
　東川町は、海外との姉妹都市交流・フォトフェスタ・国際交

流写真フェスティバルなど多くの国際交流事業を実施してお

り、2015年町立東川日本語学校の開校により、多くの外国人が

暮らす町となった。

　外国人も安心して暮らせる町を目指し2019年4月より多文化

共生室を設置。外国人の生活や就職支援等の相談・サポートを

行っている。

　「世代・性別・国籍・民族」などの異なる人々が対等な関係

を築こうとしながら、同じ東川町民としてお互いを尊重し合い

共に生きていく町づくりを目的としている。

　今後もさらに地域住民と外国人の交流事業を展開する。将来

的には、地域住民・外国人に自立を促し、それぞれの企画立案

をもとに交流のできる場・仕組みづくりを構築する予定。

特徴
東川町民としてお互いを尊重し合い共に生きていく町づくりを目指し、

外国人と地域住民が交流のできる場を作り、個々が自立していくためのサポートを実施している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

外国人と地域住民の交流事業

【インターナショナルトーク】

外国人留学生の日本語会話力向上を目指し、地域住民と日本語

でフリートークを実施。

【異文化紹介】

外国人職員・国際交流員が民族衣装や写真などを用い自国の紹

介を展示した。

・タイ「ソンクラーン祭り」

・内モンゴル、ベトナム

・ウズベキスタン

・ラトビア

【インターナショナルトーク】

コロナ禍により個別対応に変更したことで、外国人留学生の日

本語会話力向上につながった。

【異文化紹介】

地域住民と外国人職員・国際交流員との交流の場ができてい

る。国際交流に関心のある地域住民がインターナショナルトー

クに参加するなどの循環も生まれ始めている。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 多文化共生事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　新型コロナウィルス感染症の影響で、当初予定していた事業

は中止、縮小、延期となったが、実施可能な事業を行い、外国

人材の日々の生活がより良いものとすることができた。

　各事業の内容については、適宜精査していく。

　外国人技能実習生が、本市の市民として認識されるように、

市民との交流を今後も推進していく。

特徴 市民と交流する機会を設け、外国人技能実習生が市民の一員であると認識してもらい、生活の質向上を目指す。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　国際交流サロンは、市内に住む外国人が集える場所であり、

特に技能実習生に向けた様々な事業を実施している。

　生活の質の向上、市民との交流などを目的に次の事業を実施

した。

【新年書初め会】

　技能実習生が一年の抱負や目標等を書初める。作品はサロン

ロビー下にて展示した。

　参加者は書初め後、おみくじを引き、くじの番号に合わせた

景品を贈呈。

【新年書初め会】

　技能実習生は目標や好きな漢字を書初めしてもらった。

　参加人数は41名。

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 外国人技能実習生交流事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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実施主体

(所在市町村)
釧路国際交流の会（釧路市）

事業名 交流会の開催

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

　様々な困りごとを抱える外国人、地域で孤立気味な外国人の

存在を知ったことが、本事業のきっかけとなった。

【目的】

　キーワードは「釧路で国際交流」、「身近な外国人との触れ

合い」、「気軽でフレンドリーな場と（国籍を超えた）仲間づ

くり」。来釧及び在住外国人との交流・情報交換を通じ、身近

なところからの異文化理解（他者理解）の向上及び釧路の国際

化推進に寄与する。

【課題】

 「青年世代の参加者が少ない」「地域在住の外国人への当会

イベントの周知が不十分」

【展望】

 　国際交流に興味を持っている学生や社会人への参加を積極

的に呼び掛けるとともに、外国人の利用が多いとみられるＳＮ

Ｓなどを活用し、イベントのＰＲをしていく。

　令和2年度より、若い世代にも参加していただきやすいよう

に、名称を従来の「茶話会」から「交流会」とした。引き続

き、これまで以上に柔軟な対応、多目的な集いとしていきた

い。

特徴
　当地を訪れる外国人や地域在住の外国人との気軽な交流・情報交換を通じ、参加される全員が、身近なところか

ら異文化理解と相互理解を深めるとともに、参加される外国人にとっての居心地の良い場と関係を提供する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　当会は、1995年（平成7年）12月に釧路国際交流ボランティ

アの会（当時）として発足。以来、20年以上にわたり、釧路市

と密に連携し、地域国際化の推進、多文化共生社会の実現に向

けた活動を展開している。

　本事業は、発足時から継続的に開催しており、毎月0.5～1回

の開催頻度となっている。

　内容は、参加される来釧及び在住外国人との交流を通じ、参

加者全員が異文化を理解するとともに、外国人が必要とする各

種情報の提供や有益な情報の交換が行えるものとなっている。

また、来釧及び在住外国人からの要望などに合わせたプログラ

ム（地震や津波等の予備知識、スーパーでの買い物、図書館等

施設利用の仕方など）も実施している。

・外国人のニーズに添った内容で、小規模な交流会を持続。

・交流会への参加を通じ、季節に応じたイベント（くしろ市民

北海盆踊りへの参加、クリスマス会、新年会等の恒例行事）に

多くの人が集う形となった。

・2020年はコロナ禍ではあったが、野外での交流等、感染防

止対策を講じ、５回開催。延べ参加数121名（外国人35名）。

・留学生や当会の日本語学習支援活動に通うALT（外国語指導

助手）・技能実習生などに積極的に声かけを行っている。

・会員以外の方も参加可能とし、原則事前申込みは不要。気軽

に参加できる会としている。（2020年度はコロナ禍のため事

前申し込み、人数制限を設け実施）
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実施主体

(所在市町村)
釧路国際交流の会（釧路市）

事業名 冬迎祭の開催

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　釧路の寒い冬を外国人の皆さんと共に元気に乗り切ろうと、

秋に大規模な国際交流イベント（原則年1回）を開催する運び

になった。この趣旨から、名称を「冬迎祭」とした。

　地域在住の外国人（留学生や技能実習生、ALT、その他の在

留資格で滞在している外国人）の他、釧路市で研修中のJICA研

修員や釧路コールマイン（株）の研修生などにも声をかけ、市

民との交流を深めてもらうとともに、市民が気軽に国際交流で

きる機会の提供及び市民・外国人双方にとっての異文化理解の

向上にも寄与することを目的とする。

・在住外国人の参加を増やすためのPR方法（現在、ポス

ター、Facebook、会員からのお誘いのみとなっている）。

・他の国際交流団体に向けたPR方法についても再検討。

・毎年度、似たような内容になっているとのご意見・ご指摘も

あるので、より参加者に喜ばれるようなイベント内容への見直

しを図っていきたい。

特徴
地域で暮らす外国人にフォーカスを当てた「市民との国際交流イベント（冬迎祭）」を企画・開催し、

釧路地域の国際化と多文化共生社会の実現に寄与する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　1995（平成7）年の発足当時に開催し、2019（令和元）年11

月開催分で、25回目の開催を迎えた。

※ 2020年度は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止

【主な内容】

　来釧及び在住の外国人と、会員を含む釧路市民及び近隣住民

との交流イベント

【実績（日にち、参加者数）】

・第23回、2017年11月19日、258名（外国人：118名）

・第24回、2018年11月18日、255名（外国人：126名）

・第25回、2019年11月24日、200名（外国人：62名）

・在住外国人の概要について紹介。

・参加している外国人に焦点を当てた紹介コーナーあり。

・留学生や学生が運営スタッフに。若年層の交流拡大を図る。

・周知用のポスターは留学生や学生が作成。

・近年、司会進行は留学生や学生が担当（第25回はモンゴルと

韓国からの留学生が担当し、日本語で司会進行を務めた）。

・毎回、国際交流に興味・関心のある個人及び団体（最近では

技能実習生の監理団体や受入企業の方など）にも参加いただい

ている。
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実施主体

(所在市町村)
とかちフレンドシップ（帯広市）

事業名 とかち国際人材交流会

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　車社会である十勝地方では、買い物や知人との交流などにお

いて交通的に不便を感じる外国人が少なくなかった。

　また、外国人を雇用する企業も、外国人に日本滞在中、快適

に過ごしてもらいたいと思っているが、取組については企業単

独では限界があるという意見があった。

　今後も十勝にやってくる外国人は増加すると見込まれること

から、行政・企業・地域市民で連携し、環境を整備する必要が

あると感じ、実施に至った。

　新型コロナウィルスの影響により、密を回避する必要がある

ために交流イベントの実施を中止するに至った。

人が集まるイベントの実施は今後も開催が難しいことが予想さ

れるため、代わりとなる方法を模索している。

特徴
　技能実習生等のいわゆる働く外国人たちのコミュニティ形成の機会を

地域市民・行政・企業が連携して提供することで共生社会の実現に貢献しようとするもの。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ＪＲ帯広駅近辺の公共施設等を活用し、十勝地方在住の外国

人のための交流会を実施。（衣料品のバザー、日本の文化に触

れる和菓子作り・着物体験、ボードゲーム、十勝発祥のスポー

ツ・ミニバレー等）

　主な周知方法としては外国人雇用企業への案内と外国人らに

よる口コミ。平成31年度（令和元年度）においては参加者が

120名を超え、毎年増加傾向にあった。

　しかし、本年度については新型コロナウィルスの影響を鑑

み、開催を中止とした。
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　海外の先住民の歴史や文化、取組についての理解を深めるこ

とにより、アイヌ文化の継承や多文化共生社会づくり等を担う

人材を育成する。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止となったが、令和３年度以降については、感染防止対

策を講じた上で、感染状況を踏まえて時期を見て実施予定。

特徴 アイヌ文化の継承や多文化共生社会づくり等を担う人材を育成することができる

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　先住民族の文化や尊厳を尊重し、共存する社会づくりを進め

るニュージーランドや友好都市であるサイパン市へ、市内中学

生を派遣する。

　令和２年度において、友好都市であるサイパン市へ市内中学

生を派遣する予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影

響により事業を中止した。

実施主体

(所在市町村)
登別市

事業名 多文化共生推進事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　青少年との交流や日本とは異なる生活・文化の体験を通じ、

生徒の豊かな人間性と広い視野を育むとともに、ファボー・

ミッドフュン市との交流を推進することを目的とする。

　デンマーク王国との友好関係を絶やさず、毎年本事業を実施

していく。

　令和２年度については、新型コロナウイルス感染症の影響に

より中止となったが、令和３年度以降については、感染防止対

策を講じた上で、感染状況を踏まえて時期を見て実施予定。

特徴
友好都市であるデンマーク王国の文化や歴史等を学び、

豊かな人間性と広い視野を育み、国際交流を推進することができる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　友好都市であるデンマーク王国へ市内中学生を派遣する。 　令和２年度において、デンマーク王国へ市内中学生を派遣す

る予定であったが、新型コロナウイルス感染症の影響により事

業を中止した。

実施主体

(所在市町村)
登別市

事業名 デンマーク友好都市中学生派遣交流事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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外国人が安全に安心
して暮らせる環境をつくる

　本章では、地域に在住する外国人の方々が日本人住民と同様に行

政サービスを受けられることなどにより安全・安心な生活が送られ

るよう、相談体制や災害時対応などの環境整備、医療や子育て、教

育、住宅などの分野における支援といった取組を紹介します。ま

た、地域に在住する外国人をネットワーク化し、行政情報へのアク

セスや地域社会への参画を容易にするための取組も紹介します。





実施主体

(所在市町村)
釧路市

事業名 釧路市通訳者登録制度の運用

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

・外国人観光客の増加に伴い、外国人傷病者の発生件数も増加

傾向にあり、洋上から緊急搬送される外国人船員など、日本語

で話せない外国人の対応が急務となっていた。

・平成25年12月、医師会等関係機関で外国人傷病者対応連絡協

議会を設立した。

・釧路地域の国際化が進む中、とくに観光分野、医療分野にお

いて、多言語で通訳可能な地元の人材を確保する必要性が増し

てきた。

【目的】

・外国人傷病者発生時や観光分野などで、多言語通訳可能な地

元の人材を予め確保する。

・通訳可能な地元人材が、民間や行政などからの依頼に応じ、

通訳者として活躍する機会を提供する。

・本登録制度の活用実績を増やすことにより、当市における外

国人の受入環境整備を推進する。

【今後の課題】

・登録者情報の更新が必要になってきている。

・登録者研修にかかる予算確保が困難である。

・登録者のスキルアップの方法。

・言語によっては、活躍していただく機会がない（少ない）。

・登録者との協力関係維持に有効な手段・方法を確立できてい

ない（現在、不定期でのメールでの情報提供のみ）。

・地元でのニーズはあるが確保できていない言語がある。

・通訳者として生計を立てられるほどの需要がない。

【将来に向けての展望】

・登録者情報を更新する仕組みを確立する。

・通訳スキル向上に資する研修開催に使用可能な交付金等の情

報収集を行い、活用を検討する。

・希少言語の登録者が活躍できる方法を模索する。

・定期的な情報の発信につき、検討する。

・本制度について、広く市民に周知する。

・新規登録者の開拓、対応言語数を増やす工夫を継続する。

特徴 地域に在住する通訳者の情報を集積し、依頼に応じて情報の提供を行う。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　地元で通訳可能な人材を登録し、外部からの照会依頼に応

じ、該当する登録者の情報を提供する。

【登録要件】

・18歳以上の者で、日本語と日本語以外の言語について、日常

会話以上の会話能力を有する者。

・主に市内での活動に関わることが可能な者。

【運用方法】

・外部機関等から登録情報の提供依頼があった際に、該当する

登録者情報を提供。業務内容にかかる調整、契約、報酬の支払

いは、依頼者・登録者間で協議、としている。

【工夫】

・地道で積極的な登録推進活動の実施。

・本登録制度に関する市HPでの掲載。

・登録者のスキルアップを目的とした研修会の開催。

・登録者のスキルアップ及び多文化共生に間する情報の提供。

【成果等】　※令和3年3月末現在

　登録者数　：118名（延べ135名）

　登録言語数：20言語

　利用実績　：101件（平成27年度～令和2年度）

　新規登録者実績（令和2年度）：5言語、5名（延べ8名）

※5言語の内訳：英語、中国語、ロシア語、フランス、イタリ

ア
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実施主体

(所在市町村)
釧路市

事業名 市役所庁舎の多言語音声翻訳機の導入

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

・近年、在住外国人・外国人観光客が増加しており、それとと

もに、日本語のわからない外国人が市役所の各窓口へ来庁する

ことが増え、コミュニケーション不全が課題となってきてい

た。

【目的】

・多言語音声翻訳機の活用により、日本語がわからない外国人

への行政サービス向上を図る。

【今後の課題】

・音声翻訳機の故障・不具合時の費用負担（保証期間外）。

・SIM利用期間を経過したあとの対応。

【将来に向けての展望】

・技術の進歩により、様々な機種及び翻訳システムが登場して

きている。今後もより利便性の高い機種が出てくる可能性があ

るほか、庁舎内の通信環境が整備されることにより、新たな機

種及び翻訳システムへの更新についても検討を行うなど、外国

人住民への行政サービスの強化を図るとともに、外国人住民が

さらに安心して暮らしていけるよう、多文化共生の推進につい

ても図っていくこととしている。

特徴
市役所窓口等への多言語音声翻訳機の配置により、

市役所を訪れる在住外国人への行政サービスの向上が図られる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　近年、在住外国人が市役所の各窓口へ来庁することが増えて

きたため、庁内において、平成29年度に「新たなICT･IoTの利

活用ワーキンググループ（WG）」を立ち上げ、外国語の翻訳

等を通じた在住外国人へのサービス向上についての検討を行っ

てきた。

　令和元年度、「国際ロータリー第2500地区」より、当市の国

際化推進を目的として、多言語音声翻訳機9台の寄付を受け、

窓口等へ配置した。

【配置箇所】本庁舎（庁舎案内）、税務窓口、防災庁舎（庁舎

案内）、防災庁舎2F、教育委員会、阿寒湖温泉支所、港湾庁

舎、貸出用2台

【工夫点 】

・関係する複数の部署からメンバーを選出し、左記WGを立ち

上げ、市役所内での課題を洗い出した。

・WG内で翻訳機やアプリなどの機能や環境整備など、導入に

必要な事項を検討した。

・現在の市役所庁舎の通信環境ですぐに導入できる翻訳機の寄

付を受け、配置場所にかかるアンケートを実施し、選定した。

・配置時、配置部署に使用・取扱方法を指導した。

・使用記録簿により、使用実績を記録できるよう工夫した。

・貸出予約を庁内LANで行えるよう工夫した。

【成果等】

・多言語（74言語）での対応が一定程度可能となった。

・語学が堪能な職員が不在であっても、窓口を訪問する外国人

と対応にあたる職員間のコミュニケーションが一定程度図れる

ようになった。

・来庁する在住外国人及び対応する職員の双方において「言葉

が通じる」という安心感が増した。

2-②


