
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

　軽種馬育成牧場の騎乗員として働くインド人がここ５年間で

急増し、現在では約200人が町内に暮らしている。

　インド人の増加に伴い、日常生活での不便（医療機関の受診

など）や税金や皆保険制度に対する理解がなかなか得られない

などのトラブルもあることから、意思疎通を図る手段の一つと

して、これらの機器を導入した。

　外国人がより暮らしやすい街になるよう、より生活に密着し

た場所での取り組み強化が必要と考える。

特徴 日常生活における言葉の壁を感じている外国人の不安を少しでも軽減できるように努める

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【タブレット端末を使ったテレビ電話通訳サービス】

・町民課窓口に設置

・英語・中国語・ヒンディー語・フィリピン語等13言語に対応

（平成30年10月から導入）

【ＡＩ通訳機の導入】

・税務課に配置し、納税折衝等に活用

（令和2年6月導入予定）

　インド人が多いことから、ヒンディー語対応機種を選定。

　試験運用で実際に窓口に来庁された外国人にテレビ電話通訳

サービスを利用してもらったところ好評であった。現在は子ど

もの健診の際などにも活用している。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 浦河町

事業名 テレビ電話通訳サービス等の導入

20



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

　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いる。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、本事業を実施している。

　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

るが、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

く。

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る。

　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いる。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 東川町

事業名 インターナショナルトーク
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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

　町内に住む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ため各事業を実施。

　今後も技能実習生の増加が推測されることから、町内の受入

会社と行政で「外国人技能実習生受入対策協議会」を設立し

た。また、技能実習生へのアンケート結果をふまえ、令和２年

度より手探りながら日本語教室や交流事業を実施していきたい

と計画している。

特徴 ベトナム人技能実習生への情報提供など

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、水産業を中心に外国人技能実習生が増加してい

るのなか、安心して暮らせるまちづくり、そして町の動きなど

を伝える目的として、次の取組みを行なった。

【安全教室の開催】

　道警の指定通訳員より交通ルールや防犯の講話、災害時の避

難について机上の地図で伝達した。また、実習生には女性が多

いことから、護身術の指導をあわせて行った。

【町の情報のベトナム語配信】

　町のホームページやfacebookを利用して試験的にベトナム語

配信を行った。

【技能実習生へのアンケート】

　今後の取組みの参考とするため、技能実習生を対象にアン

ケートを行った。

【交通安全教室の開催】

　町内のベトナム人技能実習生を受け入れている全ての会社に

呼びかけ、約３０名の参加を得て開催し、熱心に受講してい

た。

　

【町の情報のベトナム語配信】

　ホームページでは１回、facebookでは４回の配信を行っ

た。そのうち新型コロナウイルス感染症対策に関しても配信を

行った。在住する技能実習生に閲覧していただき好評だった。

【技能実習生へのアンケート】

　町内のベトナム人技能実習生合計４７名を対象にアンケート

を行い、全員から回答があった。

　アンケートの結果、「日本語を学びたい」「交流事業の開催

希望」などの声が多く、今後の参考となった。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 遠別町

事業名 外国人技能実習生サポート事業
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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の人数は年々増加している。

しかしながら、本市は多言語化が進んでおらず、技能実習生

が、より安全に安心して暮らせるよう、緊急時の対応を周知す

ることが急務であったことから、作成に至った。

　記載されている情報の更新があった場合は、記載内容を精査

し、新しい情報を提供できるようにする。

特徴 緊急時の情報や日常に必要な情報を母国語で周知することで市内の外国人がより当市で住みやすくなる

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　市内の外国人技能実習生に対し、生活に必要な情報を、母国

語で周知した。

【対応言語】

　中国語、ベトナム語、タイ語

【記載内容】

・緊急時の対応（地震、火事、救急）

・119番のかけ方

・市内病院の紹介

・ゴミの出し方（分別方法や収集日）

・バスの乗り方

・情報提供サービス（市メール）の案内

・自分の情報記載欄

　誤った情報を伝えないため、すべて母国語で周知。

　市内の外国人技能実習生は、ほとんどがスマートホンを持っ

ているが、Wi-fi環境下でないと通信ができない。

　オンライン上でサービスを提供しても、外出時などは使用で

きないため、紙媒体で作成。

　また、外で急激に体調が悪くなった場合に備え、自分の情報

を記載するページを作成。近くを歩いている日本人にそれを見

せることで、言葉が通じなくてもどこに連絡すればよいかわか

るようにした。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 紋別市国際交流サロン運営委員会

事業名 生活便利帳作成事業
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多文化共生事例集

実施年度

H28~R1

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。

・当年度、初の試みとして、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。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 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
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多文化共生事例集

実施年度

H29~R1

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。

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 釧路市

事業名 市役所庁舎の多言語音声翻訳機の導入
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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

　北海道においては、在住する外国人や訪日観光客が急増して

いる。また、面積が広大であることに加え、平成30年9月の地

震をはじめ、年々、災害が広域化している。

　このようなことから、道内広域に散住する外国人、そして外

国人観光客が被災する可能性も、以前より高くなってきてお

り、災害に関する行政情報や、総領事館等の外国公館から発信

される情報を集積し、被災した外国人が、より効率よく災害等

の情報にアクセス可能な環境整備が必要である。

　今般の「新型コロナウィルス感染症」が流行し、国や北海道

が発信した関連情報を掲載したことにより、製作したサイトが

外国人への情報発信ツールとしての有用性を実証することがで

きた。

　このことから、本道において、大規模災害が発生した際に

は、外国人への災害情報等の情報発信基盤として一定の役割を

果たせることが期待できる。

【外国公館等との意見交換会】

　北海道及び外国公館等の災害担当者との意見交換を重ね、平

 時から外国人への情報発信の基盤として活用するとともに、

今後も連携しながら災害時には速やかに情報発信が可能な体制

づくりも検討して参りたい。

特徴
　（公社）HIECC及び北海道外国人相談センターの既存のホームページにおいて、災害時に道の行政情報に加

え、総領事館からの情報を掲載可能にし、情報を必要とする外国人が一か所で様々な情報を入手することができ

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　災害時において、道庁などの行政から発信される情報（当セ

ンターで多言語化）、在道外国総領事館から自国民向け発信さ

れる情報を一か所に集積し、情報を必要とする外国人が一か所

で様々な情報に触れることが可能なシステムを構築し利便性を

高める。

　既存のハイエック及び北海道外国人相談センターのホーム

ページ上において、災害が発生した際は、総領事館等の機関か

ら直接、重要な情報を掲載することが可能なシステムを構築

し、各総領事館の情報を直接母語で確認することができる。

　なお、世界中に拡大し日本国内でも多数感染者を出している

「新型コロナウィルス感染症」に係る情報提供については、大

規模災害級の緊急事態であることから、1月下旬から、活用す

ることができ、国や北海道庁から発表された情報を多言語化す

るとともに、在道外国公館からも情報が掲載された。

　また、「北海道外国人相談センター」のFacebookとも連携

し、より情報拡散に寄与することができた。

【災害時には、下記の両ホームページからアクセス可能】

　① （公社）北海道国際交流・協力総合センターＨＰ

　　（http://www.hiecc.or.jp/）

    ② 北海道外国人相談センターＨP

　　（http://www.hiecc.or.jp/soudan/）

　※ 新型コロナウィルス感染症の情報提供中

　

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 （公社）北海道国際交流・協力総合センター

事業名 災害時における外国公館からの情報集積・発信事業

在外公館担当者との意見交換会の様子

平常時の画面 緊急時の画面
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多文化共生事例集

実施年度

H29~R1

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。

　本イベントを通じて形成したつながりを活用して、外国人の

ための生活支援情報の提供や、これから外国人材の雇用を検討

している企業への情報提供、日本語学習機会の提供や地域住民

との交流促進など行っていきたい。

　十勝地方における共生社会の実現し、そうすることで、東京

など賃金の高い都会ではなく、十勝に滞在したいという外国人

を増やしていくことで十勝の経済の活性化に貢献していきた

い。

　また、現在滞在中の外国人に十勝の農産品を食す機会を提供

し、帰国後も十勝との関係を継続できる環境をつくり、十勝ブ

ランドの知名度を世界に発信する「特派員」になってもらい、

持続的に十勝と十勝にやってきた外国人が「win-win」となる

形を作り上げたい。

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、毎年増加傾向にある。

【参加者からの意見】

  ①参加した外国人より

・日本人や外国人との交友関係が構築できた

・日本滞在においての相談機関等の認知ができた

・日本人の知人ができた

・十勝や日本の文化や風習に触れることができた

  ②外国人雇用企業関係者より

・外国人に同行してきたが、これまで見たことのない笑顔を見

ることができた

・他の外国人を雇用する企業の方と話ができて、外国人雇用に

おける悩みや対応策を共有できてよかった

  ③地域市民より

・時々、街で見かけることがあったが、これまで話をする機会

がなかった。今回話ができてよかった

・技能実習生は年金や社会保険料等を支払っていることを知

り、地域を支えてくれていることを実感できた

テーマ ２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

団体名 とかちフレンドシップ

事業名 とかち国際人材交流会

当日会場内の様子

和菓子・着物体験の様子
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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

　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。当初が訪

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。

・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。

　教室だけでなく訪問授業も行うことで、学習者のニーズに応

えられる。

【成果】

　長年の継続により毎年70名前後の新規学習希望者が訪れてい

る。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 北海道国際女性協会

事業名 HIWA　日本語教室「まなぶ」（在住外国人の教育支援活動）
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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

　「国際交流のつどい」とは1979年に16名の留学生が七飯町の

農家に2週間ホームステイをし、日本の農業や文化を学んだこ

とがきっかけとなり、1997年から一般財団法人北海道国際交流

センターが実施しているホームステイプログラムである。

　本町でも、家庭交流、学校交流、地域交流を行い、他国の文

化や様子、習慣などを学ぶために、この取り組みを開催してい

る。

・新規ホストファミリーの発掘

・留学生とのコミュニケーションの図り方

特徴
　北海道国際交流センターが主催する「国際交流のつどい」を本町で開催し、ホームステイを中心とした交流の機

会を通じ、国際理解や他国の文化や習慣を学ぶ機会とする。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【期日】8月24日～9月1日(8泊9日)

【留学生】2名

【ホストファミリー】2家族

【内容】

　在日留学生を受け入れるホストファミリーを募り、９日間の

交流を行う。交流内容は学校交流や日本文化体験などの交流で

ある。

【交流行事内容】

　まき割り・そば打ち体験、書道体験、剣道体験、茶道体験、

勾玉作り体験、雅楽演奏会鑑賞、幼稚園・学校交流

・町内の児童生徒や園児と国際交流を行う事ができた。

・地域交流等で多くの町民と交流ができた。

・日本の伝統文化及び地域文化を体験させることができた。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 森町教育委員会

事業名 国際交流のつどい事業

そば打ち体験の様子 学校訪問の様子
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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の人数は年々増加している。

　技能実習生は、日本に来る際、本国で日本語を学習してくる

が、そのレベルは日常会話が出来るものから平仮名が書けないも

のまで様々であり、日本語の学習についても、意識の高さ、関心

の強さに個人差があることから、本講座を通じて、少しでも日本

語に関心を持ってもらう。

　講座内容や方法について、講師と協議しながら検討中であ

る。

　今後は、日本語能力検定の合格を目指した講座のほか、日

常会話ができるようになることを目指した講座を開設する。

特徴 日本語能力検定の取得に向けた集中講座

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　日本語能力試験の認定取得に向けて、短期集中講座を実施。

　講師は市内在住の退職した学校教諭に依頼。

　7月試験に合わせた前期、12月試験に合わせた後期の2回開催。

【前期】

講座内容…N4、N3、N2の3コース

　　　　　演習問題を解き、講師が解説する。

【後期】

講座内容…N4、N3、N2、初級の4コース

　　　　　N4、N3、N2は前期と同様。

　　　　　初級は、平仮名、片仮名などの基礎を実施。

　市内の受験者は、全体で31名で、ベトナムが28名、中国が3

名であった。合格者数は8名で、全員がベトナムだった。

　本講座の参加者は、前期で241名、後期で316名であり、後

期については、中国やタイの参加者が増えたことから、技能

実習生の日本語に対する関心が高まった。

【前期】

講座回数…21回（各コース7回）　国籍別

参加人数…N4   ：151名　　　　　中国　　：95名

　　　　　N3   ：79名　　　　　  ベトナム：101名

　　　　　N2   ：11名　　　　　  タイ　　：45名

　　　　　計　：241名　　　　　計　　　：241名

【後期】

講座回数…52回（各コース13回）　国籍別

参加人数…N4   ：121名　　　　　  中国　　：230名

　　　　　N3   ：62名　　　　　　ベトナム：33名

　　　　　N2   ：50名　　　　　　タイ　　：53名

　　　　　初級：83名　　　　　　 計　　　：316名

　　　　　計　：316名

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 紋別市国際交流サロン運営委員会

事業名 日本語習得支援事業
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多文化共生事例集

実施年度

H28~R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

　当会の活動（茶話会等）に参加された在住外国人たちからの

日本語学習支援ニーズが高まってきていた。

【目的】

　釧路地域に在住する外国人が、日本語でのコミュニケーショ

ンに困ることなく、より快適な生活を送ることができるように

する。

【課題】

　「当地域における日本語教師有資格者の不足」「外国人への

日本語学習支援ボランティア（とくに指導できる人）の確保が

困難」「需要に対する供給のバランスを取ることが困難（人材

及び予算）」

【展望】

　近年、本取組に賛同し、寄付してくださる団体も出てきてい

るところではあるが、引き続き、賛同者（個人や団体・企業）

を募りながら、本取組を引き続き推進していく。また、令和元

年度からは「やさしい日本語」に関する研修会を開催している

が、地域での多文化共生社会の実現にも寄与するものであるの

で、併せて推進していく。

特徴
　地域在住の外国人への日本語学習を支援する活動を行う。また、参加する外国人から寄せられる様々な疑問を

解消する場ともなっている。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　2016（平成28）年に本事業を開始。

【開催頻度】月1～2回

【開催日時】日曜日、10：00～12：00（基本）

【内容】

　ボランティア講師による日本語学習支援。日本語のレベルや

事情に合わせ、個人レッスンもしくはグループレッスンを行

う。外国人児童及び生徒に対し、親子レッスンを行った実績あ

り。

・日本語教師有資格者や本事業の趣旨に賛同してくれそうな会

員に声掛けを行い、ボランティア講師を確保。

・外国人のニーズに添った内容。

・参加人数の規模に合わせ、柔軟に会場を変更。

・単なる学習だけでなく、楽しめる内容も加えている。

・平成29年度にはコミュニティ助成事業の補助金交付を受

け、多文化共生に関する研修会開催、ボランティアの外部セミ

ナー（文科省主催、札幌国際プラザ主催）への参加、日本語学

習教材を拡充するなど、本取組を推進。

・参加者から「職場の人から日本語が上手になったねと褒めら

れた」「日本語能力検定に合格した」などの報告や感謝の言葉

が届き、継続のモチベーションになっている。

・2019（令和元）年度には、外国人に伝わりやすい「やさし

い日本語」を学ぶセミナーを当会が主催。本事業に関わるボラ

ンティアの他、多数の市民が参加してくれた。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 釧路国際交流の会

事業名 日本語サポート活動の実施
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多文化共生事例集

実施年度

H30~R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　いつでも、どこでも、だれでもできる英会話をコンセプト

に、気軽に英会話を学ぶことを目的に行っており、在留外国人

や海外から訪れる旅行者とのコミュニケーションに生かせるよ

う、平易な表現を使い意思疎通ができることを狙いとして行っ

ている。

　これまでの活動をベースに、個々の英語力に合わせた活動を

充実していきたい。「ちょこっと英語」から次のステップを意

識した内容の構成も考え実践を深めていきたい。

特徴
　簡単な英語を使い、いつでも、だれでも、どこでもできる在留外国人やインバウンドとのコミュニケーションを

目的とした事業

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　外国人との交流をしたいが、英語が苦手、何を話していいか

わからない等の声を背景に、具体的な場面設定を通して簡単で

平易な英会話表現を学び、気軽に外国人と会話できることを願

い活動を展開している。

　実際に起こりえる場面を設定し、できるだけ平易で簡単な英

語を使いコミュニケーションを図ることのできる実践的な英会

話力の育成を図っている。時にはネイティブスピーカーの参加

により、発音の矯正や表現方法の工夫についても学ぶ機会に

なっている。今後、この取り組みを生かした活動場面を設定

し、より確かな英語力の育成に結び付けたい。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 NPO法人グローカルみらいネット

事業名 ちょこっと英語で楽しく交流
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多文化共生事例集

実施年度

①H19~R1

②H30~R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

①Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

　2007年頃から外国籍住民の転入が増加し始め、転入者に対

する窓口業務の円滑化と、日本で暮らす外国人の暮らしの基礎

となるものが必要と考え、庁内に「倶知安生活ガイド編集会

議」を設置し掲載内容や部数等を検討、同年11月に初版を発

行。

②倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例

　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。

①Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

　近年は転入外国籍住民の多国籍化が進んでおり、多言語化への

対応が課題。

②倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例

　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
①日本で暮らす外国籍住民に対し生活情報を英語で提供する

②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

①Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

　英語版「生活の手引き」作成と配布。

　・転入者向けの生活の手引きについて英語を併記して作成

　・平成19年度から住民登録の際に配布

　・年間発行部数：1200部（平成31年）

②倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例

　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。

①Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

　会議体を設置する際には、当時国際交流に関心のあった住民を

はじめ、町で暮らす外国籍住民も構成員となり、全国の自治体の

事例などを集め、倶知安町町らしい内容を盛り込んだ冊子となる

よう工夫した。

②倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例

　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。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 倶知安町

事業名
①Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

②倶知安町町内会等への加入及び参加を促進する条例
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多文化共生事例集

実施年度

Ｈ26~Ｒ1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　ニセコ観光圏エリアでは、年間68.2万人（2018年実績）の外

国人宿泊者を受け入れており、宿泊施設等の事業所では、多く

の外国人スタッフを雇用している。特に冬場は、外国人スタッ

フの需要が急増するため、外国人スタッフ確保の難しさ（人材

不足）、外国人スタッフのサービスレベル維持などが課題と

なっている。

　そこで、外国人スタッフを対象に、交通マナーや日常生活

ルール等の基礎知識を含め、外国人観光客の受入環境向上に資

するおもてなしスキルを学ぶスタッフトレーニングを実施し、

外国人スタッフ人材の質の向上を図ることを目的とする。

　受講希望者が多く、特に「冬道ドライビング教習」は応募締

切を待たずに定員に達してしまい、毎年希望者をお断りしてい

る状況である。今後は、募集方法や受入体制を整備するなどし

て、研修会の規模や品質の維持・向上を図りたい。

特徴
　冬季にニセコ観光圏エリア（蘭越町、ニセコ町、倶知安町）で働く外国人スタッフ向けに、生活や観光に関する

研修会「ニセコ・ウィンター・スタッフ・トレーニング・プログラム」を開催している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　１１月～１２月にかけて、冬季にスキー場・ホテル等で働く

外国人スタッフ向けに「ニセコ・ウィンター・スタッフ・ト

レーニング・プログラム」と称した研修会を開催している。講

義内容は、地域の基礎知識、ニセコの観光情報、交通手段、日

本の文化・マナー、安全に関するルール、雪国での生活につい

ての諸注意、ごみ出しのルールなど。講師は、リゾート関係企

業のオーストラリア人、在札幌オーストラリア領事、町商工観

光課職員などが務める。また、倶知安警察署の協力を得て、

「冬道ドライビング教習」も併せて開催している。

　令和元年度（2019年度）の受講者は、174名だった。講義内

容について、受講者にアンケートを実施したところ、約73%の

excellent（素晴らしい）と評価した。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 ニセコ観光圏協議会

事業名 「ニセコ・ウィンター・スタッフ・トレーニング・プログラム」の開催
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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

　外国人が本市で生活するに当たっては、国によって生活様式

や習慣などに違いがあるため、生活の基本となる情報を伝える

ことが必要であった。

　新たに外国人住民に向けて発信しなければいけない情報が出

てきた際には資料を更新し、最新の情報を提供できる体制とし

なくてはならない。

　日本語で意思疎通ができない定住者への即応性が課題であ

り、将来的には相談機能を持つ体制づくりを展開できればと考

えている。

特徴 転入する外国人に多言語で生活情報を提供

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　海外から登別市へ転入される方に向けて日本語・英語・中国

語（簡体字）・韓国語で生活情報資料を作成し、配布している

（住民基本台帳に登録している外国人住民を対象として想

定）。

　一般財団法人自治体国際化協会が提供している「多言語生活

情報」を紹介するほか、ごみ出しのルールや町内会、緊急ダイ

ヤルといった生活に密着した情報を掲載し、令和元年８月から

市民窓口等で配布を開始している。

　また、外国人従業員を受け入れている事業者が所属する登別

商工会議所や登別温泉旅館組合に対して資料を提供した。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 登別市

事業名 転入外国人向け配布資料の作成及び配布

（表） （裏）
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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

　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

　生活支援や文化を伝えるための生活ガイドブックとゴミ分別

マニュアルを作成。ガイドブックには枝幸町の概要をはじめ、

生活を始めるための各種申請方法や買い物・外食・マナー・施

設やイベント、さらには緊急時や災害時の対応方法など全32

ページ。ゴミ分別マニュアルは全28ページの構成となってい

る。

　色々なパンフレットなどを参考にゼロから作成。枝幸に住ん

で感じたことも組み込んでおり、随時、修正・更新を行って行

く。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 枝幸町

事業名 多文化共生の地域づくり
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多文化共生事例集

実施年度

H23~R1

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

　従前、市ホームページにおける外国語での情報発信は英語の

みであったが、英語圏以外の在住外国人の増加に伴い、市から

の多言語での情報提供を求める声が高まってきたことを受け、

平成23年度の地域活性化交付金「住民生活に光をそそぐ交付

金」を活用し、整備を行った。

【目的】

　日本語がわからない市内在住の外国人の生活が、より快適で

安心なものとなるよう支援するため、多言語で市の基本情報及

び暮らしの情報を提供するウェブサイトを作成し、運用する。

【今後の課題】

・一般（日本人）向けのHPとの情報量に大きな差がある。

・緊急性のある情報であっても、多言語化での掲載に時間を要

する。

・近年需要が高まっている「やさしい日本語」版の未整備。

【将来に向けての展望等】

・技能実習生等、日本語レベルが初級～中級者の在住外国人の

増加が著しいことから、「やさしい日本語」版での掲載。

特徴
　市の基本情報や暮らしの情報などを市のホームページに多言語で掲載することで、日本語がわからない在住及び

観光等で訪れる外国人が、当市で生活・滞在する上での必要な情報を得ることができる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　平成24年4月1日より公開中。

【掲載言語】

　釧路市における在住外国人の構成と市との関連性から、英

語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ロシア語、ベトナム

語、日本語の6言語（実質7言語）としている。

【内容】

　「市の概要」「くらしの情報」「訪れる」「緊急時に」「連

絡先」のカテゴリーに分け、在住外国人の要望が高い ゴミの分

別についての情報、基本的な防災関連情報、転入・転出等各種

手続きなどを掲載している。

【工夫点】

・カテゴリー設定時、地元の国際交流団体に参画いただいた。

・校正作業等、市内在住の外国人にも参画いただいている。

・地震や津波などの災害対応等、防災情報の充実化を図った。

・社会教育施設や観光サイトの情報を紹介している。

・文字化け防止及び更新作業を円滑にするため、PDFと外部リ

ンクによる構成とした。

・定期的に内容の更新作業を実施している（年度末）。

・近年、技能実習生の来釧時オリエンテーション等において同

HPの紹介を行っている。

・COVID-19感染拡大の影響を受けた在住外国人向けに、特集

を組み、有益情報を多言語及びやさしい日本語で掲載した。

【成果等】

・地元の国際交流団体及び在住外国人、技能実習生の監理団体

等とのネットワークを構築できた。

・日本語がわからない在住外国人に行政サービスの情報提供が

可能となった。

テーマ ３. 外国人が日本の文化や地域の慣習・慣行等を理解できる環境をつくる

団体名 釧路市

事業名 釧路市多言語版ホームページの作成及び運用
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