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摘要 
本報告書は、JET 参加者と彼らが住むコミュニティの現在の関係と希望する関係、来日

時に任用団体が提供した支援、JET が住むコミュニティの生活の中で経験した問題に関

するアンケート調査のデータの取りまとめにより、現役 JET 参加者のコミュニティ参加

とコミュニティの一員としての生活の検討と分析や論議を述べている。本調査にある

「JET 参加者のコミュニティ」とは普段通う職場のある地域のことを示す。 

 

本報告書のアンケート調査は、現役 JET 参加者全員を対象に２０１６年１１月１０日か

ら２０１６年１１月２８日までの期間に実施した。現役 JET 参加者のおよそ１５％が回

答した。 

 

JET 参加者の過半数は自分のコミュニティは情報を英語で提供すると回答した。しかし、

英語情報の量と質は田舎・都会・郊外位置によって大きく異なった。 

 

JET 参加者は住宅と銀行開設には、任用団体が大きな支援を提供したと回答した。同時

に、医療に対しては、現在よりも支援を希望すると回答した。参加者が報告した問題の

大部分も、医療に関することであった。 

 

参加者は、支援と異文化交流目的で任用団体が地元ホストファミリーを紹介してくれる

ことに非常に関心があると回答した。 

 

参加者の大多数はコミュニティ活動に参加するとともに、他の機会に参加する情報が欲

しいと回答した。特に、日本文化を経験できるイベントに参加する機会や祭り等で活躍

できる機会がほしいとのことであった。 

全体的に、本調査により JET 参加者はコミュニティ―に積極的に参加することを強く望

んでいることが分かる。JET 参加者と任用団体の間のコミュニケーションを改善するこ

とで、コミュニティ参加への壁を取り除き、同様に JET プログラム関係者の経験をも改

善することになる。 
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はじめに 
JET 参加者にとって、地元のコミュニティへの参加とコミュニティの一員としての

生活は、日本での生活と仕事に慣れるための手段になる。JET プログラムの異文化

交流という目標も推進するものでもある。しかし、特に外国人には、新しいコミュ

ニティの一員として生活し、参加することがあっさりとできるわけではない。関係

者全員のためにも、一員として生活する問題の理解及び解決は重要なことである。 

 

全国ＡJET 平成２８年冬の調査の目的は、JET 参加者が滞在するコミュニティの中で

経験する問題を明確にすること、JET 参加者と任用団体の間にある期待を明白にす

ること、今後コミュニティで活躍する機会を調査することの三つである。全国ＡJET

役員会は本調査の結果を活用し、壁を取り除きながら、JET 参加者と地元のコミュ

ニティの関わりを増やしたり、国際交流を更に推進したり、JET 参加者と任用団体

の間の誤解を解き、JET プログラムの関係者ために改善された経験を創り上げるこ

とを目指す。 
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調査⽅法 
本報告書のデータはＡJET（JET プログラム参加者の会）により、２０１６年１１月

１０日から２０１６年１１月２８日までの期間に行われた調査の結果である。イン

ターネット調査ツールを利用し、現役 JET 参加者を対象に実施した。 

アンケート調査は合計で４９項目であった。全項目はまず英語で作成され、必要に

応じて日本語に翻訳された。形は様々で、選択式、複数選択式、自由記述、評価選

択式も含めた。評価選択式項目は「とても悪い」「よくない」「まあまあ」「よい」

「とてもよい」の５等、又は１～５（１「強く同意する」、３は「同意するもしな

いもない」、５は「一切同意しない」を示す）、の５等評価制度を利用した。 

アンケート調査の内容について、回答者の人口、回答者の滞在するコミュニティ―

の人口、JET プログラム参加者のコミュニティ―統合、とＡJET が提供するサービス

に関する項目であった。 

本報告書に記載されている数値は、小数第一位に四捨五入された。 
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調査対象 
アンケート調査の回答者は合計で、全国の現役 JET 参加者の約１５％にあたる７１

９人である。その中で、６８３人（９５％）は JET プログラム外国語指導助手（Ａ

ＬＴ）で、３６人は JET プログラム国際交流員（ＣＩＲ）となる。全国合計６人の

ＳＥＡのからの回答はない。 

回答者人口は全国 JET 参加者人口（９１．６％ＡＬＴ、８．３％ＣＩＲ、＜０．

１％ＳＥＡ）に合致する。 

 

 
図１ 

 
回答者の最大率（４２％）は JET プログラムの一年目で、次は二年目（２８％）と

三年目（１６％）。全国 JET 参加者人口を年目によって分けてみれば、一年目の回

答者率はやや意外だが、全体的にデータが合っていないとは言えるほどではない。 

 

 
図２ 
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調査結果と分析 
 

地元コミュニティの方対 
JET プログラム参加者は大都市から地方の中小都市まで、日本全国の地域コミュニ

ティに配置されている。本章では、地域コミュニティの状況と日本各地において、

それぞれの地域コミュニティがどのような情報を海外からの住民に提供しているの

かを分析する。 
 

地域コミュニティの人口統計 
現在大半の JET 参加者は日本の郊外地域から地方に配置されている。本調査の回答

者は、現在都会に配置されている JET 参加者が 19%を占めている。本報告書におい

て、地方を市区町村の区域内で人口が 5 万人未満の地域とし、郊外地域を市区町村

の区域内で人口が 5 万人から 25 万人程度の地域とする。また、都会は市区町村の区

地内で人口が 25 万人以上の地域である。現在、大都市（人口が 100 万人以上の地域）

に配置されている JET 参加者は少数である。本調査において、総回答者の７％が大

都市で暮らしていると答えた。以下、各地域コミュニティの人口統計が現在 JET 参

加者の生活にどのような影響を与えるのかを検討する。 

 
図３ 

 
図４ 
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英語での情報 
本調査において、４０％の回答者が地域コミュニティにおいて英語での情報を得る

ことができると答えた。しかし、表 5 から、地域コミュニティにおいて英語で得ら

れる情報は日常生活に関する情報や資料等ではなく、ほとんどが外国人観光客向け

の観光マップやパンフレットであると答えた JET 参加者が 81%を占めていることが

分かる。地域コミュニティにおいて、外国人住民向けの公用料金や住宅法等の情報

が英語で得られると答えた回答者が 31%であった。また、地域コミュニティで、言

語学習に関する情報が提供されていると答えた回答者は５５％であった。 

 

 

図５ 
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６４％の本調査回答者が、全体的に言うと、地域コミュニティで提供されている英

語での情報が「ふつう」か「良い」か「とても良い」と答えた。 

 

 
図６ 

 
一方、現在 JET 参加が配置されている地域の人口統計によると、英語の質が大幅に

異なるということが分かった。１３％の都会の回答者が地域コミュニティによって

提供される情報の英語の質が「悪い」か「とても悪い」と答えたが、３０％の郊外

地域の回答者と５５％の地方の回答者が、英語の質が「悪い」か「とても悪い」と

答えた。 
 

 
図７ 
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任用団体と地域コミュニティサポート 
来日直後、新規 JET プログラム参加者が、配置される地域コミュニティとの最初の

接点は任用団体と言えるだろう。本章において、来日後新規 JET プログラム参加者

が受けているサポートや支援等を検討する。 

 

来日直後サポート 
来日直後任用団体によりどのような情報や支援が提供されたかという質問に対して、

住宅と銀行口座に関する情報や支援を受けたと答えた回答者が 96%であった。その

他にも、携帯入手方法（80%）、公用料金の支払い（73%）、インターネットの開設

（61%）という回答があった。 
 

 
図８ 
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更に、来日直後任用団体により、どのようなサポートしてほしかったですかという

質問に対しては、５９％の回答者が、医療扶助や支援に関する支援と答えた。その

次に、３８％の回答者がインターネットの開設に関する支援と答えた。 
 

 
図９ 
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地方、郊外地域、都会の現在 JET 参加者それぞれの回答を分析すると、際立つこと

が２つある。それは、ゴミ収集に関して、任用団体から情報や資料、支援などをよ

り提供してほしいと回答した地方の JET 参加者が、２７％の郊外地域と都会の回答

者に比べて、４７％であったということだ。また、２８％の地方と郊外地域の回答

者と比較すると、都会の回答者のうち 47%の人が携帯入手方法等に関して、任用団

体からの支援がより必要だと考えている。 
 

 
図 10 

 
また、図９に関する問いについては、回答者が下記の質問に対して回答を入力する

選択肢を与えられた。 

  

 

 

 

 

情報や資料を英語でより提供してほしいという回答は主な要求であった。約３９８

人のうち３００人の回答者は情報へのアクセスを改善すべきだと答えている。その

中でも、ゴミやリサイクルに関する情報を英語で提供してほしいという要求が一番

多かった。その他、緊急時対応や災害情報を得たいという回答があった。 

 

さらに興味深いことは、379 人のうち 60 人の回答者が、コミュニティ活動やボラン

ティア活動の参加に関する情報が得たいと答えたことである。（本報告書第 3 節に

より詳しく分析してある。） 

 

 

 

「任用団体によりどのような情報や、資料、サービスなどを外国語

版で提供してほしいですか。」 
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最後に、３７９人のうち４０人の回答者が、日本語講座や日本語会話コース等に関

心を持っていることが分かる。 大半の回答者が、コミュニティでは日本語を学べる

機会があると回答した。しかし、言語講座に関する情報が提供されているにも関わ

らず、JET プログラムの参加者にとっては、情報へのアクセスが困難で、理解しづ

らいということが分かる。 
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問題処理方法 
来日直後、新規 JET プログラム参加者が、配置される地域コミュニティとの最初の

接点は任用団体と言えるだろう。本章において、来日後新規 JET プログラム参加者

が受けているサポートや支援等を検討する。 

 

遭遇した困難について 
本調査において、回答者は来日後から現在に至るまでに遭遇した問題や困難に関す

る質問をされた。来日直後の悩みや心配、または、上記のように医療、住宅、携帯

電話入手方法等の困難に遭遇したと答えた回答者が多かった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 11 
 

 

30%の回答者が、来日後、医療の困難に遭遇したことがあると答えた。具体的に言う

と、医療施設を探すことや、健康診断の予約、診断書の記入、英語を話せる医者を

探すこと、医学関連の翻訳を得ることなどの例が挙げられる。 

 

22%の回答者が、来日後、住宅の問題が発生したことがあると答えた。来日直後、家

賃の支払いに関する情報や、任用団体から支援の不足で住宅を探すこと、住宅事情

や住まいの安全性に関する心配、住宅の修理等の困難が発生したという回答があっ

た。 

 

18％の回答者が、来日後、インターネット及び携帯電話に関する困難に遭遇したこ

とがあると答えた。任用団体から支援の不足及び言語障壁等でインターネットサビ

ースの開設や携帯電話入手方法に関する困難に遭遇したという声もあった。 
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サポート源について 

大半の回答者（８４％）が、問題や困難が発生した場合に、それを解決するため、

JET プログラムの同僚から支援を受けたと回答した。また、回答者の半数は、任用

団体担当者（60%）、日本人の同僚(53%)、日本人の友達(53%)を主なサポート源にし

ている事が分かった。 
 

 
図 12 
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主なサポート源が誰かという質問に対して、４３％の回答者が JET プログラムの同

僚と回答し、２２％の回答者が任用団体担当者と答えた。 

 

注目すべきなのは、サポート源として取りまとめ団体アドバイザー（PA）と答えた

回答者が１７％で、主なサポート源として指定した回答者が２％未満という結果で

あったということである。 
 

  
図 13 

 
 
図 13 のデータを見ると、JET 参加者が現在に至るまでに遭遇した問題を、取りまと

め団体アドバイザー（PA）と相談する程度深刻ではないと判断した、もしくは、取

りまとめ団体アドバイザーから具体的にどのような支援を得ることができるのかあ

まり意識してないということが考えられる。 
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ホストファミリー 
ホストファミリーはコミュニティとの独特な掛け橋になると言えるだろう。本章に

おいて、現在の JET プログラムによるホストファミリーの利用を検討する。 

 

ホストファミリーとの繋がり 
本アンケート回答者は、任用団体にホストファミリーを紹介してもらったと回答し

た人が９％を占めている。 

 

しかし、ホストファミリーを紹介してもらう機会に関心をお持ちですかという質問

に対して、５５％の回答者が「関心あり」と答えた。また、「関心あるかどうかわ

からない」と答えた回答者は 25%であった。 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

図 14 
 
 

更に、職場と関係のあるホームステイファミリーのほう良いですかという質問に対

して、「はい」と答え回答者が 12％であり、「いいえ」と答えた回答者が 31%であ

った。また、「どちらでも良い」と答えた回答者が 57%であった。 
 

 
図 15 

 
 
ホストファミリーからの支援 
60 人の回答者（9%の総回答者）が既にホームステイを体験したことあると答えた。

回答者によると、ホームステイの利点が様々にあるようである。例えば、三度の食

事や、コミュニティとの絆の強化、観光や日常生活の情報、言語学習や翻訳、医療

扶助、全体的な支援等である。来日直後、自身の住居を探している間に、ホームス

テイを体験したことがあると回答した JET 参加者も複数人いた。 
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コミュニティ活動 
地元の祭りや異文化イベントなどのコミュニティ活動に参加することが、地域コミ

ュニティとの社会的統合のための重要な機会になると言えるだろう。本章において、

JET 参加者のコミュニティ活動を検討する。 

 

現在の状況 
本調査回答者は、任用団体を通してコミュニティ活動に参加したことがある JET 参

加者が 48%を占めている。また、自分でコミュニティ活動に関する情報を得て参加

したことがある回答者が 78%であった。 
 

  
図 16 

 
大半の回答者が、任用団体を通して、英語教室や英会話、英語討論会、イングリッ

シュキャンプ等の外国語活動等のコミュニティ活動に参加したことがあると答えた。

更に、地元の祭りや、学校の運動会や競争等のスポーツイベント、クリスマスパー

ティーやハロウィンパーティーなどのコミュニティ活動に参加したことがあるとい

う回答もあった。 

 

任用団体による主催イベント以外に、地元の祭りやスポーツイベント、季節のイベ

ント等のコミュニティ活動に参加したことがあると答えた回答者も多かった。また、

コミュニティの中でボランティア活動に参加したことがあるという回答もあった。 
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更なるコミュニティ活動への参加 
どのようなコミュニティ活動に参加したいですかという質問に対して、335 人の回

答者（50%）が参加したい活動やイベントなどを指定した。その回答をすべてまとめ

て、下記の３種類に分類している。 

 

355 人のうち 108 人の回答者が、太鼓や書道、生け花、茶道、武芸、芸術等の日本

文化に関心を持っていると答えた。 

 

355 人のうち 73 人の回答者が、地元の祭り計画・経営等に関心を持っていると答え

た。 

 

355 人のうち 53 人の回答者が、地域コミュニティでのボランティア活動への参加に

関心を持っていると答えた。地元企業のための翻訳活動や、動物ケアの活動、高齢

者に対するボランティア活動、市町村の観光ボランティア活動、環境美化運動とい

う例が挙げられた。 
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結論と討議 
全体的には、JET 参加者が自分のコミュニティに参加し、一員として生活している

けれども、コミュニティとの関係を深める可能性がまだ多数ある。 

 

結論 
全体として JET 参加者が来日時に任用団体から住宅、口座管理、スマホ・携帯電話

サービス、光熱費の支払い等に対する大きな支援を得る。東京に住む JET 参加者か

らは、前任者の住宅や家具を貰えないこと等の住宅に関する問題の報告があった。

そして、JET 参加者は医療、自宅でのインターネット、ごみ収集・リサイクル、地

元の興味ある場所の案内、公共交通の使い方に対する支援の拡大を希望する。 

 

上記と関連し、特に地方に住むと、在留外国人対象の情報が少ない。地方に住む

JET 参加者は医療とごみ収集に関する情報提供を強く求める。都会に住む JET 参加

者はスマホ・携帯電話サービスの契約時に対する支援を強く求める 

 

言葉の様々な壁も確かにあるが、ほとんどの JET 参加者は自分にも日本語を習う責

任があると考える。CLAIR はすでにオンライン日本語講座を提供しているが、実際

の日本語教室やコミュニティの中での会話の機会を希望する者も少なくはない。 

 

現代社会の生活の様々な場面では、インターネットとスマホは重要なツールで、若

者にとって欠かせないものである。このような人とつながる手段を得るまでに長い

期間がかかるのは、JET 参加者の国内と国外コミュニケーションを阻害し、新しく

て知らない環境の中では孤独の原因になる。職場で効果的に活躍することも難しく

なる。 

 

JET 参加者は支援が必要な時に主に他の JET 参加者に相談するが、上司と同僚と日

本人の友達もよく相談する。取りまとめ団体アドバイザーは、相談相手としてあま

り利用されていない。今後、この点を検討するに値する。 

 

JET 参加者はホストファミリーに紹介されることに強い興味を持つ。しかしホスト

ファミリーとして職場の関係者を特に望んではいない。 

 

JET 参加者は地域とその周辺のコミュニティの文化的活動に参加したいと考える。

伝統的な活動に参加する機会や祭り等の地元のイベントに活躍する機会を強く求め

ている回答者が多いである。任用団体からのコミュニティとの関係を深めるような

新しい機会に関する情報も強く望んでいる。 
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提案 
本調査で収集したデータとその分断、及び会員の個人的意見や経験に応じて、全国

AJET 役員会は下記のものを提案する 

 

全国 AJET 役員会は任用団体が以下のものに対する情報提供と支援を増やすようにす

すめることを推奨する： 

 

- 医療サービスの使い方 

- 住宅のインターネットを早く入手できる方法 

- スマホ・携帯電話サービスの契約の結び方（特に都会に住む JET 参加を対象

に） 

- ごみとリサイクルの正しい扱い方（特に地方に住む JET 参加を対象に） 

- 地元の公共交通、特にバスの利用の仕方 

- 講座や会話サークル等といった地元で日本語を勉強する機会 

- 地元にあるおもしろい場所 

 

全国 AJET 役員会は任用団体が文化的なイベント、祭り、クラス、組織等のコミュニ

ティ参加の機会」に関連する情報を JET 参加者の任用期間中に提供し続けることを

勧める。 

 

全国 AJET 役員会は JET 参加者が取りまとめ団体アドバイザーを活用しないことの原

因を明らかにするよう勧める 

 

全国 AJET 役員会は任用団体が地元のコミュニティ、特に地方のコミュニティの英語

資料の翻訳や質の向上のために JET 参加者を活用する可能性を検討するよう勧める。

JET 参加者全員が翻訳者として任用される程度の日本語能力を持つわけではないが、

すでに翻訳された情報を修正するだけで情報の質が上がる。JET 参加者は在留外国

人や観光客にとってどのような情報が重要か等についての貴重なフィードバックを

提供できる。 

 

全国ＡJET 役員会は、外務省、総務省、文部科学省及びＣＬＡＩＲが JET 参加者に

日本での医療に関する情報を提供する方法を検討することを勧める。日本の医療の

手続き等が JET 参加者の母国と違う場合が多いため、オリエンテーションの間に日

本の医療設備の使い方や医療の受け方についてのセッションを行うことが大事だと

される。 

しかし、ほとんどの JET 参加者は来日直後に医療を受ける必要がないので、資料や

オンラインで必要時に参考することが可能な医療受け方の案内資料だけでも貴重な

支援になるであろう。提供する情報が JET 参加者の期待とニーズに合うように、三

省及びＣＬＡＩＲと全国ＡJET 役員会が協力できる方法を検討する価値があるであ

ろう。 



コミュニティ統合・冬 2016 年 

 
 

 19 

最後に、全国ＡJET 役員会は三省及びＣＬＡＩＲが全国ＡJET と一緒に任用団体の

JET 参加者にホストファミリーを紹介する活動を推進し支援する方法を検討するよ

うに提案する。可能ならば、ホストファミリーの中に英語能力のある方が一人以上

いると良いが、JET 参加者の力になりたい家族ならだれでも JET 参加者に貴重な支

援を与える。ホストファミリーこそが、本報告書に出たごみ収集、スマホ・携帯電

話・医療等の問題を解決するように協力できる。地元の文化的活動にどのようにし

て参加できるのかといった情報も提供できる。その上、ホストファミリーの協力は

JET 参加者に日本人の日常生活を近くから見る機会を与え、ホストファミリーに異

文化を学ぶ機会を与えながら異文化交流を推進することも可能である。このような

異文化交流や深い縁を育てることは JET プログラムのミッションによく合うもので

ある。  
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質問 
 

質問 1: 
JET プログラムは過去に今よりホストファミリーを活用したでしょうか？活用して

いた場合、活用が下がった原因は何でしょうか？活用していなかった場合、もっと

活用しない具体的な理由があるでしょうか？ 

 

質問 2: 
「Japan Exchange and Teaching」の「エックスチェンジ」の目標を推進するような

地元や全国の祭り・イベント・伝統等の交流活動に参加するように、特別休暇をも

らえる可能性があるでしょうか？オンラインで回答したある JET 参加者の考えでは、

夏・冬休みの間に時間があってオフィスにいるより、日本を旅行する時間や様々な

土地について学ぶ時間とイベントを通じてコミュニティと交流する時間の方がが利

益的であろうとある。 

  



 

  


