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医療者の啓発と卒前教育導入の試み

事例発表：
医療における「やさしい日本語」

順天堂大学大学院医学研究科
医学教育学教授

武田裕子
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「やさしい日本語」とは？



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

１．動画教材作成⇒YouTube発信
①『医療×「やさしい日本語」研究会』による
新型コロナウイルス検査編（文部科研費JSPS１８H03030）

②「東京都と大学との共同事業」（順天堂大・帝京大・聖心女子大）
医療で用いる「やさしい日本語」（東京都助成金）

①健康格差の社会的要因(SDH)講演会で「やさしい日本語」紹介

２．医療者向け講演会・研修会

②医療者向け「やさしい日本語」研修会(トヨタ財団・東京都助成金)

③医療機関における「やさしい日本語」研修支援(トヨタ財団助成金)

３．卒前教育への「やさしい日本語」導入とSDH教育への活用

①順天堂大学医学部における正規授業の開始
②医学教育関係者へのFD(faculty development)
③選択実習（基礎ゼミ）で地域NPO法人と協働 (SDH教育)



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

A．対象者

①医療機関関係者（医師・看護師・薬剤師・事務職員・PT/OT他）
②日本語教師（日本語学校・国内外医療者養成学校教員他）
③外国人支援団体関係者
④医学生・医療系学生
⑤医学教育関係者
⑥在住外国人：研修会参加者/協力者（模擬患者）として
⑦「やさしい日本語」に関心のある一般住民(高校生を含む)

B．実施形式

①YouTube発信（新型コロナ検査編9748回）
②講演会(数10名-800名)
③研修会(ワークショップ)：外国人住民とのロールプレイ(15-40名/回)
④学会ワークショップ:日本医学教育学会，日本プライマリ・ケア連合学会
⑤大学授業・演習(50-70名/回)
⑥地域における医学生フィールドワーク：健康教室・医療相談



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

C．実施者
 順天堂大学大学院医学研究科医学教育学・武田裕子

 NPO方針国際活動市民中心・新居みどりさん（コーディネータ）

 聖心女子大学・岩田一成教授

 帝京大学大学院・石川ひろの教授

 医療×「やさしい日本語研究会」（上記4名で設立）

D．財源・利用施設
 順天堂大学医学教育研究室学内研究費
 JSPS科研費18H03030研修会「格差時代の医学教育」
 トヨタ財団2019年度特定課題(2020-21年度助成)：

“医療者への「やさしい日本語」普及を目指した地域における
在住外国人参加型学習プログラムの開発と推進事業”

 「東京都と大学との共同事業」助成金：“医療者への
「やさしい日本語」普及に役立つe-ラーニング教材開発とワークショップ開催”



医療 「やさしい日本語」研究会

活動の目的：
誰にとっても「やさしい日本語」を医療者に
紹介し、医療機関への導入・普及を図る

新居みどり（NPO法人CINGA）

武田裕子（順天堂大学）石川ひろの（帝京大学）

岩田一成（聖心女子大学）

×



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

１．動画教材作成⇒YouTube発信
①『医療×「やさしい日本語」研究会』による
新型コロナウイルス検査編（文部科研費JSPS１８H03030）

②「東京都と大学との共同事業」（順天堂大・帝京大・聖心女子大）
医療で用いる「やさしい日本語」（東京都助成金）

①健康格差の社会的要因(SDH)講演会で「やさしい日本語」紹介

２．医療者向け講演会・研修会

②医療者向け「やさしい日本語」研修会(トヨタ財団・東京都助成金)

③医療機関における「やさしい日本語」研修支援(トヨタ財団助成金)

３．卒前教育への「やさしい日本語」導入とSDH教育への活用

①順天堂大学医学部における正規授業の開始
②医学教育関係者へのFD(faculty development)
③選択実習（基礎ゼミ）で地域NPO法人と協働 (SDH教育)



“新型コロナウイルスの検査を

受けるようにと保健所に指示さ

れた外国人が、いざ、検査医療

機関に向かおうとしたら、

通訳者の同伴が必要と言われ

とても困った”

動画教材作成の背景



ちょっとしたコツ・
心がけで外国人に
も分かりやすく伝

えられる

By 医療× やさしい日本語」研究会

検査の時の会話は
「やさしい日本語」

でできるはず

動画教材作成の背景



「やさしい日本語」を用いてPCR検体採取



動画供覧
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動画教材作成の背景

「東京都と大学との共同事業」

複数の大学間でチームを組み、都の行政課題解決や未来創出、
それらを推進する施策の普及促進に資することについて、共同で
研究や事業を実施

令和2年度募集テーマ
持続可能な都市・東京の実現

とＳＤＧｓの推進
Community×ＳＤＧｓ

順天堂大学
帝京大学
聖心女子大学
NPO国際活動市民中心



「東京都と大学との共同事業」: 動画教材作成・無料公開

日本語専門家によるミニ講義
・「やさしい日本語」の基礎
・「やさしい日本語」のコツ

さまざまな臨床場面での
「やさしい日本語」
を用いた会話例

外国人の医療体験
インタビュー
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病院でよく用いられるフレーズを「やさしい日本語」
で言い換えると・・・



サービス科

看護部

放射線部

検査部

医療相談

呼吸器科
外来

医事課

薬剤部

外国人
インタビュー

病院でよく用いられるフレーズを「やさしい日本語」
で言い換えると・・・



「やさしい日本語」で言い換えると・・・



PART B: 病院でよく用いられるフレーズを
「やさしい日本語」で言い換えると・・・

動画供覧



医療における「やさしい日本語」
YouTube 動画教材

• https://www.youtube.com/playlist?list=PLFwRLsRI_
gpDgJMNrFIbkZJ13xU-DeWA8

「令和2年度・東京都と大学との共同事業」

順天堂大学 帝京大学 聖心女子大学



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

１．動画教材作成⇒YouTube発信
①『医療×「やさしい日本語」研究会』による
新型コロナウイルス検査編（文部科研費JSPS１８H03030）

②「東京都と大学との共同事業」（順天堂大・帝京大・聖心女子大）
医療で用いる「やさしい日本語」（東京都助成金）

①健康格差の社会的要因(SDH)講演会で「やさしい日本語」紹介

２．医療者向け講演会・研修会

②医療者向け「やさしい日本語」研修会(トヨタ財団・東京都助成金)

③医療機関における「やさしい日本語」研修支援(トヨタ財団助成金)

３．卒前教育への「やさしい日本語」導入とSDH教育への活用

①順天堂大学医学部における正規授業の開始
②医学教育関係者へのFD(faculty development)
③選択実習（基礎ゼミ）で地域NPO法人と協働 (SDH教育)



「やさしい日本語」研修参加者感想

2018年7月順天堂医院看護部

日本語を話せる人ならできるはず、慣れたい

日本人の高齢者への説明にも通じる

「やさしい日本語」は外国の方だけでなく日
常業務にも必要と思った



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

１．動画教材作成⇒YouTube発信
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②医療者向け「やさしい日本語」研修会(トヨタ財団・東京都助成金)

③医療機関における「やさしい日本語」研修支援(トヨタ財団助成金)

３．卒前教育への「やさしい日本語」導入とSDH教育への活用
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① 「やさしい日本語」に関するミニ・レクチャー

② 単語を書き換えるエクササイズ：
ご両親⇒お父さん・お母さん， 鎮痛薬⇒痛み止め etc.

③ 文章を言い換えるエクササイズ：
食後に一錠内服してください⇒ご飯のあとに、1つ飲みますetc.

④ ロール・プレイ（地域の在住外国人に模擬患者を依頼）：
捻挫の説明・治療の説明を行う

・・・学びの中で、在住外国人の方から

直接、状況を伺うことができる

医療 ×「やさしい日本語」研究会:研修会



① 「やさしい日本語」に関するミニ・レクチャー
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参加者が教材を持ち帰って職場・
地域で伝達学習

皆様の職場でも「やさしい日本語」の普及を！
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研修会参加者が所属機関で研修会開催

現場のニーズに基づいた研修会を開催
 シナリオの設定
 教材作成
 ロールプレイの模擬患者養成



■現場で見ながら行える
紙媒体の資料を提供

■動画の「言い換え」解説

医療×「やさしい日本語」研究会ホームページ

学修教材や解説を
ホームページに掲載
無料で利用可能



医療×「やさしい日本語」研究会ホームページ

問診票を
「やさしい日本語」

で解説



「オノマトペ」の言い換え（葡・越・英・韓・中・タガログ）

医療 ×「やさしい日本語」研究会:学修教材
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医学部4年生に正規授業：本邦医学部初



順天堂大学医学部4年生
臨床実習前演習「やさしい日本語」



動画供覧
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日本医学教育学会大会・日本プライマリ・ケア連合学会
学術大会や生涯教育セミナーでワークショップ開催

医学教育関係者
を対象にFD実施

コア・カリキュラム収
載を目指す！

医学教育開発研究
センター(MEDC)主
催ワークショップ
⇒Zoom開催



医療における「やさしい日本語」紹介・導入・普及

１．動画教材作成⇒YouTube発信
①『医療×「やさしい日本語」研究会』による
新型コロナウイルス検査編（文部科研費JSPS１８H03030）

②「東京都と大学との共同事業」（順天堂大・帝京大・聖心女子大）
医療で用いる「やさしい日本語」（東京都助成金）

①健康格差の社会的要因(SDH)講演会で「やさしい日本語」紹介

２．医療者向け講演会・研修会

②医療者向け「やさしい日本語」研修会(トヨタ財団・東京都助成金)

③医療機関における「やさしい日本語」研修支援(トヨタ財団助成金)

３．卒前教育への「やさしい日本語」導入とSDH教育への活用

①順天堂大学医学部における正規授業の開始
②医学教育関係者へのFD(faculty development)
③選択実習（基礎ゼミ）で地域NPO法人と協働 (SDH教育)



「やさしい日本語」に出会ったきっかけ

健康相談は
英語よりも
日本語



外国人住民の方から学生が学んだこと



動画供覧(4分)



全国の医療機関に

「やさしい日本語」の導入・普及を！

今後の展望

高齢者や、理解力が低下している方にもよく伝わる

医療通訳者・手話通訳者にとっても「やさしい」

伝わり理解されることが、安心・安全な医療につながる

外国人住民の協力を得た研修で言葉と心の垣根が低くなる



医学・医療系学部に

「やさしい日本語」教育の導入を！

今後の展望

患者の背景を理解して対応する必要があることを学べる

医療通訳者や手話通訳者とも協働できる医療人育成

多職種間教育に活用できる

留学生・研究者の日本語学修+大学の社会貢献



人在りて我在り、他を思いやり、慈しむ心。これ即ち「仁」

「やさしい日本語」で
健康格差の背景を見出す

医療人育成

SDH：Social Determinants of Health
（健康の社会的決定要因）



 ご清聴ありがとうございました



医療×｢やさしい日本語｣

外国人診療＝英語とお考えの
医療者の皆さまへ

「やさしい日本語」とは

このリーフレットは、「令和 2 年度東京都と大学との共同事業
（SDGs 推進と接続可能な都市・東京の実現）」で作成しました。

人権教育啓発推進センター（2017）
『外国人住民調査報告書 － 訂正版 －』
（法務省の委託調査）より作成

（2020年４月～11月）

「やさしい日本語」は、難しい言葉を
言い換えるなど、相手に配慮したわか
りやすい日本語のことです。日本語を
母語としない方、高齢者、障がいのある
方など、様々な方に用いられます。

外国人診療で
英語よりも通じる「やさしい日本語」

教材紹介

日本語専門家によるミニ講義
　・「やさしい日本語」の基礎
　・「やさしい日本語」のコツ
解説：岩田一成
　　　聖心女子大学現代教養学部・教授

司会：新居みどり
　　　NPO 法人国際活動市民中心
　　　多文化共生コーディネータ

協力：順天堂大学医学部附属順天堂医院

さまざまな臨床場面での
「やさしい日本語」を用いた会話例

外国人の医療体験インタビュー

医療 ×「やさしい日本語」研究会ホームページ（HP）
　　　 （https://easy-japanese.info/）

☆問診票（発熱外来用）・「オノマトペ」言い換えシートなど診療に
　役立つ資料や教材を自由にダウンロードしてご活用いただけます

☆「やさしい日本語」研修会開催のお手伝いをします
    研究会 HP の「お問い合わせ」よりご連絡ください

リーフレットの内容や研究会に関するご照会窓口

順天堂大学大学院医学研究科医学教育学・教授 武田裕子
（医療 ×「やさしい日本語」研究会　代表）

YouTubeで無料公開

法務省による外国人住民調査で、英語でコミュニケーションを
とっている人は４割程度でした。一方、日本語で会話できる
と回答した外国人は下のグラフのように8割を超えています。

〒113-0033 東京都文京区本郷 2-8-3 天野ビル 101
TEL/FAX：03-5802-1386

聖心女子大学帝京大学順天堂大学

30%30% 29%29%

23%23%

8%

日常会話に
困らない

1,506件
（42.5％）
1,506件
（42.5％）

日本語
（やさしい日本語）

661件
（18.7％）
661件

（18.7％）

英語
473件
（13.4％）
473件

（13.4％）

中国語

353件（10.0％）
ネパール語134件（3.8％）

ベトナム語

127件（3.6％）
タガログ語

84件（2.4％）ポルトガル語
202件（5.6％）その他

日本人と同程度

仕事や学業に
差し支えない

その他・無回答

10%
ほとんどできない

日本に在留する外国人の日本語の会話力

外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS） 相談対応言語

スペイン語　ミャンマー語
タイ語　韓国語　フランス語
インドネシア語　カンボジア語

計82%
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子どものころに
あります

…わかりません

…いいえ
ありません
かぜ薬を飲みました
もうやめました

話し出す前に整理する
➡ 全体像を示しましょう

 一文を短くし、語尾を明瞭にして
文章を区切る（「です」、「ます」で終える）

「血圧を測らせていただくので、こちらの椅子に
腰かけて頂けますか。」 ➡ 「血圧を測ります。こ
の椅子に座ってください。」

「やさしい日本語」を使うことによって、
日本人であっても相手の理解が深まり
誤解や不安が解消されると感じています。

尊敬語・謙譲語は避けて、丁寧語を用いる
「ご記入ください」 ➡ 「書いてください」

漢語よりも和語を使う
「飲酒の習慣がある」 ➡ 「いつもお酒を飲む」

外来語を多用しない
「イレウス」 ➡ 「腸が動いていません」　

言葉を言い換えて選択肢を増やす
「測定します」 ➡ 「測ります、調べます」

ジェスチャーや実物提示
体温計を腋の下に挟んでください➡
これ（体温計を見せる）を
ここ（腋の下を指す）に入れてください

オノマトペは使わない
「ガンガン」「チクチク」 ➡ なるべく使わない

相手の日本語の力が高い場合は
「やさしい日本語」を止める

1

2

3

5

単語の頭に「お」をつけない（可能な範囲で）
「お薬」「お会計」 ➡ 「薬」「会計」

4

6

7

8

9

10

10
のコツやさしい日本語を話す

「やさしい日本語」を用いてみた医療者の感想
「やさしい日本語」は外国の方だけで
なく日常業務にも必要と思いました。

日本人の高齢者への説明の時にも使えます。

一般的な言い方 やさしい日本語

喘息の既往は
ありますか

喘息は
ありますか

相手がわからないなら、
タブレットで翻訳を見せる

カレンダーを見せて
日にちを確認

今、何か薬を
飲んでいますか

せきが出ます…？
コホッ、コホッ、ヒュー

今、使用している
市販薬は何かありますか

…？

いつからですか症状はいつからどれくらい
の期間、持続していますか

今日は
どうしましたか

本日は
どうなさいましたか

石川ひろの
帝京大学大学院公衆衛生学研究科・教授

ぜんそく？きおう？

しよう？しはんやく？

やさしい日本語は、相手が
受け取りやすい情報の伝
え方をすることで、
相手からも必要な
情報を得やすく
します。



 

退院  
たいいん

　おめでとうございます！ 
Congratulations  
　on your discharge  
　　　from the hospital！ 

★今日から４週間、あなたとあなたの家族は、⑴ ～ ⑸ のことを守ってください。 
き ょ う しゅうかん か ぞ く まも

★For the next four weeks, you and your family have to follow the     
   instructions in ⑴ through ⑸. 

⑴ ABのとき、石鹸で手を洗ったり、アルコールで手をきれいにしてください。 
せっけん て

 

A. 外から家に帰ったとき 
そと いえ かえ

B. ごはんを食べる前 
た まえ

⑴ Use soap or alcohol to wash your hands in 
following situations A and B. 
    A. after you get back home. 
    B. before you eat. 

　　⑵ ABのとき、マスクをつけてください。 

　　　 A. 病院に行きます 
びょういん い

　　　 B. 外に出ます 
そと で

　　⑵ Wear a mask  in following situations A and B. 
           A. when you visit a hospital. 

          　　　　　　　　　　　   B. when you go out. 

⑶ 咳をするときは、口・鼻をおさえます。 
せき くち はな

⑶ Cover your mouth and nose when coughing. 
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  ⑷ 毎朝、体温を測ります。体温を記録します。 
まいあさ たいおん はか たいおん き ろ く

      
  ⑷ Measure your body temperature and record your     
      health condition every morning. 

⑸ ABのとき、まず最初に電話をかけてください。 
さいしょ で ん わ

「COVID -19で入院していた」と言ってください。 
にゅういん い

A. 病院に行きたいです 
びょういん い

B. PCR検査を受けたいです  
け ん さ う

＊ かならず予約してください。さきに電話をかけないと、行けません。 
よ や く で ん わ い

⑸ Make a phone call in following situations A and B. Then, tell reception  
    staff that "I was admitted with COVID-19". 
    A. when you want to visit a hospital. 
    B. when you want to have a PCR test. 

FYI, you have to reserve in advance. You must not go to a hospital without 
a phone call. 

ーーーーーーーーーーーーーーーー 

◆済生会　向島 病院  
さいせいかい むこうじまびょういん

Saiseikai Mukoujima Hospital 
Tel：０３－３６１０－３６５１ 
ーーーーーーーーーーーーーーーー 

【相談電話：病院にいきたいです／困っています】 
そうだんで ん わ びょういん こま

【Reception centers for when you want to visit the hospital or when you have medical   
   troubles】 

 ◆ 墨田区　発熱・コロナ相談センター（平日 am9:00～pm5:00） 
す み だ く はつねつ そうだん へいじつ

 ◆ Sumida City Fever and Corona Consultation Center　　　　   
   （weekdays am9:00～pm5:00） 
　  Tel：０３－５６０８－１４４３ 

 ◆ 東京都　発熱相談センター（毎日24時間） 
とうきょう と はつねつそうだん まいにち じ か ん

 ◆ Tokyo Metropolitan Fever Counseling Center（24 hours） 
　   Tel：０３－５３２０－４５９



大分県の留学生の就職・起業支援の取組について

令和３年３月１６日
大分県
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４．これまでの成果と今後の課題

５.  新たな取り組み
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１．留学生数について

（１）留学生数の推移

308 297 295 383 

746 

1,331 

1,953 

2,336 

2,654 
2,791 

3,251 

3,758 
3,980 

4,160 4,108 

3,782 

3,535 
3,385 

3,209 
3,380 

3,516 3,504 
3,626 3,591 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

【各年度外国人留学生在籍状況調査結果（独立行政法人日本学生支援機構）に基づく大分県調べ】
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１．留学生数について

（２）留学生受入れ状況（2019.5.1時点）
順位 国・地域 留学生数 順位 国・地域 留学生数 順位 国・地域 留学生数

1 中国 769 31 オランダ 6 62 イスラエル 1

2 韓国 703 31 イタリア 6 62 イエメン 1

3 インドネシア 413 34 ガーナ 5 62 スーダン 1

4 ベトナム 395 34 サモア独立国 5 62 コンゴ民主共和国 1

5 タイ 259 36 フィジー 4 62 コートジボワール 1

6 バングラデシュ 117 36 カナダ 4 62 モロッコ 1

7 スリランカ 99 36 エクアドル 4 62 セネガル 1

7 台湾 99 36 スペイン 4 62 南アフリカ 1

9 ネパール 95 36 キルギス 4 62 ボツワナ 1

10 インド 85 36 アゼルバイジャン 4 62 サントメ・プリンシペ 1

11 アメリカ合衆国 72 42 ブータン 3 62 モザンビーク 1

12 モンゴル 53 42 シリア 3 62 ルワンダ 1

13 ウズベキスタン 52 42 カメルーン 3 62 ブルンジ 1

14 マレーシア 38 42 エチオピア 3 62 南スーダン 1

15 ミャンマー 32 42 ウガンダ 3 62 パラオ 1

16 英国 26 42 ソマリア 3 62 マーシャル 1

17 フィリピン 18 42 ニュージーランド 3 62 キリバス 1

18 ノルウェー 16 42 ドミニカ共和国 3 62 ソロモン諸島 1

19 メキシコ 13 42 ブラジル 3 62 クック諸島 1

20 カンボジア 12 42 スウェーデン 3 62 ニウエ 1

21 パキスタン 11 42 ポーランド 3 62 コスタリカ 1

21 オーストラリア 11 42 ハンガリー 3 62 アルゼンチン 1

21 フランス 11 42 リトアニア 3 62 コロンビア 1

24 タジキスタン 9 55 イラン 2 62 バルバドス 1

25 アフガニスタン 8 55 タンザニア 2 62 アイルランド 1

25 フィンランド 8 55 リベリア 2 62 ベルギー 1

25 ドイツ 8 55 アンゴラ 2 62 オーストリア 1

28 シンガポール 7 55 パプアニューギニア 2 62 スイス 1

28 ケニア 7 55 ミクロネシア 2 62 チェコ 1

28 トンガ 7 55 カザフスタン 2 62 ブルガリア 1

31 ナイジェリア 6 62 トルコ 1 62 ロシア 1

62 無国籍（不明等） 1

計 93ヶ国・地域※ 3,591

【留学生数】

９３ヵ国・地域から３，５９１人

【人口１０万人当たり留学生数】

第１位 京都府 ４２３．６人

第２位 東京都 ３１８．６人

第３位 大分県 ３１６．４人

（参考）別府市在住外国人 年代別グラフ

○国籍別内訳

【「2019年度外国人留学生在籍状況調査結果」
（独立行政法人日本学生支援機構）に基づく大分県調べ】
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日本人を含む20代のうち20％が外国人

2019年12月末時点

【出入国在留管理庁 在留外国人統計より】
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２．留学生支援施策の位置づけについて

（１）大分県長期総合計画
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２．留学生支援施策の位置づけについて
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２．留学生支援施策の位置づけについて

（２）大分県海外戦略（2019～2021）



（１）私費外国人留学生奨学金

（２）おおいた留学生ビジネスセンター

（３）特定非営利活動法人 大学コンソーシアムおおいた

7

３．留学生支援施策



8

３.留学生支援施策

（１）私費外国人留学生奨学金

【目 的】 ① 経済的な負担を軽減し、学業や地域活動に取り組みやすい環境を整備

② 将来本県と母国との架け橋となる人材の育成

【内 容】 ① 奨学金の支給
３０千円×１２ヶ月×８０人（28,800千円）

② 大分県講座の実施（R2年度：座学４回、スタディツアー４回）

【スタディツアー】

酒造工場見学煎餅の手塗体験【座学】

○めじろん海外サポーター任命

・本県と母国等の架け橋となり活躍が期待される者を任命。
県産品の輸出拡大、観光誘客、県内企業の海外展開等へ協力をしてもらうことで
県海外戦略の推進を図る。
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３.留学生支援施策

① 私費外国人留学生奨学金（家計急変枠）

【概 要】
アルバイト減少、母国からの仕送り減少への支援として奨学金制度の創設、給付

奨学金：３０千円×６ヶ月×２４０名（43,200千円）

② 留学生生活資金貸付制度
【概 要】

大学コンソーシアムおおいたと連携し、無利子貸付金制度を創設
貸付金：１００千円×１２０名（12,000千円）

（県費補助 5,000千円、大学ｺﾝｿｰｼｱﾑおおいた 7,000千円）

③ 大分留学魅力発信事業
【概 要】

生活支援と今後の留学生確保のため、県内在住留学生による大分県に留学する魅力を
ＰＲする動画を作成し、留学生の母国への情報発信を行う。(事業費14,000千円)
謝 金： ５０千円×１８６名
動画は、「I choose Oita」で検索 or https://sns.ichooseoita.com/video から

（１）－２ 令和２年度コロナ禍対策
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３.留学生支援施策

（２）おおいた留学生ビジネスセンター（SPARKLE）
【設 立】

平成２８年１０月

【場 所】
別府市京町11-8 APU PLAZA 2階

【交流スペース】
打合せや交流の場として活用

【起業支援室 個室】
２部屋 15,000円／月

【起業支援室 ブース席】
１０席 5,000円／月

【セミナールーム】
各種セミナーや交流会開催

【キッチン】
料理交流会や料理試作等に活用

【和室】
ミーティングや座談会に利用可

【設 備】
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３.留学生支援施策

（２）おおいた留学生ビジネスセンター（SPARKLE）

【目 的】
外国人留学生の県内定着促進

【内 容】
・大学コンソーシアムおおいたへ委託
・留学生の県内就職や起業に詳しい相談員が常駐し、以下の支援を実施。

① 留学生の県内企業への就職支援

【合同企業説明会】 【留学生就職ガイドブック作成】

■取組：参加企業による会社説明
企業と留学生とのマッチング

R2年度はオンラインでの説明会も開催。

■目的：県内企業情報の紹介（留学生向け）
留学生採用・インターシップ事例
（企業向け）

【相談対応】

■取組：企業情報や採用に係るプロセス等、
相談できる体制を構築。
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３.留学生支援施策

（２）おおいた留学生ビジネスセンター（SPARKLE）
② 留学生の県内における起業支援

【専門家による相談対応(月１回）】 【ビジネスプラン基礎講座（社長塾）】 【先輩起業家との交流会】

③ 留学生と協働して県内でビジネスを展開したい企業の支援

【意見交換会】

■留学生ならではの視点を
ビジネスに活用

活用例）
・訪日外国人をターゲットとした観光地での
サービス提供、マーケティングについて
意見交換

・留学生に現地施設を直接体験してもらい、
取り組むべき課題発見、戦略や具体案の提案

・起業家や税理士等を講師に招聘
・起業についての心構えや、事業計画作成方法、

販路開拓、財務、資金調達等の講座を実施。

・在留資格変更手続き
・会社設立手続き など

・先輩起業家の体験談
・事業の進捗状況など意見交換

【投資家向けのマッチングイベント】

・留学生によるビジネスプランのプレゼン
・投資家や金融機関から資金調達の機会創出
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３.留学生支援施策

（２）おおいた留学生ビジネスセンター（SPARKLE）
【入居者一覧】（2021年3月1日時点）

ブース 企業名・団体名 創業年月 事業分野 事業内容

1 LEGAME 2018年3月 輸入・製造業
代表 ナズムス サダト (バングラデシュ出身・APU院生)
センターの支援を受けて、起業準備中。牛革製品の製造・販売。

2 ㈱マイニチモンキー 2019年5月 宅配業
代表 レザー イフタカー (バングラデシュ出身・APU卒)
フードデリバリーサービス。資本金300万円の要件緩和適用全国第１号。

3
Mochiron㈱ 2019年11月 IT業

代表 ウィジェシング アラクチ アラビンダ (スリランカ出身・APU卒)
ウェブやアプリの設計開発。資本金300万円の要件緩和活用。

4 GAOGAO㈱ 2019年10月 IT業
大学生や社会人向けのプログラミング教育の場を提供。
エンジニアを育成し、Web開発の受託事業などを行う。

5 HENNGE㈱ 1996年11月 情報・通信業
企業向けSaaS認証基盤（IDaaS）の提供。新ビジネス創出のための調査
活動やビジネスアイデアと人材のマッチングなどを行う。

6
セナ・インターナショナル
㈱

2020年5月 輸出業
代表 トゥシャーラ ディサナヤカ(スリランカ出身・別府大卒）
中古車、部品の輸出業。

7 Lion Hub㈱ 2020年6月 輸入・販売業
代表 デ シルバ ラクシャーン アンジェロ(スリランカ出身・APU卒)
母国の食品・スパイスなどの輸入・販売。資本金300万円の要件緩和活
用。

8 言語丼合同会社 2020年10月 教育業
代表 リーケン イサベラ(ドイツ出身・APU卒)
オンライン言語学習プラットフォームの構築・提供。

9 BLND Empire Group
2021年

11月創業予定
輸出業

代表 オポン シュナイダー コリンズ(ガーナ出身・APU院卒)
中古車のパーツ等の輸出業。センターにて起業準備中。



創業希望者、就職希望者

おおいた留学生ビジネスセンター

就職支援

合同企業説明会（６回）

スタディツアー（４回）

留学生採用企業開拓

県内企業ガイドブック作成

日本語能力向上プログラム

起業支援

先輩起業家との交流会（４回）

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌﾟﾗﾝ基礎講座（１２回）

シニアIM定期相談会（４８回）

就職・起業相談（随時／移住相談会参加含む）

大学出張起業セミナー

・会社設立支援
・許認可取得支援
・経営管理ビザ取得(更新)

支援

行政書士

・起業セミナーの実施
・大学起業部との連携
・合同企業説明会参加

大学、専門学校

・経営管理ビザ取得、更新
・要件緩和適用手続

出入国在留管理庁

・起業相談
・入居相談
・ビジネスプラン磨き上げ

IM常駐創業支援施設

・決算書類作成支援
・納税申告支援

税理士

・資金調達支援
・経営相談

金融機関（政策公庫等）

・従業員雇用
・社会保険手続等

社会保険労務士

・交流会参加
・メンタリング

起業家（入居者等）

・合同企業説明会
・インターンシップ
・企業見学受入

県内企業

・在留資格相談対応
・採用手続支援

行政書士

・合同企業説明会共催
・求人情報提供

労働局

・合同企業説明会共催
・求人情報提供

おおいた産業人財センター

・合同企業説明会共催
・外国人活用ニーズ調査

県雇用労働政策課

・経営管理ビザ取得、更新
・要件緩和適用手続

出入国在留管理庁

おおいた留学生ビジネスセンター連携先ネットワーク

新採用社員合同研修（２回）

14



３.留学生支援施策

（４）特定非営利活動法人 大学コンソーシアムおおいた

【会 員】
大学（短大、高等専門学校、専門学校含む）、経済団体、企業等 計30社・団体

【事 業】
○生活支援
・アルバイト・住宅に関する支援や、生活・健康相談等による留学生への支援

○地域活動支援
・留学生人材情報バンク（アクティブネット）等による留学生の地域活動支援事業

○地域交流支援
・留学生等と地域との交流事業

○就職支援
・留学生のインターンシップ、就職支援事業

【留学生と地域の方との交流行事】 【留学生による語学教室】【留学生による幼稚園での国際理解出前講座】
15



４.これまでの成果と課題

（１）成果

① 留学生の誘致
1996年(H8)：３０８人 → 2019年(R1):３,５９１人

② めじろん海外サポーター（架け橋人材の育成）
任命数：８９人（2020年(R2).2月末時点）

【活 動 例】

・張 氏が経営する飲食店で、県産品を提供し、
店舗内で県観光のPRなど、現地での大分県
の魅力発信に協力。

事例３

【中国】
上海園奇餐飲管理有限公司

張 思 奇 氏

【大分フェア開催】

【タイ】
大分県漁協等 ✖ KUNAKORN Co., Ltd

Tarn 氏

・大分県産水産物等をタイへ輸出するため、
来県、視察。タイ向けにブリ輸出のため、
大分県内の水産関係事業者等と継続商談中。

事例２

【養殖場を視察するTarn 氏】

【ベトナム】
U International Human Co., Ltd 
佐々木 泉 氏

・介護分野における外国人介護人材の円滑な
受入れ・定着を 図るための取組を実施。
令和元年に大分県と覚書を締結。

事例１

【県福祉保健部長と覚書を締結する佐々木 氏】

県海外戦略の多岐にわたる分野における架け橋人材として世界各地で活躍中

16



４.これまでの成果と課題

（１）成果

③ 県内就職者数
2015年(H27)： ２３人/年 → 2019年(R1): ４９人/年

【参考】
○ 国内就職者に占める県内就職率

○ 就職先業種

2017年度
（H29）

2018年度
（H30）

2019年度
（R1）

県内就職(A) 45人 45人 49人

県外（国内）就職(B) 242人 272人 261人

卒業生数 (C) 778人 896人 853人

県内就職率
(A)/{(A)+(B)}

16％ 14％ 16％

【2019(R1)年度 留学生県内就職状況（大分県調べ）】

2019年度(R1)
国内就職に占める県内就職率 16％

2019年度(R1)
県内就職先のほぼ半数が「宿泊業」

17
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４.これまでの成果と課題

（１）成果

④ 県内起業者数

累計 ２４人
（うち20人がおおいた留学生ビジネスセンターの支援を活用）

㈱マイニチモンキー (入居企業)

代表：レザー・イフタカー（ﾊﾞﾝｸﾞﾗﾃﾞｼｭ）
業種：フードデリバリー（ﾊﾗﾙ、ﾍﾞｼﾞﾀﾘｱﾝ対応）

■資本金300万円の要件緩和適用全国第１号(※)

＜センターとしての主な支援＞
・事業計画作成支援
・在留資格変更、会社設立支援
・販路開拓や資金調達に係る支援 等

※外国人の起業（在留資格「経営・管理」）には、通常
500万円の資金が必要だが、公的創業支援施設への
入居等を要件に、本人負担が300万円まで緩和される
制度

【起業例】

㈱STEQQI（ステキ）(R3.1月末まで入居)

代表：カムガード･ワチャレイントーン（ﾀｲ）
業種：映像製作（TV、WEB等）

■第１回ニッポンものづくりフィルムアワード
グランプリを受賞

■ベトナム人、日本人と3名で起業

＜センターとしての主な支援＞
・事業計画作成支援
・在留資格変更、会社設立支援
・取引先、動画コンテスト等紹介（PR機会提供）
・コロナ禍における各種助成制度紹介 等

【参考】
○起業者数

BLND Empire Group(入居企業)

代表：オポン・シュナイダー・コリンズ（ｶﾞｰﾅ）
業種：貿易（中古車及び同パーツの輸出）

■在留資格「特定活動（起業準備活動）」で
起業に向けて準備中（※）

＜センターとしての主な支援＞
・在留資格「特定活動(起業準備活動)」へ
の変更に係る計画書作成、申請支援

・資金計画、販路開拓等に係る事業計画作成支援

※公的機関による支援等、一定の条件の下、起業を目的
として最長１年間認められる在留資格。
通称「スタートアップビザ」。

「母国とのつながりを生かした事業」や「留学生ならではの視点の事業」など
県産業の幅を広げ、新しい風をもたらしている

【大分県調べ】
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４.これまでの成果と課題

（２）課題

課題２

就職先に占める「宿泊業」の高い割合

就職先業種の拡大、確保

【2019(R1)年度 留学生県内就職状況（大分県調べ）】（再掲）

（再掲）

県内就職者・起業者確保の余地

県内就職・起業における
インセンティブの創設

課題３

【2019(R1)年度 留学生県内就職状況（大分県調べ）】

課題１

在留資格「特定活動４６号」(新設)の
活用促進

※在留資格「特定活動４６号」とは
大学で学んだ知識を活かす業務に従事しつつ、日本語を使い
意思疎通をすることが必要な業務への従事も認められる。
対象者：日本の大学・大学院卒業者で、日本語能力試験１級

所持、BJT480点以上、大学の日本語専攻のいずれか
に該当する者

A.東京や大阪など大都市に行きたい
B.自分のやりたい仕事ができるなら、
場所はどこでもいい

C.大分県内がいい
D.九州内がいい
E.その他

【2018(H30).2月県内留学生対象調査（大分県調べ）】
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５.新たな取り組み

（１）概要 ※令和３年大分県第１回定例会 上程中

取組３

【県内就職・起業におけるインセンティブの創設】

○私費外国人留学生県内定着奨学金（返還免除特例付き貸与型）

・貸与額及び期間 月額３万円×最大１２月×３０人
・県内就職や起業により、在留資格を「留学」から「技術・人文知識・
国際業務」等の就労可能な在留資格へ変更した場合に返還免除

取組２

【新たな業種での就職先の確保】

○留学生採用企業の開拓

・採用の受皿づくりとして、就職者数の多い宿泊業に加え、
貿易業やＩＴ産業の企業開拓に取り組む

取組１

【在留資格「特定活動４６号」（新設）の活用促進】

○日本語能力向上支援

・日本語能力向上のためＷｅｂ講座の受講を補助
・おおいた留学生ビジネスセンター職員による指導や、
日本語講師による勉強会を定期的に開催

20



大分県の目指す姿

21

人口減少が見込まれる中、経済活性化を図り、競争力を高めるために、

大学や関係機関等と連携し、留学生の県内就職・起業支援の取り組みを

すすめていきたい。

ご静聴ありがとうございました。



多文化共生の地域づくり推進について

福井県越前市

1

912146
長方形

912146
タイプライターテキスト
資料３



2

令和３年３月1日現在

• 人口 82,４５５人
・ 外国人人口 5,137人

（全人口の6.23%)
・ 「ものづくりのまち」

伝統産業から

先端技術産業まで

平成３１年３月

多文化共生推進プラン策定

2



なぜ、多文化共生推進プランを策定？
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外国人住民数の推移

H30.3.1現在、外国人市民の割合は4.8％
4



• 外国人では25~34歳が急増している。
• 25~34歳は約6人に1人が外国人（全年齢では、20人に1人が外国人）

日本人と外国人の年齢別人口構成

出典：H30.9.1現在の住民基本台帳（市民課）を政策推進課にて加工
注）グラフは比較のため、軸目盛を変更（リスケール）している。各グラフは、男女合計。
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地区別人口割合
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外国人児童・生徒数の推移
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外国人園児・児童・生徒の割合
（割合の高い保育園、幼稚園、小学校、中学校）
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多文化共生推進プランの必要性
・外国人市民の数が近年増加傾向にあり、人口に占める割合は約５％

（全国的に見てもかなり高い割合）
・市内企業の旺盛な設備投資の動向から、今後も外国人の増加が予想
・外国人市民が一時的な滞在者から定住・永住へシフト
・生活全般にわたる課題が生じてきた(教育・保育、災害対策など）

・これまでの外国人施策に加えて、日本人と共生していくための施策の展開が必要

・単なる「労働者」ではなく「生活者・地域住民」として支える対策が必要

外国人対策から多文化共生への施策の転換

H31.3
越前市多文化共生推進プランの策定

9



多文化共生推進プラン策定にあたって
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Ｐage ５

１．策定委員会及び庁内ワーキンググループを設置

11



12



策定委員会及び庁内ワーキンググループの開催状況

6月28日第1回庁内ワーキンググループ全体会 ・現状と課題の共有等

7月13日第1回多文化共生推進プラン策定委員会
・現状と課題の共有等
・意見交換

8月3日第1回教育・保育部会
・ＷＧ間の連携について
・多文化共生プランの素案提示
・外国人市民対象地域ミーティングについて

8月8日第1回福祉・住環境・防災等生活支援部会
・ＷＧ間の連携について
・多文化共生プランの素案提示
・外国人市民対象地域ミーティングについて

8月9日第1回産業・就労部会
・ＷＧ間の連携について
・多文化共生プランの素案提示
・外国人市民対象地域ミーティングについて

8月23日産業就労部会による企業ヒアリング ・教育現場視察に係る打ち合わせ

8月24日産業就労部会による企業ヒアリング ・教育現場視察に係る打ち合わせ

8月31日第2回多文化共生推進プラン策定委員会
・外国人市民向けアンケート結果及び課題の整理
・プランの基本理念及び施策の体系
・今後の施策展開に係る意見交換

10月19日第2回庁内ワーキンググループ全体会
・外国人市民対象地域ミーティングの結果について
・プランにおける各課の施策について

10月30日第3回多文化共生推進プラン策定委員会
・外国人市民対象地域ミーティングの結果について
・プランにおける各課の施策について
・多文化共生プラン素案について

１１月２８日第４回多文化共生推進プラン策定委員会
・トップミーティングについての報告
・多文化共生プラン素案について

1月22日第3回庁内ワーキンググループ全体会
・パブリックコメントの内容について
・プラン（素案）について
・平成31年度以降の各課施策の推進について

１月28日第5回多文化共生推進プラン策定委員会
・パブリックコメントの内容について
・シンボルマークの選定結果について
・プラン（素案）の審議、検討について 13



２．外国人市民向けアンケート調査の実施

H３０年５月（配布）～６月(回収・集計）

・ブラジル人 388回収

・ベトナム人 99回収

・その他国籍 ２０回収

※㈱福井村田製作所（フジアルテ㈱、㈱サンキョウテクノスタッフ）及びアイシン・

エィ・ダブリュ工業㈱Ｉの協力により実施

３．教育保育現場の視察（策定委員会・ＷＧ対象）

<実施日> 平成30年9月5日（水）

<参加者＞ ㈱福井村田製作所、アイシン・エイ・ダブリュ工業㈱、

フジアルテ㈱、 ㈱サンキョウテクノスタッフ、㈱ふじや食品

＜視察先＞ 武生西幼稚園、武生西小学校、武生第1中学校、上太田保育園

14



４．外国人市民地域ミーティングの実施

①10月12日（金） ブラジル人対象 ㈱福井村田製作所

②10月14日（日） ブラジル人児童・生徒の保護者対象

武生西小学校

③10月21日（日） ベトナム人研修生対象 福祉健康センター

５．越前市多文化共生推進に係るトップミーティング
<実施日> 平成30年11月12日（月）

<参加者>  ㈱福井村田製作所、アイシン・エイ・ダブリュ工業㈱、

フジアルテ㈱、 ㈱サンキョウテクノスタッフ、

ふじや食品㈱

<視察先>  武生西幼稚園、武生西小学校

６．シンボルマークの作製
本市多文化共生推進の象徴となるシンボルマークの作製
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外国人市民の意見は？

16



～アンケート結果から～

Ｑ：日常生活で困っていることや心配なことはありますか？

ある

ない

その他

日常生活で困っていることがある

困っていることの上位5位

1位 日本語ができないこと（53.4%）

2位 老後について（44.7%）

2位 災害時のこと（44.7%）

4位 税金や保険のこと（39.1%）

5位 子どもの将来のこと（21.6%）

82.5％

16.8％

17



～アンケート結果から～

Ｑ：日本人との交流はありますか？

「ある」と答えた
301人のうち

「ない答えた
76人のうち

ある

ない

無回答

77.6％

19.6％

2.8％
「ある」の交流内容上位3位

1位 仕事先（８１．１％）

2位 自宅近所（３９．９％）

3位 子ども関係（１９．３％）

交流が「ない」理由上位2位

1位 日本語ができない（５９．２％）

2位 機会がない（５３．９％）
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～アンケート結果から～

「ある」と答えた
301人のうち

Ｑ：これからも越前市に住み続けたいですか?

0 20 40 60 80

Quero continuar morando

Um dia quero ir embora

Quero mudar para outro local

Ainda não sei

Sem resposta

いずれ帰国したい

他の地域に移りたい

わからない

無回答

％

住み続けたい

19



～アンケート結果から～

「ある」と答えた
301人のうち

Ｑ：市役所に伝えたいことなど、何でも記載してください。（主なもの）

・日本語講座を開講してほしい。

・保育園と公園が足りない。

・病院に通訳が足りない。

・年金、税金のことをもっと良く知りたい。

20



2018外国人市民地域ミーティングでの意見

「ある」と答えた
301人のうち

・公共施設等に通訳を配置してほしい。
・母親が仕事をしていないため、子どもを保育園に預けられない。
・パーティや集まりに地域の公民館を利用したい。
・学校で子どものいじめが心配。
・サッカーなどのスポーツイベントでの交流があるといい。

21



■越前市多文化共生推進プランの体系

い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
た
ち
が
、
お
互
い
に
認
め
あ
い
、

お
互
い
に
支
え
あ
い
、
郷
土
へ
の
愛
着
を
も
っ
て
共

に
創
り
上
げ
る
住
み
良
い
ま
ち

越
前
市

生活支援

多文化共生の地域づくり

地域活性化やグローバル化
への貢献

基本理念 基本方針・基本施策 施策の方向性

コミュニケーション支援
多言語化と「やさしい日本語」の推進

日本語の教育環境整備

子どもの保育・教育環境の充実

医療・保健・福祉における支援

就職支援と住宅情報の提供

災害時における情報伝達方法の確立

地域コミュニティへの参加促進

多文化共生の推進体制の整備

外国人の能力を活かした人材活用

異文化理解の啓発

多文化共生推進のため６６の施策を掲げる
22



理事（多文化共生担当）

ダイバーシティ推進室

理事（市民福祉部・
教育委員会事務局理事）
ダイバーシティ推進室副課長事務取扱

企
画
部

総
務
部

市
民
福
祉
部

産
業
環
境
部

教
育
委
員
会

事
務
局

総務部
産業環境部

参事 （政策幹）

建
設
部

市民福祉部
教育委員会

多文化共生推進体制

◆庁内の推進体制
庁内連絡会の設置
→情報交換・共有・連携

◆プランの進行管理
ダイバーシティ推進室
（各部政策幹）

◆外部推進体制
研究会の設置
メンバー（15名程度）
外国人雇用企業等代表者
大学関係者・当事者
市国際交流協会代表者 等
研究テーマ
プランに掲げる中・長期的な
課題の検討
例：プレクラスの拡充
日本語教室の充実
企業内保育所 ｅｔｃ

各課
多文化共生推進プランの着実な推進
重点施策①多文化共生の実現に向けた啓発
重点施策②子育て教育環境の充実
その他外国人市民をサポートする取組みや生じる課題

庁内連絡会
関係部局の連携
を図り、必要な施
策を検討
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R1多文化共生推進に係る重点取組みについて

多文化共生推進プランの策定に伴い、多文化共生に係る施策の充実を図る

実施主体：市、国際交流協会、企業等

重点施策 ①多文化共生社会の実現に向けた啓発・交流

基本方針

１．【新】多言語翻訳機導入に係る補助金の新設（50台分 補助率1/3） （550千円）
２．【新】多言語翻訳機の購入（30台） （市関係施設、観光施設ほかに配置） （990千円）
３．【拡】町内会、市からのお知らせ等の翻訳委託料の増額（200件分） （2,118千円）

・町内会分：100件 ・市役所関係：100件
４．【拡】市広報紙外国語版発行（ﾎﾟﾙﾄｶﾞﾙ語、中国語、ﾍﾞﾄﾅﾑ語の3か国語版の増部） （1,402千円）
５．【新】多文化共生推進事業研究会委員謝礼 （委員15名分） （180千円）
６．【継】国際交流協会事務室賃借料 （1,476千円）
７．【継】国際交流推進事業負担金（市・県日中友好協会会費） （34千円）
８．【拡】国際交流協会の各種事業の新設・拡充に係る補助金の増額 （5,519千円）
９．【新】ミニワールドカップフットサル交流大会の開催 (市・企業） ※別途ＪＣでイベント実施

具
体
的
な
取
組
み

合計
12,269千円

国際交流協会のH31年度からの主な新規・拡充事業
①交流事業
【拡】食文化交流会
【新】多文化交流フェスティバル
②情報事業
【新】「やさしい日本語」活用講座の開催
【新】生活体験レポーター情報発信
③多文化共生サポート事業
【拡】日本語教室開催時間の拡充
【新】外国にルーツを持つ子どもの学習支援サポーターの養成
※国際交流協会の事業拡充に伴う事務局体制強化のため、臨時職員1名の増加

国際交流協会の既存の事業
・情報発信事業
・夏休み宿題サポート事業
・外国人の防災対策事業

・外国につながる子どもの学習支援教室
等は引き続き実施

関連経費総額：107,637千円

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
支
援
・交
流
関
係
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②子育て教育環境の充実

子
育
て
関
係

教
育

関
係

合計
13,312千円

合計
50,073千円

※【参考】 ・上記施策における多言語翻訳機導入に係る経費総額：4,897千円
・市民課窓口 外国人対応職員人件費 職員2名：15,019千円 嘱託職員4名：12,543千円
【新】市民課翻訳業務委託費 1,500千円
・市民自治推進課 【拡】行政協力交付金外国人加算金：2,921千円（23町内→49町内）

重点施策

具
体
的
な
取
組
み

１．【拡】外国人児童生徒対応職員賃金（15名→18名） （40,673千円）
日本語初期指導員２名（該当学校を巡回）
アクセスワーカー６名（昨年度比1名増）
（武生西小、武生南小、神山小、吉野小、国高小、大虫小、味真野小、武生一中、武生二中を巡回）
日本語基礎指導員７名（昨年度比2名増）（武生西小2名、武生南小1名、大虫小1名、武生一中2名、武生二中1
名）

幼稚園児対応職員１名（武生西幼1名）
対応支援員２名（教育振興課に配置。該当学校を巡回し教育課程を指導）

２．【拡】外国人児童生徒対応職員社会保険料（15名→18名） （6,668千円）
上記１．の人員に係る社会保険料

３．【新】多言語翻訳機器借上料（合計78台） （2,136千円）
※保護者への子どもの様子の説明、登下校時や休み時間のコミュニケーション、授業での活用
※日本語が分からない児童生徒、保護者が多い学校に優先的に配備
配置先：小学校：武生東：3台、武生西：15台、武生南：11台、神山：2台、吉野：3台、国高：2台、大虫：8台、

王子保：2台、北日野：2台、味真野：2台
中学校：武生一中：11台、武生二中：11台、武生三中：2台
幼稚園：武生西幼：2台 教育振興課：2台

４．【継】会議・研修等勤務地内出張旅費 （37千円）
※学校巡回のための移動費

５．【継】結核精密検査（50人分） （559千円）

１．【継】外国籍児対応職員賃金5名 （10,591千円）
嘱託職員2名（各保育園を巡回）
臨時職員3名（上太田保育園2名、なかよし保育園1名）

２．【新】翻訳業務委託費 （1,500千円）
子ども福祉課業務に係る翻訳業務の委託

３．【新】多言語翻訳機の購入（保育園：5園30台、児童センター：4館7台） （1,221千円）
・配置園（公立:上太田・なかよし各6台、私立:3園（わかたけ、西、高瀬）各6台）
・配置児童センター（武生東1台、武生西2台、武生南2台、神山1台、貸出用1台）
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日本人市民、外国人市民の区別なく、全ての市民がお互いの
国籍、文化や生活習慣の違いなどを認め合い、尊重しあって、
共に支えあって生活できる地域社会の実現を目指していきます。
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事務局説明資料

令和３年３月１６日
自治行政局国際室

912146
タイプライターテキスト
資料４

912146
長方形



事例選定の視点（案）

1

① 将来を見据えた取組かどうか
・ 外国人住民の高齢化を見据えた介護分野での取組
・ アジアをはじめとした出身国の多様化に対応した取組
・ デジタル技術の活用など、ポストコロナ時代を見据えた取組
・ 時代や状況の変化に応じた工夫を加えることで長期的に実施している取組
・ 中長期的に継続可能な仕組みを構築している取組
・ 多文化共生を担う組織・人材の育成に関する取組など

② 多様性を地域の未来に前向きに活かした取組かどうか
・ 外国人観光客対応のため外国人住民と連携した取組
・ 外国人住民を主役とした地域活性化の取組
・ 持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現につながる取組など

③ 多くの人・団体の参画を促す仕組みがある取組かどうか
・ 地域の住民、団体、企業などを広く巻き込んだ取組
・ 地域の外国人コミュニティと連携した取組
・ 外国人住民が主体的に担っている取組や将来的に地域を担う外国人住民を育成する取組
・ 自治体における部局間やＮＰＯ等との間で効果的・効率的に連携・協働する取組 など

④ 他の自治体がモデルとして参考にしやすい取組かどうか
・ 多くの地域が抱える課題に対応した取組
・ 従来の方法に工夫を加えることで事業効果を高めることに成功した取組
・ 既存の事業に多文化共生の要素を加えた取組
・ 予算や人員をかけずに工夫を凝らして行っている取組
・ これから多文化共生施策を進めていこうとする自治体の参考となる取組 など

⑤ 地域の実情などに合わせた創意工夫を凝らした取組かどうか
・ 外国人住民の散在地域ならではの工夫をした取組
・ 各地域のコミュニティの特性を活かした取組
・ 新型コロナウイルス感染症流行や大規模災害の際に効果的だった取組など



（参考）「多文化共生事例集」(平成29年３月)作成時の事例選定の視点

2

① 将来（今後１０年間）を見据えた取組かどうか
・ 外国人住民の高齢化を見据えた介護分野での取組
・ アジアをはじめとした出身国の多様化に対応した取組
・ 時代や状況の変化に応じた工夫を加えることで長期・継続的に実施している取組
・ 多文化共生を担う組織・人材の育成に関する取組 など

② 多様性を地域の未来に前向きに活かした取組かどうか
・ 外国人観光客対応のため外国人住民と連携した取組
・ 外国人住民を主役とした地域活性化の取組 など

③ 多くの人・団体の参画を促す仕組みがある取組かどうか
・ 地域の住民、団体、企業などを広く巻き込んだ取組
・ 地域の外国人コミュニティと連携した取組 など

④ 他の自治体がモデルとして参考にしやすい取組かどうか
・ 多くの地域が抱える課題に対応した取組
・ 従来の方法に工夫を加えることで事業効果を高めることに成功した取組
・ 既存の事業に多文化共生の要素を加えた取組
・ 予算や人員をかけずに工夫を凝らして行っている取組 など

⑤ 地域の実情などに合わせた創意工夫を凝らした取組かどうか
・ 外国人住民の散在地域ならではの工夫をした取組
・ 各地域のコミュニティの特性を活かした取組 など



多文化共生事例集作成ＷＧスケジュール案

3

令和３年２月 ３月 ４月 ５月 ６月

ＷＧ

2/2(火)

第１回
調査･事例選定
の進め方等

3/16(火)

第２回
事例発表

第３回
事例選定

（予備）

第４回
事例集案の
取りまとめ

事例調査
･作成作業

事例調査 事例集案作成

※必要に応じて開催
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