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研究成果の概要（和文）： わが国在住の外国人による人口減少国日本への具体的貢献の方法や
程度は、彼らの国籍、在留資格などに応じて多様であるうえ、国内での地域差も大きい。しか
も、外国人は多岐にわたる職業に従事しており、現代日本に対する彼らの貢献は必ずしも顕著
とは言えない。また、外国人女性や国際結婚カップル女性による出生率は、日本人女性の出生
率と同程度か、より低い水準にある。一部の地方自治体による地道な支援施策が注目される一
方、国による社会統合策は不十分であり前進が望まれる。

研究成果の概要（英文）
：The type and degree of contributions made by foreigners in Japan,
a country that has started to show population decline, vary with their nationality and
status-of-residence, and regional differences in this regard are not small. Since foreigners
are engaged in a variety of occupations, such contributions in contemporary Japan are not
necessarily conspicuous. The fertility of foreign women and women within international
marriages is nearly equal to, or even lower than, that of Japanese women. The adoption of
reliable support measures for foreigners by some of the local municipalities deserves our
attention, while the social integration policies of the national government are insufficient
and should be improved.
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