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はじめに 

 

 大学生が人口の約 1 割を占める「大学のまち・京都市」は、政令指定都市の中でも外国

人留学生が多い都市として知られ、現在 1万人を超える留学生が学んでいる。（独）日本学

生支援機構の調査によれば、2017（平成 29）年 5月現在、我が国全体では約 27万人の留学

生が学んでおり、京都市はその約 3.8％の留学生を受け入れていることになる。 

 我が国における留学生政策の端緒は 1983（昭和 58）年の「留学生受入れ 10 万人計画」

であり、主に途上国の人材育成への貢献と国際友好関係の強化を目的として策定されたが、

2003（平成 15）年に早々と 10万人を達成した。その後、グローバル化が加速する中で、今

度は国内におけるグローバル人材を育成し、優秀な外国人留学生を獲得し「世界の成長を

取り込む」必要があるという目的を掲げて、「留学生受入れ 30万人計画」を 2008（平成 20）

年に策定した。「30万人」は 2020（平成 32）年が目標とされ、あと 2年で 3、4万人という

数字は、今の増加率からすると前倒しで達成されるものと推測される。 

 外国人留学生については、在留資格・永住権等の問題や手続き簡素化の問題、日本語教

育、日本企業への就職支援、日本企業自体の国際化、生活サービスの多言語化等々、直接・

間接の重要な社会的課題が山積している。そうした課題は認識しつつも、本調査研究では、

留学後のフォロー施策の一環として、都市情報の受発信を担う主体という観点から外国人

留学生を捉えることとした。 

 本調査研究は、縁あって京都に学ぶ留学生との絆をさらに強め、ＯＢ・ＯＧになっても

永続的なつながりを築いていくことができれば、京都市は真の国際都市となるのではない

かという問題意識に基づき、これまでの我が国の留学生施策や政令指定都市の留学生支援

施策の現状を調査し、留学生が快適に京都で学ぶことができる施策や事業を探るとともに、

さらに留学生自らが進んで京都情報発信の主体になっていただくために必要な施策やシス

テムを導くことを目的とするものである。 

 なお、本調査研究が対象とする「外国人留学生」とは、「我が国の高等教育機関でじっく

り勉強に取り組んでいる」留学生を指している。日本語学校や専修学校で学ぶ外国人の若

者も、広い意味で「留学生」と呼ぶことができ、前述のように彼らの境遇には解決すべき

社会的問題があることも認識しているが、それについては別の調査研究に譲りたい。 

 末筆ながら、私どものヒアリング調査に快く応じていただいた友澤昭江氏（桃山学院大

学教授）ほかの学識経験者の方々にお礼申し上げる。 
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１. 我が国及び政令指定都市における留学生支援制度の現状と課題 

 

（１）我が国の外国人留学生支援施策の動向 

 我が国の留学生数は、2017（平成 29）年 5月 1日現在、26万 7,042人である。この 1年

間で 2 万 7,755 人（11.6％）増えた。そのうち高等教育機関に在籍する外国人留学生数は

18 万 8,384 人、日本語教育機関に在籍する外国人留学生数は 7 万 8,658 人となっており、

この 1 年間でそれぞれ 10.1％、15.4％増やしている（図表 1）。このままの推移で行くと、

外国人観光客と同様、予想外の増え方になるものと推測され、さまざまな課題への対応が

必要となる。 

図表 1 在学段階別外国人留学生数推移（各年 5月 1日現在） 

 

※「出入国管理及び難民認定法」の改正（平成 21年７月 15日公布）により、平成 22年 7月 1日付けで在留資格「留学」

「就学」が一本化されたことから、平成 23年５月以降は日本語教育機関に在籍する留学生を含めた留学生数も計上。 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構（JASSO）「平成 29年度外国人留学生在籍状況調査」による 

 

 初めに、我が国の外国人留学生政策のこれまでの経緯を簡単に振り返る。その際、特に

本調査研究の問題意識である留学後のフォロー施策に着目した。 

 我が国の近年における留学生政策の端緒は、1983（昭和 58）年の「留学生 10 万人計画」

である。我が国が初めて留学生受入れを数値目標として掲げ、しかも当時の留学生数の 10

倍もの留学生受入れ数を示した「10万人計画」のインパクトは大きかった。 

この計画は、「21 世紀への留学生政策に関する提言」（昭和 58 年）と「21 世紀への留学

生政策の展開について」（昭和 59 年）という 2 つの文部省（当時）の有識者会議の報告に
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より、その枠組みが作られたと言われる。 

 2 つの会議が議論の前提とした当時（昭和 57 年）のデータでは、我が国の留学生受入れ

数はわずか 8,116人であった。当時、アメリカが 31万 2,000人、英国が 5万 3,000人、ド

イツ（当時西ドイツ）が 5万 7,000人、フランスが 11万 9,000人の留学生を受け入れてお

り、先進国の中にあって際立って少なかった。それを「フランス並み」の留学生数に、と

いうのが「10万人計画」だったのである。 

 2つの会議の報告を受けて、この後、留学生受入れ数拡大に向けてさまざまな施策が講じ

られた。例えば、①国費留学生の増員、②学国政府派遣留学生受入れへの積極的協力、③

留学生に配慮したコース（英語による授業の実施等）の充実、④学位授与の改善、⑤私学

における留学生受入れの促進、⑥大学の留学生センター等の受入れ担当組織や専門職員等

の整備、⑦現地での留学情報提供や留学相談の実施、⑧海外での日本留学試験の実施、⑨

国内外での日本語教育体制の拡充、⑩留学生宿舎の整備、⑪帰国留学生に対するアフター

ケア、といった施策である。個々の施策の「深さ」までは未検証であるが、ここにはすで

に留学生受入れに必要な施策がほとんど網羅されている。特に最後の「アフターケア」は、

学術雑誌の送付や留学時の元指導教員による研究指導など教育研究継続のための支援、帰

国留学生会の組織化などの「ケア」とされている。 

 「留学生 10万人計画」は 1983（昭和 58）年から 1992（平成 4）年までの前期期間と 1993

（平成 5）年以降 2000（平成 12）年までの後期期間に分けられる。前期においては 4 万人

を受入れ目標としていたが、計画策定以降、受入数はめざましい伸びをみせ、予定よりも 2

年早く 1990（平成 2）年に達成した。 

 しかし、後期に入ると、それまで順調に伸びてきた留学生数の伸び率は停滞し始める。

1996（平成 8）年になると受入数が前年よりも減少したのである。その年の受入数は 5 万

2,921人で、前年より 926人減という状況になった。翌 1997（平成 9）年に設置された「留

学生政策懇談会」は、伸び悩みの原因として、①我が国の生活コストの高さ、②宿舎の確

保の困難さ、③海外における我が国への留学に関する情報の不足、④アジア諸国において

大学等の整備が進み、留学ニーズが大学院等の高いレベルに移行してきていること、⑤我

が国の不況が長引き、日本留学の将来性に対するイメージに影響が及んでいること、とい

った分析を行った。我が国で「失われた 10年」と言われた時代は留学生受入れ政策にも影

響を与え、1990年代の受入数はあまり高いとはいえない水準で推移することになる。 

 ところが、2000（平成 12）年以降、留学生数は急速な増加に転じる。2000年からの 4年

間で倍増し 2003（平成 15）年には約 10 万 9,000 人となって、目標の 10 万人を突破する。

経済成長に伴う大学等への進学意欲が高まった、主に中国からの留学生が同年約 7 万人を

超えて 10万人突破を支えたのである。要因としては、留学生受入れ体制が徐々に整備され

たことと同時に、出入国管理政策の見直しがある。身元保証人制度の廃止や、入国・在留

に関わる申請書類の大幅な簡素化があると言われており、出入国管理政策が留学生政策を

大きく規定するという現実は今も続いている。 
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留学生数が増え始めるとともに、21 世紀に入るころから不法就労を目的とする「偽装留

学生」も現われ、就労目的の留学生の失踪や不法残留、犯罪への関与などの事件がマスコ

ミをにぎわせるようになる。留学生の入国に関わる審査が再び厳格化され、2001（平成 13）

年には中国からの留学生は大幅に減少した。こうした状況を受け、留学生の質の低下への

懸念が語られるようになり、量の拡大とともに、質の確保のための取組みも必要とされる

ようになる。 

 質の確保が主張されながらも、2007（平成 19）年ごろからは再び受入数拡大が議論され

るようになった。それは社会・経済のグローバル化が一層進み、先進各国が優秀な人材を

求める中、高等教育の段階から人材を得ていかないと国際競争に勝てないという、現在に

いたる認識が浸透するのである。もはや従来の国際貢献のためという留学生受入れだけで

なく、高度な人材の獲得や国際競争力の強化等の国益を視野に入れた、国家戦略としての

留学生受入れという新しい考え方が明確に示されるようになった。 

 そんな中で、2008（平成 20）年、政府は「留学生 30万人計画」を策定し、海外の優秀な

人材を産官学連携により大学院・企業への受入れ拡大することを打出す。中央教育審議会

には、大学部会の下に留学生特別委員会が設置され、計画骨子がまとめられる。そこでは、

新たな留学生政策について、アジア、世界との間のヒト・モノ・カネ・情報の流れを拡大

する「グローバル戦略」展開の一環として位置づけ、2020年頃を目途に 30万人の留学生受

入れを目指すとした。計画の「骨子の概要」は、図表 2のとおりである。 

 

図表 2 「留学生３０万人計画」骨子の概要 

 

（出典）文部科学省ほか関係省庁「「留学生 30万人計画」骨子の策定について」（平成 20年 7月 29日）による 
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「30 万人計画」は 5 つの大きな「方策」を掲げ、留学生受入れについて、入学前のリク

ルートから卒業後の就職に至るまでの過程をトータルに捉えたものとなっている。 

 「1.日本留学への誘い」では、「日本留学の動機づけとワンストップサービスの展開」と

して、海外での留学情報の発信による日本留学への動機づけや日本語教育拠点の増設、留

学希望者のための情報提供や相談を 1 元的な窓口で行うワンストップサービスの展開を掲

げる。「2.入試・入学・入国の入り口の改善」では、「日本留学の円滑化」として、入国時

や入国後の在留申請等に関わる審査の簡素化や、審査機関の短縮を掲げている。一方で、

大学等の在籍管理を徹底するともある。「3.大学等のグローバル化の推進」では、「魅力あ

る大学づくり」として、英語のみで学位取得が可能となるなど大学等のグローバル化と受

け入れ体制の整備への支援をあげている。「4.受入れ環境づくり」では、「安心して勉学に

専念できる環境への取組」として、宿舎確保など受入れ環境づくりを推進するとともに、

地域や企業等が一体となった交流支援を促進するというものである。留学生の宿舎確保の

問題は、京都などでも継続的な課題としてある。 

 そして「5.卒業・修了後の社会の受入れの推進」は「10 万人計画」にはなかった施策で

ある。「社会のグローバル化」として、卒業生が日本社会に定着し活躍するために、産学官

が連携した就職支援や受入れ、在留期間の見直しなど社会全体での受入れを推進しようと

するものである。確かに、我が国で就職する留学生は増えてはいる。実際、在留資格「留

学」から就労可能な在留資格への変更許可件数は、2005（平成 17）年に 5,878 人であった

のが、2007（平成 19）年には 1 万 262 人と倍増したのである。しかし、我が国企業に就職

を果たした元留学生にとって、まだ我が国特有の企業文化が障壁となっていることも、依

然課題として存在したままである。 

 

 「30 万人計画」は、近年の我が国留学生政策の基本計画であり、現在もまだ計画期間中

であるが、特に留学生ＯＢ・ＯＧへの留学後のフォロー施策については記述がない。しか

し、「30万人計画」と同時期に、日本学生支援機構による「帰国外国人留学生へのフォロー

アップ」事業が開始されていることが注目される。2008（平成 20）年 7 月には、文部科学

省から各大学等の留学生担当に対して、「卒業後の動向を把握しフォローアップを積極的に

行うことが元留学生と受入れ機関にとって大変重要」とし、データベース作成等によりフ

ォローを行い、各機関における留学生交流や国際化の一層の推進に努めてほしい旨の通達

が出されている。「30万人計画」を補足する政策と見ることができる。 

 それは、日本学生支援機構により実施される「帰国外国人留学生短期研究制度」、「帰国

外国人留学生研究指導事業」、「Japan Alumni eNewsの配信」という事業である。 

 「帰国外国人留学生短期研究制度」は、自国で教育、学術研究、行政の分野で活躍する

帰国留学生に対して、我が国の大学で当該大学の研究者とともに短期研究を行う機会を提

供するものである。対象は開発途上国の国籍の帰国留学生で、帰国後 1年以上経過し 45歳

以下の者というのが資格要件となる。期間は 60 日以上 90 日以内で、往復渡航費、滞在費

（日額 11,000円）、受入研究者に協力費として定額 50,000円が支給される。次の「帰国外
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国人留学生研究指導事業」は、留学を終え自国の大学や研究機関で教育・研究活動に従事

する帰国留学生に対して、我が国における留学時の指導教員を現地に派遣し、研究指導を

行うものである。やはり開発途上国の者が対象で、現地滞在期間は 7日以上 10日以内。往

復渡航費と滞在費（日額 16,000円）、研究指導経費（上限 100,000円）が支援内容である。

そして「Japan Alumni eNews の配信」は、留学をめざす人、留学中の人、留学を終えた人

すべてが読め、ためになる「日本留学ネットワークメールマガジン」を配信するものであ

る。学生支援機構の奨学金情報や海外での日本留学イベント、日本のお気に入りスポット、

留学生紹介といった記事で構成され、月 1 回配信される。今回の調査研究の問題意識にて

らせば、留学前・中・後の若者という 3 つのフェーズを対象としていることや、情報発信

手段の 1つのモデルとして手堅いメルマガがあることを気づかせてくれる。 

 

 また、特記すべきは、平成 19 年度から 24 年度まで経済産業省と文部科学省とが実施し

た「アジア人財資金構想」である（図表 3）。先の「30万人計画」に時期・内容ともに連動

させて、優秀な留学生の我が国での就職を支援しようというものである。 

 

図表 3 アジア人財資金構想の概要 

 

（出典）一般社団法人留学生支援ネットワーク「アジア人財資金構想とは」による 
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「アジア人財資金構想」は、アジアの相互理解と経済連携の促進に向け、経済産業省と

文部科学省が共同によるもので、優秀な留学生の日本への招聘、日系企業での活躍の機会

を拡大するため、産業界と大学が一体となり、留学生の募集・選抜から専門教育・日本語

教育、就職活動支援までの一貫した人材育成プログラムである。日本とアジアの架け橋と

なる優秀な人材の受入れ・交流を拡大し、アジア大での人材育成、我が国大学・企業のグ

ローバル化への貢献、その優れた知性と能力をアジアの未来のために活かすことを目標と

して実施された。 

 この「構想」は、経済産業省と文部科学省との共同という画期的な事業という以上に、

留学から就職までの過程を念頭においた「日本で初めての」留学生支援事業として、留学

生が日本企業に就職し、活躍する際に壁となってきた「ビジネス日本語」や「日本企業文

化」について学習の機会を提供し、さらにインターンシップの実施、各種就職支援などに

より、留学生に対して就職を見据えた一貫したサポートを実施するという画期的な事業で

あった。 

 そして、構想事業の 5 年間のノウハウ・知見を活かし、優秀な留学生の招聘や育成・支

援を行う教育機関や、海外ビジネス展開を行う日本・日系企業の支援を行う機関として 2013

（平成 25）年 10 月に設立されたのが「（一・社）留学生支援ネットワーク」である。いわ

ばアジア人財資金構想のフォローアップ事業と位置づけられる。 

 「留学生支援ネットワーク」は、目標として 

   ①優秀な留学生を招聘するための広報体制を確立し日本留学ブームを構築 

   ②留学生が渡日から帰国まで安全・安心な日本留学を送るための支援体制の構築 

   ③日本企業のグローバル人材採用・活用を活性化 

の 3つを掲げ、以下 5つの事業を実施している。 

   ①外国人留学生就職支援ネットワーク運営事業 

   ②外国人留学生ＯＢ・ＯＧネットワーク構築事業 

   ③日本留学魅力発信事業 

   ④企業・教育機関向け集合型研修事業 

   ⑤留学生支援団体ネットワーク構築事業 

 

 幅広い留学生支援に関わる事業が盛り込まれているが、特に本調査研究に関連するのは

「②外国人留学生ＯＢ・ＯＧネットワーク構築事業」であり、そこでは、1）留学生ＯＢ・

ＯＧネットワークシステム（SNS）の構築、2）留学生ＯＢ・ＯＧ同窓会の開催、3）留学生

支援ネットワーク facebookページの構築・運用という 3つの事業が実施されている。 

 「1）留学生ＯＢ・ＯＧネットワークシステム（SNS）の構築」は、2016（平成 28）年時

点では「アジア人財資金構想」に参加した留学生ＯＢ・ＯＧを対象とした運用になってお

り、参加大学へのリリースに向けて早期運用開始に向けて準備を行っている段階である。

また「2）留学生ＯＢ・ＯＧ同窓会の開催」は、2012（平成 24）年度から開催している同構

想事業のＯＢ・ＯＧ（留学生ＯＢ・ＯＧネットワークシステム参加者）及び留学生就職支
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援ネットワーク参加者の同窓会である。最後の「3）留学生支援ネットワーク facebook ペ

ージの構築・運用」は、留学生支援ネットワークの facebookと留学生ＯＢ・ＯＧネットワ

ークシステムとの連携を行うことにより、アクティブな情報交流・地域ごとのミニオフ会

等が開催されるようなページの構築を行う、となっている。現在の稼働状況の詳細は不明

であるが、こうした手間ひまのかかる地道なネットワークの構築と継続には一定の人材が

必要であり、十分な体制が組めているのかどうかは疑問である。 

 

 本節最後に、2017（平成 29）年 6 月に我が国の成長戦略として発表された「未来投資戦

略 2017」にも触れておく。「戦略」には、具体的施策のうちの「人材の育成・活用力の強化」

の 1つとして「外国人材の活用」があがっている。その趣旨は、「国際的な人材獲得競争が

激化する中で、起業家や高度外国人材の更なる受入れ拡大に向けた前向きなメッセージを

積極的に発信するとともに、自国外での就労・起業を目指す高度外国人にとって我が国の

生活環境や本邦企業の賃金・雇用人事体系、入国・在留管理制度等が魅力的なものとなる

よう、更なる改善を図り、これらの人材が長期にわたり我が国で活躍できる戦略的な仕組

みを構築する」というものである。 

 そして、「長期にわたり…活躍できる」「戦略的な仕組み」の具体的施策として、①高度

外国人材の更なる呼び込み、②生活環境の改善、③就労環境の改善、④外国人留学生の就

職支援、⑤グローバル展開する本邦企業における外国人従業員の受入れ促進、⑥建設及び

造船分野における外国人材の活用、⑦在留資格手続の円滑化・迅速化等のための在留管理

基盤の強化、⑧外国人材受入れの在り方検討、という 8 つがあがっている。いずれもこれ

までの施策をさらに強力に推し進めるものと言えるが、「未来への投資」を標榜する以上、

目先の労働力不足の解消にとらわれることなく、高度外国人材の日本定住に向けて生活環

境や労働環境の改善など、根本的かつ継続的な取組みが期待される。 
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（２）政令指定都市の留学生支援施策 

 本節では、初めに政令市 20都市の留学生数について見ておくと、2016（平成 28）年現在、

図表 4 のような状況である。第 1 位は京都市の 1 万 3 百人で最も多く、次いで大阪市の 1

万人、福岡市の 9 千 5 百人と続き、少し離れて神戸市（6 千 4 百人）、名古屋市（6 千 3 百

人）、横浜市（5千 5百人）となっている（いずれも概数）。受入機関別で見ると、1位の京

都市では「大学・短大等」での受入れが多く、「専修学校」がきわめて少ないのに対して、

2 位の大阪市は「専修学校」や「日本語学校」での受入れが多く、「大学・短大等」が少な

いのが特徴となっている。3 位の福岡市では 3 種の機関がほぼ同程度であり、「大学・短大

等」での受入れは京都市に次ぐ 2位である。神戸市、名古屋市、横浜市といった大都市も 3

種の機関が同程度の割合になっている。 

「大学・短大等」の留学生の多い上位 3都市は、順に京都市、福岡市、名古屋市、「専修学

校」の上位 3都市は大阪市、福岡市、横浜市、「日本語学校」の上位 3都市は大阪市、福岡

市、京都市という状況である。 

 

図表 4 政令指定都市の留学生数（平成 28年 5 月 1 日現在） 
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 ※10人以上在籍校の本部所在地による。 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成 28年度 留学生調査」の結果による 
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 また、主要 10 都市における留学生受入れ数の近年の推移を見ると、全体にここ 1、2 年

の伸びが著しく、やはり総数で上位にある京都、大阪、福岡、神戸といった都市の伸び率

が高いことがわかる。特に大阪市は、今の伸び率で推移すると近々京都市を総数で追い越

すのではないかとも思える勢いである（図表 5）。 

 

図表 5 政令指定都市の留学生数の推移（上位 10都市、各年 5月 1 日現在） 

 平成26年  平成27年 平成28年
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平成23年  

※10人以上在籍校の本部所在地による。 

（出典）独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成 28年度 留学生調査」の結果による 

 

 それを 3 種の機関別での推移を見たのが、図表 6 である。まず「大学・短大・高専」の

留学生では、1位の京都市では 5年前より約 1.3倍増えているのに対して、他の都市はほと

んど増えておらず横ばいで、名古屋市や横浜市、千葉市のように減らした都市もある。大

阪市などは 5年前と同数で、順位も 10位のままである。ところが、「専修学校」になると、

全体に増えている都市が多い中で、特に大阪市は 5 年前の 2.0 倍、福岡市は 2.8 倍、横浜

市 1.6 倍、名古屋市 2.5 倍と伸ばし、千葉市などは 3.9 倍と大きく伸ばしている。さらに

「日本語学校」では、やはり大阪市が 5 年前の 3.1 倍と大きく伸ばし、福岡市が 1.9 倍、

京都市が 2.3倍、神戸市も 3.1倍と伸ばしている。「専修学校」と「日本語学校」の留学生

に関しては、総じて四大都市圏の都市、すなわち人口が集積し一定のマーケットがあって

利便性の高い都市に各学校が立地することから、留学生も増加していると推測される。



 

図表 6 政令指定都市の校種別留学生数の推移（上位 10都市、各年 5月 1 日現在） 
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（出典）独立行政法人日本学生支援機構(JASSO)「平成 28年度 留学生調査」の結果による 
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札幌市 10,314 1,953,127 0.53 ※1,971 ※21.4 2,367 13 2,082 8 10 1 275 4 51,316 25 1,944 3.8 1,462,990 6,592,831 22.2 107 8,265 54,092 15.3 

仙台市 11,298 1,083,102 1.04 4,424 36.5 3,787 20 2,074 8 620 4 1,093 8 50,696 14 1,793 3.5 81,744 2,973,316 2.7 221 10,983 65,190 16.8 

さいたま市 19,433 1,265,685 1.54 2,553 12.1 1,803 11 549 1 272 2 982 8 17,071 8 527 3.1 12,841 420,999 3.1 7 133 8,010 1.7 

千葉市 21,894 972,322 2.25 2,618 11.4 2,998 13 1,022 3 1,212 6 764 4 27,588 11 1,005 3.6 420,141 1,512,372 27.8 31 2,298 29,032 7.9 

川崎市 32,975 1,477,092 2.23 3,461 9.7 1,100 7 93 8 786 11 221 8 84,705 18 65 0.1 62,789 704,634 8.9 0 0 0 - 
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浜松市 20,923 798,035 2.62 700 3.2 280 4 42 5 46 4 192 4 11,491 8 88 0.8 260,751 1,452,127 18.0 10 691 13,760 5.0 

名古屋市 67,693 2,297,794 2.95 9,783 13.5 6,293 48 3,044 15 1,671 18 1,578 15 102,917 29 3,027 2.9 514,533 3,509,264 14.7 178 7,303 102,994 7.1 

京都市 41,609 1,476,126 2.82 9,761 22.9 ★10,268 42 ★7,825 ★23 219 4 2,224 15 ★145,367 ★38 ★7,199 5.0 1,227,892 5,293,170 23.2 218 17,022 153,495 11.1 

大阪市 ★120,544 2,692,960 ★4.48 ★15,473 12.3 10,016 ★73 823 7 ★4,413 ★38 ★4,780 ★28 33,643 19 835 2.5 ★2,798,623 ★10,632,972 26.3 139 11,968 128,350 9.3 
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神戸市 43,886 1,537,884 2.85 ― ― 6,367 33 2,868 11 1,432 8 2,067 14 68,560 25 2,778 4.1 324,193 3,040,428 10.7 113 10,997 101,284 10.9 

岡山市 10,467 719,985 1.45 2,818 25.1 2,353 10 1,561 5 418 3 374 2 30,789 11 1,324 4.3 91,148 1,242,283 7.3 33 1,160 24,888 4.7 

広島市 16,470 1,194,625 1.38 ― ― 2,158 13 1,665 9 493 4 0 0 33,242 20 1,635 4.9 284,889 2,527,822 11.3 59 6,145 34,728 ★17.7 

北九州市 11,618 960,864 1.21 ― ※約 20 1,831 13 911 11 503 18 417 19 23,728 14 982 4.1 95,799 1,089,937 8.8 86 5,635 54,435 10.4 
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熊本市 4,637 741,117 0.63 1,026 21.6 949 11 645 4 304 7 0 0 26,329 8 684 2.6 84,327 1,190,287 7.1 19 412 9,058 4.5 

資料 住民基本台帳・外国人登録人口 日本学生支援機構「留学生調査」 
学校基本調査（高等教育機関）、 
日本学生支援機構「留学生調査」 

観光庁「宿泊旅行統計」 
(第 2 次速報値) 

JNTO「国際会議統計」 

 

 図表 7 政令指定都市の国際化関連主要指標 上位 5に網掛け、★は最高値 
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度の地域における日本語教育協議会資料に基づく参考値。2．日本学生支援機構「留学生調査」は、受入機関の本部所在地による。3．観光庁「宿泊旅行統計」は各月実数値の単純合計。 
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・SWOT 分析の弱みに「留学生などグローバ
ル人材の少なさ」を上げる 

〈取組の方向性〉と〈実施事業〉 

○グローバル人材の誘致・活用促進 

・留学生の誘致・活用促進 

・グローバル人材を対象とした就職セミナーや就
業マッチングの開催 

○地域での交流と共生の促進 

・市内の国際交流拠点の活用 

・留学生の誘致・生活支援 

○信頼を基礎とした互恵的関係の構築 

・海外在住のキーパーソンとのネットワーク構築 

●札幌市まちづくり戦略ビジョン 
(H25～34 年度) 

・【戦略編】の 8 つの創造戦略のうち「都市ブラ
ンド創造戦略」「産業人材創造戦略」の中に
留学生施策を位置付け 

・成果指標に「海外からの留学生数」設定 

●さっぽろ未来創生プラン(H28.1) 

・「地域が必要とする人材の育成・定着」の「グ
ローバル人材の誘致・定着」の中に産業振
興施策として留学生事業を位置付け 

仙
台
市 

市民局 
市民協働推進部 
交流政策課 

●仙台観光交流協会 

●仙台国際センター 

●宮城県留学生交流推進会議 

◎学都仙台コンソーシアム 
（該当なし) ― ― ― 

●仙台市基本計画(H23～32 年度) 

・分野別計画の基本施策「外国人が暮らしや
すい社会の形成(共に生き自立できる社会
づくり)」「世界につながる都市づくり(成熟社
会にふさわしい魅力・活力づくり)」に留学生
関連事項を含む 

さ 
い
た
ま
市 

経済局 

観光政策部 

国際課 

●さいたま観光国際協会 国際
交流センター 

●グローバル人材埼玉ネットワ
ーク 

●グローバル人材育成センター
埼玉（ＧＧＳ） 

●埼玉県留学生交流推進協議
会 

◎彩の国大学コンソーシアム 

●さいたま市国際化推
進基本計画 
(H26.3、～H32 年度) 

・4 つの〈基本方針〉、15 の施策の方向性、69 の
施策項目 

○4 つの〈基本方針〉 

1 都市機能や都市環境の拡充による国際化の
推進 

2 国際社会との多様な交流や協働による国際
化の推進 

3 多文化共生の社会づくりを通じた国際化の推
進★ 

4 国際感覚豊かな人材の育成による国際化の
推進★ 

・施策の方向性として「留学生・研修生の支
援」を設けるほか、「グローバル人材育成機
会の充実」に関連して留学生に言及 

施策の方向性と施策項目 

○留学生・研修生の支援 

・留学生・研修生の育成と活用 

・市民との交流機会の充実 

・留学生・研修生への情報提供 

○グローバル人材育成機会の充実 

・国際交流・協力者などへの顕彰と人材資源の活
用 

●さいたま市総合振興計画・後期基本計画
「2020 さいたま希望のまちプラン」(H26～32
年度) 

※留学生に関する特記なし 

・多文化共生は分野別計画の「交流・コミュニ
ティ」分野に位置付け 

 

千
葉
市 

総務局 

市長公室 

国際交流課 

●千葉市国際交流協会 ●千葉市国際化推進ア
クションプラン【国内編】
「外国人の活力を呼び
込み、活かすまち」 
(H23.12、～H26 年度） 

※次期計画策定中 

・国内編と海外編の 2 部編成 

・国内編は 3 章 10 施策、計 47 事業 

○国内編の 3 章 

1 外国人への情報伝達手段を拡充 

2 地域で日本人と外国人が助け合える環境作
り★ 

3 国際都市としての千葉市の魅力創出 

・施策「外国人の就労等支援」の中に「留学生
就職活動支援」事業を位置付ける 

・「コラム」で留学生の現況と課題について特
記 

〈事業の概要〉※内容は略記 

○留学生就職活動支援 

・職場見学の機会の提供や、職員の講師としての
派遣 

●千葉市新基本計画(H22～H33 年度) 

※留学生に関する特記なし 

・5 つの方向性のうち「豊かな心が育ち、新た
な価値が生まれるまちへ」「ひとが集い働く、
魅力と活力にあふれるまちへ」に国際化関
連施策(「国際化の推進」「都市の国際性の
向上」)を位置づけ 

●千葉市まち・ひと・しごと創生人口ビジョン・
総合戦略（H28.3） 

・「地域経済を支える人材の育成」の中で、市
内企業に優秀な留学生を就職させるための
産官学の連携強化に言及 

川
崎
市 

市民・こども局 

人権・男女参画
室 
（外国人市民施
策担当） 

●川崎市国際交流協会 

●川崎市国際交流センター 

●川崎市国際化施策推
進プラン、第Ⅰ期実行
プログラム 
(H27.10、Ⅰ期～H29 年
度・Ⅱ期～H33 年度・Ⅲ
期～H37 年度) 

・3 つの〈基本目標〉と〈取組方針〉、9 つの〈取組
の方向性〉、22 の〈主な取組〉、86 事業例で構
成 

○3 つの〈取組方針〉 

Ⅰ先端技術や産業集積をいかした国際展開 

Ⅱ強みと魅力をいかした世界的プレゼンスの向
上★ 

Ⅲ多様性をいかしたまちづくりの推進★ 

・〈取組の方向性〉「海外諸都市との戦略的な
関係の構築」「地域での交流・多文化共生の
促進」「グローバル都市・川崎を担う人材の
育成・活用等」に留学生関連施策を含む 

・「行ってみたい」指標に「留学生数」を設定 

・現状分析の「外国人市民の増加と多様化」
の中で「外国人留学生の状況」を紹介 

〈主な取組〉と事業例 

○海外都市との互恵的交流の促進 

・留学生など川崎にゆかりのある人材の積極的
な活用の検討 

○外国人市民の社会参画 

・留学生の国際交流活動への参画 

○グローバル人材の育成 

・留学生への本市の生活情報や魅力の提供 

●川崎市総合計画「かわさき 10 年戦略」(H28
～H37 年度) 

※留学生、外国人に関する特記なし 

・7 つの戦略のうち「みんなの心がつながるま
ち(成熟)」にシティプロモーション、ダイバー
シティ関連施策を含む 

横
浜
市 

国際局 

※H27.4 月設置、
政令市初 

●横浜市国際学生会館 

●横浜市国際交流協会 

◎横浜市内大学間学術・教育交
流協議会 

◇かながわ国際ファンクラブ(神
奈川県国際課) 

●横浜市国際戦略 
(H28.2～) 

 

・3 つの〈目標〉と 35 の〈想定事業内容〉、7 つの
〈重点的な取組事項〉、3 つの〈取組姿勢〉 

○3 つの〈目標〉 

1 海外から活力を取り込む 

2 より多様な考え方に触れる機会を増やし、新
たな価値を生み出す★ 

3 国際貢献を通じて、国際社会における評価を
獲得し、良好な関係を構築する 

・〈想定事業内容〉に留学生関連事業を含む 

・〈重点的な取組事項〉「横浜の更なるブランド
力強化に向けた国内外への発信」で留学生
を「広報パーソン」と位置付ける 

・欄外注記で留学生の現況について特記 

〈想定事業内容〉 

・市内学生の海外留学及び外国人留学生の支援 

●横浜市中期４か年計画 2014～2017「人も
企業も輝く横浜」(H26～H29/H32/H37 年度) 

・4 つの戦略を進める 3 つのポイントの 1 つに
「国際的なつながり」を上げる 

・36 の基本政策の 1 つ「グローバル都市横浜
の実現」(「横浜経済の活性化」分野)の中に
留学生施策を含む「多文化共生の取組」を
位置付ける 

 ●横浜市多文化共生ま
ちづくり指針「創造的社
会の実現に向けて」 
(H29.3～H32 年度) 

・3 つの〈施策の方向性〉、16 の〈施策の展開例〉 

○3 つの〈施策の方向性〉 

1 機会を創りだす★ 

2 おもてなし力を高める★ 

3 つながりを広げる 

・〈施策の展開例〉に留学生関連事業を含む 

・〈主要論点〉の「地域で暮らす外国人の活
躍」「急務となっている短期滞在者の受入環
境整備」の中で留学生に言及 

(施策の展開例) 

・留学生受入れ環境の向上と外国人の就業・起
業支援 

・外国人の目で見た地域の魅力の発見と発信 

 

 

図表 8 政令指定都市における留学生施策の位置付け 
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 所管部局 
関連機関、施設 

◎大学コンソーシアム◇ポータルサイト 
計画名 

（策定時期、計画期間） 
施策の体系 

★留学生施策を含む 
留学生施策の位置付け 関連施策・事業 

上位計画での位置付け 
（計画名、策定時期、計画期間） 

相
模
原
市 

総務局 

渉外部 

シティセールス・
親善交流課 

●相模原市国際交流協会 

●相模原国際交流ラウンジ 

●かながわ国際学生会館 

◎相模原・町田大学地域コンソ
ーシアム 

●さがみはら国際プラン
(改訂版)「世界に開か
れた地域社会をめざし
て」 

(H22.3、～H31 年度) 

・3 つの〈基本目標〉、7 つの〈施策の基本方
向〉、16 の〈施策〉、40 の〈主な事業〉 

・6 つの〈成果指標〉を設定 

○3 つの〈基本目標〉 

Ⅰ多文化共生のまちづくり 

Ⅱ国際交流・国際協力に参加できるまちづくり
★ 

Ⅲ国際化を推進するためのしくみづくり 

・〈施策の方向性〉「国際協力の推進」の〈施
策〉「国際協力活動の推進」の中に〈主な事
業〉として「留学生への支援」を位置付ける 

〈主な事業〉 

○留学生への支援 

・国際学生会館、大学との連携による情報提供 

・市民活動団体への支援 

●新・相模原市総合計画 
(H22～H31 年度） 

※留学生に関する記述なし 

・5 つの重点プロジェクトのうち「教育・文化プ
ロジェクト」の重点事業に「国際交流推進事
業」を、5 つの政策目標のうち「学びあい 人
と地域をはぐくむ教育・文化都市」の中に「国
際化の推進」を位置付ける 

 

新
潟
市 

観光・国際交流
部 

国際課 

●新潟市国際交流協会 

●新潟国際友好会館 

●新潟市国際化推進大
綱 2015「日本海拠点の
活力を世界とつなぐ、
創造交流都市をめざし
て」 

(H27.3～H34 年度) 

・5 つの〈取組〉と 46 の〈主な取り組み〉 

○5 つの〈取組〉 

Ⅰ対岸をはじめ世界の各都市との信頼を築く
「自治体外交」を展開 

Ⅱ多様な人々と文化が集う「交流と共生のまち
づくり」を推進★ 

Ⅲ世界の人々に向けて「新潟の魅力」を発信 

Ⅳ地域に貢献する市民の「草の根の力」を支援 

Ⅴ「海と空のみなとまち」の基盤を整備 

・施策区分「まちづくりへの参画と地域交流」
「外国籍市民への支援」の中に留学生関連
施策を含む 

〈取組Ⅱ〉の施策区分と〈主な取り組み〉 

○まちづくりへの参画と地域交流 

・留学生と地域住民の交流事業の実施 

・私費留学生を対象とした国民健康保険料助成
事業の実施 

○外国籍市民への支援 

・就労・起業支援 

●にいがた未来ビジョン 
(H27～H34 年度) 

・「日本海拠点の活力を世界とつなぐ、創造交
流都市」は 3 つの都市像の 1 つ、政策「世界
とつながる拠点」の「多文化共生の推進」の
中に留学生施策を位置付ける 

静
岡
市 

市民局 

男女参画・多文
化共生課 

●静岡市国際交流協会 

◎ふじのくに地域・大学コンソー
シアム(H26 設立) 

●静岡市多文化共生推
進計画 
(H27.3～H34 年度) 

・10 の〈基本目標〉を 3 つに区分、20 の〈施策の
方向性〉、35 の〈主な事業〉 

○〈基本目標〉の 3 区分 

1 ともに生きる 

2 ともに学ぶ★ 

3 ともに創る 

・〈基本目標〉「日本人住民への多文化共生の
理解促進」の〈施策の方向性〉「国際理解の
向上につながる活動の推進」の中に留学生
関連事業を含む 

〈施策の方向性〉と〈主な事業〉 

○「国際理解の向上につながる活動の推進 

・青少年国際親善交流事業（留学生とチャレンジ
体験） 

●第 3 次静岡市総合計画「みんなの力で創
る、静岡。」 (H27.3～H34 年度) 

※留学生に関する特記なし、 

・多文化共生は「市民自治」に位置づける 
観光交流文化局 

MICE・国際課 

浜
松
市 

企画調整部 

国際課 

●浜松市多文化共生センター 

●浜松市外国人学習支援センタ
ー 

●浜松市国際戦略プラ
ン 
(H26.3～H30 年度) 

 

 

・4 つの〈施策〉、14 の施策の方向性、42 の〈主
な取組〉、104 事業 

○4 つの〈施策〉 

1 都市ブランドの確立と発信 

2 交流拡大による地域の活性化★ 

3 海外諸都市や国際機関等との連携 

4 推進体制と人材育成 

・施策の方向性「海外の企業や人材等の呼び
込みと定着」の〈主な取組〉「人材の呼び込
みと定着」の中に留学生関連施策を含む 

〈主な取組〉 

○人材の呼び込みと定着 

・大学等と連携した海外からの留学生の受入拡
大 

・外国人留学生等を対象としたインターンシップや
企業とのマッチング支援 

●浜松市未来ビジョン・第 1 次推進プラン
(H27.3～H36 年度) 

※留学生に関する特記なし 

・多文化共生は「地方自治・都市経営」分野に
位置づけ 

  

 ●浜松市多文化共生都
市ビジョン 
(H25～H29 年度) 

・3 つの〈目指すべき方向性〉と〈施策の分野〉、
12 の施策と 28 の事業から成る〈取組の柱〉 

○3 つの〈施策の分野〉 

1 手を取り合い、ともに築くまち（協働） 

2 多様性を生かして発展するまち （創造）★ 

3 誰もが快適に暮らせるまち （安心） 

・施策「多様性を生かした地域の活性化(重点
施策)」の「グローバル人材を生かした産業
振興」の中に留学生関連施策を含む 

事業 

○グローバル人材を生かした産業振興 

・大学や県等と連携を深める中で地域の人材とし
ての留学生の活用を図る 

 

名
古
屋
市 

市長室 

国際交流課 

●名古屋国際センター 国際留
学生会館 

●愛知県留学生交流推進協議
会 

◇留学生支援ポータルサイト(愛
知県国際課) 

●第 2 次名古屋市多文
化共生推進プラン 
(H29.4～H33 年度) 

・3 つの〈施策方針〉、10 の〈基本施策〉、33 の
〈施策の方向〉、84 の〈施策を展開する事業〉 

○3 つの〈施策方針〉 

Ⅰ生活基盤づくり★ 

Ⅱ誰もが参画する地域づくり 

Ⅲ多様性を活かす社会づくり★ 

・〈基本施策〉「多様性を活かした都市の活性
化」の〈施策の方向〉の 1 つとして「留学生・
外国人材の能力を活かす場づくり」を位置付
けるほか、〈基本施策〈基本施策「労働」「地
域社会に対する意識啓発」に留学生関連事
業を含む 

〈施策の方向〉と〈施策を展開する事業〉 

○就職・就業環境の改善 

・外国人留学生就職フェアの開催 

・学生のための就職活動支援セミナー 

○留学生・外国人材の能力を活かす場づくり 

・国際留学生会館の運営 

・なごや留学生フレンドシップ事業 

・市立大学における留学生の受入・支援 

○多文化共生をテーマにした交流イベントの開催 

・留学生の区民祭りへの参加 

・外国人研究者・留学生と地域の交流 

●名古屋市総合計画 2018 
(H26～H30 年度) 

・4 つの都市像のうち「魅力と活力にあふれる
まち」の「国際的に開かれたまちづくりをすす
めます(国際貢献の推進」の中に留学生施
策を位置付け 

・「外国人留学生数」を成果指標に設定 

 

図表 8 政令指定都市における留学生施策の位置付け（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典）各都市の「国際交流」「多文化共生」分野の計画・指針等による 
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 所管部局 
関連機関、施設 

◎大学コンソーシアム◇ポータルサイト 
計画名 

（策定時期、計画期間） 
施策の体系 

★留学生施策を含む 
留学生施策の位置付け 関連施策・事業 

上位計画での位置付け 
（計画名、策定時期、計画期間） 

京
都
市 

総合企画局 

国際化推進室 

●京都市国際交流協会 

●留学生スタディ京都ネットワ
ーク 

◎大学コンソーシアム京都 

●京都市国際化推進プ
ラン〈改訂版〉「多文化
が息づくまちを目指し
て」(H26～H29 年度) 

※改訂時に「産業」「人
づくり」「留学生」「防
災」「多文化共生」の分
野について新規追加 

・3 つの〈目標〉、12 の〈推進する施策〉、55 の〈推
進項目〉、268 の〈主な実施事業〉 

○3 つの〈目標〉 

1 世界がときめくまち・京都 

2 世界とつながるまち・京都★ 

3 多文化が息づくまち・京都★ 

・〈推進する施策〉に「留学生が活躍するまち
づくり」「留学生に対する支援の充実」を位置
付ける 

・そのほか、〈推進する施策〉の「京都が持つ
多彩な魅力の向上」「多様な方法による情報
の受発信の強化」「京都の魅力を認識し、世
界に発信する人づくり」「青少年交流の促
進」「コミュニケーション支援」に留学生関連
事業を含む 

 

〈推進する施策〉と〈推進項目〉 ※主要 2 施策 

○留学生が活躍するまちづくり 

・留学生誘致の促進 

・市民との交流の促進 

・留学生が快適に暮らせるまちづくり 

・留学生を通じた海外とのネットワークづくり 

・留学生の就職支援の充実 

○生活支援―留学生に対する支援の充実 

・生活支援の充実 

・市民との交流の促進 

・知識と能力の積極的な活用 

・情報発信の充実 

●はばたけ未来へ！京（みやこ）プラン（京都
市基本計画）（第２期）(H23～32 年度) 

・11 の〈重点戦略〉のうち「未来の担い手育成
戦略」の〈重点プロジェクト〉の 1 つに「留学
生誘致の総合的な取組の推進」を位置付
け、〈共汗指標〉に「留学生数」を設定 

・そのほか「新産業創造戦略」「子どもを共に
育む戦略」に留学生関連施策を含む 

・「活性化」の政策分野「大学」で、10 年後に
目指す姿に「世界中から留学生が集まり、
国際社会で活躍する人材が育つまち」、推
進施策に「大学の国際化に向けた人材育成
と留学生の受入拡大」を上げる 

大
阪
市 

経済戦略局 

立地交流推進部 

(国際担当) 

■大阪国際交流センター 

◎大学コンソーシアム大阪 

 

●大阪都市魅力創造戦
略 2020「世界的な創造
都市、国際エンターテ
イメント都市へ加速」 
(H28.11～H32 年度) 

※府市共通、「大阪の
国際化戦略」を統合 

・10 の〈目指すべき都市像〉、4 つの政策分野 

○「国際化」分野の〈目指すべき都市像〉 

・世界で活躍できる「グローバル人材育成都市」
★ 

・出会いが新しい価値を生む「多様性都市」★ 

・〈施策の方向性〉に重点事業として「外国人
留学生の受入と定着支援」を位置付ける 

・「国際化」分野のＫＰI に「大阪で学ぶ留学生
数」「留学生が就職する全国の日本企業等
のうち、大阪の企業が占める割合」を設定 

・「国際」分野以外に、「文化」分野の「文化力
を活用した都市」に留学生関連施策を含む 

・「世界における大阪のプレゼンスの向上」の
ための政策に「外国人留学生の受入環境の
充実・強化」を位置付ける 

〈施策の方向性〉と〈主な取組み〉 

○外国人留学生の受入と定着支援 

・留学生の受入環境の充実および拡大 

・留学生の活躍機会の拡充 

・留学生の就職活動支援 

○企業における⾼度外国人材の積極的受入・活
用 

・外国人材の雇用を通じた企業のグローバル化 

○都市の魅力向上と新たな文化の創造 

・大阪文化の海外サポーターにつなげるため、海
外留学生に対し文化鑑賞機会の提供等 

●大阪の成長戦略※府市共通 
(H28.12 改訂～H32)  

・成長のための 5 つの源泉ごとの〈施策展開
の方向性〉のうち「人材力強化・活躍の場づ
くり」の「外国人高度専門人材の受入拡大」
の中に留学生関連政策を位置付け、〈進捗
状況を把握するための指標〉に「大阪府内
の留学生数」を設定 

・そのほか「成長を支えるセーフティネットの
整備と多様な人材が活躍できる場づくり」の
中で留学生に言及に言及 

市民局 

ダイバーシティ推
進室 

人権企画課 

 ●大阪市外国籍住民施
策基本指針 
(H16.3 改定) 

・3 つの〈目標〉、23 施策 

○3 つの〈目標〉 

1 外国籍住民の人権の尊重 

2 多文化共生社会の実現★ 

3 地域社会への参加 

・〈目標 2〉の施策の 1 つに「留学生の支援」を
位置付ける 

〈平成 27 年度および平成 28 年度の取組み〉 

○留学生の支援 

・留学生への支援事業(大阪国際交流センター) 

・留学生向け住宅供給(市住宅供給公社他) 

・留学生の受入れ・支援(市立大学) 

・外国人留学生との連携拡大及び起業支援 

 

堺
市 

文化観光局 

国際部 

国際課 

●大阪府国際交流財団 堺留
学生会館 

●堺市立国際交流プラザ 

◎南大阪地域大学コンソーシ
アム 

●堺市国際化推進プラ
ン「世界から堺へ・堺
から世界へ～ヒトとモ
ノが集う自由と自治の
国際都市をめざして
～」 
(H25.3 改訂、～H29 年
度) 

・3 つの〈柱〉、8 つの〈重点的取組〉、88 事業 

○3 つの〈柱〉 

1 ヒトとモノが集うまち★ 

2 多彩な都市とつながるまち★ 

3 多様な文化のあるまち 

・〈重点的取組〉「海外からの観光客誘致」「国
際的な人材の育成と国際理解の強化」の中
に留学生関連施策・事業を位置付ける 

〈重点事業、その他の市の関連事業〉 

○インバウンド推進事業 

・留学生と連携した情報発信 

○留学生支援事業 

●堺市マスタープラン「さかい未来・夢コンパ
ス」(H23～H32 年度) 

・7 つの〈基本政策〉のうち「まちの魅力向上
と、賑わいと交流のまちづくりを進めます」の
中に「国際交流・国際協力の推進と多文化
共生のまちづくり」を位置付ける 

神
戸
市 

市長室 

国際部 

国際課 

●神戸国際協力交流センター 

●神戸留学生会館 

●神戸市留学生奨学金 

●兵庫地域留学生交流推進会
議 

●兵庫・アジア太平洋大学間
交流ネットワーク(HUMAP) 

◎大学コンソーシアムひょうご
神戸 

●神戸市国際交流推進
大綱(H28.3～) 

・2 つの章、6 つの施策の方向性、23 の施策区
分 

○2 つの章 

1 相互利益・シティプロモーションにつなげる国
際交流★ 

2 在住外国人支援・多文化共生による地域の
国際化 

・施策の方向性「効果的なシティプロモーショ
ンを推進する」の中に留学生関連施策を位
置付けるほか、「相互利益型の国際交流を
推進する」の中でアフリカとの経済交流に関
連して留学生に言及 

 

施策の方向性と施策区分 

○効果的なシティプロモーションを推進する 

・留学生と連携した情報発信・シティセールス 

○相互利益型の国際交流を推進する 

・次代の基幹産業の育成及び起業・創業の支援 

●神戸 2020 ビジョン(H28～H32 年度) 

・6 つの〈基本的方向〉のうち「若者に魅力的
な仕事づくり」「若者を惹きつける魅力づく
り」の施策区分「人材の確保・育成」「大学等
の活性化」の中に留学生を含む「グローバ
ル人材の集積・育成」を位置付ける 

●神戸市国際戦略 
(H27.2～H29 年度) 

・3 つの〈基本方針〉と 12 の取組み、31 の取組み
内容 

○3 つの〈基本方針〉 

Ⅰ 相互利益型の都市間交流を推進する 

Ⅱ 効果的な海外へのシティプロモーションを推
進する★ 

Ⅲ 国際展開を支える人材を育成する 

・〈基本方針Ⅱ〉の新たな取組みとして「留学
生と連携した情報発信・シティセールス」を位
置付ける 

取組みと取組み内容 

○留学生と連携した情報発信・シティセールス 

 

岡
山
市 

市民局 

国際課 

●岡山市国際交流協議会 

●岡山県留学生交流推進協議
会 

◎大学コンソーシアム岡山 

●岡山市多文化共生社
会推進プラン「互いの
ちがいを認め、支え合
い共に築く 多文化共
生のまち 岡山を目指
して」 
（H26.4 改訂、～H30 年
度） 

・5つの〈柱〉、15の〈基本施策〉、52の〈具体的な
施策〉 

○5 つの〈柱〉 

ア コミュニケーション支援 

イ 生活支援 

ウ 多文化共生の地域づくり★ 

エ 外国人市民の社会参加の促進 

オ 多文化共生の推進体制の整備 

・〈基本施策〉「地域社会に対する意識啓発」
の〈具体的な施策〉「多文化共生に関わる人
材育成」で留学生に言及 

・プランの推進主体「学校」に関連して、国際
交流の担い手としての留学生に言及 

〈具体的な施策〉 

○多文化共生に関わる人材育成 

・留学生や研修生との連携を進める 

●岡山市第六次総合計画(H29.3、前期～
H32 年度・後期～H37 年度) 

・3 つの将来都市像のうち「子育て・教育都
市」の基本方向「理解を深め合い、ともに築
く市民主体のまちづくり」の中に国際化施策
(「国際的に開かれた多文化共生のまちづく
り」)を位置付け 

※留学生に特化した記載なし、分野別計画と
して推進プランを位置付け 

 

図表 8 政令指定都市における留学生施策の位置付け（続き） 
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 所管部局 
関連機関、施設 

◎大学コンソーシアム◇ポータルサイト 
計画名 

（策定時期、計画期間） 
施策の体系 

★留学生施策を含む 
留学生施策の位置付け 関連施策・事業 

上位計画での位置付け 
（計画名、策定時期、計画期間） 

広
島
市 

市民局 

人権啓発部 

人権啓発課 

(多文化共生担当) 

●広島市留学生会館 

●ひろしま国際センター 

●広島県留学生活躍支援セン
ター 

●広島市多文化共生の
まちづくり推進指針「互
いに認め合い共に生き
ていくまちづくりを目指
して」(H26.4 改訂) 

 

・2 つの〈目標〉と 4 つの〈取組みの視点〉に基づ
き、4 つの施策と 57 の今後の取組み 

○4 つの施策 

1 生活関連情報の周知と相談体制の整備 

2 生活支援･行政サービスの提供と教育に関す
る支援★ 

3 人権教育・啓発の推進 

4 外国人市民の社会参画の促進と共生意識の
高揚★ 

・2つの施策に「留学生支援」のカテゴリーを設
ける 

〈今後の取組み〉※内容は略記 

○生活支援･行政サービスの提供と教育に関す
る支援 

・留学生の居住支援 

・「ひろしま留学生基金」を活用した生活支援など 

・生活相談や就職支援セミナーの実施など 

○外国人市民の社会参画の促進と共生意識の
高揚 

・日本語と生活習慣・文化を学習できる機会を拡
充 

・留学生と地域住民との交流機会を拡充 

●第 5 次広島市基本計画 
(H21.10～H32 年度) 

・9 つの分野別計画のうち「千客万来の都市
の実現」の「国際交流・国際協力、多文化共
生のまちづくりの推進」の中にて留学生施策
を位置付ける 

市民局 

国際平和推進部 

国際交流課 

 

北
九
州
市 

総務企画局 

国際政策課 

●北九州市留学生支援ネット
ワーク（FORSNET）(※H27.2
設置) 

●北九州市国際政策推
進大綱 2016 

(H28.1、～H32 年度) 

・3 つの〈基本方針〉、12 の〈施策の方向性〉、27
の〈主要施策〉、118 の具体的施策 

○3 つの〈基本方針〉 

Ⅰ地域の活力を生み出す国際競争力の強化★ 

Ⅱアジアの発展に貢献する国際協力の推進 

Ⅲ多様性が力となる多文化共生の推進★ 

・〈施策の方向性〉「外国人市民に魅力ある生
活環境の充実」の〈主要施策〉に「留学生が
能力を発揮して活躍できる環境づくり」を位
置付ける 

・そのほか、〈施策の方向性〉「国際競争力の
ある産業の振興」「外国人市民が安全・安心
に暮らせるまちづくり」「日本人・外国人市民
の相互理解促進」「官民の協働・連携により
活力を生み出す推進体制の構築」に留学生
関連施策を含む 

〈主要施策〉と〈具体的施策〉 

○地域の国際競争力を高める基盤強化 

・留学生などの海外高度人材の活用に向けた支
援 

○留学生が能力を発揮して活躍できる環境づくり 

・留学生支援体制の充実 

・留学生への生活支援 

・留学生など海外人材の活用促進 

○多言語などによる効果的な情報提供の推進 

・大学の留学生担当者や企業の人事担当者を通
じた情報提供の推進 

○外国人市民の文化・母語への尊重の促進 

・多様な文化を紹介する機会の提供 

○多文化共生社会の実現に向けた体制づくり 

・国・県・大学などとの連携 

●「元気発進！北九州」プラン」基本計画
(H25.12 改訂～H32 年度) 

・総論では、「人づくり-産業・環境分野の人材
育成」、「暮らしづくり-人権文化のまちづくり
と多文化共生」、「北九州ブランドの創造-都
市ブランドの構築」と関連して留学生施策に
言及 

・分野別計画では、7 つの分野のうち「人を育
てる」の「地域活性化のための人材育成」、
「きずなを結ぶ」の「多文化共生の推進」の
中に留学生関連施策を位置付け 

福
岡
市 

総務企画局 

国際部 

●福岡よかトピア国際交流財
団 

●福岡市国際会館 留学生寮 

●福岡県留学生サポートセン
ター(FiSSC) 

●福岡地域留学生交流推進協
議会(九州大学) 

●福岡県留学生会（FOSA） 

●福岡市国際化推進計
画(H15.6) 

※リンク切れ・内容確認
不可 

― ― ― 

●第 9 次福岡市基本計画(H25～H34 年度) 

・8 つの〈分野別目標〉のうち「創造的活動が
活発で、多様な人材が新しい価値を生み出
している」の施策「大学や専門学校などの高
等教育機関の機能強化」の中に留学生施策
を位置付け 

●福岡市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

・「活力につながる人材の還流・定着等」の中
に留学生支援・ネットワーク構築事業を位置
付ける 

熊
本
市 

市民生活局 

文化生活部 

文化国際課 

●熊本市国際交流振興事業団 

●熊本市国際交流会館 国際
交流サポートセンター 

●熊本留学生交流推進会議 

大学コンソーシアム熊本 

◇くまもと留学生ネットワーク
(大学コンソーシアム熊本) 

●熊本市国際化指針 

「世界に開かれた活力
ある都市をめざして」
(H22.3～) 

・2 つの〈方針〉、6 つの〈目標〉、40 の〈主な取り
組みの例〉 

○2 つの〈方針〉 

1 市民主体の多彩な国際活動を通じ活気あふ
れるまちをつくる 

2 外国人にも暮らしやすい多文化共生のまちを
つくる 

・〈目標〉「市民との協働による国際交流・協力
の推進」「外国人市民への支援」「市民の異
文化理解の推進」の中に留学生関連施策を
含む 

〈目標〉と〈主な取り組みの例〉 

○市民との協働による国際交流・協力の推進 

・海外からの留学生・研究員や実習生などを積極
的に受け入れる 

○外国人市民への支援 

・関係機関、民間事業者及び行政が連携し、外
国人や外国人留学生などを対象にしたインター
ンシップ制度の充実を図る 

・仕事に就くうえで必要な知識を習得する機会を
提供し、留学生の就労を支援する 

○市民の異文化理解の推進 

・学校教育の場において、留学生や外国人市民
などと直接触れ合う授業やワークショップなどを
実施し、学習・体験活動の機会の充実を図る 

●熊本市第７次総合計画 
(H28～H35 年度) 

・8つの分野別施策の1つ「経済の発展と熊本
の魅力の創造・発信」で、〈施策の目標〉を
「交流人口の増加」、〈事業展開の基本方
針〉を「国際社会への対応」とする〈主な事
業〉「地域国際化の推進」の中に留学生施策
を位置付け 

観光文化交流局 

シティプロモーシ
ョン課 

国際室 

 ●熊本市東アジア戦略 
「熊本市の存在感を示
し、東アジアから選ば
れる都市になる！」 

(H26.12 改訂、～H30 年
度) 

 

・4 つの〈チャレンジ〉、10 の〈チャレンジ方針〉、
34 の〈主な取り組み〉 

○4 つの〈チャレンジ〉 

1 東アジアに熊本市の存在感を示す都市ブラ
ンドの確立と観光振興・ＭＩＣＥ誘致 

2 東アジアと連携した学術都市づくり★ 

3 東アジアとのビジネスの促進 

4 東アジアの中の環境先進都市の実現 

 

・〈チャレンジ方針〉の 1 つに「東アジアから留
学生等が集まるための情報発信と受け皿づ
くり」を位置付け、〈成果指標〉に「東アジア諸
国から本市内の大学への留学生数」「東アジ
ア諸国の大学と本市内の大学間等の連携協
定数」を設定 

・そのほか、〈チャレンジ方針 3〉の現況と課題
で留学生に言及、〈チャレンジ方針 4〉で研修
生の受入件数を成果指標に設定 

〈チャレンジ方針〉と〈主な取り組み(※略記)〉 

○東アジアから留学生等が集まるための情報発
信と受け皿づくり 

・アセアン諸国をターゲットとした情報発信 

・交流都市等の学生の相互派遣や交流の促進 

・留学生ワンストップ窓口の設置、生活面での支
援、留学生を通じた新たな交流の創出 

・インターンシップの受入、就職活動の支援 

 

 

図表 8 政令指定都市における留学生施策の位置付け（続き） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
6 



17 

 なお、図表 7 は、各種統計・調査から「外国人留学生数」を含め、在留外国人数や外国

人宿泊旅行者数、国際会議外国人参加者数等、国際人流関連の主要指標をまとめたもので、

ある種の「国際化」の度合いを見ることができる表となっている。高等教育機関における

留学生の割合、国際会議への外国人参加者数では横浜市がそれぞれ最高値を示しており、

留学生総数、外国人留学生受入校数（大学・短大等）、高等教育機関留学生数等では京都市、

在留外国人数や専修学校・日本語学校の留学生数・同受入校数、外国人宿泊旅行者数では

大阪市がそれぞれ最高値を示している。 

 

 次に、政令指定都市における留学生支援施策について概観する。 

 図表 8 は、政令市 20 都市の「国際交流」「多文化共生」分野の計画・指針等を抽出し、

特に留学生施策の位置づけや施策・事業についてまとめたものである。ここでは、外国人

留学生総数の多い上位都市から、次章で詳述する京都市を除く、横浜、名古屋、大阪、神

戸、福岡の各都市について概観する。 

 留学生に関する政策は、政令市全般では、市長部局や市民部局、観光部局等で所管する

ところが多い中で、横浜市は政令市初の「国際局」が所管している。政令市で第 6 位の約

5,500人の留学生が暮らす横浜市であるが、国際交流機関・施設も比較的充実している。「横

浜市国際戦略」を 2016（平成 28）年に策定し、そこでは①海外から活力を取り込む、②よ

り多様な考え方に触れる機会を増やし、新たな価値を生み出す、③国際貢献を通じて、国

際社会における評価を獲得し、良好な関係を構築するという 3 つの目標を掲げる。特に①

は「30 万人計画」の考え方と符合した考え方である。特記すべきは「重点的な取組事項」

の中に「横浜の更なるブランド力強化に向けた国内外への発信」で留学生を「広報パーソ

ン」と位置づけていることである。また、市内学生の海外留学支援とともに、外国人留学

生の支援も掲げている。一方、多文化共生まちづくり指針として「創造的社会の実現に向

けて」を策定し、留学生受入れ環境の向上と外国人の就業・起業の支援や外国人の目で見

た地域の魅力の発見・発信事業など、「内なる国際化」への支援も怠りなく実施していると

ころが横浜市らしいとも言える。 

 名古屋市では、市長室国際交流課が留学生政策を所管する。名古屋国際センターは、政

令市ではいち早く開設され、国際交流や国際会議の数多くの実績を誇る機関・施設である。

留学生施策は、現在計画期間にある「多文化共生推進プラン」という「内なる国際化」の

脈絡で位置づけられ、①生活基盤づくり、②誰もが参画する地域づくり、③多様性を活か

す社会づくり、という 3つの「施策方針」の中に留学生施策が組み込まれている。特に「基

本施策／多様性を活かした都市の活性化」の「施策の方向」に「就職・就業環境の改善」、

「留学生・外国人材の能力を活かす場づくり」、「多文化共生をテーマにした交流イベント

の開催」を掲げ、それぞれ具体的な施策・事業を実施している。「就職・就業環境の改善」

の外国人留学生を国内企業にマッチングさせるフェアの開催などは、時流に添った事業で

あろう。 

 大阪市は、もともと市長室にあった国際担当が経済戦略局に移り、留学生施策を所管し
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ている。府市協調による「大阪都市魅力創造戦略 2020」には、国際化分野の「目指すべき

都市像」に「世界で活躍できる・グローバル人材育成都市」と「出会いが新しい価値を生

む・多様性都市」を掲げ、「施策の方向性」に重点事業「外国人留学生の受入と定着支援」、

「企業における高度外国人材の積極的受入・活用」、「都市の魅力向上と新たな文化の創造」

を位置づけ、それぞれの下で受入環境の整備や活躍機会拡充、就職活動支援といったさま

ざまな留学生のための取組みを行っている。「国際」分野以外にも「文化力を活用した都市」

や「世界におけるプレゼンス向上」の脈絡でも留学生支援が位置付けられているのが特徴

的と言える。また、大阪市としてはもともと「大阪市外国籍住民施策基本指針」を策定し、

「多文化共生社会の実現」を「目標」の 1 つに掲げており、かねてより在留外国人が多く

暮らす都市として「共生」に向けた取組みがなされている。「都市魅力創造」と「多文化共

生」の両面から留学生支援に取り組まれている。 

 神戸市は、市長室国際課が留学生施策の所管である。神戸市も古くから外国公館等が立

地し、多様な国の外国人が定住する都市として知られている。ただし外国人留学生数は約

6,400 人で、政令市の中で第 4 位であることは先に見たとおりである。「神戸市国際交流推

進大綱」の 2 つの章「相互利益・シティプロモーションにつなげる国際交流」と「在住外

国人支援・多文化共生による地域の国際化」の中に留学生施策が位置付けられている。「相

互利益型の国際交流」という考え方が特徴的で、文化交流にとどまらず経済・産業交流等

も含めた国際交流を展開すると解することができる。また「神戸市国際戦略」の 3 つの基

本方針の 1 つに「効果的な海外へのシティプロモーションを推進する」にも留学生施策が

入っており、シティプロモーションの一環として留学生との連携が謳われていることも神

戸市の特徴の 1つであろう。 

 福岡市における留学生施策は、総務企画局国際部が所管する。かつては「福岡市国際化

推進計画」のもとに位置づけられていたが、現在は個別計画は存在しないと推測され、上

位の「第 9次福岡市基本計画」に関連記述が見られる。8つの「分野別目標」のうち「創造

的活動が活発で、多様な人材が新しい価値を生み出している」の施策「大学や専門学校な

どの高等教育機関の機能強化」の中に留学生施策がある。また、「福岡市まち・ひと・しご

と創生戦略」には、「活力につながる人材の還流・定着等」の中に留学生支援・ネットワー

ク構築事業が位置付けられている。政令市では、京都市に次いで「大学・短大等」の留学

生数が第 2 位（全体数では第 3 位）で一定の留学生が暮らす都市であることもあって、市

のホームページ等からはさまざまな留学生施策・事業が実施されていることがうかがえる。 

 以上、主要な政令市の留学生施策・事業を見たが、留学生の快適な生活環境や多文化共

生環境の充実といった基礎的基盤整備にとどまらず、地元企業とのマッチングを通じた就

職斡旋、定住までを行政が支援するとともに、さらには国際交流やシティプロモーション

等、都市活力の維持・向上にまで留学生を活用しようというのが、近年における大都市の

留学生施策であると考えることができる。 
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２. 京都市内大学と京都市における留学生支援制度の現状と課題 

 

（１）京都市内の大学の留学生受入れの現状 

 京都市の留学生数は、先の図表 4 に見たように、全体で約 1 万 300 人を数え、政令指定

都市の中では最も多い都市となっている。まさに「大学のまち・京都」である。受入機関

別の内訳は「大学・短大等」が 7,800 人、「専修学校」が 200 人、「日本語学校」が 2,200

人である（いずれも概数）。先の政令市比較で見たように、「大学・短大等」での受入れが

多く、「専修学校」の受入れが少ないのが京都市の特徴であった。 

 京都市内の 10人以上の留学生を受け入れた具体的な受入機関は、図表 9に示すとおりで

ある。大学・短大・高専では、10人以上受け入れている学校が 23校あり、その中で 100名

以上受け入れているところが 11校ある。この大規模な数を受入れている大学の多さは京都

ならではであり、やはり政令市の中では断トツの 1 位である。また、全国での受入数上位

30校の中にも、京都大学、立命館大学、同志社大学の 3校が入っている。平成 28年度の統

計では、京都市内で京都大学が最も多く 2,009 人、続いて立命館大学 1,860 人、同志社大

学 1,421 人となっている。（なお平成 29 年度は、立命館大学が京都大学を抜いて最も多く

なった。）京都市内の専修学校の受入数は、全体で 200人程度の数であり、個々の学校が小

規模に受け入れていると思われる。日本語学校等も一定数が市内に立地しており、中には

留学生を 100人以上受け入れている学校が 8校ある。 

 

図表 9 10人以上留学生を受け入れている機関一覧（平成 28 年 5月 1日現在） 

校種別 校 名    ●は 100 名以上受入校 

 
大学・ 

短大・高専 

 

★は全国で

の上位30 校 

★京都大学（2,009人） ・京都教育大学  
●京都工芸繊維大学 ・京都市立芸術大学   
・京都府立大学 ・大谷大学  
●京都外国語大学 ・京都薬科大学  
★同志社大学（1,421人） ・京都ノートルダム女子大学  
・花園大学 ・佛教大学 
★立命館大学（1,860人） ●龍谷大学  
●京都産業大学・京都橘大学 ●京都学園大学  
●京都精華大学 ●京都造形芸術大学  
・平安女学院大学 ・京都嵯峨芸術大学 
●京都情報大学院大学 ・京都経済短期大学 

 

専修学校 

・京都コンピュータ学院鴨川校京都日本語研修センター 
・京都芸術デザイン専門学校 ・京都ＹＭＣＡ国際福祉専門学校 
・京都コンピュータ学院京都駅前校 ・京都外国語専門学校 

 

日本語学校
他 

・聯学院京都校 ●関西語言学院  
●京都国際アカデミー ●京都文化日本語学校  
●京都民際日本語学校 ・(公財)京都日本語教育センター京都日本語学校 
●ＪＣＬ外国語学院 ●日本語センター  
・京都励学国際学院 ・京都秋月学園  
●学校法人 国際学友会 日本語学校 ●活学書院  
・京進ランゲージアカデミー京都駅前校 ・日本国際語学アカデミー 京都校 

（出典）日本学生支援機構（JASSO）「留学生調査」の結果による。 
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 因みに、留学生総数で京都市に次いで第 2位の大阪市は、100人以上受け入れている機関

数は、大学・短大等で 3 校、専修学校で 10 校、日本語学校等で 17 校となっており、京都

市とはかなり状況が異なっている。各機関における留学生受入れの伸び率を考えると、伸

び率著しい専修学校や日本語学校が数多く立地する大阪市が、いずれ京都市を抜くことも

予測される。 

 

 市内の各大学がどういう支援制度や留学生向けのコースを整備しているかを一覧したも

のが、図表 10である。まず留学生宿舎として学生寮や大学が借り上げている住宅の有無か

ら、奨学金・授業料減免制度の有無、英語での学位取得可能な学部・研究科等についてま

で簡単にまとめた。奨学金等の制度はほとんどの大学が整備しているが、学生寮等はすべ

ての大学が整備しているわけではない。イスラムの学生に対応できる体制や短期プログラ

ムなどを整えている大学はまだ少数である。 

 同志社大学を例にあげると、2017（平成 29）年現在、世界 85カ国から計 1,491名の留学

生を受け入れており、市内の大学で第 3 位の留学生数である。同志社大学では、交換留学

制度や海外の大学との提携、宿舎・奨学金等の支援制度は他大学以上に充実させた上で、

留学生対応として、特に以下 3つの特徴的施策をあげることができる。 

 まず 2011（平成 23）年度より「国際教育インスティテュート」という英語で教授される

科目のみで学位を取得できるカリキュラムを開設している。留学生と日本人学生が文系 6

学部を横断して学ぶ独自のカリキュラムである。次に「グローバル教育センター」が留学

生の受入機関となる。留学生と日本人学生を対象に、世界の中の日本を理解することを目

的とした全学共通教養教育科目を英語で提供する。講義や討論、レポート・試験はすべて

英語で行う。200近い海外の協定大学から交換留学生を受け入れるとともに、グローバルな

キャリアを視野に入れる日本人学生がグループワーク等の対話型授業で共に学ぶのである。

そして最後は「日本語・日本文化教育センター」を設置していることで、センターではす

べての外国人留学生に日本語と日本文化を教授するためのさまざまな科目を提供し、フィ

ールドワークや体験学習を盛り込んだ授業を実施するとともに、留学生の受入支援、生活

支援等を行っている。 

 このように、市内の大学では、留学生受入のためにさまざまな施策を講じている。ヒア

リング調査を行った学識経験者の指摘にもあるように、留学生の受入・支援・定着には、

英語による教授や日本語教育、宿舎の整備、日本企業への就職等の課題がある。特に「宿

舎」の問題が大きいという指摘もあった。したがって、現在「グローバル化」が大学の喫

緊の課題となっているとは言え、一気に多くの留学生を受け入れることが可能な大学はむ

しろ少数と言えるかも知れない。 

 留学生の本分は学問・研究であり、留学の最も大きな契機となるのは、第一に自らが学

びたい研究分野に関するカリキュラムや指導教員の存在である。また、奨学金制度の有無

や快適な学習環境・生活環境も主要な契機となる。多くの大学を擁する京都市において、

今後も留学生が増え続けるかどうかは留学生を受け入れる大学・短大の方針によるところ
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が大きい。何より我が国政府の方針が増減を大きく左右することは先に見たとおりである。。

したがって、京都市としては、縁あって京都にやって来た留学生が、学ぶことに集中でき、

快適に暮らせる生活環境等の充実で満足度を高めるような、「質の向上」という方向性での

施策を展開すべきであろう。 

 

図表 10 京都市内の大学・短期大学等の留学生支援制度・コース等一覧（2018年度、STUDY KYOYO 加盟校） 

大学 

(参考) 
H28 

留学生
受入数 

入学 

時期  

設備・条件 
英語での学
位取得可能
な学部名 

英語での学位 

取得可能な研究科名 
学生寮 

・借上
住宅  

奨学金 

・授業料
減免  

イスラム

学生 
対応  

短期 
プログラム  

留学生
別科  

佛教大学 63 4 月 ◯ ◯ 
   

    

同志社大学 1,421 4,9 月 ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

The Institute 
for the Liberal 
Arts 

Global MBA Course / Master's Degree 
Program, Global Business and 
Management Studies, Graduate School 
of Global Studies,International Science 
and Technology Course 

同志社女子大学 ― 4 月 ◯ ◯ 
 

◯ 
 

    

平安女学院大学 27 4 月 
 

◯ 
   

    

京都文教大学 ― 4 月 
     

    

京都市立芸術大学 41 4 月 
 

◯ 
   

    

京都学園大学 184 4,9 月  ◯      

京都工芸繊維大学 217 4,10 月 ◯ ◯ 
   

  
Graduate School of Science and 
Technology 

京都看護大学 ― 4 月 
 

◯ 
   

    

京都光華女子大学・同

短期部 
― 4 月 

 
◯ 

   
    

京都ノートルダム女子大学 45 4 月 ◯ ◯ 
   

    

京都薬科大学 11 4,10 月 
 

◯ 
   

  Pharmacy,Pharmaceutical Sciences 

京都府立大学 33 4 月 ◯ ◯ 
   

    

京都府立医科大学 ― 4 月 
     

    

京都産業大学 196 4 月 ◯ ◯ 
   

  Biostudies 

京都精華大学 244 4 月 ◯ ◯ 
   

    

京都橘大学 21 4 月 
 

◯ 
   

    

京都大学 2,009 4,10 月 ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

Engineering 

Economics, Science, Medicine, 
Engineering, Agriculture, Energy Science, 
Informatics, Biostudies, Global 
Environmental Studies, Management 

京都造形芸術大学 250 4 月 
 

◯ 
 

◯ 
 

    

京都教育大学 33 4,10 月 ◯ ◯ 
   

    

京都外国語大学・短期 209 4,10 月 ◯ ◯ ◯ 
 

◯     

京都女子大学 ― 4 月 ◯ 
  

◯ 
 

    

嵯峨美術大学・同短期 16 4 月 
 

◯ 
 

◯ 
 

    

立命館大学 1,860 4,10 月 ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

College of 
Policy 
Science,Colle
ge of 
International 
Relations,Bac
helor of 
Engineering 

Graduate School of Policy 
Science,Graduate School of International 
Relations,Graduate School of Science 
and Engineering,Graduate School of Life 
Sciences, Graduate School of 
Information Science and Engineering, 
Doctor of Philosophy in Technology 
Management, Graduate School of 
Economics 

龍谷大学・短期部 408 4,9 月 ◯ ◯ ◯ 
 

◯     

※留学生受入数は平成 28年度 JASSO調査による。10人以上受入校のみ。 

（出典）STUDY KYOYOホームページ「学校詳細」による。(最終参照：平成 28年 11月 14日) 
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（２）京都市の留学生施策の現状と課題 

 京都市は「大学のまち」として、かねてより他の大都市に先駆けて大学、学生、若者と

ともに留学生を対象としたさまざまな施策・事業を展開してきた。留学生政策の所管は総

合企画局国際化推進室、当該計画は「京都市国際化推進プラン（改訂版）～多文化が息づ

くまちを目指して」である。まず何よりこの「推進プラン」の上位にある基本計画「はば

たけ未来へ!京プラン」に明確に留学生施策を位置づけていることが京都市の基本認識を表

しており、京都市の大きな特徴である（図表 11）。 

 そこでは「めざす 10年後の姿」の 1つに「世界中から留学生が集まり、国際社会で活躍

する人材が育つまち」を掲げ、その推進施策に「大学の国際化に向けた人材育成と留学生

の受入拡大」、現在計画期間中である後期実施計画の「重点プロジェクト」の 1つにも「留

学生誘致の総合的な取組の推進」を掲げている。 

 2014（平成 26）年に策定（改訂）された「国際化推進プラン」は、国際化の基本的な考

え方として、「市民や来訪者がより心豊かに暮らせる社会の実現」、「世界の中の京都として

の発展」、「平和で持続可能な世界の実現に向けた貢献」の 3 つを示し、国際化の「目標」

として、「世界がときめくまち～世界の人びとをひきよせる「おもてなし」のまち・京都の

魅力の向上と発信」、「世界とつながるまち～市民主体の国際交流・国際協力の推進」、「多

文化が息づくまち～外国籍市民をはじめとするすべての人々が暮らしやすく、活躍できる

まちづくりの推進」の 3 つの都市像を掲げている。いわば、観光、国際交流・協力、多文

化共生という 3 つの政策テーマを総合して「国際化」を推し進めるとしている。この「目

標」の下に 12の「推進する施策」、55の「推進項目」、268の「主な実施事業」が位置づけ

られている。 

 その中で留学生施策に関しては、「推進する施策」の 1つに新規施策として「留学生が活

躍するまちづくり」を掲げ、①留学生誘致の促進、②市民との交流の促進、③留学生が快

適に暮らせるまちづくり、④留学生を通じた海外とのネットワークづくり、⑤留学生就職

支援の充実、の 5 つを位置づけている。そこでは「留学生 1 万人を早期に達成」という目

標も掲げられているが、すでに達成した。また、「多文化が息づくまち」の脈絡で「生活支

援」の 1 つに「留学生に対する支援の充実」があがっている。そこには、①生活支援の充

実、②市民との交流の促進、③知識と能力の積極的な活用、④情報発信の充実、の 4 つの

施策があがっており、特に④情報発信の充実は「新規項目」とされ、改定にあたって取り

上げられた項目である。本調査研究の問題意識に関わるテーマとしては、「留学生にとって

役に立つ情報を一元的に取りまとめたホームページなどの活用により、生活に役立つ情報

の提供や、文化施設等への優待入場、文化体験・交流会への参加、さらには就職や社会参

加への支援等に関する情報発信に努め」るとあり、おおいに期待したい。 

 さらに、1993（平成 5）年より始められた先駆的な大学ネットワーク事業である「（公・

財）大学コンソーシアム京都」が取り組む「大学のまち京都・学生のまち京都推進計画」

においても、多彩な留学生支援施策が展開されている。 
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図表 11 基本計画等における留学生施策に関する主な記載内容 

計画名 留学生施策の方向性 推進施策 

は ば た け 未 来
へ ！ 京 プ ラ ン
（第 2 期） 
2011～2020 

【政策分野 11】 
大学～大学の集
積が都市の活力
を支え高めるま
ちをめざす～ 

【みんなでめざす 10 年後の姿】2 世界中から留学
生が集まり、国際社会で活躍する人材が育つまち 

世界中に京都のまちや大学の魅力が発信され、
高度な教育研究機能に加え、生活環境が充実し
ていることから、世界中から留学生や研究者が集
まっている。これにより、大学を通じた国際交流が
広がり、国内外の若者が歴史的・文化的環境を楽
しみながら切磋琢磨し、国際社会で活躍する、京
都大好きな人材が育っている。 

【推進施策】 

2 大学の国際化に向けた人材育成と留学
生の受入拡大 

後期実施計画 

2016-2020 

【重点戦略】 
夢と希望がもて
る「未来の担い
手育成戦略」 

 

【重点プロジェクト】4 留学生誘致の総合的な取
組の推進 

世界の学生が憧れる「大学のまち京都・学生のま
ち京都」を目指し、本市独自の取組に加え、オー
ル京都で留学生の誘致・支援を進めるために設
立した留学生スタディ京都ネットワークを軸に、留
学生が快適に学べる環境づくりを総合的に進め、
留学先としての京都の魅力向上を図る。 

【主な共汗指標】留学生数：15,000 人（H32 年度） 

(1)外国人留学生誘致、生活支援、就職支
援の充実 

(2)民間住宅等の空き家活用や市営住宅
における受入促進による留学生の住 

居確保への支援 

(3)来日直後の留学生の暮らしを支援する
ウェルカム・パッケージの実施 
 

京都市国際化推
進プラン改訂版 
2014～2017 

【推進する施策】 
2 世界とつなが
る ま ち・ 京 都 ～
市民主体の国際
交流・国際協力
の推進～ 
 

(5)留学生が活躍するまちづくり〈新規〉 

京都に多くの留学生が集い、学び、遊ぶことを通
じて日本の学生、青少年、地域住民との異文化交
流が進むことは、大学自体の活性化にとどまるこ
となく、市民の異文化に対する理解やまちの活性
化にも大きく寄与します。さらに、留学生が将来的
に京都ファンとなって帰国することは京都にとって
大きな財産であり、海外における京都の魅力発信
にもつながるという点で大変重要です。 
一人でも多くの留学生に京都に来ていただき、市
民との様々な交流活動への参加、母国とのネット
ワークづくりなどを通して、留学生が活躍できるま
ちづくりに取り組みます。 

【推進項目】 

①留学生誘致の促進(3 事業) 

②市民との交流の促進(4 事業) 

③留学生が快適に暮らせるまちづくり(4 事
業) 

④留学生を通じた海外とのネットワークづ
くり(1 事業) 

⑤留学生の就職支援の充実(1 事業) 

大 学 の ま ち 京
都・学生のまち
京都推進計画 
2014-2018 

【施策の推進】 
2 大学・学生の
国際化の推進 

【まちの将来像】グローバルな視野を持った人財
が集い、育つまち 

世界中の学生・研究者が集い、訪れた学生・研究
者が優れた教育研究環境のもと切磋琢磨し、地
域のとのふれあいや多文化交流を通じて充実し
た大学・研究生活を過ごすことで、京都を愛し、将
来にわたって京都で、そして世界と京都を結んで
活躍する人財が育つまちを目指します。 
また、海外からの留学生・研究者との交流や海外
留学などを通じて、このまちで学ぶ学生が、グロ
ーバルな視野を持った人財として育つまちを目指
します 

【リーディング施策】 

(1)「京都を知ろう」留学生に向けた海外へ
の広報(4 事業) 

(2)「京都に触れよう」大学のまち京都の魅
力を体感できる短期留学受入の実施(2
事業) 

(3)「世界を見よう」京都で学ぶ学生の海外
留学派遣の強化(3 事業) 

【推進施策】 

(1)留学生支援機能の強化 

(2)留学生などに住みよいまちづくり(5 事
業) 

(3)留学生の進路・社会進出の支援 

(4)大学職員の国際化の支援 

(5)海外との学術教育研究の交流促進 

6 プロモーション
戦略の強化 

【方針】「大学のまち京都・学生のまち京都」の効
果的な発信 

・・・様々な主体に対して、まちの魅力と多様な大
学集積を効果的にプロモーションし、日本はもちろ
ん、世界中に「大学のまち京都・学生のまち京都」
を発信します。 

【推進施策】 

(2)現役・OB の学生・留学生などによる京
都生活の発信 
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 図表 12は、近年の京都市の主な留学生関連施策を取りまとめたものである。 

 短期留学受入事業や「留学生スタディ京都ネットワーク」などは京都市と大学コンソー

シアム京都等が共同で、そして、留学生の就職支援・マッチング事業や、留学生の生活支

援の推進、次代の京都を担う人財の育成事業などはＮＰО法人グローカル人材開発センタ

ー等と共同で取り組むなど、官民連携により多彩な事業を展開している。 

 特に注目すべきは、「留学生スタディ京都ネットワーク」は、2015（平成 27）年度から大

学コンソーシアムが運営する事業で、留学生の誘致、受入体制の整備、留学生の知識・経

験を地域の国際化や活性化に活かすための仕組みづくりをオール京都で推進し、「大学のま

ち・学生のまち」としての魅力向上を図るため、加盟大学や企業、関係業界団体等ととも

に運営にあたっている。2017（平成 29）年 11 月現在、98 機関が加盟している。例えば、

京都留学の総合ポータルサイトの運営や留学生ＰＲチームの運営、海外での京都留学フェ

ア等の開催、留学生向け有給インターンシップの実施など、幅広い事業に取り組んでいる。 

 しかし、そこには「海外での留学フェア」とあるが、中国人留学生へのヒアリングにあ

るように、中国国内の、特に高校生における京都の大学の知名度は低く、京都の多様な大

学の存在を知らしめるようなＰＲ施策が必要ではないかという指摘に耳を傾ける必要があ

ると思われる。 

 また、留学生の就職支援・マッチング事業は、留学生に対して京都市内の企業の魅力発

信や、就職活動に関する情報提供等を行う就職支援マッチングサイト「ハタ洛」を本年（2018

年）1月開設するなど、セミナーや交流会といった形で、留学生の京都企業に対する興味や

理解を促し、京都での就職に結びつけるための支援を長年継続して行っており、高く評価

できるものである。京都市内には一定の企業集積があり、中には積極的にグローバル展開

を行う企業もある。こうした地道な試みが大きく花開くことを願うばかりである。 

 前章で見た「留学生 30万人計画」は、近年の我が国の留学生政策の基本計画であり、人

手不足や売り手市場となっているここ数年は多くの留学生が日本で就職するようになって

おり、京都市でも懸命に取り組んでおり、政府の意図にそって順調に進行しているように

見える。例えば、海外進出を進める国内企業が留学生を重要な戦力として採用すれば望ま

しいことである。しかし、先にも触れたように、留学生が日本の企業に属してみると、そ

の習慣や風習に戸惑うこともあり、一方企業の側にも、留学生に多い中国人には日本人の

ように一社に長く勤める考え方がないため、戸惑いがあるように思われる。まして彼らが

定住するとなれば、結婚や出産、子どもの教育の問題などさまざまな課題が出てくる。京

都市には、長年にわたる「外国籍市民懇話会」による多文化共生への取組みがあるとはい

うものの、京都にとどまらず、受け入れる日本社会の側には「多文化共生」に向けての課

題がまだまだあることを、最後に再度確認しておきたいと思う。 
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図表 12■京都市の留学生関連施策一覧（平成 28 年度分） 

事業名称 
（開始年度、H29 予算額） 

【事業実施主体】 

目 的 
事業の内容 

◆対象 ◇指標、H29 年度目標値 

留学生の就職支援・ 
マッチング事業 
(H29～、1,300 千円) 
 

・卒業後日本での就職を希望す
る留学生と留学生の採用を希
望する企業のミスマッチの解消 

・各国で留学先を検討している就
学生の更なる誘致 

・ウェブサイトの開設 

・セミナーや交流会の開催 
◆大学コンソーシアム京都加盟大学在籍留学生、京都市

内に本社・支社等を有する企業 
◇留学生サイト登録数 300 人/企業サイト登録数 150 社 
※類似事業：「Work in Kyushu」（九州留学生就職支援事業

実行委員会） 

「大学のまち京都」の
魅力を体感できる 
短期留学受入事業 
(H26～、3,000 千円) 
【大学コンソーシアム京都】 

・日本留学に関心のある海外の
学生を招致し、京都の魅力を知
ってもらうことによって、京都の
大学への留学につなげる 

・留学生倍増（１万人）の実現 

・講義と京都体験を組み合わせた 2 週間程度の受入
プログラムの開発 

・大学コンソーシアム京都の海外連携校や大使館等
を通じた参加者の募集 

◆日本（京都）への留学を検討している外国の学生 
◇留学生数 10,911 人/プログラム応募者数（定員数）50 人 

留学生スタディ京都 
ネットワーク 
(H27～、16,000 千円)  
【大学コンソーシアム京都/留学
生スタディ京都ネットワーク】 

・海外から京都の大学等への留
学の促進 

・「留学生スタディ京都ネットワー
ク」による留学生に関する総合
的な誘致・支援体制の構築 

 

・留学コーディネーターの配置 

・総合的なポータルサイトの設置・運営 

・国内外での「日本留学フェア」への京都ブースの出
展   

・留学生によるＰＲチームの設置 

・有給インターンシップ 

・留学生のための住宅情報サイトの設置・運営 
◆海外の学生、市内大学・企業等 
◇留学生数 10,911 人/加盟団体数 90 
※類似事業：県事業に参画（福岡市、北九州市、広島市） 

留学生交流促進事業 
(S55～、1,400 千円) 
【公益財団法人等】 

・留学生と京都市民の交流の促
進、留学生の京都や日本の文
化及び産業等についての理解
促進 

留学生の生活を支援する公益法人等が実施する事
業等に対する補助金の交付 

◆留学生を支援する公益財団法人等 
◇参加者数 2,726 人/参加留学生の出身国・地域数 22 件 

留学生の生活支援の
推進 
(S55～、16,531 千円) 
【グローカル人材開発センター/
京都市国際交流協会】 

・初来日の留学生に対する情報
提供等を通じた生活面の不安
の軽減 

・留学生が京都の文化等に親し
み、京都ファンになるきっかけ
づくり 

・私費留学生の国民健康保険料
の支払いに係る負担の軽減 

・「ウェルカム・パッケージ」による来日直後の留学生
に対するガイダンス等 

・留学生優待プログラム(文化施設等の入場料免
除、文化イベントへの無料招待) 

・京都市外国人留学生国民健康保険料補助事業 
◆市内の大学等に在籍する留学生 
◇ガイダンスの開催回数 14 回/無料招待者数 1,136 人 

「京（みやこ）グローバル
大学」促進事業 
(H28～31、24,500 千円) 

・大学・短期大学の集積を生かし
た「大学のまち・学生のまち 京
都」の世界への発信 

・個々の大学の特性や強みを生
かした国際競争力の向上 

・各大学の国際化促進事業に対する補助金の交付 

〈補助対象事業〉 

・留学生誘致事業（海外協定校の拡充、国内外の日
本語学校との連携プログラムの開発等） 

・留学生支援体制の構築事業（語学サポート、生活
サポート等） 

・日本人学生の留学促進事業（交換留学の促進等） 

・その他の事業（シンポジウム等の開催、外国語に
よる情報発信等） 

◆国際化促進に取り組む大学及び短期大学 
◇留学生数 10,911 人 
※類似事業：「スーパーグローバル大学創成支援」事業（文

部科学省） 

京都企業と連携した 
次代の京都を担う人財
の育成事業 
(H26～、8,000 千円) 
【グローカル人材開発センター】 

・「グローカル人財」の育成、留学
生を含む学生と京都企業のマッ
チング機会の創出 

・京都で学んだ学生が卒業後も
京都に定着して活躍できる仕組
みづくり  

・京都企業との協働プロジェクトへの参加学生の募
集 

・事業報告会の開催、学生によるプロジェクトの成果
発表 

◆大学コンソーシアム京都加盟校所属学生 
◇参加学生数 63 人/事業報告会参加者数 103 人 

（出典）京都市事務事業評価「平成 29年度（平成 28年度分）事務事業評価票」による  
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３. 留学生施策に関する提言 

 

（１）基本的な考え方 

 冒頭に記したように、本調査研究の問題意識は、縁あって京都に学ぶ世界各国の留学生

と京都市との絆を強め、ＯＢ・ＯＧになっても京都と永続的なつながりを築いていくこと

ができれば「本物の」国際都市ではないかというものであった。これまで政府や各大都市

の都市政策を見てきたが、政府も含め各都市の留学生施策のうち、留学生のアフターケア

施策については情報発信等についてはあるものの、必ずしも十分ではないように見える。

都市政策として「留学生の活用」は当然視野に入れるべき課題であろうが、そのためには

「活用」と対等の、留学生への支援もしくは見返りを供する必要があると考えられる。 

 京都市が国際都市として、海外からの留学生や訪問客を迎え入れていくためには、京都

の文化や歴史、観光についての情報を正確かつ網羅的に発信していく必要がある。京都市

は、すでに多様な留学生支援施策・事業を展開しているが、京都情報の発信主体として留

学生、また観光ＭＩＣＥ客を位置づけ、彼らが母国語で発信するとすれば、真実味のある

情報コンテンツとなろう。提言にあたっては、世界からの留学生が、留学中も留学後も京

都を第二の故郷と感じ、自ら進んで、愛着を持って京都情報の受発信を担ってくれる、そ

んな留学生を増やしていくことを基本的な考え方とする。そのためには、留学中から彼ら

への文化的支援が不可欠であり、そうした支援（おもてなし）は、京都の文化力の指標の 1

つともなるはずである。 

 

（２）提 言 

① 留学生向け京都情報の受発信システムの構築 

 留学生には、京都での留学生活ののち、母国に帰って一定の社会的地位を得る人や、世

界中を駆け巡って活躍する人もいよう。留学生のその後の活躍ぶりは十分把握されている

とは思えない。そのため、各大学に問い合わせるなどしてフォローシステムを整備する必

要はあるが、ＳＮＳ等を活用して京都市から定期的にタイムリーな京都情報を届ける。そ

のための情報受発信システムを構築し、フォローしているＯＢ・ＯＧに情報発信を依頼す

ることで、京都の魅力をより多くの人びとに届けるのである。留学中の学生向けの情報も

盛り込んだり、彼らから京都での暮らしぶりを発信してもらうなどする。 

 その際、重要なのは情報集約のシステムの整備とともに、常にサイトをウォッチし情報

更新に努めるコーディネーターの存在であり、そのため相応しいＯＢもしくはＯＧを選出

し委託する。同様に、観光・ＭＩＣＥで京都を訪れ、京都情報を得たいと申し出た外国人

にも情報の配信を行う。 
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 留学生ＯＢ・ＯＧが市内に留まって外国籍市民として暮らし続けるなら、彼らの国際的

な視点を活かした国際化施策、観光施策等の展開が可能であり、例えば、外国人市政モニ

ター制度等の開設も一考に値する。 

② 市内企業と留学生交流イベントの開催 

 すでに留学生と市内の民間企業との交流は、京都市やグローカル人材開発センターが行

う就職支援・マッチング、またインターンシップといった事業は実施しており、一定の成

果もあげているが、加えて、京都市や経済団体等が仲介役となって、一回限りでない、も

っと恒常的な留学生との交流機会を設け、留学生に京都の企業を認知してもらう機会とし

てはどうか。 

 企業のほうも、自社の周年事業等を利用して、留学生の話を聞いて彼らへの支援方策な

ど独自の社会貢献事業を考案したり、逆に通常の事業の知恵やアイデアを提供してもらう

といったうま味もある総合的な交流の場、例えば「留学生と京都企業の集い」といったイ

ベントを開催する。 

③ 留学生文化芸術イベント招待制度 

 京都在住の染色家で人間国宝の森口邦彦氏から聞くところによれば、氏が 1960年代に国

費留学生としてパリに行ったとき、定期的にパリ市内のコンサートや美術館のチケットを

送ってくれたそうである。しかも「1枚ではなく 2枚入っているところがフランスらしい度

量の広さだったと思う」と話されたことがある。 

 文化庁が立地し、文化芸術都市を標榜する京都市にあっても、一定の予算措置は必要に

なるが、市立文化芸術施設における催し物はもとより、京響や市立芸大の定期演奏会や卒

業展覧会等文化芸術イベントに京都で学ぶ留学生を、「優待入場」ではなく、無料招待して

はどうか。留学生が束の間の余暇を楽しみ、京都というまちの文化力を実感する機会とな

るに違いない。市内に数多くの文化芸術施設を擁する文化芸術都市・京都の本領を発揮し、

こうした留学生支援があって良いと思われる。 

④「翻訳・通訳ボランティアクラブ（仮称）」の創設 

 京都市にはさまざまな分野におけるボランティアを募集し、一定のストックがあると思

われるが、ヒアリング調査の指摘には、留学生の中には訪日して間もない日本語ができな

い学生や障がいを持つ車椅子の留学生への対応に困っているという訴えがあった。 

 例えば、留学生本人や家族が日本語ができなくても利用できる、あるいは車椅子で利用

できる商店の地図を掲載した生活圏マップの制作といった、主に生活場面での支援である。

「障害者手帳」の役所への申請では外国語訳が壁になるという。障害者手帳があればさま

ざまな優遇措置が受けられるが、それを申請するために診断できる医師は、障がいの種類
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によっては京都市内にはいないケースもあるとのことである。留学生が持参した診断書等、

どんな言語でも京都市に依頼すれば日本語に翻訳する、もしくは短時間医師にかかる時に

同行して通訳するといった、重要な医療面での公的サービスが求められている。そうした

きめ細かな需要に対応する、「翻訳・通訳ボランティアクラブ（仮称）」といった支援組織

を創設することが考えられる。 


