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外国人材の受入拡大・共生に向けた
対応方向事例集



はじめに

　道では、平成３１（2019）年３月に「外国人材の受入拡大・共生に向けた
対応方向」を策定し、「外国人に選ばれ、働き暮らしやすい北海道」を目指
す姿として、外国人の方々が北海道で安心して働き、暮らすことができる
環境づくりを進めています。

　本事例集は、この対応方向に基づき、外国人と共に暮らすことの重要性
を理解できる環境づくりのため、道内市町村等による「多文化共生社会の
形成に向けた先進的・積極的な取組」を広く紹介するものです。各地域に
おける取組の参考としてぜひご活用ください。



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

○　国際フェスタinとかち2022（十勝インターナショナル協会） P1

○　交流会の開催（釧路国際交流の会） P2

○　冬迎祭の開催（釧路国際交流の会） P3

○　多文化共生の地域づくり（枝幸町） P4

○　ワールドフェスティバルin石狩（NPO法人石狩国際交流協会） P5

○　釧路市通訳者登録制度の運用（釧路市） P6

○　地域スキルアップワークショップの開催（道総合政策部国際課） P7

２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

○　令和３年度外国人生活支援調査事業の実施（浦河町） P8

○　くしろ国際交流プラザの運営（釧路市） P9

○　市役所庁舎の多言語音声翻訳機の導入（釧路市） P10

P11

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

○　ちょこっと外国語講座事業（特定非営利活動法人グローカルみらいネット） P12

○　在住外国人向け日本語学習支援活動の実施（釧路国際交流の会） P13

○　釧路市多言語版ホームページの作成及び運用（釧路市） P14

○　くっちゃん日本語教室実施事業（倶知安町） P15

○　地域日本語教室立ち上げ事業（恵庭市） P16

○　Kutchan Living Guide（生活ガイドブック）の配布（倶知安町） P17

○　HIWA　日本語教室「まなぶ」（在住外国人の教育支援活動）（北海道国際女性協会） P18

４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

○　外国人材確保支援事業（道経済部産業人材課） P19

○　就業促進支援事業（外国人材受入環境整備セミナー開催）（日高振興局） P20

○　外国人材雇用促進事業（道経済部産業人材課） P21

目次

○　北海道多文化共生キーパーソンネットワーク構築事業（（公社）北海道国際交流・協力総合センター）



多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　十勝地域の国際化を進めるとともに、世界に開かれ

た地域づくりを目指し、国際感覚優れた住民の育成を

図ることを目的として開催するもの。

　また、十勝管内に活動拠点を置く国際交流・国際協

力等の団体、ボランティア組織の活動の取組みなどを

広く地域住民に紹介するとともに、国際交流・国際協

力の推進や地域における国際機能の充実を図るもの。

引き続き十勝地域での住民への国際理解の一助となる行

事として開催していきたい。また、会場による開催だけ

ではなく、WEB上での展示、オンラインツールを活用し

た開催など、さまざまな方法で行うことで、国際理解に

ついて一層の浸透を図っていきたい。

特徴
国際交流・国際協力などに関する情報の展示、体験等を通じて国際理解を推進する行事。JICA北海道

（帯広）と共同で開催している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　十勝の国際交流拠点である森の交流館・十勝（帯広

市）及び隣接するJICA北海道センター（帯広）を会場

に、毎年２月に住民を対象にして開催。

　国際交流・国際協力に関する展示や、十勝地域で活

動する国際交流・協力団体の活動紹介、国際協力を理

解するためのワークショップ、子供向けの英語レッス

ンなど、国際理解のための様々なコーナーを設けてい

る。このほか、例年は外国人留学生による母国の料理

の試食コーナーも開催している（R3年度は新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大防止のため、ワークショッ

プや英語レッスン、試食コーナー等は中止。開催する

イベントを限定し開催した。）

身近な場所で、気軽に国際交流や国際協力について知る

ことができるよう、展示や体験を中心に構成している。

　R３年度については、新型コロナウイルス感染症の感

染拡大の影響から、会場の入場制限や、感染リスクの高

い企画を取りやめる等の対策を講じることで開催に至っ

た。また、感染防止対策を徹底した。

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

①啓発活動の推進

団体名 十勝インターナショナル協会

事業名 国際フェスタinとかち2022

1 ページ



多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H7~R3

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Ｓ

ＮＳ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

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、25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。

・2021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、2回開催。延べ参加数73名（外国人21名）。

・HIECCと共催し、在住外国人へ食料支援(2回)を実施した。

・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。（2021年度、2022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）

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

②日本人と外国人との交流行事の開催

団体名 釧路国際交流の会

事業名 交流会の開催

2 ページ



多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H7~R3

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。

・これからはコロナ対策を取りながらの開催を行います。今

までの内容を見直し、開催可能なイベント作りを心がけた

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）

 ※ 2020年度、2021年度は新型コロナウイルス感染拡大防

止のため中止

・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。

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

②日本人と外国人との交流行事の開催

団体名 釧路国際交流の会

事業名 冬迎祭の開催

3 ページ



多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ Ｒ1～Ｒ3

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、令和元年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

しており、令和3年度のサポートデスクの相談件数は

「119件」と開設の効果が見られていることから、継続

した相談受付や生活支援を行って行く。

令和2・3年度については、新型コロナウイルス感染症の

影響により企画 していたベトナム旧正月交流会の開催は

中止となったが、令和4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開催予定。

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・運営し、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、令和3年度（以降）についても引続

き、交流会の実施に向け企画する。

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

②日本人と外国人との交流行事の開催

団体名 枝幸町

事業名 多文化共生の地域づくり

4 ページ



多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H15~R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　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。

　令和2-3年度については、新型コロナウイルス感染症

の影響によりワールドフェスティバルin石狩の開催を中

止としたが、令和2年度は過去のワールドフェスティバ

ルin石狩のパネル展を実施。令和3年度は規模を縮小し、

人数制限をした中で「トークショー＆ミニコンサート」

を実施した。令和4年度（以降）については、在住外国

人の状況や留学生の日本入国状況などと併せ、感染が収

束して来た時には開催する。

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。

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

②日本人と外国人との交流行事の開催

団体名 NPO法人　石狩国際交流協会

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
項目１ 実施年度

項目２ H27~R3

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とても少ない。

・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。

・登録者向けスキルアップ研修会の開催（H27～R元年度）。

・登録者のスキルアップ及び多文化共生に間する情報提供。

【成果等】　※令和4年3月末現在

　登録者数　：123名（延べ144名）

　登録言語数：20言語

　利用実績　：108件（平成27年度～令和3年度）

　新規登録者実績（令和3年度）：5言語、5名（延べ9名）

※5言語の内訳：英語、中国語、ベトナム、フランス、タイ

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

③地域における多文化共生の担い手となる人材の育成

団体名 釧路市

事業名 釧路市通訳者登録制度の運用
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R3

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

③地域における多文化共生の担い手となる人材の育成

団体名 北海道総合政策部国際局国際課

事業名 地域スキルアップワークショップの開催

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

道が実施した多文化共生に関する市町村アンケートで

は、市町村が取組の必要性を認識しながらも、地域課

題解決に向けた人材や情報の不足により単独での対応

が困難となっている現状が見られた。地域で主体的に

課題解決に取り組む人材を育成するため、市町村や国

際交流団体等の職員を対象としたスキルアップを図る

必要があり、道主催でワークショップを行うこととし

た。

本ワークショップをはじめ、これまでに行ってきた講演

や研修会を通して多文化共生に関する意識の醸成や基礎

的なスキルアップは図られてきているものの、実際に地

域課題を解決していく上では、関係機関・地域住民等と

の調整や具体的な取組ノウハウ・経験が必要である。今

後は各地域で課題解決に向けたモデル的な事業を行い、

得られたノウハウを横展開することで道内の多文化共生

社会の実現を目指す。

特徴
市町村や国際交流団体の職員等を対象に、外国人対応力の向上を図るため、ロールプレイや意見交換等

を含む実践的な内容のオンラインワークショップを開催した。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

市町村や国際交流団体の職員等を対象に、外国人対応

力の向上と、地域において主体的に課題に対応できる

環境づくりを促進するため、各回のテーマに基づき専

門知識・経験を有する講師や実際に相談に携わる相談

員等を講師に迎え、ロールプレイや意見交換等を含む

実践的な内容のオンラインワークショップを開催し

た。

Zoomのブレイクアウトルーム機能を活用し少人数のグ

ループでワークショップを行うことで、全ての参加者が

発言する機会を作った。またロールプレイでは、外国人

住民や日本人住民、相談対応者などになりきって身近な

課題の解決に向けた議論を行うことで、それぞれの立場

や気持ちを体験・想像することができた。

【第１回】7月27日　「多文化共生社会を作るには」

【第２回】9月9日　「やさしい日本語等のコミュニケー

ション手法」

【第３回】11月5日　「外国人住民を想定した窓口対応

ロールプレイ」

【第４回】1月11日　「外国人への情報提供～行動変容

に繋がるコミュニケーション～」

【第５回】2月14日　「インド人とのコミュニケーショ

ン手法」

【第６回】3月8日　「外国人相談センターの現状と事例

の共有　～地域で進める多文化共生～」
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　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。

　そのため、町内在住の外国人の生活支援サービスを

行いながらニーズ調査を実施することで、外国人が町

内でより快適に暮らし、今後も浦河に住み続けたいと

思えるよう、多文化共生のまちづくりの実現を目指す

ことを目的として実施した。

　多言語による相談支援体制は充実してきているもの

の、地域住民と外国人との交流の場・イベント実施など

が、コロナ禍もあり、なかなか実施できていない現状が

あり、今後は行政主導の分野別の学習会（税・保険制

度、ゴミ出しルールなど）や、文化交流イベントの開催

などを令和４年度以降実施を検討中。

特徴
町内に在住している外国人生活支援及びニーズ調査を行った。

（実施期間：令和3年6月1日～令和4年3月31日）

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　町内に在住している外国人（主にインド人）の生活

支援及びニーズ調査のほか、病気やけが等、緊急の場

合は必要に応じて医療機関の紹介、同行など臨時対応

を委託事業者により行った。

　浦河町では主にインド人が多く住んでいることから、

実際にヒンディー語ができる駐在員を置き、ニーズ調査

や医療機関・買い物・行政への随行サポートや電話相談

対応のほか、対面による日本語教室も実施。行政との意

見交換会も開催した。

　相談・実働件数は、年間で延べ900件程度となり、行

政からの文書翻訳や確定申告の支援、仕事上での悩み相

談など多数の相談が寄せられ、サポートに当たった。

２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

①情報提供・相談体制の充実

団体名 浦河町

事業名 令和３年度外国人生活支援調査事業の実施

▲税の相談支援 ▲行政との意見交換会
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H28~R3

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、在住外国人等の利用者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。

・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、交流会等の実施。

・外国人を含め、1,000名を超える年間の利用者実績あり（新

型コロナ感染症の感染拡大前）。

・子ども連れの利用者も来るようになった。

・これまでJICA北海道（帯広）や札幌出入国在留管理局釧路

港出張所等と連携したイベント、相談会を開催

・令和3年度は、前年度に続き、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800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・日

本語学習機会を求める在住外国人の拠り所となっている。

２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

①情報提供・相談体制の充実

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
項目１ 実施年度

項目２ H29~R3

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。

・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．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

①情報提供・相談体制の充実、②災害時の情報提供・支援

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
項目１ 実施年度

項目２ R3

２．外国人が安全に安心して暮らせる環境をつくる

⑥地域における外国人ネットワーク化

団体名 （公社）北海道国際交流・協力総合センター

事業名 北海道多文化共生キーパーソンネットワーク構築事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　北海道の特徴として、特に第1次産業を担う地方都市

に外国人住民が散住しており、外国人住民に関する課

題等を掌握するのは極めて困難であることから、道内

各地域で外国人住民と繋がりを持つキーパーソンとの

ネットワークづくりは急務である。

　このような背景から、組織単位ではなく各地域で在

住の外国人と繋がりを持つ人材とのネットワーク、つ

まり1対1での「顔の見える関係」を構築することで、

平時のみならず災害時などの非常時においても重要な

情報がその地域に住む外国人に伝わるようなネット

ワーク形成を目的とし、本事業を実施する。

・研修会欠席の候補者には、自己研鑽ができるよう動画

を共有したが、オンラインの環境がない、またはオンラ

インに不慣れで研修を受講できなかった人が複数名い

た。特に当センターがある道央圏からみて遠隔の地域と

は、オンラインでの連絡は必須となることから、各候補

者のIT化が課題。

・上記6地域における候補者数に偏りがあり、特に候補

者が少ない地域と当センターを繋ぐ人材の発掘が必要。

・今後、キーパーソンと互いに顔の見える関係をつく

り、平時においては情報交換ができ、非常時には広域連

携支援ができる体制になることを目指す。そのためには

定期的に研修会や意見交換をし、信頼関係を構築するこ

とが重要と感じる。

特徴

災害時などの緊急的行政情報の発信においては、日本語を理解しない外国人住民が情報弱者となるこ

とが想定されることから、平時より、国籍等により形成しているコミュニティ（仲間）と有機的な繋

がりの強い人物「キーパーソン」との関係づくりを強化し、情報提供及び共有等を円滑に行う体制を

構築する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　主に、当センターが連携をしている道内主要地域の

地域国際交流団体からキーパーソン候補者を推薦して

もらい、その候補者を対象に、キーパーソンとしての

役割等についてオンライン研修会を2回実施した。ま

た、参集型の研修では、災害時の基本的な行動などを

参加型で学ぶなど、「顔の見える関係」づくりをすす

められるよう次のとおり実施した。

①第1回オンライン研修　1月26日（水）

②第2回オンライン研修　2月22日（火）

③参集型研修　　　　　 2月20日（日）

　道内6地域（札幌圏＆道央、道南、道北、十勝、釧

根、オホーツク）のキーパーソン候補者を対象に、オン

ラインでの研修を2回行った。第1回オンライン研修での

自己紹介は和やかな雰囲気で行われ、対面で会えなくて

も参加者間交流ができた点が非常によかった。第2回研

修は講師を迎え、レクチャー形式での研修会とした。ま

た、参加者をある程度絞ったうえで参集型研修を行い、

災害に関する基本事項等について学んだところ、オンラ

インではできない参加者同士の繋がりが深められ、ネッ

トワーク構築に有益な場となった。

第2回オンライン研修の様子 段ボールベッドの組み立て体験の様子
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H30～R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　釧路市を中心とした道東の魅力や日本文化などを在

留外国人や外国人旅行者に市民レベルの視点で伝える

ことの必要性を強く感じてこの事業を実施している。

事業実施に当たり、会員・市民の他言語への苦手感を

少しでも払拭し、気軽に交流するためのアイテムとし

て語学講座を開設している。

依然としてコロナ感染に対する社会的不安が払拭されて

いないことにより、各種講座やイベント等での交流がま

だまだ難しい場面が見られる。しかし、講座開設のアナ

ウンスをすると「他言語」への興味・関心を寄せる市民

は多いことがわかる。今後も感染予防対策に留意しなが

ら、「楽しく学び」「気軽に使える」外国語習得を目指

していきたい。この取り組みがアフターコロナ後の異文

化交流に役立つことを強く願っている。

特徴
釧路を訪れる外国人旅行者及び在留外国人に対する情報提供や体験活動などのサポートを円滑に行うた

めの各種外国語でのコミュニケーション力の向上を目指した事業

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　釧路フイッシャーマンズワーフMOO内の「ぐろーか

るプラザ」を会場に開催し、会員・一般市民が集いや

すい場所となっている。　①ちょこっと英語講座 　②

ゆるっと英会話  ③ちょこっと中国語  ④ちょこっと韓

国語  ⑤ちょこっとベトナム語

※写真は中国語講座の様子

コロナ感染防止対策に留意し、参加者が安心・安全に受

講できる体制づくりに努めて実施。各講座講師の選定を

通して、在留外国人とのネットワークの広がりを実感す

ることができ、今後の在留外国人と会員及び市民との交

流にとって大きな契機となることを実感できたことが成

果としてとらえることができた。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進

団体名 特定非営利活動法人グローカルみらいネット

事業名 ちょこっと外国語講座事業
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H28~R3

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（交流会等）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】

①日本語教師有資格者の確保が困難。

②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）。

※2016年から2019年度までは、日本語教師有資格者がいたた

め日本語教室として定期的なサポートを行っていたが、2020

年度より有資格者が不在になり、日本語学習支援者養成講座

を受講した会員を中心にボランティアで支援中。

【展望】

　本事業の要となる日本語教師有資格者の確保に努めるとと

もに、日本語学習支援に協力してくれる個人や団体・企業を

募りながら、日本語学習支援活動を継続していきたい。ま

た、令和元年度から「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、併せて推進していきたい。

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）に日本語サポート活動事業を開始。

2020（令和２）年より名称を変更し、本事業を展開中。

【開催頻度】月4回

【開催日時】日曜日、10：00～13：00（基本）

【内容】

　当会会員が中心となり、会員外の市民（有志）も交えて在

住外国人への日本語学習支援を行っている。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

実施している。

【実績（2021年度）】※感染防止対策を講じ実施。

　実施回数：計49回、参加人数：107名（外国人：69名）

・日本語教師の有資格者が不在のため、北海道主催（企画・

運営一般社団法人北海道日本語センター）の日本語学習支援

者養成講座を受講した会員、Howdy（会の英会話サークル）

メンバー及び会員外の市民（有志）の協力を得て、対応して

いる。

・外国人のニーズに添った内容。

・単なる学習だけでなく、日本語を学ぶ外国人が日本語を交

えて母国の紹介や研究発表するなど、楽しめる内容も加えて

いる。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進

団体名 釧路国際交流の会

事業名 在住外国人向け日本語学習支援活動の実施
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ H23~R3

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。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進　②行政・生活情報の提供等

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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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　2000年代以降、外国人観光客が増加してきたこともあ

り、役場窓口や医療・買い物などの日常生活において、

英語によるサポートは充実してきている。しかし、近年

外国籍住民の多国籍化が進んでおり、英語による対応だ

けでは全ての外国人に対し、十分なサポートができてい

ないため、外国籍住民数への日本語教育の必要性が出て

きている。

　また、2019年に外国籍住民に対して行った調査では、

生活で困っていることの多くが「ことば」であり、回答

者の約半数が「日本語を学習したい」・「機会があれば

学習したい」と回答しているため、町主催の日本語教室

を開催する。

　今後も安定・継続して日本語教室を運営・開催してい

くためには、行政の力だけでは難しく、地域の理解や協

力が必要不可欠である。

　学習者や学習サポーターとして多くの住民に参加して

もらえるよう、周知活動を続けて、地域に密着した日本

語教室を目指して取り組んでいく。

特徴 外国籍住民の日本語教育機会と日本人との交流の機会の創出

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

くっちゃん日本語教室の実施

　外国籍住民向けの日本語教室の開催及び学習サポー

ターの育成

　・日本語学習支援者養成講座の開催（9月）

　・日本語教室の開催（不定期開催：R3は11・12月

　　計4回）

※文化庁令和3年度「生活者としての外国人」のための日

本語教室空白地域解消推進事業地域日本語教育スタート

アッププログラムを活用

　外国籍住民がより地域に溶け込めるように、日本語の

学習と共に、母国と日本との生活習慣の違いや地域の

ルールやマナーに対する理解を深めることができる場と

なる教室運営を進めている。

　また、多文化共生社会の実現のため、学習サポーター

として多くの住民に参加してもらい日本人の多文化共生

意識の向上にもつなげている。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進

団体名 倶知安町

事業名 くっちゃん日本語教室実施事業
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R2～R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　恵庭市内の在住外国人数は、2016年頃まで約240名（全人口の

0.3％）で推移していたが、2016年以降増加傾向にあり、現在は約500

名（全人口の0.7％）となり、倍増した。

　国籍別にみると2016年まで在住外国人の60％近くを占めていた中

国、韓国・朝鮮籍といった漢字圏の国籍が占めていたが、2016年以

降、フィリピン、ベトナム、ネパールなど東南アジア系の国籍が増え

てきている。在留資格別では、技能実習生等の外国人材が急増。

　外国人材受け入れ企業や町内会へのヒアリングから、大きなトラブ

ルや問題は発生していないものの、在住外国人と地域住民との交流が

少ないことや日本語習得に関する課題があることが見えてきたことか

ら、本事業を通じて多文化共生のまちづくりを推進していくことを目

的とした。

令和３年度は地域日本語教室の開催準備を中心に進めた。令和４年度から

は地域日本語教室を開催し定期的且つ継続的に実施する計画である。

一方、地域日本語教室が定期的・継続的に開催されていくには、更なる地

域日本語教室の運営体制の強化が必要である。そのため、今後はグループ

の代表、役割分担の決定などを学習支援ボランティアの方々と共に進めて

いきたい。

特徴
誰もが暮らしやすい多文化共生のまちづくりを目指して、日本語学習だけでなく地域住民とのつながりや、生活する上での課題に対す

る支援を得られるような地域日本語教室の立ち上げを行う。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　本市では在住外国人数が急増しているが、日本語学校等の教育機関

以外では日本語を学ぶ機会・場所が少ない。また、市民と在住外国人

との交流の機会も限定的である。そのため市民の学習支援ボランティ

アが中心となり活動する地域日本語教室『日本語ひろば「えにわ」』

を立ち上げる予定であり、立ち上げ事業として以下の活動を実施し

た。

●学習支援ボランティアの養成講座

・令和2年度に日本語学習支援、やさしい日本語、初級文法に関する養

成講座（全6回、計9時間）を実施し延べ39名が受講。

・令和3年度に初級文法、対話型学習活動に関する養成講座を実施し延

べ52名が参加。

●学習支援ボランティア会議の実施

・地域日本語教室『日本語ひろば「えにわ」』の開催方法について、

ボランティア会議を実施し、参加者意見のすり合わせを行った。

・学生支援ボランティアのグループ名を「えにわ外国人サポートクラ

ブ」に決定した。

●在住外国人への広報活動

・在住外国人に対する広報の一環として、かぼちゃランタンづくりイ

ベントを実施し外国人3名、日本人17名が参加した。

　本活動に参加されている学習支援ボランティアの多くは、多文化共生へ

の理解が深く、国際交流経験がある方が多いが、日本語学習支援を経験し

たことがない方が多い。そのため学習支援ボランティア養成講座等を通じ

て、基本的な日本語学習支援に関する情報を提供することから始めた。

　また、ボランティア間で日本語学習支援の方法及び方向性について共通

意識を持つことが重要だと考え、ボランティア養成講座やボランティア会

議において積極的に議題として取り上げた。その結果、時間を要したが学

習支援ボランティア間で統一した地域日本語教室のイメージを持つことが

でき、実際の活動を行う準備を整えることができた。

　これらの準備と並行し、在住外国人を招いたイベントの実施や、イン

ターネット及び生活情報紙等を活用した広報を行った。その結果、SNS等

を通じて在住外国人から日本語学習支援活動に関する問い合わせが数件あ

るなど、徐々に地域日本語教室に関する情報を拡散することが出来てい

る。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進

団体名 恵庭市

事業名 地域日本語教室立ち上げ事業

学習支援ボランティア養成講座かぼちゃランタンづくりイベント
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R3

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、

午前と午後にクラスを分けて支援を行ってい

る。

・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と共に、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、社会への適応力を養うことができる。

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

日に行っている。指導形態は、教室でのグルー

プレッスンが主軸。従来家庭の事情により教室

にくることのできない学習希望者に対し訪問

レッスンを行っていたが、コロナ禍以降は訪問

に代えてオンラインレッスンで対応している。

【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拡大により対面授業が

難しい状況にあった時は、教室もオンラインレッ

スンに切り替えて対応した。

【成果】

コロナウィルス感染が収まらない中、昨年度と同

様 40名前後の新規学習希望者が訪れた。また、

JLPTのN1やN2に合格する学習者もおり、職場や

地域での生活向上の助けとなっている。コロナ禍

にあってもオンラインレッスンの導入等、状況に

合わせた柔軟な対応で途切れることなく支援を続

けることができた。

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

①外国人の日本語学習の支援、多言語化環境の推進

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
項目１ 実施年度

項目２
①H19～、

②H30～

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：3000部（令和3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

に活用できるマニュアルを製作した。

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

②行政・生活情報の提供等

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
項目１ 実施年度

項目２ R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　北海道労働局の発表によると令和3年10月末の外国人

労働者は2万５千人を超え、外国人雇用状況の届出が義

務化されて以降、過去最高を更新した。

　平成31年4月には在留資格「特定技能」が新設され、

外国人労働者を採用できる範囲が拡大するなど、外国

人労働者を取り巻く環境は大きく変化している。

　一方で北海道は依然として様々な業種において人材

不足が深刻化しており、外国人の採用を希望する事業

者は増えている。

　本事業はそのような事業者が、円滑に外国人材を確

保できるよう支援することを目的とする。

　参加者へのアンケート結果によると、外国人採用に消

極的な回答が大部分を占めており、新型コロナウイルス

の影響による入国の遅延で採用活動に影響が出ているの

も相まって、採用活動は活発ではないものの、本セミ

ナー・交流座談会への参加を機に外国人の採用を検討し

たり、専門事業者に依頼をしたりと活動に進捗がみられ

る企業も見られた。

　今後も人口減少等により人手不足の深刻化が見込まれ

る本道においては、外国人労働者は増えていくものと思

われる。外国人採用を考えている道内企業が制度を理解

し、信頼して相談できる外国人専門事業者とつながる機

会を持つことは重要であることから、本事業の継続した

実施が望まれる。

特徴 外国人採用に関するセミナーと人材紹介企業等の専門事業者との交流座談会。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

外国人材の採用経験がない企業や新たな採用ルートを

開拓したい道内企業等を対象に、外国人材の確保に向

けたノウハウ等のセミナーや参加者と専門事業者によ

る意見交換の場として交流座談会を対面にて道内6地域

（倶知安町、函館市、帯広市、浦河町、旭川市、稚内

市）で開催した。　※うち稚内会場のみオンライン開

催

・参加者がセミナーに何を期待しているかについて、参

加申込用紙とweb申込フォームにアンケート欄を追加し

て事前調査を行い、結果を交流座談会の際のトークテー

マの参考とした。

・専門事業者がプレゼンテーションをする時間を設ける

のではなく、交流座談会中に専門事業者が自社紹介をす

るようにして、一方的に専門事業者の話を聞くのではな

く、参加者と相互にコミュニケーションが取れるように

した。

・参加企業は69社

・セミナーから約 2～3ヶ月後、参加者（企業）に追加で

２回目のアンケートを実施したところ、13社（セミナー

全参加企業の内、19％）から「外国人採用に進捗あり」

との回答があった。

４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

②在留資格など諸制度に関する説明会・研修会の開催

団体名 北海道

事業名 外国人材確保支援事業
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ 令和３年度

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　管内では、少子高齢化によりどの業種でも人手が不

足しており、更に人手不足が深刻化することが想定さ

れる。

　今後地域のおいて活用の増加が予想される外国人材

に日高地域を選んでもらうため、外国人材受入環境セ

ミナーを開催。

　関係機関と連携し、外国人材の活用状況やニーズ等に

ついて把握するとともに、道や国などの関連施策につい

て情報提供するなど、必要な支援に取り組む。

特徴
外国人材の受入実績がない管内事業者を主な対象として、外国人材の雇用を検討するにあたり、どの

ようなことから始めれば良いのかといった基礎知識の習得を図ることを目的とした研修会を開催

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　管内地域を選んで就労してもらえるよう、外国人労

働者を受入、又は今後受入を予定している企業等にむ

けて外国人材の具体的な受入方法、定着の環境整備な

どを紹介するセミナーを開催。

　外国人材の受入手続き等に詳しい事業者にセミナー開

催を委託するとともに、実際に外国人を雇用している企

業や雇用されている人の話など、より具体的な内容を紹

介するセミナーとした。

　また、新型コロナウイルス感染症の影響が続く中、よ

り多くの人が参加できるよう、オンラインと併用で開催

し、２０名が参加した。

４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

②在留資格など諸制度に関する説明会・研修会の開催

団体名 北海道日高振興局

事業名 就業促進支援事業（外国人材受入環境整備セミナー開催）
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多文化共生事例集
項目１ 実施年度

項目２ R3

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

　（独）日本学生支援機構の調査によると、令和元年

度における大学（大学院を含む）を修了した外国人留

学生の日本への就職率は37％にとどまっている。

　また、留学生をはじめとする日本で就職したい外国

人が困っていることとして、外国人向けの求人情報が

少ないこと、日本独自の雇用慣行や就職活動への知識

が無いことなどが挙げられている。

　そのため、ものづくり・ＩＴ・食・観光関連企業に

おける海外進出や外国人顧客対応等新たな事業展開、

企業の人手不足解消に向け、道内企業と外国人材の

マッチングの機会を創出することを目的とする。

　本道では人口減少等により人手不足の深刻化が見込ま

れており、人手不足の解消のみならず、事業のグローバ

ル化に伴い外国人に活躍を期待する企業は、益々増えて

いくものと思われる。

　そうした中、本事業は、北海道内の外国人と北海道の

企業の相互理解を促進し、良質で安定的な外国人材雇用

や定着に繋げるものであり、事業を通じて、14名の内定

者（正社員）が決まったことは大きな成果である。

　今後もより多くの企業と外国人に対し、就労ビザや採

用・就職活動方法についての啓発活動を行い、双方の交

流機会を増やすことが必要であることから、本事業の継

続した実施が望まれる。

特徴
道内企業への外国人材の就職を促進するため、外国人材の採用事例セミナーの開催や留学生等外国人材

を対象とした企業見学会、企業担当者との交流会を開催。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

外国人材の採用を検討している企業向けセミナーや就

職を目指している外国人材と、外国人材を採用してい

る企業との交流座談会、職場見学会を実施した。

①企業向けセミナー

②交流座談会

③企業見学会

・企業向けセミナーは、外国人材の採用実績のある企業

からの事例発表だけでなく、外国人とのコミュニケー

ションをとる上で必要となる「やさしい日本語ワンポイ

ントレッスン」を行った。

・企業見学会は、新型コロナウイルス感染症の影響によ

り、オンラインでの開催となったが、事前に撮影スタッ

フを企業へ派遣してインタビューを主体とした動画撮影

を行ったことで、、見ごたえのある動画が完成し、参加

者からも好評であった。

・セミナー参加企業数は、79社

・交流座談会参加者（外国人材）は41名、参加企業は8

社。

・企業見学会参加者（外国人材）は30名。

４．業界や企業等における受入環境づくりを支援する

③外国人材の就業支援

団体名 北海道

事業名 外国人材雇用促進事業
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