
多文化共生事例集

実施年度

R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　外国人居住者が少ない（全3名）秩父別町において、従来の

国際交流事業は交流人口を増やすために行われてきた。一方、

入管法改正（2019.04）を受けて、人口減少（特に農業）が進

む秩父別町でも将来外国人人材の積極的な受け入れをせざるを

得ない状況が来ることが予想される。法的な受け入れ体制に問

題はなくとも、受け入れ先の対応、コミュニケーションなどの

問題は受け入れた農家、企業などの各現場に任される。特に、

秩父別のような外国との接触が薄い地域では、経験のなさから

対応に困り、問題に発展するケースも出てくると予想される。

　そこで、今後増加が予測される外国人人材と住民が共生して

いくために、住民自らが考え、行動できる地域社会を作ること

を目指す。本事業は、その第一段階として、地域の若手リー

ダーを巻き込んで「秩父別版受入ガイド」を住民と作るための

現状把握調査・展望調査を目的とする。

　ワークショップで得られた意見をもとに、「秩父別らしい」

外国人との共生イメージをまとめた「秩父別版受入ガイド」を

作成する。それをもとに、若手リーダーが中心となり、産業ご

とに「外国人と仕事をしながら暮らす」プランを考え、まずは

留学生を対象にインターンシップ形式で受け入れを行う。受け

入れ経験を蓄積してガイドを調整していくといったPDCAサイ

クルを繰り返し、最終的には、各産業のリーダーたちが中心と

なって、自律的に共生のために行動できるようになる。

特徴 秩父別らしい外国人との共生を考えるため、若手リーダーを巻き込んだ町民参加のワークショップを開催

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　将来増加が予想される外国人人材（労働者や技能実習生等）

と住民が共生する地域社会の構築を目指し、以下の調査とワー

クショップを開催した。

①秩父別町の現状把握のための聞き取り調査

　行政担当者、秩父別町に居住する3名の外国人および各産業

を担う若手リーダーへ、外国人人材受け入れに対する考えを聞

き取り調査し、秩父別町の現状を明らかにした。

②先行事例調査

　外国人人材の日本語教育とエンジニアの育成を行う奥多摩日

本語学校に聞き取り調査し、今後秩父別町が外国人との共生を

図る際の住民の態度、行動の熟成のための指針を予測した。

③受け入れに関する希望、展望調査

　上記①、②の調査結果を冊子にまとめ、住民向けのワーク

ショップを開催し、様々な業種・年代の住民同士が外国人と

「一緒に働く」、「共に暮らす」をテーマに意見交換を行っ

た。

　聞き取り調査を行った若手リーダーにはワークショップのス

タッフとしても協力してもらい、若手リーダーの当事者意識を

高め、あらゆる業種の関係者（ワークショップ参加の住民）の

巻き込みを図る機会とすることを狙った。その結果、予想を超

える参加があったとともに、これまで外国人人材について意識

していなかった方々にも現状を少しでも感じてもらえる機会に

なった。また、ワークショップを事前の聞き取り調査内容を

ベースに行うことで、参加者間で秩父別での受入に際して具体

的な行動・考え方のイメージが共有され、「秩父別らしい」受

け入れ方を考える材料が集まった。

事業の背景・目的

ちっぷべつ町多文化共生プロジェクトチーム

今後の課題・将来に向けての展望等

団体名

事業名 ちっぷ100人サミット「ご近所さんは外国人？」
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多文化共生事例集

実施年度

H11～R1

　

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　国際交流団体等との連携を強化するとともに、国際理解講座

の講座内容の充実及びニーズアンケート調査等で開催場所や周

知方法を検討し、より多くの市民の参加につながるよう努め

る。

　また、東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に

おいてデンマーク王国のホストタウンに登録されていることか

ら、市民が一層国際理解を深める機会となるよう周知に努め

る。

団体名 登別市

事業名 国際交流推進事業

特徴 国際理解講座を開催することにより、市民等が外国人に対する理解を深めることができる。

　国際交流団体等と連携し、国際理解を深めるための国際理解

講座を実施。令和元年度は５回開催、参加者総数は207人。

講座内容：第１回　フィリピンの文化や日本での暮らし

　　　　　第２回　マレーシアの文化や歴史

　　　　　第３回　香港の文化や観光地

　　　　　第４回　デンマークのクリスマス

　　　　　第５回　ホストタウンであるデンマークの文化や

　　　　　　　　　歴史

　市民や各関係団体、学校関係者の方などの参加があり開催す

ることができた。様々な国の生活や文化などの理解を深めるこ

とができる講座であるため、継続して実施する。

　諸外国の生活や文化などの理解を深めるため、毎年度「国際

理解講座」を開催。

　国際化が進む中で、講座を通じ、外国の多種多様な文化や価

値観を学び、市民の国際理解の向上を図ることを目的としてい

る。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

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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多文化共生事例集

実施年度

R１

団体名 紋別市国際交流サロン運営委員会

事業名 外国人技能実習生市内見学事業

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　市内に住む外国人技能実習生の人数は年々増加している。

もっと本市を知ってもらい、本市の魅力を本国に伝えてもら

う。

　社会科見学は、本市の産業などを見てもらい、写真展では参

加者（技能実習生）の視点から見た本市の魅力を撮影してもら

う。

　今後の課題は、本市での日常生活が、安全で安心に送れるよ

う、消防、警察、海上保安部など、行政間の連携をさらに深め

て、見学内容を設定する。

特徴 市内の施設見学や市内の写真を撮ることで、本市の様々な魅力を伝える

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　技能実習生が本市の魅力を知るため、次の事業を実施。

【社会科見学】

　市内の産業施設や観光施設を見学し、市内産業について知っ

てもらう。

　また、消防で胸骨圧迫やAEDの使用法を学ぶことで、緊急時

の対応に備える。

【写真展】

　市内の写真を技能実習生に撮影してもらい、それを展示。

【社会科見学】参加人数…3回、55名

　観光施設だけでなく、産業施設（木質バイオマス火力発電

所）や消防での119番通報のかけ方やAEDの使い方に多くの関

心を持っていた。

【写真展】参加人数…30名

　展示期間中、市民から投票（投票数134名）してもらい、上

位5位を選抜した。

　市内の産業施設を見学し、本市を知ってもらい、さらに市内

の写真を撮影してもらうことで、本市の魅力を伝えた。
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多文化共生事例集

実施年度

H15~R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　国際的な視野を持ち、世界が抱える課題に向き合い、柔軟で

斬新な発想をもって解決に向けて行動を起こす青少年の育成。

　国際協力分野に携わる様々なセクター（市民、JICA、企業、

自治体、教育機関など）をつなげ、情報共有や情報交換の場を

若い世代に提供したい。

　市民を主体とする国際交流を推進するため、青少年の国際理

解教育など教育的観点からのアプローチと多くの市民ボラン

ティアによる活動が図られるよう進めたい。

特徴 青少年の国際理解教育の向上を図る

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【外国人、日本人住民双方が参加するイベント】

・各国ブース

　民族衣装や食べ物、楽器などを並べ交流を図る。

・日本文化の紹介

　着物着付体験、折り紙、木彫り、書道体験等

・ステージ

　アフリカのドラム太鼓や中国の獅子舞、インドネシアの楽器

（アンクルン）の演奏など各国による出演、日本のよさこい、

シャケサンバの踊り

【工夫点】

　多くの国々の外国人に参加してもらえるよう、札幌市内の大

学の留学生担当者を訪ね参加者をまとめてもらう他、大学学園

祭に出かけ外国人留学生に直接参加の呼びかけを行っている。

　また、外国人が集うイベントに参加し㏚を積極的に行い多く

の参加者につながるよう工夫している。

【事業の成果】

　多くの外国人との触れ合いや、イベントを通して心が打ち解

け合うことにより、自分たちの住む国や地域への理解や関心が

深まっている。石狩翔陽高校ボランティア部の生徒さん始めボ

ランティアの方々が増え、年々地域を超えた市民活動へと広が

りを見せている。

事業の背景・目的

NPO法人　石狩国際交流協会

今後の課題・将来に向けての展望等

団体名

事業名 ワールドフェスティバルin石狩
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多文化共生事例集

実施年度

H29~R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　この地域において、昨今増え続ける外国人観光客に対するガ

イドや、不測の事態に対応する医療通訳の人材は不足しており

必要不可欠な状況である。

　人口減少に直面する地域において、若くて優秀な人材は国籍

を問わず貴重な存在であり、育成し活躍する場を提供すること

は、留学生、地域の双方が恩恵を得ることができる協働事業と

なることから、留学生や在留外国人が地域や人と交流を深め、

持っている知識や経験を活かしやすい環境をつくり、観光振

興、医療通訳派遣制度の創設につなげることを目的とする。

　外国人観光客の増加に対応する中で、医療現場や外国人患者

とのコミュニケーションが課題となっている。留学生フレンド

シップでは、製鐵記念室蘭病院と連携している「外国人患者支

援業務」を通して、日常生活支援のニーズを把握することで留

学生のスキルアップにつなげ、室蘭地方を訪れる外国人への安

全安心の付加価値を高まるような役割を担っていきたいと考え

ているが、十分な体制とはいえない。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

団体名 留学生フレンドシップ

事業名 留学生の活用に向けた人材育成と異文化交流事業

特徴
　留学生や在留外国人が地域や人と交流を深め、持っている知識や経験を活かしやすい環境づくり

　地域および観光振興、医療現場での頼れる人材育成

【地域イベント交流事業】

　国際交流の夕べ、鉄人舟漕ぎ大会、登別わくわく広場イベン

ト等にて、自国の料理提供を行い地域交流を深める。

【国際交流人材育成事業】

　観光ガイド育成研修、医療通訳人材育成研修

　国際交流の夕べ、地域イベント参加により、地域住民との交

流や留学生同士の親睦が深まり、地域の国際交流の進展や国際

理解の推進に寄与し、留学生の孤立化の防止にも役立った。ま

た留学生の持っている知識や経験は、出身国と地域をつなぐ架

け橋となり、増加する外国人観光客へのガイドの育成・人材確

保につながる。病院受診時の困りごとなどの意見交換も行い、

医療現場の理解促進も行った。

　また、外国人観光客の増加に対応することにより、地域観光

のスキルアップに繋がるとともに、留学生や在留外国人にとっ

て就労の可能性が高まり、ひいては、地域経済の担い手や定住

につながる。
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多文化共生事例集

実施年度

H24~R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　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

成することを目的とし、令和２年度においても事業を実施する

予定（令和２年度：サイパン）。

団体名 登別市

事業名 多文化共生推進事業（中学生ニュージーランド派遣交流）

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

　下記日程で市内中学生をニュージーランドへ派遣した。

日程：令和２年１月８日（水）～ １４日（火）　６泊７日

派遣生徒：６名

引率者：３名（市職員２名、登別アイヌ協会会長）

　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の現状や先進的な取り組みについて体験・

学習することができた。

　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。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

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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多文化共生事例集

実施年度

H24~R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

　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。

団体名 登別市

事業名 デンマーク友好都市中学生派遣交流事業

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

　下記日程で市内中学生を友好都市であるデンマーク王国ファ

ボー・ミッドフュン市へ派遣した。

日程：令和元年８月９日（金）～ １７日（土）　８泊９日

派遣生徒：９名

引率者：３名（市職員、中学校教諭、市民サポーター）

　デンマーク王国への派遣を通し、外国と日本の文化の違いや

歴史などを学ぶことができ、国際交流を推進するための知識を

得ることができた。

　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。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

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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多文化共生事例集

実施年度

H29~R1

　ベトナムにとってテト休みは年間で最も重要な祝祭日であ

る。日本の新暦とは異なり、ベトナムは旧暦で正月を祝うた

め、本町に在住するベトナム留学生等はテト休みに合わせて帰

国することが難しい現状にあった。

　ベトナム留学生が帰国しなくてもお正月を楽しむ機会を創

り、本町の住民にとっても外国の文化体験をしてもらうことを

目的として実施している。

　ベトナム留学生は毎年入替るため、本事業を実施した経験や

反省等のノウハウを次年度に繋げることが難しく、毎年、一か

ら準備しなければならないのが課題となっている。

　今後は準備から開催までの一連の流れの基本設計を構築し、

毎年違った取り組みを企画してベトナム留学生や地域住民等を

楽しませていくことが重要。

特徴
　外国の文化に関連するイベントを町内で開催することにより、地域住民の国際理解、地域の国際化の推進や多文

化共生に繋げる

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナムのテト休みに合わせ、町内及び近隣市町村在住のベ

トナム留学生や地域住民、約100名程度を一同に招聘し、ベト

ナムの正月料理や伝統的な遊び等体験してもらうことでベトナ

ム文化を広く周知するとともに、外国人留学生と地域住民との

交流の振興を図った。

　本事業は本町に所属するベトナムの国際交流員を中心に、東

川町日本語学校に在籍する外国人留学生の協力のもと、試行錯

誤を繰り返しながら、会場づくりから料理やゲームの進行等を

一から準備し、開催しているもの。

　この事業は2018年から開催しており、今年で3回目となっ

た。

　そのため、本事業には町内だけではなく、近隣の市町村の団

体からも協力出演頂いているので、引き続き、協力体制を継

続、充実させていきたい。

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

団体名

事業名 ベトナムテト in Higashikawa

東川町

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる
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多文化共生事例集

実施年度

R1

団体名 東川町

事業名 CIRトーク

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　本町の地域住民は海外への関心を持ちながらも外国の文化に

接するきっかけや国際交流員との接するきっかけを持つことが

ない地域住民が非常に多かった。地域住民の国際化を推進し、

国際交流員がどのような取組を行っているのかを知ってい頂く

きっかけとして本事業を実施している。

　CIRトークは毎回トークテーマを変更しながら実施している

ため、テーマの関心度や開催日時によっては参加者の年齢層や

人数にもバラつきが生じている。どんなテーマを設定しても地

域住民が外国の文化に関心を持って頂くためにはどうすればよ

いのかを検討し続けることが地域の国際化の推進を促進するこ

とに繋がる。

特徴
　本町で活動する国際交流員による活動や異文化の紹介を行うことで、地域住民との相互理解を深め、地域の国際

化推進を目指す

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　本町で活躍する国際交流員により、国際交流員としての存在

や活動、異文化について地域住民に紹介する機会を設けること

で、相互理解を深め、地域の国際化を推進するために実施して

いる。また、国際交流員にとっても本町での人脈を広げること

で、今後の政策実施の糧としている。

　本町には現在１１名の国際交流員が在籍しており、2か月に

１回程度を目安に本事業を開催している。本事業への参加者の

年齢層は幅広く、CIRトークをきっかけに外国の文化に興味を

持ち、自ら外国の文化について調査して渡航する、本町が行う

国際イベントに参加する等生活の幅を広げる地域住民が日々増

加している。

9



多文化共生事例集

実施年度

R1

団体名 枝幸町

事業名 多文化共生の地域づくり

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　令和元年9月にベトナム出身の「枝幸町多文化共生アドバイ

ザー」を配置。大学時代にインターンシップで町内の保養施設

を訪れ、卒業後、同ホテルで2016年10月から勤務し、昨年9月

からアドバイザーとして外国人材と受入れ団体の橋渡しを展開

している。

　枝幸町では近年、水産加工業や酪農業で働く、中国やタイ、

ベトナムなどからの在留外国人が増加している。また、少子高

齢化や人口減少により需要が高まり人手不足となっている介護

分野や宿泊業などの新たな担い手として、さらに外国人材の確

保・育成と受入れ拡大が期待されている。こうした現状のな

か、在留外国人に地域へ定着して活躍してもらうため、また、

地域での理解を促進するため、仕事や生活、医療・福祉、教育

など、受入れや共生に関わるワンストップ相談窓口となる「枝

幸町多文化共生サポートデスク」を令和2年4月1日から開設し

ている。

特徴
　外国人材の地域への定着に向け、受入支援や共生支援などワンストップの相談窓口を設置し、地域での外国人材

の活躍を促進する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナム旧正月交流会を企画し、ベトナム人と町内各事業所

や産業等の代表者らで旧正月で必ず食べるベトナム料理を皆で

囲み、互いに理解と交流を深める。

　在住ベトナム人の方々や事業所の方々とベトナム料理を囲み

ながらの談笑やゲーム等を通じ、互いに交流を深められたこと

から、今年度においても交流会の実施に向け企画する。
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多文化共生事例集

実施年度

R1

団体名 紋別市国際交流サロン運営委員会

事業名 日本文化体験事業

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　市内に住む外国人技能実習生に対し、多様性に富んだ日本文

化を体験してもらうことにより、本市での生活の質が向上し、

魅力を伝えることで、今後の継続的な技能実習生確保につなげ

ていき、外国人に選ばれるまちを目的とする。

　参加者のニーズを把握し、講座内容を精査していく必要があ

る。

　市内文化団体が主催する発表行事で、発表の場を設けてもら

い、講座の成果を発表してもらう。（令和元年度については、

新型コロナウイルスの影響で中止）

特徴 日本文化を体験し、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

　市内文化団体に委託し、日本文化体験を実施。1回限りの体

験である短期講座と、数カ月継続して行う長期講座を設けた。

【短期講座】

・日本食調理（天丼）

・和菓子調理（ねりきり）

・アレンジフラワー作成

・書道

・茶道

・折り紙講座

・浴衣着付け体験

・写真撮影講座

【長期講座】

・和太鼓演奏

・カラオケ（日本の歌）

　通訳の人数が少なく、全講座に常駐させることが難しいた

め、内容を翻訳したハンドブックを作成。

【短期講座】

・日本食調理…2回、31名

・和菓子調理…2回、39名

・アレンジフラワー作成…2回、26名

・書道…2回、23名

・茶道…1回、3名

・折り紙講座…1回、4名

・浴衣着付け体験…2回、32名

・写真撮影講座…1回、2名

　計160人

【長期講座】

・和太鼓演奏…7回、のべ21名

・カラオケ…7回、のべ12名
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　市内に住む外国人技能実習生と市民がお互いに住みやすい場

所となるよう、距離を縮め相互理解することが多文化共生への

目的であるため、交流事業を実施。

　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。

【夏の交流会～運動会】

　市民との交流ができるよう、国籍ごとにチーム分けをした。

参加人数は352名（技能実習生229名、関係者90名、ボラン

ティア33名）。

　町内会や官公庁職員、市民ボランティアの協力を得て実施。

【冬の交流会～新年会】

　生活ガイダンスは官公庁職員が講師となり実施した。

　日本の伝統文化であるもちつきやもちまきについては、市民

ボランティア協力のもと、参加者に体験してもらった。

　参加人数は267名（技能実習生164名、関係者77名、市民ボ

ランティア26名）。

【もんべつ観光盆踊り大会参加】

　市民から不要となった浴衣を提供してもらい、市民ボラン

ティア協力のもと、技能実習生に浴衣を着付けしてもらい、盆

踊りに参加した。

　参加者は129名。

団体名 紋別市国際交流サロン運営委員会

事業名 外国人技能実習生交流事業

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

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。

【夏の交流会～運動会】

　市民と技能実習生が一丸となり、複数の競技を実施。

　競技内容は、ピンポン玉をお玉に入れて走るピンポン玉リ

レー、カードに指定された人を連れて一緒にゴールする借り人

競争、玉入れを実施。その他、参加者全員でじゃんけん列車と

よさこいを行った。

【冬の交流会～新年会】

　生活ガイダンス（防犯、救急救命、海の危険性、町内会、交

通安全、ごみの分別）、もちつき、カラオケ、もちまきを実

施。

【もんべつ観光盆踊り大会参加】

　希望者は浴衣を着付けしてもらい、もんべつ観光盆踊り大会

に参加。
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多文化共生事例集

実施年度

H7~R1

団体名 釧路国際交流の会

事業名 茶話会（交流会）の開催

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

【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。また、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

茶話会から「交流会」とし、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。

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

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。

・茶話会への参加を通じ、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。

・2019年は7回開催し、延べ参加数270名（外国人78名）。

・留学生や当会の日本語サポートに通う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。
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多文化共生事例集

実施年度

H7~R1

団体名 釧路国際交流の会

事業名 冬迎祭の開催

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

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。

【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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多文化共生事例集

実施年度

R1

団体名 NPO法人グローカルみらいネット

事業名 日本人と在留外国人が協力した地域祭典

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　同じ地域で生活をしている中でも、在留外国人との交流する

機会は限られている。日本人と在留外国人との相互理解をより

図る上からも、身近な活動を通して触れ合うことが大切である

と考え事業を行った。

　一過性の交流活動ではなく、継続した活動になることを願っ

ている。また、一つの地域だけではなく同じ町で生活する技能

実習生同士の交流や住民との交流を目指した全町的なイベント

への発展を考えた行政との協力体制を充実させていきたい。

　地域の日本人を対象に、ベトナム（ベトナム人）についての

理解を深めてもらうため、ベトナムについての基本情報や一般

的な生活スタイルについて映像等を活用し情報提供を行い、文

化や習慣の違いについて気づいてもらうことができた。

特徴 地域で生活する在留外国人との地域行事を通した相互文化理解とコミュニケーション力の育成

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　釧路管内町村でベトナム人技能実習を受け入れている地域か

ら、ベトナム人実習生との交流の仕方について当団体へ協力要

請があり下記の内容で事業を実施した。

①日本料理とベトナム料理づくり体験と食を通しての交流

②日本文化体験（着物着付け体験、巻きずしづくり体験、書道

等の体験）

③ベトナム人通訳による地域の日本人に向けたベトナムの紹介
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多文化共生事例集

実施年度

R1

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。

・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。

団体名 川端睦町内会

事業名 在日外国人の町内会加入促進活動

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

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。
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多文化共生事例集

実施年度

R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　根室市内には、約250名のベトナム人の若者や技能実習生と

して滞在しているが、旧正月に合わせて帰省することが難し

く、ベトナムの人々にとって、１年で一番大事な行事である

「テト（旧正月）」をベトナム人技能実習生相互はもとより根

室市民も一体となって祝いながら、交流することが目的であ

る。

　ベトナムから離れて暮らす実習生のためにも、単年のイベン

トで終わらせることなく、継続した取り組みが重要であり、ベ

トナム人技能実習生と市民との相互理解を深め、市民レベルで

の交流を深化させることが課題である。

特徴 ベトナム人技能実習生と市民との相互理解と交流

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　ベトナムの人々にとって、１年で一番大事な行事である「テ

ト（旧正月）」を故郷から離れた根室市に住む技能実習生たち

に市民と交流してもらいながら楽しんでもらう事業を初めて開

催した。

実施日：2020年1月26日（日）12：00～

会　場：根室商工会館　３階　大ホール

参加者：ベトナム人技能実習生200人、市民40人

　主催者である根室ベトナム交流協会長、根室市長の挨拶、さ

らには、ベトナム駐日大使からのビデオメッセージにより「こ

の１０年でベトナム人技能生の根室への受け入れが進み、根室

の水産加工場で大きな力になっていること」など感謝の意を表

し、実習生の存在が地域の活力になっていることに理解を深め

た。

　また、ベトナム文化を根室市民に理解してもらうため、会場

をベトナムから調達した装飾品で飾るともに、ベトナムでおせ

ち料理として食べられる「バインチュン」を振舞ったほか、日

本文化をベトナム人技能実習生に理解してもらため日本舞踊や

和太鼓演奏などを行い、ベトナムと日本の相互理解を深めた。

　さらには、根室市内で尺八と箏を習うベトナム人が、その腕

前を披露する場面もあり、会場内は温かい声援に包まれるとと

もに、ベトナム人が日本文化に興味を持ち、市民レベルでの交

流も進んでいることが確認できた。

団体名 根室ベトナム交流協会

事業名 2020テトを祝う会

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる
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多文化共生事例集

実施年度

H27~R1

団体名 釧路市

事業名 釧路市通訳者登録制度の運用

テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

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。

・登録者が多文化共生推進のキーパーソンとして活躍する。

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2年3月末現在

　登録者数　：113名（延べ127名）

　登録言語数：19言語

　利用実績　：93件（平成27年度～令和元年度）

　新規登録者実績（令和元年度）：7言語、13名

※7言語の内訳：英語、中国語、ロシア語、スペイン語、ベト

ナム語、ドイツ語、ミャンマー語
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実施年度

R1
テーマ １．外国人と共に暮らすことの重要性を理解できる環境をつくる

NPO法人グローカルみらいネット

今後の課題・将来に向けての展望等

団体名

事業名 ちょこっとベトナム語講座

　釧路市を中心に、釧路管内で生活する在留外国人の中でも、

ベトナム人の占める割合は大きいが、私たちの日常生活の中で

触れ合う機会やベトナムについて知る機会は少ない。一方、釧

路市がオリンピック、パラリンピックにおけるベトナムのホス

トタウンに名乗りを上げたことなどからも、ベトナムに対する

市民の興味や関心は高まってきていることなどから、簡単なベ

トナム語会話を通して在留ベトナム人との市民レベルの交流の

契機になることを目的に行っている。

　受講者のニーズ（地域での交流に生かしたい、仕事に役立て

たい、観光する際の知識として知っておきたい等）に合わせた

学習を通して、地域における交流のキーパーソンの育成に繋が

ることを期待している。

特徴 在留ベトナム人との交流を目指し、ベトナム人講師を招き基礎的なベトナム語学習の実践を行っている

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　令和元7月～令和2年1月まで、月2回の頻度で「ちょこっとベ

トナム語超初級編」を市民を対象に開催。毎回10人～12人ほど

が参加し、発音や基本文法、初級会話等について学習を重ね

た。令和2年５月からは「ベトナム語初級編」を開催し、7月か

らは受講者からの希望が多かった「ベトナム語初級会話」を中

心に開催する予定。

　ネイティブスピーカーを講師にむかえることで、会話はもち

ろん、ベトナムの自然や歴史、習慣についての生のベトナムに

接することができ、学習者の意欲化につながっている。

事業の背景・目的
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