
新型コロナウイルス感染症に関する東京の取組

令和３年10月29日

多文化共生地域会議

東京都生活文化局都民生活部

多文化共生推進担当
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３ 情報発信の取組



１ 都内外国人の状況
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１ 都内の外国人の状況

○在住外国人の国籍は多様化し、特にベトナム・ネパール・ミャンマーが増えている

出身は184の国・地域（令和3年1月現在）に及び、その大半が非英語圏出身
①中国(40%) ②韓国(16%) ③ベトナム(7%)
④フィリピン(6％) ⑤ネパール(5％) ⑥台湾(4%)
⑦米国(3%) ⑧インド(2%)

在住外国人の増加・多様化➡「英語」だけでは対応不可能

○都内の在住外国人人口は近年大幅に増加している

（平27.1）39.1万人→（令 2. 1）57.8万人
都内総人口（1,396万人）の約4％、新宿区では10%

〇外国人への情報提供ルートについては、工夫が必要

○外国人に通じる言葉は、英語よりも日本語

『生活のための日本語：全国調査』（国立国語研究所 2009年）
➡英語ができる人 44% 日本語ができる人 62.6%

○在住外国人は、特に若い世代に多い

在住外国人の多くは政府や自治体などの公式HPを見ないと言われており、SNSや外国人コミュ
ニティのキーパーソン、国際交流協会、日本語教室等への働きかけが重要

都内20代人口173万人のうち、16万人（９%）が外国人
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２ 外国人相談の取組
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２ 多言語による外国人相談の取組

多言語による外国人相談の取組を展開

 令和２年度
東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS)

 令和３年度
東京都多言語相談ナビ（TMC Navi）



「東京都外国人新型コロナ生活相談センター（TOCOS)」

日本語：東京都外国人新型コロナ生活相談センター（略称 TOCOS トコス）

英語：Tokyo Coronavirus Support Center for Foreign Residents

＜名称＞

受付時間：平日 10時～17時 ※ 5/4～6のみ祝日も対応

電話番号：0120－296－004 （フリーダイヤル）

※令和３年３月31日で終了

＜開設日時・電話番号＞

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語、インドネシア語、タガログ語、
タイ語、ポルトガル語、スペイン語、フランス語、カンボジア語、ミャンマー語

＜対応言語（１４言語）＞

＜相談の流れ＞

概要
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「東京都多言語相談ナビ（TMC Navi)」

日本語：東京都多言語相談ナビ（略称 TMC Navi)

英語：Tokyo Multilingual Consultation Navi

＜名称＞

受付時間：平日 10時～16時

電話番号：03－6258－1227

＜開設日時・電話番号＞

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語、タイ語、ロシア語、タガログ語、
ベトナム語、ヒンディー語、ネパール語、フランス語、
インドネシア語

＜対応言語（１４言語）＞

概要

＜特徴＞

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/information/consultation.html

• 東京都に住んでいる外国人や対応する窓口等が困った時に相談できる相談事業

• 14か国語対応、必要な情報を提供するほか、内容に応じて適切な機関等（法律

相談を含む）につなぐ

• 行政や社会福祉協議会など地域の窓口等からの依頼により、遠隔通訳による言

語サポートも実施
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東京都外国人新型コロナ生活相談センター

※令和3年3月31日で終了

保健所通訳支援

コロナ感染症に係る健康相談

生活相談

通訳支援

東京都つながり創生財団

東京都多言語相談ナビ

東京都

新型コロナにかかる相談窓口等の

多言語対応

保健所における多言語対応

東京都つながり創生財団

東京都多言語相談ナビ

<～Ｒ３年３月３１日>
<Ｒ３年４月１日～>

新型コロナコールセンター

東京都発熱相談センター 等

外部委託にて対応

「東京都多言語相談ナビ（TMC Navi)」

TOCOS機能の東京都つながり創生財団への継承イメージ
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３ 情報発信の取組
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 緊急事態宣言をはじめ、感染防止の呼
びかけ等を、「やさしい日本語」や多
言語で発信

 庁内各局が実施するコロナ関連広報の
多言語広報支援

 新型コロナウイルス感染防止の取組に
ついて、知事が多言語で発信（動画）
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３ 情報発信の取組

感染防止のよびかけ

＜感染予防の呼びかけ＞ ＜年末年始の呼びかけ＞ ＜緊急事態宣言チラシ＞

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7hGpeusgY （やさしい日本語）

https://www.youtube.com/watch?v=5p5C-o8XB-Q （ネパール語）

https://www.youtube.com/watch?v=Ri7hGpeusgY
https://www.youtube.com/watch?v=5p5C-o8XB-Q
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３ 情報発信の取組

 ワクチン接種のフローや課題は地域によって異なるため、区市町村での取組が必要。
 東京都では、地域に関わらず共通する基本的な情報の発信、関連情報の集約、区市町

村の取組例の共有等を実施。

①ワクチン接種に関する情報発信・働きかけによる接種への動機付け

②接種予約と事前準備の支援

③接種会場における対応

・接種券等が入った封筒が届いても気づかない。大事な封筒だとわからず、捨ててしまう。
・封筒の中身がわからない。日本語の「お知らせ」が読めない。

・電話予約ができない。
・ワクチン接種についてわからないことがあっても、聞くことができない。

・予診票を事前に日本語で書くことができない。
・会場での問診に対応できない。

【外国人のワクチン接種に係る具体的課題】

ワクチンに関する広報

外国人のワクチン接種は・・・言語・文化的慣習等により、接種へのハードルが高い



①ワクチン接種に関する情報発信・働
きかけによる接種への動機付け

②接種予約と事前準備の支援

③接種会場における対応

 封筒に多言語で「大切なお知らせで
す。」等の情報を併記

 HPに「やさしい日本語」を含む多言
語の情報を掲載。QRコードを作成し、
封筒やチラシ等からHPに誘導。

 電話を介した三者間通訳
 予約サイトの多言語対応

 タブレット端末による遠隔通訳サービ
スの利用

３ 情報発信の取組

ワクチンに係る区市町村の取組例
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 各自治体では外国人向けに①情報
発信、②予約支援、③接種会場対
応の段階ごとに様々な取組を実施

（参考）大田区の取組例

〇封筒の多言語表記・多言語版お知らせ作成

○多言語通訳サービス
・電話を介した三者間通訳による
「大田区コロナワクチン多言語通訳サービス」
を用意（13言語対応）



① “ワクチンチラシ”を作成・配布
 「やさしい日本語」を含む16言語で作成
 区市町村、国際交流協会、大使館、日本語

教室、ボランティア団体等へ周知
 東京都多文化共生ポータルサイト、SNSを

活用し幅広く発信
 区市町村は地域の状況に応じてカスタマイ

ズ可能
 QRコードにより多文化共生ポータルサイ

トへ誘導
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３ 情報発信の取組

ワクチンに係る東京都の取組例

② ワクチン副反応チラシの作成
 ワクチン接種に伴う副反応等への不安を和ら

げるため、やさしい日本語のチラシを作成



③ 東京都多文化共生ポータルサイトへ情報を集約
 コロナ関連の相談窓口、関連サイト等の情報を集約
 区市町村のコールセンターの一覧を掲載
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３ 情報発信の取組

④ 区市町村との情報共有
 区市町村の多文化共生担当部署に対して、ワクチンチラシの活用方法をはじめ、都内区市

町村や他県における多言語対応事例を共有
 福祉保健局を通じ、区市町村ワクチン担当部署にも情報共有

ワクチンに係る東京都の取組例

https://tabunka.tokyo-
tsunagari.or.jp/index.html

https://tabunka.tokyo-tsunagari.or.jp/index.html


【参考】
東京都の多文化共生施策について
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東京都の多文化共生施策について

施策目標１ 施策目標２ 施策目標３

グローバル都市にふさわしい、多様
性を尊重し、共に支え合う意識の醸
成

日本人と外国人が共に活躍できる環
境の整備

全ての外国人が安心して暮らすこと
ができ、また生活をより楽しむため
に必要なサポートの充実

「多様性を都市づくりに活かし、
全ての都民が東京の発展に向けて参加・活躍でき、安心して暮らせる社会の実現」

基本目標

多文化共生推進指針（2016年2月策定）

日本人と外国人がともに
活躍する国際都市東京

言語コミュニケーション
など、

外国人が暮らしていく上
で必要な基盤整備

外国人が生活する上で
直面する個別課題に
関する環境整備

外国人を受け入れる
地域づくりと意識醸成

コミュニケーション支援 外国人の生活支援 地域づくりと意識醸成
国際都市東京の実現
に向けた環境整備

日本人と外国人双方の異文化理解を
促進するとともに、お互いを尊重し、
責任を自覚しながら共に支え合う意
識を醸成する。

教育・医療・防災など生活全般に関
する情報だけでなく、観光・芸術・
文化・スポーツなどの情報を提供す
るなど、安心して生活でき、かつ東
京での生活をより楽しめるようにす
る。

外国人が能力を最大限発揮し活躍で
きる環境を整備し、また住民の一人
として外国人の地域社会への参加を
促進していく。
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東京都では2016年に策定した「多文化共生推進指針」に基づき、様々な施策を進めています



【参考】やさしい日本語普及啓発の実績

＜やさしい日本語活用リーフレット＞

＜区市町村・社会福祉協議会等
向け研修のチラシ＞

＜やさ日フォームのチラシ【R2】＞

＜東京都多文化共生ポータルサイト＞
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＜文化施設との連携＞

やさしい日本語イメージキャラクター
やさカニくん

東京都では、現在、「やさしい日本語」の普及啓発を進めています

※（公益財団法人）東京都歴史文化財団 作成


