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【01】 事業報告1
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■ 留学生のための災害時通訳翻訳研修・災害訓練・
多言語支援センター設置訓練
大阪府堺留学生会館オリオン寮にて6月16日災害時通訳翻訳研修、6月30日
留学生のための災害訓練・多言語支援センター設置訓練を行いました。
災害時通訳翻訳研修にはオリオン寮生を始め留学生が約40名、
災害訓練には留学生、学校の留学生担当者、ＯＦＩＸボランティアの方々
約50名が参加しました。通訳、翻訳の基礎知識、災害時必要となる用語を
学び、その後の多言語支援センター設置訓練では通訳者として活躍しました。
災害訓練は、大規模な地震が発生したため、住居が倒壊したり、余震が
続き建物内に居ることが危険と判断した被災者が避難所に避難するという
想定で 行いました。
避難所を体験する班と被災者を支援する多言語支援センター班との2班に
分かれ、それぞれのプログラムを体験しました。避難所体験班では、地震が
起きた場合は第一に身の安全を確保し、火の元の確認や出口の確保等
落ち着いて行動し、避難所に避難することや安否確認をすることの重要さを
指導しました。避難所とはどういうものか知らなかった留学生が、知らない
者同士が一つのグループになって順番に非常食の配給を受けたり、避難所の
ルールを学ぶことが出来てとても良い経験になったという感想を受けました。
多言語支援センター班では、たくさんの情報の中から被災者にとって
必要な情報を選別し、多言語で翻訳し、避難所を巡回して被災者の通訳や
サポートをするという訓練を行いました。日本人ボランティアと一緒に
なって留学生も外国人被災者の支援をしました。
また、堺市北消防署のご協力を頂き、地震が起きたときに注意することや
必要な行動。119番通報の仕方や消火器の使い方、AEDの使い方、
心肺蘇生法等の救急救命指導もして頂きました。
一日を通してのプログラムに少々疲れ気味の参加者でしたが、参加して
楽しかった、勉強になったと言って帰って行きました。
OFIXでは今後も災害時の外国人支援事業を引き続き実施する予定です。

■ 大阪府海外移住家族会

平成24年度総会・ビデオ鑑賞会開催

大阪府海外移住家族会は、6月7日（木）マイドームおおさかにおいて
大阪府海外移住家族会 平成24年度総会・ビデオ鑑賞会を開催し、
２６名が出席いたしました。
総会では昨年度決算と事業報告、今年度の予算及び事業計画などに
ついて話し合われました。来賓としてＪＩＣＡ関西そして大阪府からも
ご臨席、ご挨拶をいただきました。また、松井府知事並びに海外日系人
協会の田中理事長から、お祝いのメッセージが寄せられました。
総会後には、奥井名誉会長のご紹介により桂三枝氏（現：文枝氏）が
ブラジルの日系人コミュニティーを訪れる「旅のチカラ２２４作目の
創作落語 落語家・桂三枝 ブラジルで最後の落語をつくる」を
鑑賞しました。サンパウロの日本人街、オレンジ農園を営む大家族、
日系老人会などを訪問し、現地の日系人の方々との交流を記録した
ドキュメンタリーで、会場では懐かしむ声も聞かれ大変興味深い
ビデオ鑑賞会となりました。
総会・ビデオ鑑賞会終了後には交流会が行われ、それぞれ近況報告に
話がはずみ、『拓魂』『がんばれ二世』など移住者の思いを表した曲の
合唱で、交流を深めました。
☆大阪府海外移住家族会は、海外（主にブラジル、パラグアイなど中南米）
への移住者の留守家族による情報交換などを目的に、昭和３７年に発足、
現在ＯＦＩＸ内に事務局を置き、移住者の家族のほか、海外に興味を持ち、
海外日系人との交流に積極的な方などにも参加いただいております。
興味のある方は、当財団までお気軽にご連絡ください。☆
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【02】入管制度特集
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■ 入管法が変わりました。
行政書士 真部和久
新しい在留管理制度
日本に滞在する外国人の多くに関係する大きな制度変更です。新たに
加わった必要手続や届出義務が多くありますので，正確な情報を得て，
的確に対処するようにしてください。その参考になるよう新制度の
重要点をご説明いたします。
「在留カード」が交付されます（交付されない人もいます）
外国人登録証明書から在留カードになりました。
在留期間「３月」以下の人，「短期滞在」の人，外交官等，特別永住者，
在留資格のない人には，在留カードは交付されません。特別永住者には，
「特別永住者証明書」が交付されます。
在留期間が最長5年になりました（永住申請は，当面これまでどおりです）
5年の許可には新たに条件が加わっていて，全員が5年になるわけでは
ありません。
法務省HP掲載の，永住許可に関するガイドラインに
（注）（略）当面，在留期間「３年」を有する場合は，（略）「最長の
在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。
と追加されていますので，「３年」の方も，当面これまでどおり
永住申請ができます。
再入国許可の制度が変わりました（便利ですが注意が必要です）
「みなし再入国許可」の制度が導入されます。出国後１年以内に日本に
再入国する場合は，原則として再入国許可を受ける必要がなくなります。
この制度で出国した方は，有効期間を海外で延長することはできません。
出国後１年以内に再入国しないと在留資格がなくなりますので注意して
ください。
また，1年以上の有効期間のある再入国許可を持っている人でも
「みなし再入国許可」で出国しますと，1年を過ぎた後には再入国できなく

なりますので，出国時によく確認してください。「みなし再入国許可」の
選択は，チェック欄に✔するだけで簡単にできてしまいますので注意が
必要です。
次の場合は対象になりませんので，心当たりのある方は事前に相談して
ください。
○在留資格取消手続中の者
○出国確認留保対象者
○収容令書発付者
○難民認定申請中の「特定活動」
○法務大臣が認定する者
外国人登録制度が廃止されました（急いで新カードに替える必要は
ありません）
外国人登録証明書は，一定の期間，在留カードとみなされますので，
在留カードが交付されるまで引き続き所持してください。
更新・変更申請等の際に在留カードに替えられます。それまでに
切り替えを希望する方は入国管理局で手続してください。
可証印は，パスポートに貼られなくなります。
≪みなされる期間≫
永住者
2015年7月8日
他の在留資格 在留期限日（特定活動・5年の場合，最長2015年7月8日まで）
16歳未満
在留期限日，16歳の誕生日の内早い方
これまでになかった，必要手続，届出義務が多数設定されました。必要な
手続・届出が何かを知り，その期限内に行うように注意してください。
「市区町村での手続」
○新たに来日された方
住居地の届出（14日以内）
○引っ越しをする方
転出元の市区町村に転出届（転出するまで）
移転先の市区町村に転入届（転居届）・
住居地の変更届出（14日以内）
「入国管理局での手続」
■氏名，生年月日，性別，国籍・地域の変更届出（14日以内）
■在留カードの有効期間更新申請，再交付申請
■所属機関・配偶者に関する届出
（7月9日以降に更新・変更許可を受けた後から適用されます）
○所属機関に関する届出（14日以内）
「人文知識・国際業務」等の就労資格や「留学」等の学ぶ資格の方で，
所属機関（雇用先や教育機関）の名称変更，所在地変更，消滅，
離脱（契約終了），移籍（新たな契約締結）が生じた場合には，
入国管理局に行き，又は東京入国管理局へ郵送して届け出る必要が
あります。
○配偶者に関する届出（14日以内）
配偶者として「家族滞在」「特定活動（ハ）」「日本人の配偶者等」
及び「永住者の配偶者等」の在留資格の方が，配偶者と離婚又は
死別した場合には，入国管理局に行き，又は東京入国管理局へ郵送して
届け出る必要があります。
なお，この届出義務は「定住者」の方にはありません。
在留資格の取消事由，退去強制事由，罰則
以下のように新設されましたので，知っておくことが必要です。
■在留資格の取消し
○不正な手段により在留特別許可を受けたこと
○配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者に配偶者等」の在留資格で
在留する方が，正当な理由がなく，配偶者としての活動を６か月以上
行わないで在留すること
○正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり，虚偽の届出をしたこと
■退去強制事由
○在留カードの偽変造等の行為をすること
○虚偽届等により懲役以上の刑に処せられたこと

■罰則
○各種届出に関して虚偽届・届出義務違反，在留カードの受領・携帯・
提示義務違反をすること
○在留カードの偽変造等の行為をすること
■ 入管制度と外国人 ・・新たな在留管理制度で外国人の生活はどうなるのか・・
すべての外国人労働者とその家族の人権を守る関西ネットワーク（ＲＩＮＫ）
事務局長 早崎直美
７月９日から外国人の在留管理制度が大きく変わったが、外国人登録証から
在留カード（又は特別永住者証明書）への切り替えは３年間の移行期間が
設けられており、すぐに切り替える必要はない。また、就職先や留学先の変更、
配偶者との離婚・死別の１４日以内の届出は、現在すでに日本に在留している
外国人については、７月９日以降に在留期間更新や在留資格変更が許可されて
から行えばいいことになっている。
このように、一部の新たな規定について猶予期間があることもあり、新しい
制度によって外国人の生活にどんな影響が出るのかは、すぐにはわからない
可能性もある。しかし、私たちのような日常的に外国人からの相談に対応して
いる団体は、今後日本に住む外国人の生活がより不安定になり、人権が守られ
にくくなるのではないかと危惧している。
外国人の相談の中で一番多いのが、在留管理制度の根幹である在留資格に
関するものである。私たちはこれまで、在留資格が認められなかったために
人生が大きく暗転してしまったケースや、とくに子どもが翻弄されるケースに
遭遇してきたが、これからはどうなるのだろうか。
今回の法改定で日本に住む外国人の在留状況は、法務省入管局が一元的・
継続的に管理できるようになった。市区町村に届け出る住所地をはじめ、
入管局に報告が義務付けられた外国人本人からの届出は、すべて入管局に
集められ、必要に応じてその正確性が調査される。外国人がそれぞれの
在留資格で認められた枠をはみ出ることなく活動を続けているかどうか、
このことへの監視、管理が強化されたのである。
人が生きていく上で予期せぬトラブルが起こるのは当たり前のことで
あるが、外国人の場合は、そのために在留資格が定める条件を満たさなく
なったときには在留が許可されない。在留管理の強化は結果として、
志半ばで帰国の道を選択せざるをえない外国人を増やすことになって
しまう。「技術」や「人文知識・国際業務」「技能」の在留資格で働く
外国人は、現在でも次回の在留期間更新を意識して職場を変わることを
躊躇しがちである。失業状態では更新は認められないからだ。悪質な
雇用主であれば、労働者が簡単に辞めることができないことを逆手にとり、
一方的に労働条件を切り下げたりする。被雇用者である外国人への
在留管理強化は、彼らが雇用主に搾取されやすい状況を作りかねない。
離婚の届出の義務化、そして「配偶者としての活動を継続して６ヶ月以上
行わないでいること」が在留資格の取り消し事由になったことは、
外国人女性に多いＤＶ問題の解決をよりいっそう困難にする。ＤＶ被害者支援は、
比較的長い時間をかけて被害者を離婚から生活の再生へとサポートしていく。
これまでなら今の在留資格の期限まで時間の余裕があったが、今後は「６ヶ月」を
意識せざるをえない。配偶者の在留資格をもつ外国人は、配偶者との離婚・死別後
「定住者」などの在留資格に変更可能だが、短期間でそのための条件を整えられる
のか。このことに不安を感じれば、外国人ＤＶ被害者は支援を求めることを
ためらい、我慢してしまうかもしれない。
日本人や永住者と結婚している外国人は、在留期間更新に配偶者の協力が
必要なため、ただでさえ在留資格を盾に言うことをきくよう圧力をかけられたり、
生活をコントロールされたりしている。このような傾向は今回の改定によって
さらに強まると思われる。
現状では、外国人がＤＶや労働搾取などの人権侵害を受け問題解決のために
動こうとしても、日本人にはない在留資格の問題が解決の道を狭めてしまうことが
よくある。在留期間更新の時期がきたときに、もともとの在留資格での更新が
認められず「短期滞在」など就労できない在留資格しか認められないからだ。
収入のない状態では時間をかけて問題を解決していくことは困難である。

その結果泣き寝入りを強いられる外国人被害者は少なくない。外国人の人権を
守るためには、在留資格制度はむしろ柔軟に運用されるべきであるが、今回の
改定はまったく逆行するものとなっている。
もともと日本には外国人を管理するための法律しかなく、外国人独自の状況に
配慮し、その人権を守るために定められた法律は存在しない。そんな中で今回
在留管理のみがさらに強化されることにより、外国人の人権状況が悪化する
ことを私たちは本当に心配している。
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■ 国民健康保険について
外国人の国民健康保険の加入要件は、従来は「在留期間が1年以上の人
または、日本に1年以上滞在すると認められる人」となっていました。
しかし、7月9日に外国人住民基本台帳制度が開始されたことに伴い、
その加入要件が変更され、住民票を作成された人（在留期間が3カ月を
超える人等）となりました。また住民票を作成されない人（3カ月未満の
在留期間）であっても「興業」、「技能実習」、「家族滞在」、
「特定活動」の在留資格を持っている人で客観的な資料により3カ月を
超えて日本に滞在すると認められる場合は、加入できる場合があります。
「特定活動」のうち、活動内容が「医療を受ける活動等」とされている
場合や、在留資格のない場合は、国民健康保険に加入できません。また
「公用」の在留資格の場合、3カ月を超える在留期間であっても、住民票は
作成されませんが、国民健康保険は適用されます。
【大阪府外国人情報コーナー】
電話 06-6941-2297
英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タイ語、
スペイン語、ベトナム語、フィリピン語
開設時間：毎週月から金 午前９時から午後５時30分
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【04】OFIX国際交流員のレポート
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■ 変わりゆく文化、守るべき文化
こんにちは。OFIXの国際交流員のアルビンです。今月もまた国際交流員の
記事を読んでくださって、ありがとうございます。最近大変暑くなって、
皆さん熱中症にご注意ください。
さて、今月の話題は文化と時代についてです。
日本に来て、もう15年になります。３年間は学生として、12年間は社会人
として過ごしています。
変わりゆく時代に伴って、日本の文化も変わって行くのだなと思いました。
周りに聞いてみましたが、お見合いをする人の減少、お節料理を家で作らなく
なったこと、着物を着る人の減少などが挙げられました。私が文化が変わった
なと感じ始めたのは、12年前に大学院を卒業して新しいアパートに引っ越した
時でした。アパートの隣に民家がありました。その家に住むおばあさんは
よく外にいて庭の手入れをしたり、近所の人と話しをしたりしていました。
私は会うたびにあいさつをして、たまには立ち話もしていました。それで、
ある日おばあさんに言われました。「そのアパートの住民の中であなたが
一番感じのいい人だ」と。どういうことかなと気になって聞いてみたら、
「あいさつする人もいるけど、そのほかは何も言わない。話してくれるのは
あなただけです」と答えてくれました。隣人なのにお互いの関係はあまり
ないなと感じました。昔の日本だったら、隣の人のことは知っているし、
隣の人と会話したりしていたと思います。私はそういう文化が好きです。
たまにはおばあさんに自分が作った料理を持っていき、その時おばあさんから
唐揚げをもらいました。向こうが困っている時には助けてあげたし、こちらが
困っていた時には助けてもらいました。私が九州へ引っ越す時には餞別の
お饅頭をもらいました。
時が経ち8年後の現在、さらに文化は変わったみたいです。たとえば、

引っ越して来た時に、隣の人にあいさつに行く人が少なくなってきています。
特にマンションに住む人が隣の人のところにあいさつに行くことは少なく
なってきているらしいです。着物を着ている人も10年前と比べて見かけ
なくなりました。そう考えると寂しくなります。そして、私だけではなく、
日本を愛する外国人の多くの人も同じ考えだと思います。だから、多くの
外国人は日本の文化を自分のものにしようとしています。外国人の方が
「日本人らしく」なっています。
文化は時代に伴って変わりますが、いい文化をなくさないで、大切に
するべきだと思います。なくなるものは仕方ありませんが、残せるものならば、
努力して残しましょう。昔からの文化を大切にして行きましょう。
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====================================================================
★大阪府メ-ルマガジン情報★
『ＧＥＯ（Global E-net Osaka）』
大阪で開催されるイベント・大阪の名所・大阪に関する豆知識等を紹介する
メ-ルマガジンです！
⇒ http://www.pref.osaka.jp/kokusai/geo/index.html
★その他の募集・お知らせ★
※イベントカレンダ-：国際交流に関するイベント情報を紹介しています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi/calender.cgi
※イベントカレンダ-への情報提供をお待ちしています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi/event.cgi
※国際理解学習の授業（小中高）に国際交流員や留学生等を派遣します。
⇒
http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
※OFIXボランティアの登録制度のご紹介
⇒
http://www.ofix.or.jp/boran/index3_1.html
※OFIX賛助会員の募集及びご寄付のお願い。
⇒
http://www.ofix.or.jp/ofix/index4_1.html
====================================================================
≫≫ OFIXニュ-スについてのご意見、ご感想はこちら
⇒ info@ofix.or.jp
≫≫ 大阪国際クラブの会員の皆様からの海外情報（レポ-ト）はこちら
⇒ clubnews@ofix.or.jp
≫≫ 配信中止、配信先変更はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/index.html#japanese
≫≫「OFIXニュ-ス」印刷版はこちら ※写真入りで内容も詳細に。
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail_japanese_no48.pdf
≫≫ バックナンバ⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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