない留学生にとっては大きな誘因となった。 
2004 年には、地方に 2 年以上居住し 1 年以上の就労経験を持つ者を対象に GSM に技術独立

地方ビザが新設され、2005 年には、州・準州政府の推薦があれば同ビザ申請時に 10 点が付与

されることとなった（Tan 2012:55-56）。2012 年の GSM 改定では技能選択（SkillSelect）と

いう制度が導入され、永住権への関心表明を行った申請者の情報がポイントテストによる得点

と合わせて 2 年間登録され、登録者が必要な人材と判定され、招待された場合にのみ、ビザの

2 2001 年に留学生が技術移民として永住権を申請するためのサブクラス（オーストラリア人保証人有、保証人

なし、指定地域学生用の 3 つのカテゴリー）が設けられていたが、2007 年に廃止された。 
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申請が可能な仕組みとなった。移民・市民権省は、登録時に地方を含めた地域で働く意思を表

明することにより、ビザ申請に招待される可能性が高まるため、地方の技術者不足の解消が図

れるとしている（Dep. of Immigration and Citizenship 2013）。 

 

2. 南オーストラリア州における取り組み  

本節では、SA 州の社会的特徴、留学生受け入れ状況を概観した後、留学生の誘致及び社会統

合に中心的な役割を果たしてきた Education Adelaide（以下 EA）と Office of Training 
Advocate（訓練擁護官事務所、以下 OTA）による取り組みを紹介し、最後に州政府の他の政策

と 2004 年と 2011 年の戦略計画の変化について分析する。 
 

（1） 南オーストラリア（SA）州の社会的特徴 
SA 州はオーストラリアの中央南部に位置し、人口は 164 万人で全人口の 7.3％を占め、6 州・

1 準州・首都特別地域の 5 番目である。面積は日本の約 2.5 倍と広いが、その大半は半砂漠地

帯で、州人口の 77％は州都アデレード圏(Greater Adelaide)に居住する。2012 年の人口増加率

は 1％で、オーストラリア全土で、タスマニア州に次いで低い(ABS 2012)。2012 年の州内総生

産は 951 億豪ドルで、国内総生産の約 6.3％を占める。主な輸出品は、小麦、アルコール飲料

（主にワイン）、鉄鉱石、銅鉱石で、国際教育（留学生が支払う学費・生活費等）は、それに次

ぐ外貨獲得源である（Dept. of Foreign Affairs and Trade 2013)。2009 年には自動車産業が輸

出の第 2 位を占めていたが、豪ドルの値上がり、生産コスト高等のため、三大自動車メーカー

であったフォード、GM Holden、トヨタが相次いで撤退を表明し、SA 州の雇用と経済に深刻

な影響を与えると予測されている（Gov. of SA 2013，Sunday Morning Herald 2014）。 

オーストラリアの他の主要都市が、イギリスの服役囚（convicts）によって建設されたのに

対し、アデレードはユートピア（理想郷）建設という呼びかけに応えたイギリスの自由入植者

によって、William Light 大佐の指揮・設計の下、1836 年より建設され（McDougall & Vines 
2006）、現在に至るまで、落ち着いた美しい街並みを保持している。近郊にはドイツ人も入植

し、ワイン生産の向上に貢献した。第二次大戦後の移民受け入れで SA 州の人口構成も多様化

したが、現在も、イングランドをルーツとする者が 29.3％（全国値 25.9％）、ドイツをルーツ

とする者が 6.0％（全国値 3.2％）と、他地域よりも高い。外国出生者の人口割合は 26.7％で、

全国値の 30.7％より低い。外国出生者の主な出生地はイングランド 6.4%（全国値 4.2％）、イ

タリア 1.3%, （全国値 0.9％）、インド 1.2%（全国値 1.4％）, 中国 1.0% （全国値 1.5％）で、

他地域よりヨーロッパ系移民が多く、インド、中国からの移民が少ない傾向にある(ABS 2011)。 
上述のユートピア建設は、イギリス社会の閉塞的な考え方を打ち破る文化的、先駆的な社会

を理念とし、宗教的迫害からの自由と市民の平等と自由を約束していたため、社会的マイノリ

ティの人権に配慮する独自の気風が根付いており、1890 年にオーストラリアで最初にモスクが

建設され、ニュージーランドに次いで世界で 2 番目に早く女性参政権を認められ、2000 年には、

中国からの移民一世である Alfred Huang が、58％の得票率で市長として当選している。扇谷 
（2007：3-4）は以上の点を踏まえ、SA 州が当初より人権意識が高く、異なるバックグラウン
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ドを持つ人々への寛容さが根付き、多文化共生への理解が深い地域であると指摘する。 
多文化共生に関しては、1980年にSA多文化エスニック関係法（SA Multicultural and Ethnic 

Affairs Act）が制定され、州政府に SA 多文化エスニック委員会(Multicultural and Ethnic 
Affairs Commission, SAMEAC)を内包する Multicultural SA という組織を設け、民族的多様

性の自覚・理解の促進、多文化主義とエスニック関係事項に関する政府や関係機関への助言や

支援、移民や難民支援等を行っている(Multicultural SA 2014)。 
 

（2） 留学生受け入れ状況 

オーストラリアで学ぶ留学生 526,932 人(2013 年)の内、 SA 州は 5.1％に当たる 26,764 人を

受け入れている。図 1 は、2002 年から 2013 年にかけての SA 州の留学生数と、高等教育、職

業教育訓練(VET)、語学教育(ELICOS)という主要学種別留学生数を示している（初中等教育と

学位取得を目指さない Non-award のカテゴリーは省いている）。2013 年の高等教育分野の留

学生は 14,049 人（52.5％）、VET は 5,099 人（19.1％）で、全国値の 43.9％、25.6％に比べ、

SA 州では高等教育分野の留学生割合が高く、VET 分野の留学生割合が低いことがわかる。  

 

SA 州の留学生数は、2002 年の 11,082 人からピーク時の 2010 年には 33,731 人と 3.05 倍に

増加し、全国値の伸び率 2.25 倍を大きく上回っていた。高等教育分野の増加は 3.01 倍である

のに対し、VET 分野では 7.38 倍と大きかった。出身国別割合では、2000 年に 17.4％だった中

国出身者が 2010 年には 39.2％に、2.3％だったインド出身者が 19.3％に大きく伸びており、

2010 年には、マレーシア（7.5％）、韓国（4.7％）、ベトナム（4.1％）からの留学生が次いで

いる。全国レベル同様、SA 州でも、中国とインドからの留学生が留学生数の増加に貢献してい

ることがわかる。2010 年の両国出身留学生の学種別割合を見ると、中国人留学生は高等教育分

野で学ぶ者が 55.6％、VET 分野で学ぶ者が 8.8％であるのに対し、インド人留学生は高等教育

分野で学ぶ者が 19.2％に対し、VET 分野で学ぶ者が 78.0％に上り、VET 分野留学生の増加の

背景には、同分野で学ぶインド人留学生の急増が影響していることがわかる（AEI 2014)。 

留学生が SA 州にもたらす外貨は 2009 年に 10.5 億ドルに上り（AEI 2010）、教育分野の雇

用は 2001 年から 2006 年までに 15％と、経済全体の雇用の倍以上のペースで増加した（Burgan 
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図1 南オーストラリア州における留学生受け入れ数の変遷

出所：AEI（2014）に基づき筆者作成
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& Spoehr 2012)。 このような SA 州における留学生の高い増加率の背景には、前章で紹介した

GSM における地方留学の促進策における優遇措置（SA 州は全域が「地方」に指定された）の

影響と EA を中心とした SA 州政府及び関係機関による連携があったと考えられる（佐藤・橋

本 2011:133-134）。 
 

（3） Education Adelaide（EA） 
EA は 1998 年に、Education Industry Development Council を発展させ設立された。主な

目的は、留学生にアデレードの利点をアピールし、アデレードを教育都市として発展させ、留

学生受入れにおける SA 州の全国シェアを拡大することである。EA の主な活動資金は、州の継

続教育・雇用・科学技術省（Department of Further Education, Employment, Science and 
Technology, DFEEST)の予算とアデレード市及び州内の 3 つの国立大学（アデレード大学、フ

リンダース大学、南オーストラリア大学）が支出しているが、42 の会員教育機関（SA 州に分

校を持つ米国のカーネギー・メロン大学と英国のロンドン大学を含む）に対しても、留学生市

場に関する情報、海外イベントなどの留学生獲得機会、留学生へのコミュニティ支援プログラ

ムなどのサービスを提供している。スタッフは、Chief Executive の Stephen Connelly の下に、

ブランド・マーケティング担当１名，マーケティングプロジェクト担当 2 名、広報担当１名、

市場分析担当１名、留学生及びコミュニティ支援担当 1 名の計 6 名のスタッフが配置されてい

る(EA 2014)。 

EA が推進する Study Adelaide というブランド名のウェブサイトでは、アデレードでの勉学、

生活、仕事、遊びに関する詳しい情報が掲載されており、勉学の項目では 13 カ国語のパンフレ

ットがダウンロード可能であり、学種別の詳しいコース情報が紹介されている。生活に関して

は、住居、健康・医療、安全、宗教（礼拝場所、ハラルフード等）に関する詳細情報と英語版

と中国語版の Student Survival Guide が掲載されている他、州内の主要なエスニック・グルー

プ団体のリンクが示されている。仕事の項目でも、 アルバイト、ボランティア活動及び就職活

動についてのきめ細かい助言や情報、成功した元留学生のビデオや談話が掲載されており、就

活支援のための半日のワークショップも定期的に開催されている(EA 2014)。 

第 1 節で紹介した Chaney report の「留学生の有意義な体験」の項目で、留学生を地域社会

が歓迎し、社会統合を促進する活動の好事例として EA の取り組みをコラムで紹介している。

具体的には、アデレード市長による歓迎会、就活ワークショップ、SA 州の観光名所旅行、留学

生の表彰式を含む州首相による送別会など、EA が州政府及び関係団体と連携して実施した活

動を取り上げ、Education Adelaide モデルとして称賛している（Chaney 2013:46-47）。 
2011 年の EA 年次報告によれば、コミュニティ支援活動に年間 7,300 人の留学生が参加し、

この種の活動としてはオーストラリアで最も総合的なのものとなっていると言う。さらに EA
は、Study Adelaide というブランドを活性化したことにより、2011 年に Australian Marketing 
Institute による Awards for Marketing Excellence を受賞している（EA 2012）。2013 年 2 月

に面談したアデレード大学副学長Kent Andersonによると、EAは “He learns, She learns, We 
learn”（彼／彼女が学び、我々も学ぶ）というキャッチフレーズをバス停やバスの車体に掲げ
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るなど、留学生との相互理解の利点について、地域住民に啓発する活動も行ってきた。 

2013 年 9 月に面談した EA のブランド・マーケティング担当の Greg Marshal によれば、

EA の強みは、留学生獲得のための質の高いマーケティングと、就職相談やアルバイト紹介ま

で含めた広範な留学生支援であるという。EA は、オーストラリアで最初に留学生用民間アパ

ート情報サイトを立ち上げ、この実践は、Study Sydney, Study Perth, Study Brisbane といっ

た他州の組織が模倣しているという。このように高く評価されてきた EA の活動であるが、州

政府は 2015 年に EA への予算支出（年間 160 万豪ドル）を終了する方針であるという。その

理由は公表されていないが、Marshal はその背景に、財政引き締め方針と、留学生を含めた移

民のコントロールに政治的関心が向かい、必要な留学生を選択的に受け入れる方向性が打ち出

されていることを挙げていた。また、州政府は VET 学校とインドの教育機関の連携支援を通じ

て、VET のオフショア教育 3を促進しており、この動きはヴィクトリア州など他州でも見られ

るとのことであった。 
 
（4） Office of Training Advocate (OTA) 

OTA は、2003 年に SA 州の訓練技術開発法（Training and Skills Development Act） に基

づき、州内の職業教育訓練受講者の消費者保護と訓練効果のモニタリングのために設立された。

2005 年の OTA 活動レビュー、2007 年の訓練技術開発法改定を通じて、OTA の権限と独立性

が強化され、Training Advocate（訓練擁護官）は州知事から直接の任命を受け、SA 州の VET
や大学等で学ぶすべての学生、実習生、研修生の教育訓練と生活全般に関する苦情や相談を受

け付け、問題解決のための支援を行い、必要に応じ、州政府に対して提言を行っている。留学

生向け支援項目には、勉学、コースやプログラムの内容・質、留学生としての権利理解、学費、

教育機関の苦情処理プロセスへのアクセス、ビザ、他のコースへの変更、雇用者としての権利

と義務、住居、教育機関が閉鎖して勉学が続けられない場合、他の福祉関連や苦情処理機関へ

のアクセス、コミュニティ活動へのアクセスが挙げられている（OTA 2014）。 
OTA の 2012 年の年次報告によると、年間 1,158 件（個人 1,047 件、組織 111 件）の相談の

内、留学生によるものは 272 件であり、相談者の出身国はインドが 135 件と半数に上り、次い

で中国 37 件（13.6％）、フィリピン 11 件（4.0％）の順である。相談件数が多いのは、留学ビ

ザ更新（授業出席率等の要件充足）、学校やコースの変更手続き、学費・学費払い戻し、インタ

ーンシップに関するものであった（OTA 2013）。 
2013 年 9 月に面談した Training Advocate の Therese O'Leary によると、留学生に対して

は上記の相談対応に加え、①留学中の福利厚生、②社会的に脆弱(vulnerable)な立場にある者

としての安全確保、③社会統合を促進する活動、を行っており、例えば①に関しては、家主が

家賃を最低 6 ヶ月は値上げできないなど、賃貸者の権利に関する情報提供を行っている。②に

関しては、SA 州到着時、留学生全員に警察、消防／救急車と OTA の電話番号を記載したカー

ド（名刺サイズとキーホルダーに入れられるよう穴を開けた小さなものの 2 種類）を渡し、問

3 オフショア教育は、オンショア（国内）での教育に対比して、海外の分校や教育プログラムにおいて、現地

（あるいは第三国）の学生に対して提供される教育を指す。 
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題発生時に電話できるようにしており、住居に関しても、1 つの部屋に沢山の留学生が住むケ

ースでは消防上の問題があるため、家主と留学生の間で調整し、解決を図っていると言う。③

に関しては、EA と協力して地域のコミュニティ（例えばインド人留学生に対してインド系住

民団体）を紹介するなどの活動を行っている。また、インド人留学生の相談が多いのは、小規

模の VET 学校で学ぶ者が多く、学校とのトラブルが生じやすいためとの説明であった。 
全国レベルでは、留学生教育サービス法(Education Service for Overseas Students Act)の

2011 年の改定により連邦政府によって設立された留学生オンブズマン(Overseas Students 
Ombudsman, OSO)制度もあり、私立の教育訓練機関で学ぶ留学生の苦情申し立てに対応して

いるが、OTA のように国公立の教育機関で学ぶ者を含めた幅広い相談に対応しているわけでは

ない。OTA は、OSO など関連する機関や他州の関係者と横のネットワークを築き、互いに情

報交換をしながら支援に取り組んでいるとのことであった。 
 

（5） 州政府の他の政策と戦略計画の改定 
2013 年 9 月に面談した DFEEST の国際教育担当の Ainslie O’Connor によると、上述の EA

や OTA による活動の他、サッカーの公式試合の無料チケットを留学生に配布したり、留学生の

代表と DFEEST 大臣とのラウンドテーブルを開催し、留学生の要望を直接伝える機会を設け

たりしているという。オーストラリアの多くの州では、留学生が納税していないことを理由と

して、バスやトラムなど公共交通の学割が適用されない。また、留学生の子弟が公立学校に入

学しても市民割引が適用されず、年間約 12,000 豪ドルの学費がかかるが、SA 州では、これら

について、留学生と家族が、オーストラリア人と同等の優遇措置を受けられるように配慮して

きたという。 
SA 州政府は、2002 年以来、Michael David Rann （2002 年～2011 年）、Jay Weatherill 

2011 年～）による労働党政権が率いてきた。Rann 政権は 2004 年に、「年齢や文化的・社会的

背景に関わらず、州民の生活の質を保証し、より良い未来を築く」という理念をかかげた戦略

計画を発表し、2014 年までの目標を分野別に示し、その中で、留学生の増加、海外移民の増加

を、「競争力、回復力、多様性に富んだ活力ある経済」にとって重要な要素と位置づけ、2014
年までに留学生受入れ数の SA 州の全国シェア（2003 年の 4.4％）を 2 倍にする、海外移民を

年間 8,500 人増加するなどの数値目標を挙げていた。カーネギーメロン大学など英米の有名大

学を誘致し、アデレードの教育都市としての充実と留学生増加を図る取組みも、この戦略計画

に基づいて行われてきた(Gov. of SA 2007)。 

しかし同じ Rann 政権下で 2011 年に、9,200 名に上る住民からのヒアリングを経て改定され

た戦略計画では、国際教育（留学生受け入れ）は経済目標から外されて、計画後半の教育の項

に移され、SA 州の留学生数の全国シェアを 2 倍（8.8％）にするという目標は、2014 年までに

留学生を 45,000 人というより現実的な目標に修正された。海外移民増加の数値目標も外されて

いる。他方、Our Community という項目が戦略計画の最初に掲げられ、2004 年の「観光収入

を 2020 年までに 80 億豪ドルに増加」という経済目標が再掲されている他、多文化主義に関し

「文化的多様性が社会によい影響を与えると考えるSA市民の高い割合－2009年に89.4％－の
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維持」という目標が掲げられている(Gov. of SA 2011)。 

 

3. 南オーストラリア州おける留学生と地域社会の反応と課題 

本節では、第 2 章で紹介した SA 州における留学生の誘致及び社会統合の取り組みが、留学

生及び地域社会によってどのように受け止められ、どのような課題があるのかを、留学生調査

結果や元留学生および関係者への聞き取り調査に基づいて推定する。 

SA の地方紙 Advertiser は、2013 年 6 月 11 日付特集で、同紙が実施したアデレードの大学

で学ぶ留学生 150 名のメール調査の回答結果を掲載している。アデレード留学で最も良かった

点（複数回答）には、教育の質（44％）、市の魅力（27％）、気候（25％）が上位に挙げられ、

最悪の点としては、物価高（39％）、週末にすることが少ない（36％）という回答が多い。安

全に関し、アデレードは大変安全（35％）、比較的安全（59％）と 94％が肯定的回答を行い、

人種差別経験者は 10％にとどまった。家族・友人にアデレード留学を勧める者は 77％、でき

ればずっと住みたいという回答は 65％に上る。 
 i graduate という調査会社が、International Student Barometer(ISB)と題して世界の留学

生及び卒業生の調査を行っており、オーストラリアでは連邦政府（AEI）が調査費用の半額を

補助している。ISB2010 によれば、オーストラリアの高等教育機関で学ぶ留学生の安全につい

ての肯定的回答は 84％であり、アデレードは安全について、全国平均より高い評価を得ている

と言えよう。オーストラリアの評点が他国より低い項目は、地域交流活動、留学国の文化を経

験する機会、留学国の友人を作る機会、就職やキャリアの助言・ガイダンス、学習の一環とし

ての就労経験／インターンシップ、及び良い仕事を得るための支援である（AEI 2010）。就労

経験は 2008 年の GSM 改定で永住権申請要件の一つになったため、永住権を希望する留学生に

は切実なものとなっている。アデレード大学副学長 Kent Anderson によると、オーストラリア

の大学は、IBS の調査結果を見ながら国際教育を魅力的にする努力を行っているという。 
SA 州の留学生の社会統合状況を知るため、2013 年 2 月及び 9 月に、SA 州で働く元留学生

に対する聞き取り調査を行った。SA 州の研究協力者の紹介等により、9 名の元留学生（出身国：

中国 3 名、インド 2 名、ネパール１名、インドネシア１名、アルゼンチン１名、ケニア１名。

50 代のネパール人回答者以外は 20 代）が調査に協力し、学生時代の交流機会と就職・起業方

法に関して、表 1 に示す回答を得た。9 名の内、大学のクラブ活動でオーストラリア人学生等

との交流があった者が 5 名、学生会への参加者が 2 名いたが、学外での地域住民との交流に参

加した者はおらず、住民との接点は、アルバイトや大家との関係が中心であった。インド人回

答者の一人は「勉強やアルバイトが忙しくてほとんど交流がなかった。地元の人との接触は、

家を探した時だけ。好きな人、時間に余裕のある人が交流すればよい。オーストラリア人は、

留学生から、彼らの文化を学ぼうという気持ちはない。自分はインドの留学生と固まりがちだ

った」と述べている。 
2013 年 9 月に面談したアデレード大学オーストラリア人口移民研究センターの George Tan

（シンガポール出身）は、一人っ子政策で両親や祖父母の支援を受けやすい中国人留学生に比

べ、インド人留学生は、留学時に入学金・学費などの費用を銀行から借り、生活費を十分に準
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備していない者が多いためアルバイトに忙しく、同じ国の留学生と過ごすことが多く、地域社

会との交流が少なく、就職後の人間関係も仕事上の浅い付き合いにとどまり、地域社会への溶

け込み意欲が小さい傾向にあると指摘する。上述のインド人の回答は、Tan の指摘を裏付けて

いる。 

 

起業したネパール人を除く就職者の内、学んだ専門を活かした職についているのは 5 名で、

残りの 3 名は、工学の学位を持ちながら旅行代理店の店員や大学の国際交流担当（契約ベース）

として働いたり、商学の学位を持ちながら中古品販売会社でパートの店員をしている。旅行代

理店に務めるインド人は「工学分野では、SA 州の 1 つのポストに 20 名の学生が殺到する。工

学の学位があっても、その分野で就職できる人はごくわずか。工学系の仕事にはつけなかった

が、インド人学生の多くは、留学の時に借りたお金を返す必要がある」と語っていた。また 2
名が、ガールフレンドが留学中のため SA 州にいるが、卒業後は他地域に移る可能性を示唆し

ていた。 
ISB2010 の留学生調査では、高等教育機関で学ぶ留学生の 81％がもっとオーストラリア人の

友人が欲しいと回答し、友人が作れない理由として、41％がオーストラリア人学生の交流への

関心のなさ、46％が英語力の不足を挙げている（AEI 2010）。佐藤・橋本 （2009：144）は、

オーストラリアでは外国出生者の割合が高く、日本ほど、留学生に国際化リソースとしての希

少性がないことを指摘しており、オーストラリア人学生の関心が少ない背景には、この点も挙

げられよう。 
就職に関しては、経済規模が小さく、農業や鉱業が主要産業である SA 州では雇用の絶対数

少ないという現実がある。SA 州の雇用労働者の主な業種は、教育（4.6％）、レストランなど飲

表1　SA州で学び、SA州で働く元留学生への聞き取り調査結果

出身国 性別 専攻分野 現在の職業 学生時代の交流機会 就職・起業方法

1 ネパール 男性
開発学、
環境学

レストラン経営 留学生で最初の学生会長
2000年にネパールレストランを開業。開業資
金は、ネパール人の友人と共同出資。

2 中国 女性
ホテル
コース

ホテル勤務

友達は、仕事を通じてか、友達の友達として知り合
う。週6時間の授業以外はホテルでインターンとして
働いていたので、友達作りの時間はあまりなかった。

インターンシップ先で就職

3 インド 男性 工学 旅行代理店

勉強やアルバイトが忙しく、ほとんど交流がなかった。
地元の人とのコンタクトは、家を探した時だけ。オース
トラリア人は、留学生から、彼らの文化を学ぼうという
気持ちはない。自分はインドの留学生と固まりがち
だった。

マクドナルドでチームリーダーに昇進した
が、仕事の責任が重くなったため、旅行代理
店に転職。工学系の仕事につけなかった
が、留学時に借りたお金を返す必要がある。

4 インド 男性 工学
大学の国際交流担
当（契約ベース）

大学の文化言語交換プログラム、学生会、ディベート
クラブ、チェスクラブに参加。インド人の留学生仲間と
は、固いネットワークで結ばれ、良いアルバイトが見
つかるように相互支援。SA州のインド人コミュニティと
は接点がない。

大学の紹介

5 中国 男性 工学 トラック部品会社
大学のサッカークラブを通じて、オーストラリア人学生
や地域の人と交流

自分で探す

6
中国（ウイ
グル）

男性 商学
中古品販売会社
（パート）

大学のサッカークラブを通じた交流、アルバイト先での
交流、バンドを結成

インターネットで探す

7
インドネシ
ア

女性 ビジネス 旅行代理店
大学ではあまりなかった。インドネシア人留学生との
交流とアルバイト先での知り合い。

自分で探す

8
アルゼンチ
ン

男性 理学 SA州政府の研究所
大学のサッカークラブを通じた交流、学外での交流は
あまりなかった。

公募に応募

9 ケニア 男性 法学 弁護士事務所 学生ラジオ放送、サッカー、ディベートクラブ 自分で探す

（出所：2013年2月及び9月の聞き取り調査に基づき、筆者作成）
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食業（3.9％）、病院（3.9％）、スーパーなど食品小売業（2.8％）、乗用車修理業（2.6％）であ

り、製造業での雇用が少ない（ABS 2011）。 
DFEEST の Ainslie O’Connor は、SA 州は、留学生への教育の質や支援については他州に負

けないが、雇用先は多くないこと、SA 州に大企業が少ないが、100 程度の中小企業があるので、

留学生の雇用によって、ビジネスの国際化を図るように働きかけていきたいと話していた。ま

た、同席した SA 州の人口・移民政策担当官の Tyson Miller は、SA 州で必要な外国人材は、

オーストラリア人学生が少ない STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)
分野、医学、社会福祉・介護及び建設分野であると語っていた。 
留学生が地域社会へもたらしす影響について、DFEEST の O’Connor は、留学生は SA 州に

外貨や教育機関の発展のみならず、学生用住宅の建設投資、留学生の家族・友人の来訪による

観光客増大、若年人口の増加や文化的多様性をもたらしたと語っており、アデレード大学の

Kent 副学長は、留学生は街に活気（vibrancy）、教育に多文化の視点をもたらす存在であると

話している。しかし、2000 年代半ば以降の留学生の急増、特に、移住を主目的とする留学生の

VET 学校等への流入は、SA 社会に不安と反発をもたらしたと考えられる。O’Connor によると、

カレーバッシングは SA 州でも起こっており、Kent 副学長によれば、オーストラリア人の中に

は、「留学生の増加により、オーストラリア人学生が国立大学で学ぶ機会が奪われる」といった

留学生に批判的な見方も存在するという。また Kent 副学長は「オーストラリアでは学生の 4
人に 1 人が留学生であり、アデレード大学のような、オーストラリアを代表する Group Eight
の大学では 30％近くに上り、留学生の受け入れ能力が飽和状態に達している。SA 州では留学

生の 40％が中国出身で、次いでインド人が多いが、インド人留学生、特に VET 学校に通う者

のほとんどが移住を目指しており、中国人留学生は、最初から移民を目指している者は多くは

ないが、3～4 年たつと意識が変わり、技術移住を目指す者が多くなる傾向がある」と語ってい

た。 
 
おわりに 

以上の分析を通じて、農業や鉱業以外に目立った産業が少ない SA 州において、教育産業を

振興し、文化的に多様で活気のある地域に発展させたいというビジョンの下、州政府と教育機

関等が連携し、EA 等を通じて積極的な留学生の誘致が行われ、また、EA や OTA によるユニ

ークな社会統合活動が展開され、SA 州を魅力的な留学先として形成し、地方留学を促進する技

術移民政策の追い風もあり、高い留学生の増加率を達成してきたこと、しかし、2011 年の戦略

計画改定では留学生受け入れに関する目標値や優先順位が下げられ、2015 年には EA への州政

府予算停止が決定されるなどの方針転換が行われたことが判明した。また、聞き取り調査から

は、地域住民との交流が少ないこと、留学費用捻出等のためアルバイトに忙しく、同国出身者

と固まって過ごし、地域社会への溶け込み意欲が小さい留学生もいることが判明した。特に、

移住を主目的として VET 学校等に学ぶインド人留学生に、この傾向が強いと考えられる。 
州の戦略計画における留学生誘致目標の引き下げや EA への予算停止決定の背景には、この

ように地域社会との接点が少なく、社会に溶け込む意欲も時間もない留学生の急増が、SA 社会
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に不安や反発を生じさせたことがあったと推定される。移民目的の留学生の増加がオーストラ

リア人の教育機会、雇用機会を奪うのではないかという警戒感を高めた可能性もある。 
SA 州における留学生の誘致と社会統合の取り組みは、相互に補完しながら成功を収めてきた

ものの、地域社会に溶け込む意欲も時間も少ない留学生の急増が、社会統合を難しくし、SA
社会の多文化への寛容さを脅かし、誘致政策の変更を余儀なくさせたと考えられる。また、上

述のような留学生の急増と、技術移民としての流入を警戒する世論の高まりは、Knight review
による留学と技術移住を切り離す連邦政府の政策変更の背景にも存在していたと推定される。 

SA 州における留学生の社会統合の取り組みを、生活支援、文化相互理解、就職・起業支援に

分けて分析すると、生活支援については、OTA による学生支援、州政府によるオーストラリア

学生と同等の学割付与など、権利保護の取り組みが特徴的で、社会的マイノリティの人権を尊

重する同州の伝統を反映していると考えられる。文化相互理解については、サッカー観戦切符

配布、観光名所旅行など一方向提供型のものが多く、留学生が外国人として珍しくないことも

あり、双方向の文化理解は、EA による住民向けの啓発活動以外は、あまり積極的に取り組ま

れていない印象を受ける。就職・起業支援については、EA が就職支援のワークショップを開

催しているが、経済規模が小さく国際的ビジネスが少ない SA 州において、留学生が就職を希

望しても、学んだ専門を活かす十分な雇用の受け皿がない、という現実がある。 
GMS における地方留学と人材定着策は、人口増加率の低い地方への留学促進と人材定着を図

ったものの、SA 州では人材の定着先がないというジレンマにつながっている。自動車産業が撤

退を表明し、他に目立った大企業がない SA 州において、留学生という国際的で知的な人的資

源を活用してどのように産業振興を図っていくか、また、留学生と地域住民の相互理解促進を

通じ、どのように多文化共生社会を実現していくか、大きな課題に直面していると言えよう。 
 

謝辞：調査に協力いただいたとアデレード大学 Kent Anderson 副学長、George Tan 氏、SA 州政府 Becky Li

氏、Ainslie O’Connor 氏、TA の Therese O'Leary 氏、EA の Greg Marshal 氏に心よりお礼を申し上げます。 
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