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調査概要 

 

 

１）調査名称 

ボランティア施策に関する基礎調査業務 

 

 

２）調査実施期間 

 平成 26年 2月～平成 27年 3月 

 

 

３）調査項目 

 

 １．ボランティア施策に関する基礎調査  

 ①訪問調査 

 ・首都圏、近畿圏、名古屋圏等（遠方 3件程度） 

 ・同上（近場 1件～2件程度） 

 ②文献調査 

 ・首都圏、近畿圏、府内等（5件～10件程度） 

 

２．とりまとめ  

・ポイントまとめ 

・簡易報告書の作成。（ＣＤ－ＲＯＭにて納品） 
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１．ボランティア施策に関するヒアリング調査結果 

 

１）ヒアリング実施概要 

 ■ヒアリング対象 

 災害時に外国人住民に対して支援することを前提とするボランティア制度を有し運

用する以下の４機関に対して実施した。 

 (1)東京都（ヒアリング先：東京都生活文化局都民生活部） 

 (2)三重県（同上：三重県環境生活部、公益財団法人三重県国際交流財団） 

 (3)茨城県（同上：公益財団法人茨城県国際交流協会） 

 (4)西宮市（同上：公益財団法人西宮市国際交流協会） 

  

 ■ヒアリング実施方法 

  訪問ヒアリングにより実施。 

 

 

 

２）ヒアリング調査結果 

 

（１）東京都（ヒアリング先：東京都生活文化局都民生活部） 

 

 ①名称と所管課 

 名 称： 東京都防災（語学）ボランティア 

 所管課： 東京都生活文化局都民生活部 地域活動推進課 活動支援国際係 

 

 ②防災（語学）ボランティアの活動内容について 

主に以下の活動を行う。 

【主な活動】 

 東京都庁において、外国人災害時情報センター（災害発生時に東京都災害対策本部に設

置される機関）が、災害に関する各種情報を多言語で提供することに協力する。 

 東京都や区市町村の依頼に基づき、日本語がわからない外国人被災者のために通訳・翻

訳をする。（活動場所の例：避難所、地域の災害ボランティアセンター、都立病院・災

害救急病院など各施設） 

 防災訓練・東京都防災（語学）ボランティア研修会に参加し、スキルアップを図る。 

※通訳・翻訳者が必要なときには、平常時にも活動をお願いする場合がある。 

【東京都外国人災害時情報センター】 

発災時、都・災害対策本部の設置と同時に、その一組織として都・生活文化局が被災

外国人を支援するために開設するもので、外国人が必要とする情報収集、情報提供への

支援、防災（語学）ボランティアの派遣を行うこととしている。 
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③外国人災害時情報センターについて 

■立ち上げ基準 

外国人災害時情報センターの立ち上げ基準は震度 6以上の大規模地震が都内で発生し、

東京都に災害対策本部が設置された時。災対本部設置後、部署全体が災害時機能に切り

替わり、生活文化局都民生活部の中に「外国人災害時情報センター」ができるという仕

組みになっている。したがって設置場所は都庁内である。 

 

■機能 

東京都の外国人災害時情報センターが持つ機能は、防災（語学）ボランティアを都庁

内あるいは要請のあった区市町村に派遣すること、外国人住民が欲しいと思うような情

報を集めて区市町村に情報を出すことになる。 

平時から外国人住民への生活相談窓口として、生活文化局広報広聴部都民の声課で英

語・中国語・ハングル語について専門スタッフが対応しており、災害時には臨時相談窓

口となることが想定されており、必要があればその窓口に防災（語学）ボランティアを

派遣することになる。 

東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、東京マラソン等の大規模イベント

時での派遣も実施している。 

 

 ■役割分担 

東京都の場合、総務局総合防災部が防災を所管しており、かつ英語のＨＰを持ってい

るため、多言語での情報発信は防災部の役割となっている。 

また、東京都では国際交流委員会（任意団体）が他自治体の国際交流協会やＮＰＯと

つながっているため、国際交流委員会を通じて他自治体等からの支援を仰ぐ形となると

想定されている。 

 

④防災（語学）ボランティアの登録状況 

■登録人数 

ボランティアの登録そのものは随時受け付けており、登録は最大５年である。 

更新希望者は年度末に更新して登録を継続してもらい、年度末でおよそ 800名前後の

登録がある。ネイティブの登録が多い言語は、中国語、韓国語となっている。 

  

 ■募集方法 

口コミやＨＰをみて連絡したという方が多い。毎年、9 月初めに東京都の総合防災訓

練があり、その前に都の広報誌で募集記事を掲載すると、反応がみられる。 

 

⑤東日本大震災時の「外国人のための災害等情報に関する専用ダイヤル」 

東日本大震災時は東京都内では東京都外国人災害時情報センターを立ち上げる基準

には達しなかったが、課の取り組みとして「外国人のための災害等情報に関する専用ダ
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イヤル」を設置した。3月 22日から 4月 15日まで設置し、防災（語学）ボランティア

に協力を呼びかけ、都庁に来てもらい電話対応に従事してもらった。 

 

⑥都内の区市町村への派遣や連携等 

外国人住民を抱えて直接対応されている区市町村では、地域性に応じて言語に対応し

ている。このため、都への要請としては、たとえば都立高校から入学説明会の時に通訳

にという依頼や、外国人向け防災訓練時の通訳派遣の依頼等が多い。活躍の場を広げつ

つあり、東京マラソンの時にも防災（語学）ボランティアを派遣している。 

要請に応じた活動経費、ボランティア保険の負担は、区市町村の負担となっている。

また、東京都と区市町村の担当部署との連絡会議は定期的に開催している。 

 

⑦災害時に備えている備品、物資、資料 

災害時に必要な翻訳定型文はクレアで出しているものをプリントアウトして置いて

いる。 

防災（語学）ボランティアに登録した時にブルゾンやビブス（ベストのようなもの）

を配付している。登録者には顔写真入りの登録証も渡している。 

（ビブス）        （ブルゾン）                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑧平常時からの研修等 

平時からの防災（語学）ボランティアの活動は、防災訓練、研修、ニュース発行によ

る情報提供の３つである。 

 

■防災訓練への参加 

外国人のための防災訓練は、外国人住民を集めて消防士の協力を得て、体験型の訓練

を毎年実施しており、そこに防災（語学）ボランティアは通訳として参加している。 

また、毎年、東京都全体で総合防災訓練があり、ブースを出して会場アナウンスと訓

練会場を案内する通訳を派遣している。また、今年度からクレアのシミュレーション訓

練に取り組んでいる。 
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 ■研修 

登録者は語学はできる方なので、それ以外の研修メニューを用意している。やさしい

日本語研修では日本語学校の協力を得て、書き換え、言い換えを行っている。 

コミュニケーション技術研修は、外国人と接する時の心構えである。通訳技術はアカ

デミックなもので、いずれも外国語大学の先生から講義があり、その場で通訳・翻訳を

してもらっている。 

今年度、さらに災害時外国人支援活動事例研究を加え、実際にボランティア活動をし

ている方からの講義を受けている。 

今年度は各回 30 名程度が集まり、テーマに応じて異なるが 20～50 名くらいが集ま

る。土日開催を増やし、都庁で開催するようにしたところ参加人数が増えた。 

 

■ニュース発行による情報提供 

「東京都防災語学ボランティアニュース」を年に４回発行し、登録ボランティアの方

たちにメール（一部郵送）で送付している。 

 

 ■シミュレーション訓練について 

シミュレーション訓練は情報伝達のやり方の訓練であり、職員側の訓練も含む。いざ

というときに、誰にどこに連絡すればよいのかを想定しておく必要がある。 

 

⑨区や市町村、ＮＰＯ等との連携について 

都は区市町村の事業をバックアップしている立場にある。担当課は都庁内で災害対策

本部の要員になっているため、ボランティアの方を派遣して行っていただく。 

ＮＰＯ等の外部との連携については東京都の補助団体である国際交流委員会を通じ

てつながっている関係にある。 
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（２）三重県（ヒアリング先：三重県環境生活部、公益財団法人三重県国際交流財団） 

 

 ①名称と所管課 

 名 称： 災害パートナー 

 所管課： 公益財団法人三重県国際交流財団 

 

 ②災害パートナーの活動内容について 

大規模災害時に、通訳・翻訳を通じた情報提供や情報収集、その運営コーディネート

等の活動を行う。 

【主な活動】 

 通訳： 県内、県外の地方公共団体等が指定する地域で、コミュニケーション支援によ

る情報提供等を行う。  

 翻訳： 県内、県外の地方公共団体等が指定する地域で、翻訳支援により情報提供を行

う。  

 翻訳協力： 自宅で翻訳協力を行う。  

 コーディネータ： 多言語支援センター（仮称）等の運営支援を行う。  

※財団等が実施する災害研修に年 1回参加。 

 

なお、「通訳・翻訳パートナー」は外国人住民に情報を伝えるための通訳・翻訳を行う

もので、基本的に三重県国際交流財団の「通訳・翻訳パートナー制度」に登録。 

【登録言語】 

 ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国朝鮮語、フィリピン語、タイ語、ベト

ナム語、インドネシア語、ロシア語ほか（その他の言語についても登録可）。 

 財団のパートナーは４分野あり登録者数は、通訳・翻訳が 248 人、日本語が 100 人、

医療通訳（ポルトガル語 9人、スペイン語 5人、英語 1人）、災害が 45人。 

 

③災害時の体制について 

災害時多言語支援センターをいつ設置するかはケースバイケースで検討を行う。県の

災害対策本部ができたからただちに設置するという訳ではない。 

基本的に広範囲で被災した場合を想定している。局地的に被災した場合は、支援組織

が現地にできるためバックアップする側に回る。局地的な場合はバックアップをし、広

域対応が必要な場合は県として災害時多言語支援センターを設置して対応する予定。 

設置運営は、県と財団の協議による共同設置・共同運営という形を取り、県職員も財

団の職員も支援センターの職員という形で対応する予定である。 

設置場所はアスト津に設置予定。（建物に入れなければ別途） 
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④通訳・翻訳とコーディネータからなる災害パートナー制度 

災害パートナー募集では語学ができる方をベースにしており、通訳・翻訳パートナー

に登録している方を中心に募っていますが、加えて大規模災害時に運営面をコーディネ

ートできる人材も対象としている。 

災害時多言語支援センターの役割には多言語での電話相談対応も含まれるので、語学

ができる人の協力は欠かせないものと考えている。 

三重県内に国際交流協会等がある市町は限られ、各地域で外国人支援の拠点となるハ

ブ機能が必要となるが、ハブ機能を担う組織や人材がいないという課題があることから、

通訳・翻訳に加えて、コーディネータの養成も重要と考えている。 

 

⑤災害パートナーの登録状況 

 ■登録人数 

災害パートナーは、現在 45人が登録している。すべての人が通訳・翻訳パートナーを

兼務しているわけでなく、コーディネータとして活動したいという方もいる。 

  

■属性 

通訳・翻訳は言語的な能力がメインとなるが、コーディネータには緊急時にいろいろ

なところと連絡、調整する能力が必要となり、求められる能力はまったく違う。通訳・

翻訳に求められるのは、安心を届け、正しい情報を届けること。一方、コーディネータ

は、支援活動を円滑に進めるために他組織につなげること、今何人必要か、どこに依頼

するのか地元の人を探すのかといった視点が求められてくる。 

登録状況をみると、英語は日本人だが、中国語、ポルトガル語、スペイン語、ベトナ

ム語はほとんど外国人。全体の中の半分以上が外国人である。 

 

⑥県内の市町との連携 

県内における災害時の外国人住民支援の方法を統一することで、災害時にある市町で

支援が必要な場合、周囲からの支援を受け入れやすい環境づくりを目指している。その

ため三重県では、県の事業として、県内市町で災害時外国人サポーター研修と外国人向

け防災セミナーをセットで実施する「災害時外国人支援事業」を実施している。災害時

外国人サポーター研修修了者の一部が災害パートナーに登録している。 

 

⑦社会福祉協議会との連携 

市町の社会福祉協議会は災害が起これば避難所運営の当事者であり、外国人住民が多

い地域では避難所等での外国人支援の必要性を強く感じている。そのため、市町の社会

福祉協議会にも研修実施の協力を求めたところ、積極的にかかわってもらえることとな

った。 

研修内容は外国人向け避難所訓練（模擬体験）と災害時外国人サポーター研修で、社

協を通じて民生委員等災害時の避難所運営にかかわられる方々に声をかけてもらった
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ところ、多くの参加が得られた。災害時の外国人住民等に対する支援活動の必要性とと

もに、外国人に支援者になってもらえるよう日常的なかかわりの必要性についても一定

の理解が得られたと感じている。民生委員や自治会長等への働きかけには、学校等を通

じてキーパーソンとなる方々の情報を得て訪問するなど、地域との信頼関係づくりに時

間をかけたことが大きかったと思われる。 

 

⑧事業所を通じた技能実習生の参加 

三重県の過疎地域では若者が少なく、災害時には高齢者と技能実習生で支えあわなけ

ればならない地域もある。若い外国人技能実習生は、地域の命に直結する存在とも言え

る。 

研修事業の参加呼びかけは、これまで主に日本語教室を通じて行っていたが、今年度

初めて日本語教室が開催されていない地域での開催となった。外国人参加者をどのよう

に集めるか考えていたところ、その地域には多くの外国人技能実習生がいることから、

受入事業所を訪問して参加をお願いすることを思いついた。しかし、どの事業所が受け

入れしているかわからず、地域で尋ねながら探すこととなった。事業の趣旨を説明する

と母語で災害時の行動や対応について説明をすることに大きな理解が得られ、次の事業

所も紹介してもらえた。 

このようにして、紀北町の例では 110人の技能実習生の参加が得られた。 

災害は地域住民にも、外国人にもお互いに分かりやすいテーマであり、多文化共生の

取り組みにおいてキーポイントになる。 

 

⑨研修時のボランティアの役割と、外国人住民の参加促進 

財団の災害パートナー登録者にはセミナーに参加してもらい、災害時に通訳・翻訳が

どのように発生してくるかという流れを知ってもらう、そして実際に通訳・翻訳に関わ

ってもらう。 

また、災害時サポーター研修時に、被災した外国人の方として協力してもらうことも

ある。 

災害時外国人支援事業の参加者として外国人技能実習生を呼び込む道は開けたが、定

住者・永住者の参加率は低く課題として残る。 

 

⑩設置運営の訓練の成果 

三重県が実施する災害時外国人住民支援事業の中では多言語支援センターの設置運

営の訓練も行うが、何回か参加している方もいて、とてもスムーズに進んだ。模擬訓練

で慣れると、それだけでも効果が大きい。 

 

⑪災害時派遣は検討中 

発災後からある程度の期間は、災害サポーターの派遣は交通事情や安全面から考えて

無理ととらえている。交通事情が復活し、その中でなおかつ派遣する必要があれば、そ
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の時に対応したいと考えている。 

 

⑫平常時からの研修等 

平常時からの災害パートナーの皆さんとの連絡は、研修制度への参加時になる。パー

トナーの方たちには年に 1回は研修会に参加するよう呼びかけをしているが、条件にし

ているわけではない。 

 

⑬外部との連携について 

三重県は、ＮＰＯの活動に比較的熱心な地域であり、多文化共生の中では「災害」は

つながりやすいテーマである。 

 

⑭基金について 

「三重県災害ボランティア支援及び特定非営利活動促進基金」（平成 24年 4月 1日施

行）は、「大規模な災害からの早期の復旧復興のための災害ボランティア活動を支援する

とともに、様々な社会的な課題に取り組む特定非営利活動法人等の民間非営利組織の活

動を促進することを目的として設置」されたもの。 

基金は災害時に活動していただく団体向けの基金で、三重県国際交流財団も手を挙げ

る形で応募し、実際に多言語支援センターを設置した場合の費用は、財団はその基金を

利用し、行政は行政費用で対応する。 

 

⑮災害時に備えている備品、物資、資料等について 

外国人が避難所を利用する際の課題は、ことばと生活習慣の違いにある。日本語がわ

からなくても安心して避難所を利用できるようピクトグラム（絵表示）や多言語表示で

ルールなどを知らせる資料（キット）を用意し、プラスチックの箱（衣装ケース的なも

の）にまとめて普及に取り組んでいる。場所を取るが研修時に皆さんに見せると必要性

を分かってもらえる。 

 避難所用の「つたわるキット」（掲示物）は、災害時に避難所で活用可能な掲示物のセ

ットで、普及を進めている段階で、三重県の防災計画や避難所マニュアルの中に位置づ

けられている。県でモデル版を考え、市町でアレンジすることが可能である。 

災害時には言語能力が落ちると言われており、日本語がよくわかる外国人でもその能

力は半減すると言われている。ピクトグラム（絵表示）での表示は外国人だけではなく、

子どもや高齢者にも役に立つと期待している。これがあるおかげで、模擬避難所がわか

りやすく設置できる。重くなり過ぎないように、中に入れるものは最小限にとどめてい

る。 

  



10 

 

（伝わるキットの中の掲示物（ピクトグラム））      （キットのリスト） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑯市町との連携事業 

伊勢市（外国人観光客が多い）、四日市市（集住団地を抱える）等と財団が連携し、地

域性に応じた事業の取り組みを進めている。 

外国人住民向けにはホームページ、Facebook、ツイッターでの情報発信がメイン。 

 

⑰広域連携について 

東海北陸の連携に入っているが、広域で災害が発生した際、現実的には東海北陸から

はなかなか来てもらえないと思うので、近畿地域との連携も必要と考えている。（クレア

の翻訳シミュレーションでは、来年度（平成 27年度）は東海ブロックと近畿ブロックと

で連携予定） 

東海地震の災害はかなり大きなものだと予想されているため、東海圏内での協力も当

然ながら、災害の少ない近畿圏と三重県での協力を進めたい。 
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（３）茨城県（ヒアリング先：公益財団法人茨城県国際交流協会） 

 

 ①名称と所管課 

 名 称： 多文化共生サポーターバンク 

情報検索システムとして「多文化共生サポーターバンク」（ホームページ上

で公開） 

 所管課： 公益財団法人茨城県国際交流協会 交流推進課 

【登録状況】 

ホームページに登録者数が表示されるようになっている。3月末現在、1,482名（延

べ数）。実数での登録者は 835名。 

 

 ②多文化共生サポーターバンクについて 

「多文化共生サポーターバンク」には以下の７分野のサポーターが登録されている。

インターネット上から人材データベースに登録されているサポーター・講師等人材を検

索、依頼することができる。 

 日本語指導サポーター 

 語学サポーター 

 医療通訳サポーター 

 災害時語学サポーター 

 地域生活サポーター・外国人のための地域生活アドバイザー 

 各国事情紹介講師 

 ホームステイ・ホストファミリー 

もともとは文化交流を重視した人材バンクであった。クレアの補助金を活用して「多

文化共生サポーターバンク」のシステムを専門業者に委託し構築する際に、時代変化に

合わせて、多文化共生のための外国人支援につながるようなもの、日本人の理解が深ま

るようなものとして、全面的な見直しを行った。 

茨城県の外国人登録者数は 52,009人（平成 26年末）で国籍別で見ると、中国、フィ

リピン、ブラジル、韓国・朝鮮、タイという順に多い。平成 26 年 6 月現在でみると茨

城県では全国に比べて定住者、日本人の配偶者等、技能実習生の割合が多く、研究区分

の登録も多い。 

 

 ③サポーターについて 

■提供情報 

検索できるシステムを作ったことが茨城県国際交流協会の「多文化共生サポーターバ

ンク」の特徴である（今後、システムの見直し予定） 

ホームページ上で検索できる。サポーターの個人情報は公開しないが、依頼にあたっ

て能力の予測がつくように「語学に関する経験」については掲載している。また、ホー

ムスティについては家族構成や一戸建て等の情報は掲載する。 
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■募集内容 

語学力を要するのは語学サポーター、医療通訳サポーター、災害時サポーターの３つ

で、ダブルでの登録やトリプルでの登録も可能である。 

サポーターは英語に関してのみ語学力を問うものとしている（TOEICが 730点以上、

英検準１級以上が条件）。その他の言語に関しては、日本語・外国語ともに活動に支障の

ない言語能力が必要で、海外滞在歴、経験、資格などで能力を確かめている。条件に到

達していない人からの問合せがあった場合は、登録できないと回答し、英語講座等の情

報を提供している。 

 

■今後の対応 

日本語指導サポーター、地域生活サポーターの廃止。 

<理由> 平成 24 年度に日本語ボランティア、民間国際交流団体の実践者、地域生活

アドバイザ－等、日常的に外国人と交流を持ち活動している方を対象に、「外国人のため

の地域生活アドバイザー育成研修会」を 6 回,12 講座開催したところ、141 人の参加が

あった。このうち、8割以上出席（修了者）した人が 100人を超え、修了者を「外国人

のための地域生活アドバイザー」として新たに登録したため、上記２つのサポ－タ－は

廃止予定。 

 

■多文化共生サポーターバンクへの依頼 

バンクを利用できるのは、県、市町村、学校、病院など公的機関や、民間団体、在住

外国人の方々などである。営利、宗教、政治などの目的に結びつかない場合のみ利用す

ることができる。 

（依頼者からみた利用の流れ） 

 

 

 

 

 

 
 

（登録者からみた利用の流れ） 

 

 

 

 

 

 

出典：（財）茨城県国際交流協会ホームページ 
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■多文化共生サポーターバンクの運営状況 

情報の更新作業を進めており、平成 27 年度から本格的に更新作業を行う。サポータ

ーに個別に連絡し、現在の登録状況を周知し、内容の更新と登録更新の意思確認を行う。 

 

■多文化共生サポーターの活躍の場 

茨城県国際交流協会では外国人相談センターを 8 言語（平成 27 年度より 9 言語）で

実施している。毎年、出張の弁護士相談も行っているが、当協会職員である相談員（嘱

託、非常勤）に加えてサポーターバンクのボランティアにも協力をお願いしている。 

医療通訳のサポーターや災害時語学サポーターの方たちと顔の見える関係ができて

きている。事業に協力して出てきてくれている人たちとは良好な関係にあり、頼みやす

い。 

医療通訳や災害時研修会の時も、サポーターの方たちに声をかける。登録したままの

状態にするのではなく、様々な機会をとらえてコンタクトをとり続けることが重要であ

る。 

 

④災害時多言語支援センターについて 

 ■立ち上げ時の役割分担 

茨城県国際交流協会では外国人相談センターがあり、東日本大震災の直後に「災害多

言語支援センター茨城」を開設（3/16から 3/31まで、協会の会議室）、その後、多言語

インフォメーションセンターを立ち上げ 1年半後にその活動も終えた。 

協定は当時なかったが、必要と考え、立ち上げを検討し県と相談していた時期に東日

本大震災が起こった。タブマネ（特定非営利活動法人 多文化共生マネージャー協議会）

から連絡をいただき、県と協会とタブマネの三者で話し合ってセンターを開設した。 

情報は県が出し、タブマネが翻訳し、協会がホームページに情報をアップした。外国

人住民に必要な情報の選別は県とタブマネが行った。協会は相談センターでの対応を行

った。 

職員も被災し、ガソリンもない中でタブマネのネットワークとクレアの関東ブロック

内協定により、他地域から通訳の支援を得られた。 

タブマネの協力者は、関東各県、他、遠方の三重県からも毎日協力があり、述べ 47名

からの協力を得た。 

 

 ■サポーターの活動 

「災害多言語支援センター茨城」での業務に対して、災害時語学サポーターはメール

で対応をしてもらった。 

県内全市町村に翻訳支援（ライフライン情報など）を募集したが、日立市からのみ翻

訳してほしいと申し出があり、随時対応した。 

情報発信の翻訳言語は 8言語で、3月にはホームページのアクセス件数は通常の 10倍

あった。 
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 ■外国人相談センターでの災害時語学サポーターの相談対応 

平常時の対応言語は日替わりで行っているが、震災に関連する相談に対応するために

毎日 8言語で対応した。災害時語学サポーターを募って協力してもらって相談を受け付

けた（3/18～3/27、土日祝を含む）。 

相談員 8 名と災害時語学サポーター12 名で対応した。3 月の相談件数の 71.9％が災

害に関する相談内容であった（帰国手続き、ライフライン状況、支援物資情報、原子力

発電所事故関連など）。 

相談センターは電話相談の対応とし、現地避難所を巡回するという手法ではなかった。 

 

⑤平常時からの関係づくりについて 

日ごろから災害時語学サポーターを集めた研修会を開催し、メールを使って、災害が

起きた場合に何時間以内に何人が翻訳してくれるかというシミュレーションも実施し

ていた。少なくとも毎年１回はそういうことが必要と認識している。 

また、茨城県の総合防災訓練に災害時語学サポ－ターと外国人が毎年一緒に参加して

いる。毎年いろいろな地域で防災訓練が行われるので、地域の市町村国際交流協会の協

力を得て地域の外国人住民に参加してもらい、当協会登録の災害時語学サポーターにも

参加してもらうようにしている。 

訓練では、サポーターと外国人がチームを組み、防災訓練で行われる各訓練に参加し

てもらうようにしており、サポーターにはその場で通訳・翻訳の実践研修をしてもらう。 

総合防災訓練では毎年、会場で３ヵ国語（（例）英語、中国語、タイ語。タイ人が多い

地域ではタイ語、ブラジル人が多ければポルトガル語など地域に合わせる）で場内アナ

ウンスすることによって、災害時に外国人住民がいるということを皆さんに認識しても

らうようにしている。訓練では外国人にも高速バス事故などの被災者役をしてもらった。 

 

⑥情報発信ルート 

外国人住民が最も身近に接するのは日本語教室で、茨城県内には 30市町村、56団体、

97教室があり、日本語教室を通じた情報発信が最も効果的と感じている。 

また、弁護士相談を行う時にはポスターを貼るのだが、外国人が集まりやすい銀行、

郵便局、労働基準監督署、キリスト教会、エスニックレストラン、食材屋などのリスト

を作っている。相談員（大半が外国人）からも情報をもらっている。 

外国人向けの定期刊行物はないが、ホームページ、Facebook 、携帯メールなどで定

期的に情報提供をしている。生活ガイドブック等外国人支援冊子は市町村や各地の日本

語ボランティア教室等に配布している。  
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（４）西宮市（ヒアリング先：公益財団法人西宮市国際交流協会） 

 

 ①名称と所管課 

 名 称： 災害時サポーター 

 所管課： 公益財団法人西宮市国際交流協会 

 

 ②災害時サポーターの活動内容について 

多言語支援センターの活動。サポーターは避難所などに派遣され、多言語情報の提供

や、避難している外国人の人数や家族構成、使用言語や状況を把握し、必要とされる支

援等を行う。 

【主な活動】 

西宮市国際交流協会は平成 21年から、災害時に、外国人支援をするボランティア「災

害時外国人サポーター」を養成する研修会を開催。研修を修了した人がサポーターとし

て登録している。 

地震などがあった場合、サポーターは避難所などに派遣され、多言語の提供や通訳、

避難している外国人の人数や家族構成、使用言語を把握し、必要とされる支援を行う。 

 

③多言語支援センター設置等に関する協定 

西宮市と西宮市国際交流協会との間では、「多言語支援センター設置等に関する協定」

（平成 26年 4月）が締結された。 

阪神・淡路大震災の時、災害時の外国人支援について記載されていなかったため、協

会として何も役割を果たすことができなかったという経験があった。その経験からまず

平成 21年に災害時サポーター制度を立ち上げた。 

さらに、東日本大震災の NPO タブマネ（多文化共生マネージャー全国協議会）の活

動への参加を通じて、予め行政と多言語支援センターの位置付けを決めておけば混乱の

中でも必要な支援ができると考え、今回締結された協定に基づき、緊急時には西宮市国

際交流協会側の判断でも多言語支援センターの立ち上げが可能になった。 

設置場所は西宮市国際交流協会で、災害直後は職員での立ち上げを想定している。 

 

④災害時の外国人支援多市連携事業推進 

■ネットワーク作り 

「災害時の外国人支援 3 市連携事業」は、西宮市国際交流協会、吹田市国際交流協

会、城陽市国際交流協会で連携して取り組んでいる。内陸部の都市で同じような考え方

ができるパートナーとして、呼びかけたところ手を挙げてくれた。いずれも比較的災害

が少ない都市。 

３市の連携事業は CLAIR（クレア、一般財団法人自治体国際化協会）の委託金を得て

実施した事業。他地域では船橋市と横須賀市の連携事例などがある。 
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 ■活動内容 

多言語防災ガイドの作成や、災害時外国人サポーター養成研修を連携して実施。 

「外国人のための防災ガイド」は、外国人住民数が多い言語について、やさしい日本

語の他に韓国・朝鮮語、英語、中国語で作成。防災ガイドは共通するコンテンツを 3市

の協会が協働で作成し、災害時の各市の情報や連絡先はそれぞれの協会のものを入れる

ようにしている。 

ガイド作成や研修は連携を構築するためのツールととらえており、これらの事業を連

携して実施することで、日ごろから常時、顔の見える関係や体制づくりを図っている。 

 

 ■連携 

社会福祉協議会を含め、関係機関との連携は必要。災害時外国人サポーター養成研修

では、西宮市（防災担当課）、当協会、西宮市社会福祉協議会、ＮＰＯ法人日本災害救援

ボランティアネットワーク（NVNAD）と連携して実施した。また、３市連携の相手先

である、吹田市、城陽市からも参加。 

  

⑤災害時外国人サポーターの登録状況 

 ■登録人数 

災害時外国人サポーターをはじめ、ボランティアの登録は西宮市国際交流協会で受

付・管理している。現在、災害時外国人サポーターの登録はおよそ 50名。転勤等で移動

する人も多く、継続的に担い手を養成することが課題。 

 

■費用 

ボランティア保険の費用は協会が負担。 

 

 ■対応言語 

対応言語は英語、中国語、ポルトガル語、韓国・朝鮮語。外国人で日本語ができる人

も登録している。 

 

 ■災害時の対応と必要な能力 

発災直後は職員で対応し、サポーターへ要請する。連絡はメールでの連絡等。 

災害時は単なる通訳ではなく、文化的な通訳が重要である。たとえば避難所の過ごし

方を通訳するためには、文化的背景や慣習を含めて外国人住民に説明できる能力が必要

になり、災害時外国人サポーターは、語学＋αでの説明が必要。 

  



17 

 

⑥平常時からの連絡方法や研修 

■研修 

平常時からの接触はスキルアップ研修に参加してもらう時が機会になる。有職の人も

多く日常的な活動は難しい。平日、活動いただいている語学や交流ボランティアと、災

害時のボランティアは活動状況が異なるが、年に１回の活動は必要である。 

研修では、以前に研修を受けた人がリーダーとなり、班ごとに分けて既習者と新しく

研修を受ける人を組み合わせており、登録者相互が顔見知りになってもらうように薦め

ている。 

避難所訓練では、日本人住民、外国人住民、サポーターが混じるようにしている。避

難所では必ず日本人と一緒に外国人住民がいることになり、実際の避難所と同様の環境

をつくるようにしている。 

 

■情報更新 

年に１回、登録情報の更新を行う。登録は研修を受けていることを条件にしているた

め、１度は顔を合わせる機会がある。 

 

⑦外国人住民向けの情報発信方法 

災害弱者という観点で、日本語が十分でない外国人を念頭に、言語や習慣が日本と異

なる方々を想定している。 

加えて、外国人住民の方が、地域で活躍すること、地域に参画してもらうことを目指

している。 

外国人向け情報提供制度（NIAカードシステム）については、住民登録の際に窓口で

案内しラジオも含めて広報している。 

 防災ガイドは活用してもらうことを第一に考え、防災教室や日本語教室で、「こういう

ふうに使ってください」と活用方法を説明して配付するようにしている。日本語教室で

教材として使ってもらえば、役に立つ。 

 

⑧災害直後の対応方法 

発災直後は災害情報発信、安否確認や、対応方法等、次々と移り行く情報を発信して

いく必要があり、情報提供の見極めも必要になるだろう。 

次の段階では、仮設住宅の情報等、平常時に移っていく過程で必要となる情報の発信

になる。たとえば助成や生活再建に関する内容。 

情報の取り方は、人（被災者）によって違うためホームページ、Facebook、twitter、

ラジオといろいろな手法で発信していくべきだと思う。年齢によっても馴染みのあるも

のは違う。 
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⑨大学との連携による防災教室 

東日本大震災以前から、関西学院大学の留学生を対象にした防災教室を開催。関学に

は 150人から 200人規模で交換留学生がおられるため、受入時のオリエンテーションに

防災教室を組み込んでもらった。 

 

⑩ホームステイボランティアについて 

西宮市国際交流協会のボランティアの活動は、日本語、食文化交流、文化交流、ホー

ムステイと広がりを見せているが、これはボランティアの方々の自主企画によるもの。 

ホームステイについては、「西宮ホームステイボランティアの会」が担当し、事務局は

西宮市国際交流協会で担っている。チラシを見た留学生が事務局に申し込み、その後、

ボランティアメンバーが受け入れ先を調整している。口コミで広がっているのか西宮市

以外からも申し込みがある。ボランティアは 40家族程度の登録がある。 
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２．文献調査結果 

 

１）文献調査実施概要 

 ■ヒアリング対象 

 平成 26 年 6 月末の総務省「在留外国人統計」において、都道府県別の在留外国人の

人数上位の都道府県のうち、以下の都道府県（一部は政令市）について、文献調査で災

害時の外国人住民への対応や関連ボランティアに関する情報を収集し整理した。 

 (1)東京都、東京都国際交流委員会 

 (2)公益財団法人三重県国際交流財団 

 (3)公益財団法人茨城県国際交流協会 

 (4)公益財団法人西宮市国際交流協会 

 (5)愛知県、公益財団法人愛知県国際交流協会 

  (6)神奈川県 

  (7)横浜市、横浜市災害ボランティア支援センター 

  (8)埼玉県、公益財団法人 埼玉県国際交流協会 

  (9)千葉県 

  (10)静岡県、静岡県西部災害時多言語支援センター（管理事務局：一般社団法人ブリ

ッジハートセンター東海） 

 (11)浜松市、公益財団法人 浜松国際交流協会（HICE） 

  (12)福岡県、公益財団法人福岡県国際交流センター 

  (13)岐阜県 

(14)広島県 

  

 ■調査実施方法 

  ヒアリング実施時の提供資料や、インターネット等での公開資料に基づき実施。 
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２）文献調査結果 

 

（１）東京都、東京都国際交流委員会 

 

東京都 

 

■東京都防災（語学）ボランティアの活動内容 

・ 都庁において、外国人災害時情報センター（災害発生時に東京都災害対策本部に設置さ

れる機関）が、災害に関する各種情報を多言語で提供することに協力する。 

・ 東京都や区市町村の依頼に基づき、日本語がわからない外国人被災者のために通訳・翻

訳をする。（活動場所の例：避難所、地域の災害ボランティアセンター、都立病院・災害

救急病院など各施設） 

・ 防災訓練・東京都防災（語学）ボランティア研修会に参加し、スキルアップを図る。 

※通訳・翻訳者が必要なときには、平常時にも活動をお願いする場合がある。 

 

○東京都外国人災害時情報センター 

発災時、都・災害対策本部の設置と同時に、その一組織として都・生活文化局が被災外

国人を支援するために開設するもので、外国人が必要とする情報収集、情報提供への支援、

「防災（語学）ボランティア」の派遣を行うこととしている。 

 

■外国人支援のための防災訓練 

東京都生活文化局では、外国人支援のための防災訓練を毎年実施している。この訓練は、

都内在住の外国人に防災知識に関する知識を体験を伴いながら身につけ、災害への備え

と心構えを呼びかける目的で実施している。また、同時に、東京都防災（語学）ボランテ

ィアのスキルアップや、関係諸機関と東京都との連携強化も訓練の目的としている。 

【主な訓練内容】（実施年度により異なる） 

・ 災害知識や災害情報の入手手段、安否確認手段等の学習（参加外国人向け） 

・ 応急救護や初期消火などの自ら行う応急対応の訓練（参加外国人向け） 

・ 翻訳、通訳訓練（東京都防災（語学）ボランティア向け） 

 

■「東北地方太平洋沖地震外国人情報提供ダイヤル」 

東北地方太平洋沖地震に伴い、外国人が必要とする情報を多言語で提供する「東北地方

太平洋沖地震外国人情報提供ダイヤル」を開設。 

ライフライン情報等、今回の震災に関して外国人が必要とする情報を収集し、外国人か

らの電話での問い合わせに東京都防災（語学）ボランティアが英語、中国語、韓国・朝鮮

語で対応し、適切な情報提供機関を紹介するとともに、問い合わせに関する各機関からの

回答を外国語で伝える。 
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東京都国際交流委員会 

■災害時の外国人支援マニュアル 

① 災害時多言語情報作成ツール（(財)自治体国際化協会 CLAIR） 

災害時には外国人住民に対して多言語による災害情報の提供が必要になる。このホー

ムページは自治体等が情報提供をするときの支援ツールである。利用者のパソコンにソ

フトをダウンロードして使う。この中には次の３つのツールがある。 

(1)「多言語表示シート作成ツール」：避難所の掲示板などに貼る表示シートを作成するツ

ールで、10 言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガロ

グ語、タイ語、ベトナム語、インドネシア語、ロシア語）で表示できる。 

(2)「携帯電話用多言語情報作成ツール」：携帯電話に災害時の被害情報、生活情報、余震

情報等を送るときに、簡単な文章を作成する場合に使うツール。6言語（英語、中国語、

韓国・朝鮮語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語）で表示できる。 

(3)「多言語音声情報作成ツール」：災害時に災害情報や被災者への注意等を音声で提供す

るときに使うツール。放送の内容は、警戒宣言、ニュース、余震の注意、情報告知、災

害の知識、津波・避難指示、防災知識の普及など。6言語（英語、中国語、韓国・朝鮮

語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語）で音声を再生できる。 

   

② 新版・災害が起こったときに外国人を助けるためのマニュアル（弘前大学人文学部社

会言語学研究室）  

災害時にラジオの放送、テレビの字幕スーパー、ポスターで使う文章を「やさしい日本

語」で表現している。マニュアルの他に、全国のボランティアリスト、大使館リスト、阪

神・淡路大震災、わかりやすい日本語についての参考文献がある。  

   

③ 災害時語学サポーター養成のためのテキスト（(財)自治体国際化協会 CLAIR） 

災害時に外国人住民とのコミュニケーションができる「災害時語学サポーター」を育成

するための教材。「災害時語学サポーター育成のためのテキスト」（講師用・研修者用）と

「災害時語学サポーターのための用語集・表現集・参考資料」がある。用語集は、災害時

に必要となる用語・表現を 6言語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガ

ル語、フィリピン語）で書いている。  
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（２）公益財団法人三重県国際交流財団 

 

■災害時外国人住民支援事業（三重県委託） 

災害時に外国人住民のサポートをするための研修会を開催。また外国人住民向けの防

災セミナーを開催し、災害時には外国人住民の自助、共助が必要不可欠であることを伝え、

地域での防災力向上を目指す。 

 外国人住民向け防災セミナー 

主に外国人住民を対象とした防災セミナーを実施（年 2回） 

【内容】 

・避難所、避難方法を知る。 

・人口呼吸、AEDの使い方を知る。 

 災害時外国人サポーター研修 

災害時、外国人のサポートをするための研修会を開催（年 2回） 

【内容】 

・災害時に外国人住民が直面する課題、サポーターに求められる役割。 

・やさしい日本語、キットを活用した避難所運営訓練。 

 多言語情報提供のための図上訓練 

【内容】 

・講義：三重県の被害想定および避難所の機能について（三重県防災対策部） 

・仮想被災市町における外国人支援 ～発災後 3日目～ 

 避難所情報伝達キット（通称：つ・た・わ・るキット） 

県は、災害発生時に被災した外国人への支援がスムーズに行えるよう、また支援方法を

標準化するためのツールとして、避難所情報伝達キット（通称：つ・た・わ・るキット）

を作成している。避難所を利用する外国人住民等に安心を届けるための、多言語表示やピ

クトグラム（絵表示）、多言語用語集などが入っている。地域の避難所運営訓練や防災訓

練（研修会）、学校の教材として活用できる。 

 

・外国人住民向け防災セミナーの開催 

自分の命や家族の命を守るために何が必要か、日頃から心がけたいことを伝えるため

の防災セミナーを開催する（学校、自治会、教会、外国レストランなどで開催）。 

・防災担当者による出前授業、実験  

三重県では、学校からの依頼に応じて、児童生徒を対象とした出前授業や保護者の研修

などを行っている。内容は、地震・津波のメカニズムや平常時の備え、地震発生時の行動

などについて、ビデオやプレゼンテーションを交えてわかりやすく説明する。また、地震

を想定した、地盤の液状化現象や、建造物における耐震補強の効果、家具の転倒防止など

の実験も行う。 

・災害時の情報提供（「防災みえ．jp」） 

日本語（メール配信サービスあり）、英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル語、ス
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ペイン語。 

 

■通訳・翻訳パートナー 

地域に住む外国人に情報を伝えたいので翻訳をしてほしい、外国人向けの説明会等で

通訳が必要、外国の文化を紹介してほしい、といった場合、三重県国際交流財団の「通訳・

翻訳パートナー制度」を利用できる。地域からの要請に基づき、各種説明会での母語講師

の紹介や派遣も行っている。 

【登録言語】 

ポルトガル語、スペイン語、英語、中国語、韓国朝鮮語、フィリピン語、タイ語、ベト

ナム語、インドネシア語、ロシア語ほか（その他の言語についても登録可）。 

【平成 26年度の活動】 

通訳： 学校の保護者会、防災セミナー、各種相談会・説明会、レセプション、観光サ

ミットでの通訳等。 

翻訳： 通知文書、パンフレット、各種研修・ガイダンス資料、防災リーフレット、イ

ベント等チラシ、自治会案内、健康調査票などの翻訳等。 

 

■災害パートナー 

大規模災害時に、通訳・翻訳を通じた情報提供や情報収集、その運営コーディネートな

どを行う災害パートナーを募集。 

【主な活動】 

通訳： 県内、県外の地方公共団体等が指定する地域で、コミュニケーション支援によ

る情報提供等を行う。  

翻訳： 県内、県外の地方公共団体等が指定する地域で翻訳支援により情報提供を行う。  

翻訳協力： 自宅で翻訳協力を行う。  

コーディネータ： 多言語支援センター（仮称）等の運営支援を行う。  

※財団等が実施する災害研修に年 1回参加。 
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（３）公益財団法人茨城県国際交流協会 

 

【平常時】 

■防災に関する事業の実施 

① 外国人を含めた防災訓練の実施 

外国人の防災への行動認識を高めるため、茨城県総合防災訓練に外国人と災害時語学

サポーターが参加し訓練をする。また、災害時語学サポーターが災害時に情報の通訳翻訳

等の支援ができるよう研修し、災害時のサポートに備える。 

 

② 防災知識の普及・啓発 

1. 災害時マニュアルの携行促進 

外国人が被災した場合、8 言語（英語、中国語、ポルトガル語、タイ語、タガログ語、

スペイン語、韓国語、インドネシア語）とやさしい日本語による「災害時マニュアル」を

作成、配布し、携行の促進に努める。 

2. 生活情報・防災情報の発信 

日本語を理解できない外国人のため、ホームページ、Facebook、携帯メール等により

8言語で生活・防災情報を提供する。また、生活全般及び緊急時の対応に関する 8言語の

「生活ガイドブック」を配布し、ホームページに掲載する。 

 

③ 外国人が安心して生活できる環境の整備 

1. 外国人相談体制の充実 

災害発生時における外国人相談窓口の充実のために、通常の相談体制に加え、語学サポ

ーター等に協力が要請できるよう、平常時から各言語の人員確保に努める。また、市町村

等県内の外国人相談担当者対象に研修を実施し、地域における相談機能の充実とネット

ワーク化を図る。 

2. 外国人と日本人とのネットワークの形成 

多文化共生サポーターバンクに登録している「外国人のための地域生活アドバイザー」

を地域の外国人支援者として育成活用する。 

各地域で開催される国際交流フェスティバルやイベントへの出展等に参加し、平常時

から日本人と外国人が交流できる機会を提供する。 

 

■災害時体制の構築 

① 語学ボランティアの登録養成 

災害時に語学ボランティアとしての活動ができるよう、平常時から多文化共生サポー

ターバンク災害時語学サポーターとして募集・登録し、研修を行い、緊急時における各国

語でのサポート体制を整える。 
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② 関東地域国際化協会連絡協議会との協定書締結 

大規模災害に際し、通訳・翻訳支援など相互に協力し合うための関東地域国際化協会連

絡協議会「災害時における外国人支援ネットワークに関する協定書」の締結等を行い、広

域連携体制を構築し、災害時を想定した訓練や情報交換を行う。 

 

【災害発生後】 

■外国人支援業務体制 

国際課長と協会理事長は、県災害対策本部が設立された際、協議の上、協会内に「災害

多言語支援センター」と「外国人相談センター」を設置する。 

両センターは、国際課と協会の協働により、外国人に対する多言語による情報提供や、

総合的な相談などの支援活動を行う。 

協会が被災し、両センターを運営することが困難な場合、利用が可能となるまで国際課

に移動する。 

 

■災害時における「災害多言語支援センター」 

① 情報の提供 

避難所や在宅の外国人の安全な生活を支援するため、ライフライン等災害関連の行政

情報等を協会や国際課のホームページ、携帯メール、Facebook等の広報媒体を利用して

8言語で提供する。 

県および市町村等からの依頼による災害関連情報や行政情報の翻訳を行う。 

 

② 語学ボランティア「受け入れ窓口」の設置・運営等 

災害発生後直ちに「受け入れ窓口」を開設し、語学ボランティアの受け入れ体制を確保

する。 

語学ボランティア希望者の募集、受入、登録をし、当協会登録災害時語学サポーターと

ともに、情報の提供、総合的な相談等における通訳・翻訳への活用を行う。 

県および市町村、関係機関等からの依頼に応じて、当協会登録災害時語学サポーター、

語学ボランティアへの協力依頼、紹介を行う。 

当協会登録災害時語学サポーター、語学ボランティアの主な活動内容は、(1)外国語の

通訳、(2)外国語の資料の作成・翻訳、(3)その他、外国人被災者の語学支援に必要な活動。 

 

③ 外国人の避難誘導への支援 

県および市町村、関係機関等からの依頼に応じて、当協会登録災害時語学サポーター、

語学ボランティアに対し、外国人への避難誘導等の協力依頼、紹介を行う。 
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■災害時における「外国人相談センター」 

毎日 8 言語により災害に関する総合的な相談に応じ、正確な情報について提供し、外

国人の不安の軽減に努める。 

 

 

（４）公益財団法人西宮市国際交流協会 

 

■災害時外国人サポーター養成研修 

西宮市国際交流協会は平成 21年から、災害時に、外国人支援をするボランティア「災

害時外国人サポーター」を養成する研修会を開催。研修を修了した人がサポーターとして

登録している。地震などがあった場合、サポーターは避難所などに派遣され、情報の通訳

や、避難している外国人の人数や家族構成、使用言語を把握し、必要とされる支援を行う。 

西宮市国際交流協会では、多文化共生社会の実現に関する事業として、外国人のための

防災訓練等を実施する。災害ボランティアセンターなどの関係者と互いに協力して避難

所訓練を行う。 

 

■多言語支援センター 

西宮市と西宮市国際交流協会との「多言語支援センター設置等に関する協定」（平成 26

年 4月）が締結された。西宮市は協会と連携して、外国人留学生を対象にした防災教室に

講師を派遣したり、コミュニティーFM を使って防災情報の多言語放送を実施するなど、

様々な取り組みを行っている。 

国際交流協会には、災害時に外国人を支援するため、外国語に堪能な方や、二輪車など

で避難所を巡回できる方といった市民ボランティアで構成される「災害時外国人サポー

ター」が約 50人登録されている。同サポーターは、災害発生時に協会内に設置される多

言語支援センターで災害情報を翻訳したり、各避難所を回って外国人の避難状況を把握

し、要望を聞き取るなどして、災害時の外国人を支援する。 

協定によって、多言語支援センターは、災害発生時に市から要請があった際に設置され

るだけでなく、協会の判断によっても設置できるようになり、災害発生直後から迅速に対

応することが出来るようになった。 
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（５）愛知県、公益財団法人愛知県国際交流協会 

 

愛知県 

 

■災害時における多言語での外国人支援の推進について 

災害時の外国人支援を推進するため、愛知県と公益財団法人愛知県国際交流協会は、災

害時に多言語で外国人支援を行う「愛知県災害多言語支援センター」運営のための協定を

締結。 

平成 26年度外国人県民あいち会議が作成した「誰もが参加しやすい防災訓練」をテー

マにした多言語による映像資料を、ネットにおいて配信。 

 

① 「愛知県災害多言語支援センター」運営の協定締結について 

愛知県と公益財団法人愛知県国際交流協会は、「愛知県災害多言語支援センターの運営

に関する協定」を締結し、平成 27年度から、災害の発生時等に外国人に対する言語面の

支援を行う「愛知県災害多言語支援センター」運営の仕組みづくりを共同して行う。 

 愛知県災害多言語支援センター等 

災害の発生時に外国人に対する言語面の支援を強化するために、ネットによる多言語

情報の提供と被災外国人に通訳や翻訳による支援等を行う県の組織。 

 

② 平成 26年度外国人県民あいち会議の動画配信について 

平成 26 年度外国人県民あいち会議では、「誰もが参加しやすい防災訓練」をテーマに

会議を開催し、意見を映像資料としてまとめた。 

映像資料は、委員の母語で音声を吹き込み、9 言語（日本語、ポルトガル語、中国語、

韓国・朝鮮語、フィリピン語、ベトナム語、スペイン語、インドネシア語、アラビア語）

で、防災訓練を通じた地域活動の重要性を、外国人県民や日本人県民に呼びかける内容。 

 

 

公益財団法人愛知県国際交流協会 

■語学ボランティア 

災害時の通訳、翻訳： 災害時に語学ボランティアの依頼があった場合、協力いただけ

る範囲での活動を依頼。 
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（６）神奈川県 

 

神奈川県 

■神奈川県災害多言語支援センター 

神奈川県は、公益財団法人かながわ国際交流財団と協働して「神奈川県災害多言語支援

センター」を設置・運営する。外国人住民に向けて多言語で災害情報などを発信するとと

もに相談対応や通訳支援を行う。 

 

■災害時外国人支援ボランティア養成講座（委託団体：地球市民交流会） 

本講座では、災害時外国人支援ボランティアとして、災害ストレスを抱えた外国人を援

助する上で必要とされる活動がどのようなものかを考える。実際に地域で活動している

団体による“当事者目線の講座”であり、語学力よりもコミュニケーションをとるのに必

要な心構えや、異文化で生活する人に対する理解を深めることを重視する。 

※地球市民交流会（通称：GCI）は、1997 年 1 月に、東京都庁国際部（当時）に登録さ

れた東京都防災語学ボランティアたちによって発足された。在日外国人や帰国者など

日本語を母語としない人たちの日常生活における無償の通訳派遣や多言語相談など主

に語学による支援をしている。 

 

■災害時外国人住民支援のページ 

災害時には、ホームページで県災害対策本部等から発せられる情報を多言語・やさしい

日本語で発信する。 

外国人住民への防災意識の普及啓発に役立つ情報へのリンク集や、県内で実施される

災害時支援の研修会のお知らせ等も掲載している。 
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（７）横浜市、横浜市災害ボランティア支援センター 

 

横浜市 

■横浜市と横浜市国際交流協会（YOKE）との連携協定締結（平成 21年 3月） 

震災時の外国人支援を円滑に行うため、「横浜市外国人震災時情報センター」の設置・

運営について、横浜市と YOKEとの間で協定を締結。 

 

■「災害時多言語表示シート」（A3版、104ページ）の地域防災拠点への配布（平成 21年

3月作成） 

避難場所で掲示されることばや文章を想定し、多言語に翻訳した「災害時多言語表示シ

ート」（作成協力：YOKE）を、市内の全地域防災拠点（453か所）・区役所・国際交流ラ

ウンジに配布。 

【言語】 

英語、中国語（簡体字・繁体字）、ハングル、スペイン語、ポルトガル語、タガログ

語、やさしい日本語  

■多言語防災リーフレットの作成（平成 21年 9月作成、平成 23年 10月改定） 

携帯できるポケットサイズの多言語防災リーフレットを作成。 

 

横浜市災害ボランティア支援センター 

横浜市から横浜災害ボランティアネットワーク会議へ要請があり、それに基づき横浜

市社会福祉協議会が中心となり横浜市社会福祉センター内に設置する。 

横浜市・横浜災害ボランティアネットワーク会議・横浜市社会福祉協議会は、下記の状

況に該当するときは、横浜市災害ボランティア支援センターの設置について協議を行う。 

【設置基準】 

①大規模災害地震対策特別設置法第９条による「警戒宣言」が発令された時。 

②市域において震度5強以上の地震が発生した時。 

＊市防災計画の市災害対策本部の設置基準に準じる。 

 協議の結果、横浜市災害ボランティア支援センターを設置する必要があると判断

した場合は、横浜市からの要請に基づいて、横浜災害ボランティアネットワーク会

議と横浜市社会福祉協議会が横浜市災害ボランティア支援センターを設置する。 

【設置目的】 

被災した各区では、ボランティア活動者とニーズを調整する役割として、区災害対策本

部・区社会福祉協議会・区災害ボランティアネットワークなどのボランティア団体が連携

し、区災害ボランティアセンター（以下、区災ボラセンター）が設置・運営される。 

各区災ボラセンターの運用をより効果的なものとしていくために、市域で行うべき大

きな役割は、 

●市内の被災状況や消防・警察等の総合的な情報を収集し、各区へ情報提供する役割。 
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●各区災ボラセンターが立ち上げ困難な場合やボランティア不足等の課題に対して、 

市域で支援・調整をする役割。 

●各区のボランティアニーズ等の状況を把握し、市内及び市外へ情報発信する役割。 

この 3 つの役割を果たす拠点として、市災ボラ支援センターが必要となる。市災ボラ

支援センターは、各区災ボラセンター間や横浜市災害対策本部との調整、外部対応等の統

括的役割を担う。 

※災害ボランティア（一般ボランティア・専門的ボランティア） 

災害ボランティアとは、災害時に被災者の支援を自主的に行う個人及び団体を指す。医

師、看護師、被災宅地危険度判定士などそれぞれ専門的な知識、技能や特定の資格などを

要する「専門的ボランティア」と、避難所での炊き出しや物資の仕分けなど特別の資格や

技術を必要としない「一般ボランティア」に区分される。 

 

 

（８）埼玉県、公益財団法人埼玉県国際交流協会 

 

埼玉県 

■７ヵ国語 防災ガイドブック 

県では、外国人支援の経験が豊富な NPOと連携して「７ヵ国語防災ガイドブック」（日

本語、英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語、タガログ語）を作成。 

 

■外国人も参加できる市町村の防災訓練 

外国籍住民も参加できる市町村の防災訓練。 

 

■避難所会話セット 

万一、震災が発生した場合、各避難所に通訳ボランティアが到着するまでには、何日か

かかることが予想される。この「避難所会話セット」は、支援活動が本格化するまでの間

に、避難所の職員と外国人被災者が、簡単な意思疎通ができるようにするためのもの。 

 

■外国人緊急カード 

災害弱者になりやすい外国人が、緊急時に日本人にカードを見せることで助けを求め

ることができるように「外国人緊急カード」を作成。 
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公益財団法人埼玉県国際交流協会 

【災害時】 

大きな災害が起きた時に、「災害時多言語情報センター」を立ち上げ、外国人を支援す

る。また、災害時支援について学ぶためのセミナーを開催している。 

 

■災害時多言語情報センター 

埼玉県国際交流協会は、埼玉県で大きな災害が発生し、在住外国人支援が必要だと判断

した場合に、県国際課と協働で「災害時多言語情報センター」を開設する。 

センターでは以下の業務を実施。 

①  多言語の相談窓口 

 やさしい日本語と多言語で、電話相談を行う。 

②  公的機関からの依頼に応じて翻訳支援  

 市町村などが多言語で情報提供する際に、翻訳支援を行う。 

③  多言語での情報提供 

 外国人住民に必要な情報（県災害本部協会などが発信したもの）を、やさしい日本語

と多言語でホームページなどに掲載。 

 

■災害時外国人支援に関するセミナー 

NGOや行政関係者などを対象に、災害時外国人支援について学ぶセミナー等を開催し

ている。 
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（９）千葉県 

 

■災害時外国人サポーター養成講座の開催 

千葉県では、平成 23年度から、災害時における外国人住民を支援するためのボランテ

ィアを養成するとともに、関係者間でのネットワークづくりや災害時対応の充実を図る

ことを目的として、「災害時外国人サポーター養成講座」を県内各地で開催している。外

国人住民の方々が被災者役として参加し、多言語での情報提供や聞き取りを行う「避難所

巡回訓練」なども実施。 

 

 

（１０）静岡県、静岡県西部災害時多言語支援センター 

 

静岡県 

■「災害時多言語情報作成ツール」の活用 

・東日本大震災を踏まえた外国人県民向け防災対策の見直し 

県ではこれまで、啓発用資料として「地震防災ガイドブック」および、携帯用冊子「命

のパスポート」を７ヵ国語で作成し、外国人向け防災研修を実施してきたが、地域で実施

される防災訓練等への外国人の参加は低調であり、防災意識は十分とはいえない。 

対応策を検討した結果、2006 年度にクレアが作成し、全自治体に配付した「災害時多

言語情報作成ツール」の活用により、課題解決ができると考えた。 

 

・多言語情報シートの活用事例 

災害時多言語情報作成ツールの活用がなかなか進まず、かつて、全市町に配付されたツ

ールの CD-ROMや冊子の所在がわからない市町が多い中、すでにツールを活用していた

市があった。静岡県菊川市はツールを利用して、避難所運営に必要な多言語情報シートを

作成し、市内すべての避難所に「避難所文房具セット」の一部として配備した。菊川市の

担当者が、クレアの担当者からツールの活用方法を直接聞いたことが契機となり、2009

年度に整備した。この事例を他の市町に紹介したところ、後日、避難所向けの多言語情報

シートを作成し、避難所への配備を進めようという市が現れた。中には、ツールの存在を

知らぬまま、防災における多言語情報の提供のため、独自に多言語情報シートを作成して

いた町もあった。 

 

・「やさしい日本語」への取り組み 

できるだけ多くの外国人に対応するためには、英語、ポルトガル語に加え、居住外国人

の国籍から、中国語・韓国語・スペイン語・フィリピン語等が必要となるが、こうした多

言語化には限界がある。日常的に多言語による対応が困難な市町も依然多い。こうしたこ

とから、ツールの活用を進める一方で、2011 年度は、クレアの講師派遣制度を活用し、

県内各地で「やさしい日本語」の研修会を開催した。 
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防災担当部署である危機管理部の研修担当課と共同で防災担当者向けの「やさしい日

本語」研修会の準備を進め、発災後、72時間の対応策として普及に努める。 

 

静岡県西部災害時多言語支援センター（管理事務局：一般社団法人ブリッジハートセ

ンター東海） 

・防災多言語支援 

災害が発生した時、外国人は災害弱者として見られてしまいがちだが、災害時において

外国人市民が正しい情報を得て地域住民と意思疎通が図れると、逆に支援活動を行うこ

とが可能となる。実際に災害が起こった時にただの被災者でとどまらずに外国人市民が

地域住民と共に避難・助け合いをしたい。 

○ MINAMI-KU災害多言語情報ボックス BOOK 

内容：http://bhctokai.jp/minamiku/ 

財源：浜松市南区地域力向上事業補助金事業、寄付金 

○ MINAMI-KU災害多言語情報ブック 

内容：4ヵ国語（日本語、ポルトガル語、スペイン語と英語）の災害に関する情報提供 

財源：浜松市南区地域力向上事業補助金事業、寄付金 

・災害時多言語支援 

実際に災害が発生した時に市内にて外国人市民が言葉の壁で困らないように普段から

外国人リーダーとなれるような通訳をしていたり、バイリンガルの市民を発掘し、緊急時

に対応できる形を構築する。 

 

 

（１１）浜松市、公益財団法人浜松国際交流協会（HICE） 

 

浜松市 

 浜松市災害時多言語支援センター 

浜松市地域防災計画に基づき、災害時における外国人支援を目的に、「浜松市災害時多

言語支援センター」の設置及び運営に関して、浜松市と公益財団法人浜松国際交流協会が

協定を締結（平成 27年 3月 5日）。 

【浜松市災害時多言語支援センターの役割】 

大規模災害が発生した際に外国人支援活動を行う拠点として、公益財団法人浜松国際

交流協会との連携により浜松市多文化共生センター内への設置を予定しており、次の活

動を行う。 

 

〇災害時に外国人に対して提供が必要な情報の収集及び多言語による発信 

〇外国人からの相談・問合せ等への対応 

〇避難所等への通訳者派遣と外国人の避難状況把握 など 
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公益財団法人浜松国際交流協会（HICE） 

浜松市内に住む外国人に防災情報を発信するため、浜松国際交流協会などがスマート

フォン（多機能携帯電話）向けの多言語の防災・災害時対応アプリの開発を進めている。

開発には外国人向けメディアも参画。 

 

■スマートフォン用の多言語防災アプリ「Jishin SOS HICE」 

「Jishin SOS HICE」は、公益財団法人浜松国際交流協会が配信する浜松市在住外国

人向け防災アプリで、英語とポルトガル語に対応している。多くの外国人市民が利用する

外国語マスコミとの連携で開発・普及し、効果的な情報提供を目指す。 

主催：(公財)浜松国際交流協会（HICE：ハイス） 

協力：静岡県多文化共生課、静岡県危機情報課、静岡県西部危機管理局、浜松市国際課、

浜松市危機管理課、公益財団法人静岡県国際交流協会（SIR）、株式会社 アイピーシー・

ワールド、Revista Alternativa、ABS-CBN Global Japan 

アプリ開発：株式会社 アイピーシー・ワールド 

助成：クレア 

 

【メニュー画面】 

1.Map：避難所や災害救急病院、緊急応急手当所等が表示される。 

2.Guide：災害時の対応策をケースごとに紹介している。 

3.Dictionary：いざという時の為の日本語発音を、事例や音声と共に解説している。 

4.Memo：避難所や家族の情報を保存。災害時の持ち物リストなどがチェックできる。 

5.Links：防災ホットメールや定住外国人ポータルサイトなどへリンク。 

6.Hamamatsu City’s App：浜松市の防災アプリへリンク。 

【主な機能】 

Map：避難所や災害救急病院、緊急応急手当所等が表示される（オフラインでも表示可）。

また、住所検索で施設一覧から目的の場所を検索することが可能。 

Guide：災害時の対応策をケースごとにイラストと共に紹介している。また、普段聞き慣

れていない「津波警報」などを音声ボタンで再生することができる。 

Dictionary：災害時に役に立つ日本語の意味や発音の仕方を、文章例や音声機能などでや

さしく解説している。 

Memo：避難所や家族の情報を編集、保存ができる。また、災害時の持ち物リストなどが

チェックできる。 

【「Jishin SOS HICE」対応端末】 

iPhone端末：バージョン 7.0以降の iOSを搭載した端末（タブレット端末を含む） 
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（１２）福岡県、公益財団法人福岡県国際交流センター 

 

福岡県 

■在住外国人向け防災ハンドブック 

以下の市町村向けの多言語防災ハンドブックを作成している。 

福岡市、久留米市、直方市、飯塚市、田川市、八女市、中間市、小郡市、筑紫野市、大野

城市、宗像市、古賀市、福津市、宮若市、朝倉市、糸島市、那珂川町、宇美町、志免町、

久山町、芦屋町、岡垣町、鞍手町、大刀洗町、大木町、広川町、苅田町、みやこ町、上毛

町 

【作成言語】 

やさしい日本語、英語、中国語、韓国語、タガログ語（フィリピン公用語） 

【配布場所】 

福岡市各区役所及び久留米市役所外国人登録窓口、（財）福岡国際交流協会「レインボ

ープラザ」、（財）久留米観光コンベンション国際交流協会等。その他配布場所については、

ハンドブックに記載されている市町村の担当部署に問い合わせ。 

 

 

公益財団法人福岡県国際交流センター 

■語学ボランティア（通訳・翻訳） 

各種事業、イベント等において通訳が必要な場合お手伝いをする。日本語から外国語、

または外国語から日本語への簡単な通訳および翻訳を行う。また、災害が起こった際に、

避難所や被災者相談窓口において、通訳、翻訳の協力を行う。 
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３．基礎調査からのポイントとりまとめ  

ヒアリング調査及び文献調査の基礎調査から今後の大阪府の参考となるポイントを抽

出し、以下にとりまとめた。 

 

①災害時通訳・翻訳ボランティアに期待する役割 

平成 26年度に実施した調査でも把握され、加えて本調査におけるヒアリング調査でも

把握されたとおり、災害発生直後は人命救助が最優先され、公共交通も寸断され、職員自

身も被災している可能性が高い。 

このため、災害発生直後は大阪府と大阪府国際交流財団の間で締結された協定に基づ

き、対応可能な職員が災害時多言語支援センターの立ち上げを行い、人命救助を優先しつ

つ着手可能な時点から多言語情報発信、市町村等からの要請に応じた通訳派遣、外国人電

話相談を実施していくことが現実的であると考えられる。 

その中で、災害時通訳・翻訳ボランティアに期待する役割として大きくは以下のものが

考えられる。 

・電気、通信が復活していれば、メールによる必要情報の翻訳 

・電気、通信が復活していれば、トリリフォンによる外国人住民の電話相談への対応 

・交通が復活していれば、多言語支援センターでの電話相談対応 

・交通が復活していれば、多言語支援センターの運営補助 

・交通が復活し市町村からの要請があれば、市町村への派遣 

（交通費等の実費は要請市町村の負担、ボランティア保険は財団負担） 

 

また、派遣時に大阪府国際交流財団の災害時通訳・翻訳ボランティアであることがすぐ

にわかるような登録証やブルゾン、ベスト等の登録者への配布も検討していくことが望

まれる。 

 

②平常時からの研修・訓練の重要性 

本調査で明らかになったように、災害時多言語支援センターの模擬訓練や、外国人住

民・地域住民・ボランティアがセットで参加する避難所訓練・防災訓練等、災害時の現場

に近づけた模擬的な研修・訓練を実施しておくことが災害時の冷静な対応に向けて重要

である。また、登録ボランティアの情報更新のためにも、年１回の研修への参加を促し、

また参加者自身にとっても役に立つような研修を開催していくことが重要である。 

語学が得意な人でも、災害時に必要な専門用語への対応は難しいことが想定され、専門

用語を学べる機会として位置づけることで参加意欲を引き出し、研修への参加を促進す

ることも考えられる。さらに、外国人が多く参加するイベント時の災害や事故発生等の対

応に向けて、東京マラソン開催時の災害時語学サポーター参加にみられるようにイベン

ト開催時の多言語ボランティアとして参加を要請しながら経験を積むことも想定される。 

また、防災訓練だけでなく、災害時多言語支援センター運営についても模擬的な訓練を

実施し、設置を想定する場所でホワイトボードや掲示物を実際に使って、さまざまな情報
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を的確に処理することが可能かについての研修を行うことも必要である。 

 

③地域における支援者側と外国人住民側の接点づくり 

本調査で把握されたように、外国人住民が増えている地域では、社会福祉協議会や自治

会等の地域住民側での関心が高まっている。また、中小企業では人材確保難や海外事業展

開の必要性等を背景に、技能実習生を受け入れている企業や留学生を雇用している企業

等も増加していると推察される。 

このため、大阪府国際交流財団においても市町村の社会福祉協議会や外国人を雇用し

たり技能実習生を受け入れたりしている企業や、受入れ窓口となっている事業協同組合

等に呼びかけ、住民と外国人住民が共に参加するような防災訓練や避難所模擬体験等を

実施していくことも、多文化共生の実現に向けて今後、必要と考えられる。大阪府国際交

流財団の災害時通訳・翻訳ボランティアがこのような機会に参加することで、災害時の現

場に近い環境を模擬体験でき、語学のみならず、文化的背景や日本的な慣習等を含めて地

域住民と外国人住民の間をつなぐ役割を果たすことが可能になると期待される。 

 

④各地でみられる多様な取り組み 

文献調査により、在留外国人の多い都道府県で多様な関連する取り組みが行われてい

ることが把握された。一部抜粋であるが、たとえば以下のような例があり、大阪府の地域

特性に合わせて必要な取り組みについてヒントを得ることが可能である。 

・スポーツイベント時の災害時語学ボランティアの参加（東京都） 

・語学力を問わない災害時多言語支援センターのコーディネータとしてのボランティ

ア登録や図上訓練の実施や災害時の必要な掲示物セットの普及促進（三重県、三重県

国際交流財団） 

・多文化共生サポーターバンクによる必要な経験を持ったボランティアの検索が可能

なシステムの提供（茨城県国際交流協会） 

・府県が異なる他自治体との連携による多言語防災ガイドの作成（共通項目は相互に利

用）や共同での防災訓練の実施等による協力関係づくり（西宮市国際交流協会） 

・多言語による防災訓練の動画配信（愛知県） 

・外国人住民の災害ストレスに配慮した災害時外国人ボランティア養成講座の実施（神

奈川県） 

・多言語での「災害時多言語表示シート」の市内全防災拠点への配布（横浜市） 

・多言語での「避難所会話セット」の配付（埼玉県） 

・外国人住民に対する災害時リーダーとしての人材育成（静岡県西部災害時多言語支援

センター）等←引き続き整理予定 
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４．財団での検討項目  

これまでの調査結果を踏まえて、公益財団法人大阪府国際交流財団において外国人住

民に対する災害時の多言語対応充実に向けて機能強化すべきと考えられるポイントを以

下に整理した。 

 



39 

 

■災害時の多言語対応のポイント 

必要項目 想定事業 参考実施例 

災害時ボランティ

アの登録証 

●ホームページで登録を受付 

●登録証、現場でボランティアであ

ることを示すためのブルゾン等 

・茨城県国際交流協会ではホームページ上で

登録申し込みが可能、登録者数も表記される 

・東京都では登録者に顔写真入り登録証、ブ

ルゾンまたはビブスを提供 

・三重県国際交流財団では災害時多言語支

援センターのコーディネータとしてのボランテ

ィア登録も促進（語学力は問わない） 

災害時ボランティ

アのデータベース 

●ボランティアの経験を利用希望

機関側に伝える情報を掲載した

データベース 

（対応可能言語や経験等の属性の

み公開） 

・茨城県国際交流協会「多文化共生サポータ

ーバンク」では依頼者側が登録者の経験等

情報を検索し事前に把握することが可能 

研修 

 

●登録ボランティア向け研修 

●行政、地域住民、外国人住民を

交えた模擬訓練 

（社会福祉協議会、民生委員） 

・登録ボランティアを集めた研修を毎年実施 

・茨城県国際交流協会では災害時の翻訳シミ

ュレーション研修を実施 

・三重県国際交流財団ではセンター運営の図

上訓練を実施、災害時の掲示物等セットを使

って模擬的にセンターを立ち上げ 

・西宮市国際交流協会の災害時外国人サポ

ーター養成研修では西宮市の防災担当課、

社会福祉協議会、ＮＰＯ法人日本災害救援

ボランティアネットワークと連携して実施 

平常時と災害時の

架け橋 

●総合防災訓練への参加 

●大規模イベント開催時の多言語

ボランティアとしての活躍の場 

・東京都、茨城県国際交流協会では都県の総

合防災訓練にボランティアも参加。外国人住

民に被災者側の役割も依頼 

外国人向け情報

発信、普及 

●外国人向けの災害時対応の動

画配信の検討 

・愛知県では外国人県民あいち会議制作の

「誰もが参加しやすい防災訓練」を 9 言語で

YouTubeにて配信 

社協やＮＰＯ等と

の連携 

●社会福祉協議会との連携による

防災訓練の実施（地域住民、外

国人住民等の参加を促進） 

・三重県国際交流財団では毎年、県内の市町

で研修を実施（外国人住民向けとサポーター

向け）。地域の社協や技能実習生受入事業

所に連絡し、地域住民と技能実習生の参加

を得ている 

その他 ●他自治体との連携による共通ツ

ールの開発や災害時の協力 

●避難所で使える多言語シートや

掲示物（サイン表示）等の作成と

市町村への配付 

・西宮市・吹田市・城陽市の３つの国際交流協

会は３市連携事業(クレア委託)として、多言

語防災ガイドを作成し共通部分を活用研修に

も連携先から参加 
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