
実施主体

(所在市町村)
釧路市（※指定管理者制度による委託事業）

事業名 くしろ国際交流プラザの運営

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

・近年増加している観光目的の来釧外国人や技能実習生をはじ

めとする在住外国人からの相談対応や情報提供、地域の国際交

流を推進する体制の強化が課題となっていた。

【目的】

・地域の国際交流の拠点を構築するとともに、外国人等にとっ

ての安全安心の場、憩いと交流の場を提供する。

【今後の課題】

・技能実習等の在留資格で滞在中の外国人が増加傾向にあるな

か、外国人利用者（利用しようとしている在住外国人）のニー

ズに合った開館時間及び事業内容であるか等、見直しが必要。

・さらなる認知度向上のため、在住外国人をはじめ、幅広い世

代の釧路市民に対する周知方法の改善・工夫が必要。

・近年新たに「特定技能」の在留資格が導入されるなど、地方

都市での働き手としての外国人の必要性が高まっており、外国

人にも安全安心な生活環境の整備が求められている。

【将来に向けての展望】

・国際交流及び多文化共生の推進に資する、プラザ主催イベン

ト等を企画・実施していく。

・国や道、他団体との連携事業や共催イベント等を企画・開催

していく。

・SNSの活用など、プラザ及びプラザ主催イベントに関する情

報発信・周知方法を改善・工夫していく。

・多言語に対応するための相談員のコミュニケーション・スキ

ル向上（音声翻訳機の操作等習熟度向上）を図っていく。

特徴
　同プラザでは、在住及び来釧外国人からの様々な相談対応や、国際交流に関する各種情報提供などを行ってい

る。地域国際交流の拠点のみならず、外国人にとっての安全・安心の居場所としても活用される。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　釧路市観光国際交流センター内に、平成28年4月に設置

【開館日時】毎週 火・木・日、10時～13時

【運営方法】委託（釧路国際交流の会）

【機能】Wi-Fiの設置、情報提供、相談員の配置

【工夫点】

・国際交流に関する図書及び資料の整備。

・キッズコーナー設置。

・委託団体による支援事業の実施。

【成果等】

・委託団体主催の日本語サポート活動、茶話会等の実施。

・外国人を含め、1,000名を超える年間の利用者実績あり。

・子ども連れの利用者も来るようになった。

・2019年度、JICA北海道（帯広）と連携し「JICAfe（ジャイ

カフェ） in 釧路」を開催（6/29）。JICA職員及び地元在住の

JICA海外協力隊経験者にも参画いただき、来場者は記帳いただ

いただけでも123名を記録した。

・2020年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を

受け、年間利用者数は1000名を下回ったが、感染防止対策を

講じ小規模な交流イベント及び日本語学習支援活動を実施。コ

ロナ禍の中、行き場を失い、交流機会を求める外国人利用者数

が前年度を上回った。
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　本町には留学生をはじめ、多くの外国人が暮らしているほ

か、大雪山などへの観光客、海外姉妹都市交流、フォトフェス

タや高校生国際交流写真フェスティバルなど多くの国際交流事

業により、多くの外国人が訪れております。本町では外国人が

安全に安心して暮らせることが出来る環境を実現する為に外国

人滞在者へのサポート情報の発信や相談体制の充実を図り、

2019年4月より多文化共生室を設置し、本事業を実施しており

ます。

　本事業への参加者はスタート当初から比べると増加傾向にあ

りますが、今よりも気軽に参加しやすい環境を整えることでよ

り多くの地域住民や外国人留学生等に参加頂き、本町に暮らす

（滞在する）人としてお互いに尊重し合える環境づくりを続け

ていきます。

　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

よりインターナショナルトークの開催は中止となったが、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開催予定。

特徴
国籍や文化、言葉の垣根を越えてお互いを尊重し生活できる社会を実現するための

外国人のサポートや住民との交流の場等を提供している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　本町では、国籍や文化、言葉の垣根を越え、だれもが同じ

「東川で暮らす（滞在する）人」として、お互いを尊重し生活

できる社会をめざし、町内・町外に在住する外国人留学生や地

域住民が日本語でフリートークをする事業を展開しています。

　小学５年生以上であれば誰でも気軽に参加できるように、

コーディネーター５名（うち中国人・ベトナム人各１名）が常

駐する等のサポート体制を充実させております。

実施主体

(所在市町村)
東川町

事業名 インターナショナルトーク

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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　平成30年9月8日の北海道胆振東部地震において「災害多言語

支援センター」を設置し、外国人支援にあたった。

　しかし、非常事態に対応できる言語やスタッフの人員が限ら

れてしまったこと、SNSや公式ウェブサイトからの発信だけで

は多言語支援センターから発する情報が外国人に対して十分に

届いていなかったことが課題となった。

　一方で、札幌に長く暮らす外国人市民が自発的に観光客をは

じめとする外国人を支援する動きや、地震以降にも外国人市民

から、この経験を活かし「支援する側」になりたい、といった

声も多く聞こえた。

　そこで、外国人住民を地域の担い手とし、平時には防災知識

の啓発、非常時にはコミュニティなどのネットワークを活用

し、効果的な災害時の支援体制を構築するため、本事業を始め

た。

　令和２年度の第一期生に続き、令和３年度においても、言語

バランスやコミュニティへの影響力等を勘案し、第二期生の認

定を行う。

　活動については、認定動画やパンフレット等の制作、訓練に

おいてSAFEの意見を取り入れるほか、SAFEが教える側になっ

て訓練を行うなど、平時における防災啓発での活躍を想定して

いる。

特徴
災害時に災害多言語支援センターと協力し外国人支援にあたる、

外国人を中心としたグループ「札幌災害外国人支援チーム」の育成を行う。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　令和元年度、災害時の外国人対応について、外国の方ととも

に仕組みづくりの検討を行い、令和２年度に市職員や外部専門

家を招聘し、全４回の研修や総合防災訓練への参加を経て、９

か国１８名を正式にＳＡＦＥメンバーとして認定したもの。

　今後、災害時には、ＳＮＳなどを使って外国語で災害情報を

発信することや、災害多言語支援センターの職員とともに避難

所を巡回し、通訳や相談対応などを行う。

　また、災害がない時にも、定期的に札幌国際プラザが行う研

修に参加するほか外国人に向けた防災啓発を一緒に企画、実施

するなどして、平常時も活動していく。

【工夫点】

　制度構築にあたり、札幌に住む外国人など15名程度が集まり

アドバイザー会議を4回開催（令和元年度）し、意見交換を

行った。また、研修内容や方向性についてメンバーの意見を積

極的に取り入れたり、ミーティングを実施しながら進めてお

り、外国人住民の主体的な参加とモチベーションの維持に努め

ている。

【成果】

　新型コロナ禍における情報配信や支援活動の際、SNSなどで

の周知に加えSAFEを通じて情報の伝達を行ったところ、多く

の外国人への情報拡散につながった。

実施主体

(所在市町村)
（公財）札幌国際プラザ（札幌市）

事業名 札幌災害外国人支援チームSAFE（Sapporo Assistance for Foreigners in Emergencies）

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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　北海道においては、在住する外国人やコロナ禍前までは来道

する外国人観光客が急増している。しかし、平成30年の胆振東

部地震の際に、その時道内に滞在していた外国人に災害時の情

報が効果的に行き渡らなかったという課題が浮き彫りになっ

た。

　今後、大規模災害が広域な北海道で起きた場合、特に地方在

住且つ英語が通じない外国人への情報伝達の課題は懸念される

ところである。

　そのような課題を解決する一つの方法として、外国人へ正確

に情報を伝達し、かつ、困りごとへの対応が可能な人材育成が

急務であることから、サポーター登録を実施している。

・サポーターを対象とした初めてのオンライン研修会だった

が、道央圏以外の登録者の参加があったのは大きな収穫であ

り、画面越しではあったが「顔の見える関係構築」の一歩とな

る機会となった。今後は、実施の曜日や時間帯、研修内容を工

夫し、より多くのサポーターが参加しやすい研修会を継続した

い。

・参加者からは意見交換の時間が短かったという意見が複数見

られた。サポーター登録者は主体的に活動する意志がある方が

多いので、参加者同士が災害支援について積極的に意見交換が

よりできるような内容にしていきたい。

・被災時に避難所等の現場に入れる人材を道内全域に確保すべ

く、道内各地域における登録者数増加に努めてい参りたい。

特徴
道内各地域に登録しているサポーターが、オンライン上で災害時の活動に関するスキル向上を図り、

また双方向の内容にすることで当センターと「顔の見える関係」を構築することができた。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　北海道災害支援多言語サポーターは、道内で災害が発生した

際に、被災した自治体からの要請により在住外国人又は外国人

観光客などを支援する目的で設置されたもので、この度、サ

ポーターがオンライン研修会に参加し、災害時における活動に

関するスキル向上を図ることを目的とし実施した。

日程①　１回目：2月28日（日）

日程②　２回目：3月13日（土）

※①と②は同じ内容で実施。サポーターはいずれかを受講。

　初めてオンラインでの研修会だったが、旭川や苫小牧、釧路

等道内の各地から、両日併せて30名近くの参加者となった。ま

た、講師による講演の後は、参加者同士のグループワークがあ

り、普段は顔を合わせることができないサポーター同士の交流

を促すことができた点も良かった。広域な北海道においては、

オンラインの有用性を感じられる良い機会となり、今後も、オ

ンラインを活用しての研修会を充実させていきたい。

実施主体

(所在市町村)
（公社）北海道国際交流・協力総合センター（札幌市）

事業名 「北海道災害支援多言語サポーター」オンライン研修会

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

講演を真剣に聞く参加者 グループワークで話し合う参加者
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　近年、当町では軽種馬産業、主に競走馬を調教する騎乗員と

して町内の軽種馬育成牧場等に従事する外国人労働者が増加し

てきており、その中でも特にインドからの就労者の増加が顕著

である。それにより、妻を伴って来日したり、母国から家族を

呼び寄せたりする事例がここ数年見受けられた。

　そして令和元年度は４人、令和２年度は５人のインド人女性

が妊娠届を町に提出しており、インド人からのヒンディー語版

製作の要望が上がり、製作に踏み切った。

　母子手帳のヒンディー語版を製作したが、今度はこの母子手

帳を持って、母子手帳の内容やインド人の目線から見たヒン

ディー語訳文の意味合いなど、相談や質問が来ることが想定さ

れる。

　現在、町では、多言語翻訳機（ポケトーク）の導入をしてお

り、それも活用しながら、インド人妊産婦の妊娠期・出産後の

対応について検討・協議していく必要がある。

　今後は実施にヒンディー語版母子健康手帳を利用した方から

の意見・要望により、手帳の内容についても検討していく。

　また、相談時のコミュニケーションについては、ポケトーク

を活用していますが、より細かな相談にも対応できるよう、必

要なツールの作成、購入等についても検討していく。

特徴
町内の軽種馬産業に従事するインド人が増加していることに伴い、

母子健康手帳のヒンディー語版を製作し、安心して妊娠や出産ができる環境を整備する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　妊娠を届出する際には、妊婦は役場の保健センター窓口に来

庁してもらい、母子健康手帳を発行するが、近年外国人特にイ

ンド人の妊産婦が増加していることから、そのニーズに対応す

るためヒンディー語版の母子健康手帳製作を行った。また、妊

娠届等の提出書類のヒンディー語版も製作した。

【事業実施における工夫点】

　ヒンディー語と日本語を併記し、妊婦と支援者の双方が理解

できるよう、内容を工夫した。

【事業の成果等】

　母子手帳のヒンディー語版を製作してほしいという、インド

人妊産婦のニーズに対応することにより、浦河町での妊娠・出

産・育児をより安心・安全に実施していくための環境づくりと

なった。

実施主体

(所在市町村)
浦河町

事業名 母子健康手帳のヒンディー語版製作事業

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)
川駒町内会（釧路市）

事業名 在日外国人の町内会加入促進活動

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

・町内会の少子高齢化と会員の減少は極めて深刻な事態となっ

ている。

・地域に居住する方には国籍を問わず加入を呼びかけ、会員の

拡大と活性化を図る。

・特に外国人の加入は町内会、地域のグローバル化にも大いに

役立つものである。

・現在加入のフィリピン人技能実習生は在日期限が3年で、毎

年度、新しい技能実習生と交替する。

・そのため、交流の継続が困難となるが、積み重ねた交流の実

績は、次の来日実習生に継承されるものと思っている。

特徴 地域での外国人との共生と町内会の活性化を図る。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　少子高齢化と会員減少の中で町内に居住する外国人にも加入

を積極的に呼びかける。

・町内会に加入している外国人にも会員として積極的に声をか

け、町内会のさまざまな行事「新年会」、「野遊会」、「地区

連夏まつり」等に参加してもらっている。

・町内会行事等での交流親睦を通じ、お互いの国の習慣や文化

を知りあうことができている。

・若い外国人会員（フィリピン人技能実習生等）の行事への参

画により、高齢化が著しい町内会に活気が感じられるように

なった。

・当町内会においては、この取組により（他の町内会で散見さ

れている）近隣住人とのトラブルの防止にもつながっている。
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　少子高齢化やリゾート開発に伴う急速な交流人口の増加、ま

た集合住宅や単身世帯の増加に伴い、町内会などへの参加が減

少してきたことにより地域コミュニティの希薄化が危惧される

中、町内会への地域住民の加入と参加を促進し、誰もが安心し

て快適に暮らすことのできる地域コミュニティの実現を目指

し、条例を施行。

　参加を促進するための条例を制定し、マニュアルを製作した

ものの、外国籍住民の町内会等への参加やその活動にあたって

は、言語によるコミュニケーションは不可欠であり、言葉の壁

をいかに低くしていくかが課題。

特徴 倶知安町で暮らすすべての住民に対し町内会への加入と活動を促進する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　町内会等への地域住民の加入と参加を促進し、誰もが安心し

て快適に暮らすことができる地域コミュニティの実現を目指す

条例を制定（平成30年12月）

　・スキーリゾート従業員等、外国人居住者にも町内会への

　加入を促進

　・外国人居住者への加入案内の際に各町内会が活用できる

　よう、「町内会・自治会加入促進マニュアル（令和2年3月

　発行）」の中で、転入者向け加入案内文例の英語版を作

　成し、令和2年度の町内会連合会総会時に配布。

　外国籍住民の多さなど、リゾート地特有の課題を踏まえ、地

域住民の定義を「町内に居住するすべての個人をいい、住民基

本台帳の記録の有無、国籍のいかん及び居住期間の長短を問わ

ない」こととしたほか、住宅関連事業者等について定義し、そ

の役割を明示することで、町の施策に協力するよう努めるもの

とした。

　また、新たに加入を勧める際、説明などに活用できるマニュ

アルを製作した。

実施主体

(所在市町村)
倶知安町

事業名 倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例

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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外国人が日本の文化や地
域の慣習・慣行を

理解できる環境をつくる

　本章では、地域に在住する外国人の方々が日本語や日本の文化、

地域の慣習・慣行や生活ルールなどを理解し実践するのを促進する

ことを目的とした取組を紹介します。





実施主体

(所在市町村)
北海道国際女性協会（札幌市）

事業名 HIWA　日本語教室「まなぶ」（在住外国人の教育支援活動）

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　平成６年、在住外国人に有意義な生活を送ってもらうことを

目的に、日本語指導を行うボランティア活動を開始。当初、訪

問が中心だったが、学習希望者の増加に伴い、平成19年に教室

を開設。

　平成23年よりかでる2・７の８階で毎週水曜日に午前と午後

をとして支援を行っている。

・今回のような緊急事態宣言があった場合、他の日本語教室と

の横のつながりがあまりないため、それぞれの対応が分からな

い。

・コロナウィルス感染症の増加に伴い、4・5月は教室を閉め、

6月から11月上旬まで対面授業、11月中旬から3月までオンラ

インレッスンと、とても目まぐるしい一年であった。学習者に

対する有効な支援の仕方を今後も模索していきたい。

・札幌市内に日本語ボランティア教室が数十校以上あるが、技

能実習生やインバウンドの誘致政策は国が推進していることな

ので、ボランティア団体へ交通費を援助するなど、支援がほし

い。

特徴
日本語のコミュニケーション力を高めるだけでなく、日本語を通して

日常の生活に必要な情報を提供することにより、社会の適応力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

　日本語教室は、かでる2・７の８階で毎週水曜日、午前と午

後を通して支援している。指導形態は、教室でのグループレッ

スンと、家庭の事情により教室でのレッスンが受講できない場

合、希望者に訪問レッスンをしている。

【工夫点】

　・レベル別のグループレッスンで学習者同士のコミュニケー

ションも図れるようにしている。また、教室だけでなく訪問

レッスンも行うことで、学習者のニーズに応えている。

　・学習者の就職活動の一助になればと考え、希望者には

JLPTのサポートをしている。

　・新型コロナウィルス感染症の影響により、対面授業が難し

い状態が続いたが、オンラインレッスンを導入することによ

り、継続して支援を続けることができた。感染状況を鑑み、対

面授業にしたり、オンラインレッスンにしたりしている。訪問

レッスンもほぼオンラインレッスンに切り替えている。

　

【成果】

　新型コロナウィルス感染症のため、例年に比べ少なかった

が、40名前後の新規学習希望者が訪れた。また、JLPTのN1の

合格者が３名、N2の合格者が３名だった。学習者の生活向上

の助けになることを願っている。一番大きな成果は、オンライ

ンレッスンを導入することにより、支援を続けられたことであ

る。
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実施主体

(所在市町村)
遠別町

事業名 外国人技能実習生サポート事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　外国人技能実習生が安心して暮らし、地域のことを少しでも

理解してもらうことや、日本語の理解により次週へのモチベー

ション向上や技能習得の促進が期待されるため。

　日本語教室については学習支援者の発掘育成が必要であり、

地域の理解者を募ることが大きな課題。

　併せて、学習者の日本語のレベルに大きな差があるため、そ

れぞれのレベルに対応した教室開催が望まれている。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響により、各取組みの

実施が困難な状況が続いているが、受入事業者との連携を継続

し日本語教室開催に限らず、交流会やその他の必要な事業を今

後も実施していきたい。

特徴 ベトナム人技能実習生への日本語学習支援など

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　遠別町では、年々外国人技能実習生が増加している状況を踏

まえ、受入事業者と行政の連携により「遠別町外国人技能実習

生受入対策協議会」を設立、外国人技能実習生が安心して暮ら

せるまちづくりを目的として日本語教室を開設した。

【日本語交流事業】

　技能実習生を対象に日本語交流事業として交流会を開催。

【日本語教室開設に向けたアンケート】

　日本語教室開設に向けたアンケートを実施、受入事業者の協

力を得て対象者全員から回答があった。

【日本語教室の開設】

　アンケートの結果を踏まえ、８月に日本語教室を試行し、翌

月、えんべつ日本語教室「かけはし」を開設した。

   〔交流会〕

【日本語交流事業】

　受入事業者と調整し多くの技能実習生が参加できるよう開催

時間や会場を考慮し、６月と７月に開催した。（開催２回　延

べ参加人数 90名）

【日本語教室開設に向けたアンケート】

　文化庁事業「地域日本語教育スタートアッププログラム」を

活用しアンケート調査を実施、アンケートの回収にあたり受入

事業者の協力を得て実習生全員からの回答があり、ほぼ全員か

ら日本語教室の受講の希望があった。

【日本語教室の開設】

　８月に５回の試行後、９月から正式に開設したが参加者も多

く、新型コロナウイルス対策も考慮し参加者を割り振り、希望

者が２週間に１回程度参加できるよう配慮した。

　日本語教室の主な内容としては、毎回、参加者の近況報告を

日本語で発表してもらうことから始まり、母国語との比較やコ

ミュニケーションに重点を置いた内容に努めた。

　12月以降は新型コロナウイルス感染拡大防止のため休止とし

たが、11月まで27回開催し延べ220人が参加した。

　受入事業者から「日本語を話すようになった」との声もあ

り、成果を実感している。

※すべての事業について、新型コロナウイルス感染症対策を行

いながら実施した。

 　〔えんべつ日本語教室「かけはし」〕
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