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会　議　名　称 会　議　内　容 提　言　内　容　等 申し入れ先・その他

H13.10

「外国人集住都市公開首長会議」

首長会議(浜松市)

当日:

　首長による公開会議と「浜松宣

言・提言」の採択

lヵ月後:

　参加13首長による中央官庁ヘ

の中し入れ

教育：

 (1)公立学校の日本語等の指導体制の充実

 (2)就学支援の充実

社会保障:

 (1)医療保険制度の見直し

 (2)外国人の労働環境整備

外国人登録等諸手続き:

 (1)外国人登録制度の見直し

13首長が関係省庁を訪れ、直接申

し入れをした。

(総務、外務、文部科学、厚生労

働、法務の各省、衆議院、参議院)

H14.11

「外国人集住都市東京会議」

首長会議(東京)

当日:

　首長と省庁関係者の公開会議

「14都市共同アピール」の採択

lヵ月後:

　参加13首長による中央官庁ヘ

の中し入れ

1.「浜松宣言及び提言」の実現を目指す。

2.省庁間の政策を総合的に調整する組織の早期設置の要望。

3.サンパウロ・ロンドリーナ宣言Jへの賛成と日伯間の連携

による問題解決。

13首長が関係省庁担当者と公開討

論をした。

(総務、外務、文部科学、厚生労

働、法務、文化、社会保険の各省庁)

H15.11

「外国人青少年の教育と就労問題」

基調請演

シンポジウム(豊田市)

当日:

①厚生労働省課長の基調講演

②2首長、厚生労働省課長、日

本経団連グループ長、大学教授

によるパネルディスカッション

特になし 特になし

H16.10

「外国人集住都j参加都市首長会議」

①労働「地域経済を支える外国籍市

民の将来のために」

②ｺﾐｭﾆﾃｨ「多文化共生の地域社会

づくりに向けて」

③教育「多文化共生社会をめざした

教育体制づくり」

　首長による分科会、全体会議

　（豊田市）

当日:

　首長による分科会と宣言と「豊田

宣言」の採択

3ヵ月後:

　豊田市社会部専門監による中央

官庁ヘの中し入れ

教育：

 (1)教育体制の整備　(2)不就学　(3)外国人学校の支援について

社会保障:

 (1)改正労働者派遣法の効果的な実施　(2)日系人に対する就業支

援事業の改善と順次拡大　(3)滞在の長期化している外国人の社会

保険加入に関する取り組み

ｺﾐｭﾆﾃｨ:

 (1)外国人登録制度の見直し　(2)外国人に関する総合的な政策推

進体制の整備

豊田市社会部専門監が関係省庁を訪れ

て申し入れをした

H17.11

「外国人集住都市会議よっかいち2005」

～ 未来を担う子どもたちのために～

①地域ブロック会議報告

②子どもたちのための会議

③未来を担う子どもたちのために

～最近の国の動向など～

当日:

外国人の子どもや子ども関係者から

の意見発表、外国人当事者、ＮＰＯ

代表者、文部科学省課長の参加によ

るパネルディスカッション、最近の

国の動向についての講演

※H17年11月に、豊田宣言をベースに「規制改革要望書」を内閣府

に提出し、8項目の要望内容について関係省庁からの回答を得た。

H18.11

「外国人集住都市会議 東京 2006」

～未来を担う子どもたちのために～

①18都市首長リレートーク

②提言に対する国の取り組み

③地方自治体、国、経済界による討論会

フィナーレ：「よっかいち宣言」

当日:

首長による現状と課題の提示、会員

都市の取り組み紹介、中央省庁の取

り組み紹介、首長・中央省庁・経済

界代表による討論会

「よっかいち宣言」の採択、国・県

経済界への提言

Ⅰ．義務教育前の支援について

Ⅱ．公立小中学校における外国人児童生徒の受け入れについて

Ⅲ．義務教育年齢を超過した子どもに対する具体的施策について

Ⅳ．外国人学校への支援について

Ⅴ．外国人政策全般の改革について

※H18年6月、H18年10月には、規制改革要望を内閣府に提出した。

内閣官房、総務省、法務省、外務省、

文部科学省、厚生労働省、日本経済団

体連合会に対して、当日、首長により

「よつかいち宣言」を手渡した。

外国人集住都市会議のこれまでの活動と流れ（大会、宣言・提言等）
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外国人集住都市会議のこれまでの活動と流れ（大会、宣言・提言等）

H19.11

「外国人集住都市会議 みのかも 2007」

～すべての人が参加する地域づくり～

①ブロック報告

②省庁からの報告

③首長と関係省庁との討論会

④みのかも2007メッセージ

当日:

3地域ブロックリーダー都市首長か

らの研究の中間報告、法務省、文部

科学省、総務省から報告、3省庁と

首長による討論会

みのかも2007メッセージを発信

「生活者としての外国人と地域コミュニティとの関わり」

「地域における企業の外国人への支援及び自治体との連携」

「外国人児童生徒の教育について」

法務省、文部科学省、総務省の担当課

長と11首長、2副市長が討論をした。

H20.10

「外国人集住都j会議東京2008」

「多文化共生社会を目指して」

～すべての人が参加する地域づくり～

①各地域プロックの研究報告と提言の発

表

②関係省庁との討論

フィナーレ:「みのかも宣言J

当日:

首長による現状と課題の提示、会員

都市の取り組み紹介、中央省庁の取

り組み紹介、市長・中央省庁

による討論会

「みのかも宣言」の採択、国への提

言

Ⅰ(1)「生活者としての外国人と地域コミュニティとの関わり」

(2)「地域における企業の外国人への支援及び自治体との連携」

(3)「外国人の子どもの教育についてJ

Ⅱ 外国人住民が生活や就学・就労に必要な日本語を習得するため

の機会の保障

Ⅲ 多文化共生社会の実現に向けた取り組みの推進

内閣府、総務省、法務省、外務省、文

部科学省、厚生労働省に対して、当

日、市長により「みのかも宣言」を手

渡した。

H21.11

「外国人集住都市会議 おおた 2009」

「多文化共生社会を目指して」

～すべての人が安心して暮らせる地域づく

り～

①ブロック研究報告

②緊急提言（定住外国人支援に関する対

策の推進について）に対する報告

③府省庁からの報告

④首長と府省庁との討論会

⑤おおた2009メッセージ

当日：

３地域のブロックリーダー都市から

の研究の中間報告及び教育対策、雇

用・住宅対策、帰国支援に対する報

告

内閣府、総務省、法務省、外務省、

文部科学省、厚生労働省、文化庁か

ら報告、７府省庁と首長による討論

会

緊急提言及びおおた2009メッセージ

を発信

「ブロック報告」

Ⅰ　正しく伝えること、伝わること

Ⅱ　大人の日本語学習の取り組み

Ⅲ　外国人市民と共に構築する地域コミュニティー

「緊急提言」

Ⅰ　「外国人受け入れ方針」を定めること

Ⅱ　（仮称）外国人庁の設置

Ⅲ　外国人の子どもの就学を義務化し、外国人の子どもを受け入れ

る公立学校への十分な人的・財政的措置を行う一方、外国人学校の

法的位置づけを明確にすること

当日首長により「緊急提言」を政府に

手渡した。

H22.11

「外国人集住都市会議 東京 2010」

「多文化共生社会を目指して」

～すべての人が安心して暮らせる地域づく

り～

当日：

３地域のブロックリーダー都市から

の研究の報告及び提言

内閣府、総務省、法務省、外務省、

文部科学省、厚生労働省、文化庁か

ら報告

内閣府、文部科学省、厚生労働省各

副大臣と３都市の首長による討論会

「災害時相互応援協定」の締結

「おおた宣言」の採択、国への発信

「ブロック報告・提言」

Ⅰ　外国人市民と共に構築する地域コミュニティー

　～共通言語としての日本語学習機会の保障に向けて～

Ⅱ　大人の日本語学習の取り組み　～企業と地域の連携～

Ⅲ　正しく伝えること、伝わること　～情報提供のあり方～

「おおた宣言」

Ⅰ　「外国人受け入れ方針」を定め、（仮称）外国人庁の設置をす

ること

Ⅱ　日本語学習機会を保障する制度の導入

Ⅲ　「災害時相互応援協定」の締結、連携した緊急時の対応

Ⅳ　会員都市相互の連携を深め、今後も国や関係機関に対して引き

続き提言していく

当日内閣府副大臣、厚生労働副大臣と

３市長（太田市、浜松市、飯田市）が

討論した。
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H23.11

「外国人集住都市会議 いいだ 2011」

「多文化共生社会をめざして」

～すべての人がつながり

　　　　　　ともに築く地域の未来～

７月：

民主党及び関係府省庁へ「多文化共

生社会の推進に関する提言書」を提

出。

当日：

第Ⅰ部

座長及び３ブロックのリーダー都市

から取組と研究の方向について発表

第Ⅱ部

「日系定住外国人施策に関する行動

計画」について、内閣府からの説明

と分野別に内閣府、総務省、法務

省、外務省、文部科学省、厚生労働

省、文化庁と会員都市首長との討論

会

いいだ2011メッセージを発信

７月提言書の内容

日本語教育事業の継続実施と予算化、帰国・外国人児童生徒受入事

業への補助継続や、「虹の架け橋事業」の継続実施等子どもの教育

支援、日系人就労準備研修、外国語による技能資格等の受験機会の

拡大等就労支援、外国人に対する情報提供の充実。

いいだ2011

Ⅰブロックの研究の方向

　(1)「多文化共生社会における防災のあり方」

　(2)「外国人の子どもの教育について」

　(3)「外国人住民とともに構築する地域コミュニティ」

Ⅱ「日系定住外国人施策に関する行動計画」分野別討議

　・日本語で生活できるために必要な施策

　・安定して働くために必要な施策

　・子どもを育てていくために必要な施策

　・社会の中で困った時のために必要な施策

　・推進体制ほか必要な施策

国の平成24年度概算要求に合わせて7

月13日から14日にかけ、民主党及び関

係府省庁へ「多文化共生社会の推進に

関する提言書」を提出した。

外国人集住都市会議いいだ2011当日

は、来賓として文部科学省森ゆうこ副

大臣が出席、祝辞をいただいた。

内閣府定住外国人施策推進室参事官を

はじめ、各省庁の担当部課長、担当者

と１５首長、２副首長が行動計画につ

いて討論した。
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