
 

 

 

 

 

第４章 在住外国人支援、多文化共生 
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４－１ 外国人人口の状況 

 

１ 概要（グラフ・表 4-1-1） 

  令和３年 12月末時点の外国人人口は、7,331人で、令和２年 12月末と比較して 386人（5.0 %）

減となりました。県の総人口に占める外国人人口の割合は 0.7％で、昨年（0.73％）と比較して大き

な変化はありません。 

  外国人人口が 200人以上の市町村は以下のとおりです。 

山形市 1,365 人、米沢市 740 人、鶴岡市 686 人、天童市 490 人、酒田市 476 人、新庄市 368 人、

寒河江市 346人、東根市 330人、長井市 324人、南陽市 240人 

※県内の外国人人口については、各市町村における各年 12月末時点の国籍別、在留資格別の数値

を県が取りまとめたもの。県の総人口は「山形県の人口と世帯数（推計）」令和３年 1月 1日

時点の数値（1,053,029人）による。 

 

２ 国籍別（表 4-1-2） 

  中国が 1,864人で全体の 25.4％を占め、以下、ベトナム 1,771人（24.2％）、韓国 1,369人

（18.7％）、フィリピン 835人（11.4％）と続いており、これらアジア４か国だけで全体の 79.7％

を占めています。その他では、インドネシア 200人（2.7％）、米国 164人(2.2％)、ネパール 131

人（1.8％）と続いています。 

中国、韓国、ベトナム国籍の外国人は県内全市町村に在住しています。 

 

３ 在留資格別（表 4-1-3） 

  「永住者」が 3,029人で全体の 41.3％を占め、以下、「技能実習」1,698人（23.2％）、「技

術・人文知識・国際業務」465人（6.3％）、「特定活動」が 390人(5.3％)、「日本人の配偶者等」

386人（5.3％）、「留学」260人（3.5％）、「特別永住者」242人（3.3％）、「家族滞在」231人

（3.2％）、「定住者」 190人（2.6％）などとなっています。 

「永住者」の外国人は県内全市町村に在住しています。 

令和２年末との主な比較では、「技能実習」が 648人、「永住者」が 21人、「留学」が 11人減

少し、「特定活動」が 135人、「技術・人文知識・国際業務」が 89人増加しています。平成 31年

４月に新設された「特定技能」は 82人増の 107人となっています。 

 

 

４ 男女別 

  総数のうち、女性が 4,745人、男性が 2,586人で、女性が全体の 64.7％を占めています。 

外国人人口が多いアジアの４か国については、女性の占める割合が中国 69.1％、韓国 87.1％、ベ

トナム 50.6％、フィリピン 84.0％となっています。 

外国人人口が多い在留資格別では、女性の占める割合が①「永住者」85.4％、②「日本人の配偶

者等」73.1％、③「家族滞在」66.7％、④「定住者」64.2％、⑤「技能実習」52.7％、⑥「特別永

住者」47.9％、⑦「留学」36.5％、⑧「技術・人文知識・国際業務」22.6％、となっています。 
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グラフ4－1－1 外国人人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注）数字は各年の12月末現在               （全国:法務省「在留外国人統計」） 

 

表4－1－2  国籍別   ※（ ）内の数値は対前年比の増減                          （単位:人） 

 
総  数 

国籍別（上位６か国・地域） 

中  国 ベトナム 韓国 フィリピン インドネシア 米国 

山形県(Ｒ３年12月末現在) 7,331(-386) 1,864(-152) 1,771(-85) 1,369(-63) 835(-21) 200(-40) 164(+9) 

 

村 山 地 域 3,498(-123) 794(-31) 710(-17) 829(-33) 455(-8) 90(-9) 86(+9) 

最 上 地 域 668(-87) 135(-29) 247(-29) 102(-12) 82(±0) 29(-9) 7(-1) 

置 賜 地 域 1,792(-82) 589(-72) 438(+47) 245(-19) 159(-7) 36(-10) 37(±0) 

庄 内 地 域 1,373(-94) 346(-20) 376(-86) 193(+1) 139(-6) 45(-12) 34(+1) 

全国（Ｒ２年12月末現在） 2,887,116 778,112 448,053 426,908 279,660 66,832 55,761 

 (-46,021) (-35,563) (+36,085) (-19,456) (-3,138) (-32) (-3,411) 

（全国:法務省「在留外国人統計」） 

 

表4－1－3  在留資格別  ※（ ）内の数値は対前年比の増減                     （単位:人） 

 

総  数 

在留資格別（上位６資格） 

永住者 技能実習 
技術・人文

知識・国際 
特定活動 

日本人の  

配偶者等 
留学 

山形県(R３年12月末現在) 7,331(-386) 3,029(-21) 1,698(-648) 465(+89) 390(+135) 386(-9) 260(-11) 

 

村 山 地 域  3,498(-123) 1,612(-6) 670(-208) 181(+6) 172(+77) 184(-2) 137(-8) 

最 上 地 域 668(-87) 254(-9) 234(-76) 47(-3) 47(-5) 22(-4) 1(+1) 

置 賜 地 域 1,792(-82) 691(-6) 407(-204) 178(+87) 88(+31) 95(-11) 63(-12) 

庄 内 地 域 1,373(-94) 472(±0) 387(-160) 59(-1) 83(+32) 85(+8) 59(+8) 

全国（Ｒ２年12月末現在） 2,887,116 807,517 378,200 283,380 103,422 116,022 280,901 

 (-46,021) (+14,353) (-32,772) (+11,381) (+38,235) (-29,232) (-64,890) 

（全国:法務省「在留外国人統計」） 

 平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 

山形県 6,330 6,106 6,031 6,023 6,052 6,229 6,645 7,258 7,945 7,717 7,331 

全  国 2,078,508 2,033,656 2,066,445 2,121,831 2,232,189 2,382,822 2,561,848 2,731,093 2,933,137    2,887,116     ―     

（単位:人） 
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４－２ 在住外国人の方々が必要とする情報の提供 
 

市町村や国際交流団体等では、生活支援や地域における国際交流などに関する情報を広報誌や相

談窓口、各種交流事業などにおいて周知しています。 
 
表 4-2-1 外国語情報誌の発行状況 

情報誌名 発行所(連絡先) 発行年月 対応言語 配付状況 

外国人向け やまがた生活 

サポートブック 

山形県国際室 

(023-630-2123) 

平成24年12月 英語、中国語、

韓国・朝鮮語、

ポルトガル語、

タガログ語 

(日本語併記) 

県、市町村等に配付 

(山形県国際交流協会

HPにも掲載) 

Ｆａｃｅ ｔｏ Ｆａｃｅ (公財)山形県国際交流協

会(023-647-2560) 

年３回 英語、中国語、

韓国・朝鮮語 

日本語 

関係機関・会員に 

郵送 

留学生ガイドブック 山形大学 

(023-628-4926) 

平成17年３月～ 日本語 ホームページでの 

情報提供のみ 

在住外国人のための 

ガイドブック 

山形市国際交流センター 

(023-647-2275) 

 

 

 

平成23年12月 

 

英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

平成 23年 12月現在

で当市に外国人登録

されていた方全戸に

配布。それ以後は市

民課窓口で配布 

アースメール 山形市国際交流協会 

(023-647-2277) 

年６回 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

(日本語併記)  

協会事業案内を随時

会員へ郵送 

寒河江市観光パンフレット

「さがえナビガイド」 
寒河江市さくらんぼ観光

課（0237-85-1682） 

平成28年～ 英 語 、 中 国 語

（繁体字） 

市観光物産協会、市

さくらんぼ観光課等

で配布 

ごみ収集日程（Home 

Garbage Collection 

Schedule） 

寒 河 江 市 市 民 生 活 課

（0237-85-1914） 

年１回程度 英語 市市民生活課で配布 

くらしのガイドブック 天童市総務部市長公室 

（023-654-1111） 

平成29年3月 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

市役所市民課窓口等

で配布 

東根市観光案内パンフレット 東根市商工観光課 

(0237-42-1111) 

平成23年～ 英語、中国語、

韓国語 

市役所国際交流担当

窓口及び商工観光課

配付 

まるっと中山町 中山町産業振興課 令和３年３月～ 英語 産業振興課窓口で配

布 

西川町観光パンフレット 西川町商工観光課 

（0237-84-0566） 

平成29年 英語、台湾語 商工観光課で配布 

朝日町総合観光パンフレット 朝日町総合産業課 

（0237-67-2113） 

平成29年3月 英 語 、 中 国 語

（繁体字） 

町観光協会で配布 

(協会ＨＰにも掲載) 

大江町観光パンフレット 大江町地域振興課 

（0237-62-2139） 

平成29年4月 英語、中国語 町観光物産協会、町

地域振興課等で配布 

 

金山を旅しよう。 金山町産業課 

（0233-52-2111） 

平成28年～ 英語、中国語 産業課で配布 

真室川町観光案内パンフレ

ット 

真室川町企画課 

（0233-62-2050） 

平成31年４月 英 語 、 中 国 語

(繁体・簡体)、

韓国語 

町企画課窓口で配布 
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ＹＯＮＥＺＡＷＡＪＩＮ 

（SNS版） 

 

米沢市秘書広報課 

(0238-22-5111) 

月２回程度 

（平成31年3月～） 

英語、中国語、 

韓国・朝鮮語、 

日本語 

公式LINE・Facebook

の登録者へ情報発信 

米沢市のごみの分け方・ 

出し方 

米沢市環境生活課 

廃棄物対策担当 

(0238-22-5111) 

平成22年11月 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語、

日本語 

環境生活課窓口で 

配付、ＹＩＲＡホー

ムページでの提供 

米沢リビングガイド 米沢市国際交流協会 

(ＹＩＲＡ) 

(0238-33-9146） 

 

不定期 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語、 

日本語 

市民課窓口で配布、 

米沢市及びYIRAホー

ムページでの提供 
米沢冬の暮らしかたガイド 平成24年12月 

会報ワイラ 年１回 日本語 (英語併

記) 

会員に郵送(またはメ

ール)、YIRA及び米沢

市役所窓口等で配布 
ワイラＮＥＷＳ 月１回程度 英語、日本語 

長井市ごみ分別ハンドブッ

ク（五十音順のごみ区分

表） 

長井市市民課市民生活室 

（0238-82-8007） 

令和2年11月 英語 窓口で配布、長井市

ホームページに掲載 

みちのくおとぎ街道 高畠町商工観光課 

(0238-52-4482） 

平成29年 英語、中国語他 

計 14か国語  

※紙面は英語、

中国語、台湾語 

窓口で配付 

高畠観光ガイドブック 

高畠物語 

英語、中国語他 

計 14か国語  

※サイトのみ 

（QRT） 

麻酔しおり 公立高畠病院 

(0238-52-1500) 

平成22年５月 中国語 病院窓口で配付 

小国町総合案内マップ 小国町産業振興課観光交流担当 

（0238-62-2416） 

平成27年2月 英語 役場窓口、道の駅

「白い森おぐに」 

しらたかいいとこ体験BOOK 白鷹町商工観光課 

（0238-85-6126） 

平成29年3月 英語、中国語 

韓国語 

窓口で配付 

白鷹紅花 

白鷹町観光総合パンフ 

飯豊町観光パンフレット 飯豊町商工観光課 

（0238-87-0569） 

平成31年3月 英語 窓口で配布 

生活系ごみの分け方・ 

出し方 外国語版 
鶴岡市廃棄物対策課 

(0235-22-2848) 

平成23年３月 

 

英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

ベトナム語 

市役所窓口等で配付 

市ホームページ掲載 

「私たちの小学校」 

（小学校紹介冊子） 

(公財)出羽庄内国際交流 

財団 

(0235-25-3600) 

平成14年 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

鶴岡市内小学校、 

教育委員会へ配付 

在住外国人のための 

国民年金案内書 

平成16年 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語、 

タイ語、タガロ

グ語 

出羽庄内国際村窓口

等で配付 

庄内南部医療案内図 平成16年 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

多言語案内パンフレット 

（改訂版） 

令和2年12月 英語、中国語、

韓国・朝鮮語、

ベトナム語 

（日本語併記） 

市役所市民課窓口、

出羽庄内国際村窓口

で配付 

鶴岡で生活するためのガイ

ドブック（改訂版） 

平成30年9月 英語、中国語、 

韓国・朝鮮語 

医療ガイドブック 酒田市地域共生課 

 (代表 0234-26-5615) 

不定期 英語、中国語、

韓国・朝鮮語 

窓口で配付 
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表 4-2-2 山形県内在住外国人に関する調査報告書 

調 査 報 告 書 等 名 実 施 機 関 調査実施年 

在住外国人アンケート調査 山形県 

(国際人材活躍支援課) 

令和２年 
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４－３ 外国人相談窓口での相談対応 
 

本県では、県国際交流センター（山形駅西口の霞城セントラル２階）に日本語、英語、中国語、    

韓国・朝鮮語、ポルトガル語、タガログ語、ベトナム語で対応可能な外国人相談窓口を設置し、在

住外国人の方々やその家族等からの相談に対応しています。 

また、令和３年６月現在で、県内の４市２町に市町村や国際交流団体が運営する外国人相談窓口

が設置され、地域の実情に応じた対応が行われています。 

 

表 4-3-1 在住外国人のための相談窓口        令和３年６月末現在 

実施機関（電話番号） 所在地 相談内容 対応言語・受付時間 

山形県国際交流センター 

（023-646-8861） 

（FAX:023-646-8860） 

E-mail: 

soudan@airyamagata.org 

山形市 

 

 

 

日常生活全般 英    語：火～土    10：00～17：00 

中  国  語：火・金    10：00～14：00 

韓国・朝鮮語：木・土    10：00～14：00 

ポルトガル語：水      10：00～14：00 

タガログ語：金      10：00～14：00 

ベトナム語 ：第 2・第 4土 10：00～14：00 

（休館日は月曜日、祝日、年末年始） 

※弁護士の法律相談：毎月第 4金曜日（完全予約制）  

              10：00～12：00 

山形市国際交流センター 

（023-647-2275） 

（FAX:023-647-2278） 

 

 

山形市 

 

 

 

 

 

 

一般相談 開館日の 9：30～18：00 （休館日は月曜日、祝日、月曜日

と祝日が重なる場合は翌日、年末年始） 

英語、中国語、韓国・朝鮮語  

専門相談 

 

 

毎月第 1・３水曜日  11：00～15：00 

行政書士による専門相談 

英語、中国語、韓国・朝鮮語での相談が可能 

※上記言語のほか、ベトナム語、タガログ語、ポルトガル

語、インドネシア語による相談にも対応（要電話予約） 

認定ＮＰＯ法人ＩＶＹ 

（023-634-9830）：平日 

（ 090-2365-1208）：土日

可 

（FAX:023-634-9884） 

E-

mail:dzb23053@nifty.com 

または 

link@ivyjapan.org 

山形市 

 

日常生活全般 

 

通訳派遣及び同行

支援（医療・福

祉・法律・教育現

場など） 

随時 

※英語、中国、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ベトナム

語、タガログ語、スペイン語、タイ語、ロシア語等 

※電話による通訳・相談は 15分まで無料。 

それ以上は有料。 

※面談による相談は要予約。日中韓以外の言語は、ＩＶＹ

規定の交通費（1,000～2,000 円）を負担していただくこ

とがあります。詳細はＨＰをご覧いただくか、お問い合

わせください。 

米沢市国際交流協会 

（0238-33-9146） 

（FAX：0238-33-9147） 

E-mail:yira@omn.ne.jp 

米沢市 日常生活全般 月～土 10：00～17：00（日曜日休館） 

土曜日に相談したい場合は要予約 

 

※英語・中国語随時 

※相談専用番号 090-2849-9145 

※韓国語（事前連絡必要） 

高畠町国際交流協会 

（0238-52-5702） 

（FAX:0238-52-5701） 

高畠町 

 

 

日常生活全般 英語：月～金 8：30～15：30 

（勤務時間により不在の場合もあり） 
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出羽庄内国際村 

（0235-25-3600） 

（FAX:0235-25-3605） 

090-9638-5600(英語) 

090-9638-5621(中国語) 

090-3645-9627(韓国語・朝

鮮語) 

 

鶴岡市 日常生活全般 

 

通訳派遣(医療・

教育・福祉など) 

火～日 8：30～17：15(月曜日休館) 

英語、中国語、韓国・朝鮮語は随時対応。携帯電話は 24 

時間対応。 

※上記言語のほか、タガログ語、スペイン語、タイ語、 

ロシア語、ポルトガル語、台湾語、フランス語、ネパール

語、ベトナム語、インドネシア語による相談にも対応。

(事前連絡必要） 

酒田市国際交流サロン 

（0234-26-5615） 

酒田市 

 

日常生活全般 月～金 9：00～16：00（祝日と年末年始を除く） 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、ロシア語（事前連絡必要） 

庄内町国際交流協会 

（0234-42-0163）   

庄内町 

 

日常生活全般 英語 月～金 9：00～16：00 

 

  

表 4-3-2 在住外国人生活支援事業（相談窓口の設置及び外国語情報誌の発行を除く） 

事  業  名 実 施 機 関 備      考 

国際交流サポーター紹介事業 (公財)山形県国際交流協会 日本語教室に通えない外国出身の日本語学習希望

者に日本語サポーターを紹介しマンツーマンレッ

スンを実施。また、日本語サポーター対象の研修

会を開催。 

日本語教室の開設 中級レベルを対象とした「AIRY日本語教室」の開

設 

日本語学習支援事業 山形市国際交流協会 日本語教室（初級Ⅰ・Ⅱ）の開設 

国際交流事業 情報交換会・交流親睦会の実施 

在住外国人等子育て支援事業 山形市国際交流センター、  

母子保健課 

乳幼児健診の事後指導又は実受診者に対する保健

師訪宅時に通訳者を同行  

外国語版母子健康手帳交付 山形市母子保健課 

山形市保健センター 

母子保健事業団作成（英語、中国語、韓国・朝鮮

語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、インド

ネシア語、スペイン語） 

外国語版母子健康手帳交付 ハートフルセンター（寒河江

市） 

母子保健事業団作成（英語、中国語、韓国・朝鮮

語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、インド

ネシア語、スペイン語、ベトナム語） 

外国語版母子健康手帳交付 上山市子ども子育て課 母子保健事業団作成（英語、中国語、ハングル

語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、インド

ネシア語、スペイン語、ベトナム語） 

子育て応援アプリ かみのやま子育て応援アプリ（英語、中国語、韓

国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、

タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ロシア

語、ネパール語） 

外国語版母子健康手帳交付事業 村山市保健課 母子保健事業団作成（英語、中国語、ハングル

語、ポルトガル語、タガログ語、タイ語、インド

ネシア語、スペイン語、ベトナム語） 

来日間もない子どもへの日本語 

支援事業 

天童市教育委員会学校教育課 学校の要請を受けて、日本語支援者を派遣し、小

中学生への日本語習得等の支援を行う 

外国語版母子健康手帳交付 天童市健康福祉部健康課 外国語版母子健康手帳を交付（英語、中国語、ハ

ングル語、ポルトガル語、タガログ語） 

外国語版母子健康手帳交付 東根市健康福祉部子育て健康課 母子保健事業団作成（英語、中国語、ハングル

語、タガログ語、スペイン語） 
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国際交流事業 東根市さくらんぼ国際交流協会 交流会やイベントの実施、各種講座及び講演会の

開催 

国際交流事業、在住外国人支援

事業 

東根市国際化推進協議会 海外自治体との交流事業、在住外国人支援に関す

る事業の実施 

外国語版母子健康手帳交付 朝日町健康福祉課 外国語版母子健康手帳を交付（英語、ポルトガル

語、タガログ語、中国語、ハングル語） 

外国語版母子健康手帳交付 大江町健康福祉課 母子保健事業団作成（英語、中国語、韓国・朝鮮

語、タイ語、タガログ語、ポルトガル語、インド

ネシア語、スペイン語、ベトナム語） 

外国語版母子健康手帳交付 大石田町保健福祉課 外国語版母子健康手帳を交付（英語、中国語、ハ

ングル語、ベトナム語、ネパール語） 

国際交流のつどい 金山町中央公民館 研修会・情報交換会の実施 

国際交流支援事業 

 

最上町教育委員会 永住・帰化手続相談・生活全般についての相談・

日本語講座開設 

外国語版母子健康手帳交付事業 

 

舟形町健康福祉課 副読本として配布(英語、中国語、韓国・朝鮮語、

ポルトガル語、タガログ語、タイ語、インドネシ

ア語、スペイン語) 

国際交流事業 戸沢村国際交流協会 交流親睦会の実施（年１回） 

外国語版母子健康手帳配付 米沢市健康課 （一社）日本家族計画協会作成（日本語,英語,中

国語,フィリピン語,ポルトガル語,韓国語） 

外国語子女に対する日本語指導

員 

長井市教育委員会 在住外国人（中国）の小中学生に対し、日本語や

生活習慣を指導 

外国語版母子健康手帳交付 長井市健康課 外国語版母子手帳を交付 

（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、イ

ンドネシア語、スペイン語、ベトナム語） 

外国語版母子健康手帳交付 南陽市すこやか子育て課 母子保健事業団作成（英語、中国語、韓国、タガ

ログ語） 

市民相談設置等事業 南陽市市民課 医療や保健事業時の通訳者の紹介等（英語、中国語） 

外国からの生徒の就学支援事業 南陽市教育委員会 学校への日本語サポートボランティアの派遣 

通訳・翻訳ボランティアバンク 川西町まちづくり課 通訳・翻訳を希望される方に登録者を派遣 

外国人通訳者派遣事業 白鷹町町民課 在住外国人の医療、保健、相談の通訳 

国際交流事業 白鷹町国際交流協会 交流会の実施、外国人観光客の誘致 

外国語版母子健康手帳交付 飯豊町健康福祉課 外国語版母子手帳を交付 

（英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、 

ポルトガル語） 

外国語版母子健康手帳交付 鶴岡市健康課 外国語版母子健康手帳交付（英語、中国語、韓国

語、タガログ語、タイ語、ベトナム語、ポルトガ

ル語、スペイン語） 

外国人保健指導事業 産褥期乳児家庭訪問、乳幼児健診等における通訳

者の同行 

外国人子女等教育支援事業 鶴岡市教育委員会 外国人子女等の就学に伴い、外国人子女等教育支

援員を派遣。（指導時間は要相談） 

コミュニティ通訳派遣事業 (公財)出羽庄内国際交流財団 医療、教育等の通訳の養成・派遣（英語､中国語、

韓国・朝鮮語､スペイン語､タガログ語､タイ語､ロ

シア語、台湾語、ポルトガル語、フランス語、ネ

パール語、ベトナム語、インドネシア語） 

国際村日本語指導ボランティア

の養成講座 

日本語指導ボランティアの養成 
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日本語学習支援ボランティア 

初心者講座 

日本語学習支援ボランティア 

べにばな会 

日本語指導ボランティアの養成 

外国籍妊産婦健診時等通訳配置 

外国語版母子健康手帳交付 

酒田市健康課 妊産婦の訪問指導、乳幼児健診受診の際の通訳配

置 

日本家族計画協会作成の母子健康手帳を交付 

（日本語・英語・中国語・韓国語・タガログ語・

ポルトガル語併記） 

日本語指導講師等派遣事業 酒田市教育委員会学校教育課 小・中学校に日本語指導講師を派遣し、児童生徒

に日本語を指導 

在町外国人等の「暮らし応援」

助成金交付事業 

遊佐町国際交流推進協議会 母国への里帰りや就労に役立つ資格取得に係る経

費の一部を助成 

 

 

     

表 4-3-3 企業向け外国人相談窓口 

  

事  業  名 実 施 機 関 備      考 

企業向け外国人相談窓口 (公財)山形県国際交流協会 企業向け外国人雇用相談。外国人材受け入れに関

する様々な相談を受け付け 
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４－４ 日本語学習支援 
 

本県では、在住外国人の方々の日本語学習支援を目的として、市町村や地域の国際交流団体、ボ

ランティア団体などが運営する日本語教室が設置されており、受講者の日本語能力や要望に応じた

学習支援が実施されています。 

また、（公財）山形県国際交流協会では、中級レベルの日本語講座の開催や県内日本語教室及び

地域国際交流団体等との情報交換などを実施しています。 

さらに、日本語を母語としない児童生徒に対しては、行政機関と地域の国際交流団体等が連携し

た日本語学習支援が実施されています。 

表 4-4-1 県内の日本語教室一覧                     令和４年１月末現在 

実 施 機 関 所在地 教 室 内 容 

公益財団法人 山形県国際交流協会（ＡＩＲＹ) 

TEL:023-647-2560  

Email:info@airyamagata.org 

山形市 

 

ＡＩＲＹ日本語教室（中級へ行こう・日本語能力試

験合格クラス）年 2期 

各クラス有料（テキスト代別） 

山形市国際交流協会（ＹＩＦＡ) 

TEL:023-647-2277 

Email:yifa@ma.catvy.ne.jp 

山形市 

 

日本語教室初級コースⅠ/Ⅱ 

年 2期 各コース有料（テキスト代別） 

ＪＡＹ山形ボランティア日本語協会 

TEL:023-643-0516 

山形市 

 

JAY日本語教室（有料） 

1期 13回  2,000円/1期 

ＮＰＯ法人 ヤマガタヤポニカ 

TEL:090-2984-1904 

山形市 

 

ヤマガタヤポニカ日本語アカデミー（有料） 

多様なレベルに対応 

在山形ベトナム人協会(TVA Yamagata) 

TEL: 090-7520-3247 
Email:tva.yamagata@gmail.com 

山形市 

 

楽しく学べる日本語教室（有料） 

チケット制 1,000円（10回分） 

山形こども日本語サポートネット 

TEL 090-6229-9139 
Email:changjie_723@yahoo.co.jp 

山形市 

 

山形こども日本語サポートネット 

主に小・中学生を対象に、学校内で日本語学習支援

を実施 

東北文教大学 

TEL:023-688-2298 

山形市 

 

人間科学部留学生別科 （有料） 

上山日本語サロン 

TEL：023-673-3939（上山市働く婦人の家） 

上山市 上山日本語サロン（1回 100円） 

毎週月曜日 

天童市国際交流協会 

TEL：023-654-1111(内線 324） 

Email:tie@city.tendo.yamagata.jp 

天童市 天童日本語教室 

受講料無料 

入会金 1,000（テキスト代別） 

東根市さくらんぼ国際交流協会 

TEL：0237-41-2369 

Email：nihongo@higashine.org 

東根市 日本語教室（200円/月 テキスト代別） 

グループ学習 

火曜日 19:00～20:30 土曜日 10:00～11:30 

村山日本語教室・ＭＣ日本語ボランティア 

TEL: 090-2608-0612 
村山市 村山日本語教室  

3月～7月、9月～12月の毎週水曜日 

1回 100円（テキスト代別） 

新庄市民プラザ 

TEL:0233-22-4200 

新庄市 市民プラザ日本語教室 

6月～11月 全 25回 

2,000円（テキスト代別） 

最上地区雇用対策協議会 

TEL 0233-22-6855 

Email: shinjyou@sjcci.or.jp 

新庄市 新庄市内（最上郡内）で働く外国人向け日本語教室

《初級・中級編》 

受講料：無料 

戸沢村 

TEL:0233-72-2111 

戸沢村 戸沢村日本語教室 （無料） 

隔週水曜日 

米沢市国際交流協会 

TEL:0238-33-9146 

米沢市 YIRA日本語教室  

受講者の都合に合わせて開催 

プライベートクラス 1,000 円／2時間 

GCCYボランティア団体 

TEL:0238-38-3576  

米沢市 グローバルコミュニケーションサークルよねざわ 

毎週火曜日 年 2期 

受講料：有料 

 

mailto:nihongo@higashine.org
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高畠にほんごボランティアの会 

TEL:0238-52-1888 

高畠町 楽しく学ぼう初心者のための日本語教室 

月 1,000円 

世界と楽しくつながるアクショングループながい 

TEL:0238-84-1869、090-7930-5053 

長井市 初歩からの日本語教室  

月 1,000円 

公益財団法人 出羽庄内国際交流財団 

TEL:0235-25-3600  

鶴岡市 出羽庄内国際村日本語教室 

登録料 300円と月 200円会員費（テキスト代別） 

日本語学習支援ボランティアべにばな会 

TEL:0234-26-5615 

酒田市 酒田市日本語教室 （無料・テキスト代別） 

マンツーマン学習・グループ学習 

サポートボランティア「わ」 

TEL：070-8309-9165 

庄内町 日本語カフェ 

毎月第 2・4火曜日 

無料（テキスト代込） 

遊佐町日本語講座ボランティア 

TEL:0234-43-6941 

遊佐町 遊佐町日本語講座 (無料、テキスト代別)、マンツー

マン学習 

                                       

 

表 4-4-2 公立校における日本語指導の必要な児童生徒の言語別内訳 

                                     令和３年５月１日現在（単位：人） 

                  （文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入れ状況等に関する調査」） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区 分 中国語 韓国・朝鮮語 フィリピノ語 英語 ポルトガル語 日本語 その他 合 計 

小 学 校 ８ １ ９ １ ０ ６ ５ ３０ 

中 学 校 １１ １ １０ ０ ０ ２ １ ２５ 

高等学校 ２ ０ １ ０ ０ ０ １ ４ 

計 ２１ ２ ２０ １ ０ ８ ７ ５９ 


