台北市新移民サポート政策兼実施方法
2016.12.30 人口政策第 10533833000 号

1.前書き
我国には世界各国交流頻繁で国際結婚も増加しつつ、政府は外国人配偶者台湾での生活をサポートす
る為に新政策を行う、国民も他国文化を理解する事ができます。

2.新移民現状分析
台北市新移民人数は 1970 年代の末ごろから現在まで約四万人近く、全国ランキング第三市です。国際結
婚は夫婦感情薄くの基で、絆が強くない、保障無さそう、経済面余裕ではない、就職にくい、保険知識或
いは医療資源不足、ＤＶ，子供養育にくい等の問題が生じます。

3.サポート政策
新移民の為に新政策を行う、生活能力アップ或いはサポート組織を設けて生活安定すれば、社会サービ
スも貢献できます。

4.目標
-生活能力アップ
-多文化発展
-サポート組織を設け

5.現有政策。
1.生活適応能力アップ
項目
1.地域サービス

ポイント
A.社会福祉団体定期会議
B.サービス：訪問、団体指導する、講座、教育研修

全国初「台北市新移民会館」は専用ネットコーナー、親子供セ
ンターを設け、ベトナム、イントネシア或いは英語通訳員を滞
在、多言語雑誌新聞、各レッスンも開催します。
3.生活成長レッス 言語、クッキー、手工芸品、文化習慣、出産保険、法律、見学、親
子イベント等。
ン
4.リテラシー
高校、小学校で『大人初級研修』レッスンを開催します。
2.新移民会館

5.運転免許証

A.新移民を運転免許証を取得為に多言語音声の学科試験を行い
ます。
B. 多言語学科試験過去問題と模擬試験 http://tpcmv.thb.gov.tw/を
提供しています。
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6.お問い合わせ

7.法律サービス

●新移民会館
南港 27884911、萬華 23701046。
●警察外事科：23817494。
●台湾居留に関する法律お問い合わせ。
中国人 23899983、外国人配偶者 23889393-3122。
生活適応 23889393-3127。
●健康サービスお問い合わせ。
婦人幼児保険 27287118。
12 ヶ所健康サービスセンター：
松山：2767-1757
信義：2723-4598
大安：2733-5831
中山：2501-4616
中正：2321-5158
大同：2585-3227
萬華：2303-3092
文山：2234-3501
南港：2782-5220
内湖：2791-1162
士林：2881-3039
北投：2826-1026

民政局
警察署
移民局

●教育サービス：2725-6423
●就職サービス
中国人 23085231*703、外国人配偶者 23085231*716。
●新移民家庭サービスセンター25580133。
b.西区 23616577
c.北区 25040399
d.南区 29312166
e.東区 26317059

教育局
労働局

A.市政府 1 階東区法律受付、予約電話 27256168。
B.新移民家庭サービスセンター、DV 防止センター。
C.各区仲裁会。

衛生局

社会局

秘書部
社会局
民政局

2.就職権利保障或いは就職能力アップ
項目

ポイント

1.就職サポート A.就職サービス：就職登録、就職推薦、現場人材募集イベント。
B.特別案例：就職能力低い新移民にマンツーマンの就職相談を提
供します。
C.就職後押し
1.臨時手当：新移民は就職サービスセンター登録してか
ら 14 日内就職できなかったら、政府機関或いは非営利
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機関
労働局

2.就職研修

団体で臨時仕事をもらえまう。時給 133 元で計算、月 176
時間限って、最長 6 ヶ月です。
2.雇用手当て：新移民採用機関は１人月 8000 元から 12000
元までの手当てをもらえて、最長 12 ヶ月です。
3.職場研修或いは再適応計画：特別案例の雇用機関、団
体の手当ては最長 3 ヵ月、障害者雇用すれば 6 ヶ月延期
することができて、就職者に全力サポートします。
4.特別対象な失業者に就職手当て：台北市各就職サービ
ス推薦で就職者は戸籍台北市で 4 ヵ月以上、条件を満し
た、労働保険所得 2 万 7600 元以下、一ヶ月以上就職場
で就職者は 1 人月 5000 元手当てをもらえて、最長 6 ヵ
月です。
D.就職能力育成レッスン
E.創業研修レッスン：台湾労働法律解説、職場現状分析、サービ
ス資源或いは申請流れ、小型創業者に相談を行います。
F.就職アピール：「就職サービス資源マニュアル」、「外国人配偶
或いは中国人配偶広告宣伝」。
家族滞在居留或いは長期居留の新移民はテストで採用すれば就
職研修レッスンを参加することができます。

3.医療資源、生育保険
項目

ポイント

1.健康サポート A. 訪問サービス
1.12 区健康サービスセンターで新移民新婚、産後子供を
訪問を行います。
2.家庭計画、出産前検査、生育保険、健康検査の指導と
手当て。
B. 通訳サービス：
1.12 区健康サービスセンターと市立連合病院は「外国語
衛生医療通訳サービス」を提供します。
2.多言語（ベトナム語、イントネシア語、タイ語、英語）
衛生保険教材を提供します。
C. 健康保険範囲外の妊娠検査手当て申請、妊婦出産前衛生
教育。また、先天性欠損症の子供が生まれない為に家庭養護
係から出産前検査を行います。
D. 出産遺伝検査、健康検査手当て：
1. 妊娠前健康検査女性 1595 元、男性 655 元。
2. 「ダウン症候群」初期検査 2200 元或いは中期検査 100

2.エイズ宣伝

元（検査費）選択して下さい。
E. 入籍前健康保険範囲外の 10 回出産前検査費或いは妊娠 35
週目から 38 週目のレンサ球菌検査手当て（衛生署基準に従
う）。
衛生局ネットでエイズ多言語宣伝。
3

機関
衛生局

4.身の安全守る
項目

ポイント

機関

1.緊急処置

24 時間保護専用お問い合わせ：23961996-226。
ＤＶ或いは性的暴力の新移民緊急処置、診療、負傷状態
を調べ、証拠の収集、また、113 専用保護即処置サービスを
提供します。

社会局

2.多言語サービス

A.24 時間お問い合わせ：23961996-113、中国語、台湾語、
英語、イントネシア語、ベトナム語、タイ語、カンボジ
ア語等多言語を提供します。
B.通訳人材或いは通訳費用基準を設けます。
A.多言語パンフレット、電子ファイルダウンロードを
提供します。
B.被害者の保護処置。
C.新移民生活成長レッスンに追加。

3.予防処置宣伝

民政局

5.多文化宣伝
項目

ポイント

機関

1.人種的平等

台北畫刊ファ カン或いは Upaper で新移民ニュースを載せます。 観光メディア

2.就職研修

新移民の知識をアップする為に主催側の業務員、警察員を招き
レッスンを開催します。
台北ラジオは「心際能源會シン ジー ノン ユェン フゥ
イ」、
「夢想共和國モン シィアン ゴン フェ゛ァ
グゥォ｣
を制作し、また労働局を連携で「HELLO TAIPEI」も制作イン
トネシア語、タイ語、フィリピン語、ベトナム語を放送されます。
FM93.1、AM1134 毎週土曜日、日曜日 20：00～23：00、日曜日 19：
00～19：30 を放送されます。
新移民達積極的に芸術文化を参加する為に協力します。
母語言語（ベトナム語、イントネシア語、タイ語）研修レッスン
を開催します。
A.家庭教育に国際結婚、多元家庭、人種的平等を含めて宣伝し
ます。
B.民間団体、コミュニティは多文化イベントを行います。

3.メディア

4.イベント宣伝 A.アウト電子看板、ラジオ、MRT ホーム、公用チャンネル、台北畫
刊ファ カン等でイベントを宣伝します。
B.イベント宣伝パンフレットを制作し、各局を置きます。
C.会議でイベントを宣伝します。
5.統計データ

統計表データは今後の基準になります。

6.法律調整

修正或いはアドバイスを提出します。
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公務員研修部
観光メディア

文化局
民政局
教育局

関する機関

ヂュ

ジー チュ
民政局

6.社会ネットを設置
項目

ポイント

1.社会福祉団体 社会福祉団体資料を設置。
多言語福祉資源を提供、処置サポートを強化します。
2.福祉資源
3.通訳人材

機関
社会局

外国語資源を統合し、通訳人材を育成レッスンを開催します。

4.コミュニティネッ コミュニティ処置、サービス拠点を設置します。
トを設置
5.名簿を作りま A.新移民資料申請
（https://nasoa.immigration.gov.tw/fcs/index.jsp ）、民政局は区役
す
所の新移民名簿を提供します。
B.特別案例訪問時に台北市サービスセンター或いは専門士を
協力して下さい。

移民局
民政局

7.教育文化アップ
項目

ポイント

A.「台湾パスポート」、「台湾居留」、「台湾出国入国許可」を取得
者は「台北市高校程度（障害者国民を含む」学歴テスト」
（小学校、中学校、高校）を参加することが出来ます。
B.高校以外学歴認定或いは申請流れ
1.中国地域
（1）「中国地域学歴認定基準」で学歴証明を発行します。
（２）中国学歴証明、台湾国民身元証明書（戸籍謄本）、中国公正
証明、海峡交流基金会証明（正本）、2 寸サイズ写真 2 枚を持参
して教育局で申請して下さい。
2. 他地域（香港、マカオ）
「学歴証明審査ルール」、
「香港、マカオ学歴認定法」中国語翻
訳版台湾在外公館で申請して下さい。
C. 促進政策
1. 新移民と子供教育を強化し、多文化教師を育成します。
2. 中学校或いは小学校夜間部で学歴取得をお勧めます。
2.教育レッスン A. 新移民「大人基本教育研修」を開催します。
B. コミュニティ大学校で新移民教育レッスンを開催します。
A. 新移民と子供教育を強化します。
3.文化研修
B. 新移民大人教育教師研修とテキストを開発します。
C. 学校で新移民文化週イベントを開催します。
1.学歴認証
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機関
教育局

8.子供しつけを協力
項目
1. 親教育

2. 二世代面倒

3. 二世代培う

ポイント

機関

A.民間団体で親教育指導、児童少年生涯指導、福祉サービス、
生活適応等サービス。
B.社会福祉サービス相談、特別指導、放課後面倒、
レスパイトーケアサービス、親教育成長計画等の相談を行いま
す。
C.新移民研修、文化交流、生涯学ぶをお勧めます。
A.新移民児童発展検査。
B.初期医療サービス。
C.放課後面倒。
D.公立幼児園入学優先。
家庭教育法を促進、親教育、子供教育、性別、婚姻、親亡くす、
倫理或いは管理等を処理します。

社会局
社会局
教育局

衛生局
社会局
教育局
教育局

9.社会参加を促進
項目
1.ボランティア募集

ポイント

機関

ボランティア募集、レッスンを開催します。
A. 部活参加を指導、長所、趣味で社会サービスを提供し
ます。

2.社会サービス

B. ストーリーを朗読、児童閲読に寄り添う。

3.文化交流

新移民は多文化イベント参加機会を提供します。

4.会議審査を参加

提案は厳正な審査を行う、予算評価と会議審査において正
式な政府政策になれば予算を採択する実行します。

関する機関

6.インセンティブ：民政局を承ります。
7.経費：各機関年度予算経費或いは配偶者サポート基金会お支払い。
8.賞与：各機関賞罰規程を明確に定めます。
9.未完成事項は補充することができます。
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