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調査実施概要 

 

■調査名称 

大阪府内における外国人相談のあり方に関する基礎調査業務 

 

■調査の背景と目的 

 公益財団法人大阪府国際交流財団（以下「ＯＦＩＸ」という。）では、平成 27年度から

平成 29年度の「ＯＦＩＸ中期経営計画」を策定するにあたり、外国人相談の窓口を広く

市町村に普及、開設することを目標としている。 

このため、在留外国人 1,000人以上の府内の 22市町村等を対象に、市町村又は市町村

国際交流協会において、順次外国人の相談窓口を設置していくための有効な戦略につい

て、府内市町村の実態等の調査、ヒアリングをふまえて方向づけることを目標に実施する。 

また、外国人相談の危機管理的なフェーズ等による災害対策についても他府県の事例

等を調査することによって一定の方向性を見出したい。 

具体的には、多言語による相談体制の強化を図るために必要な環境整備や必要な支援

等について、府内市町村の意見を集約して、今後の方向性について提言する。 

なお、調査の過程で個別のヒアリング調査等によって集約した市町村及び他府県の事

例等の個別結果については、行政過程上の情報が多く含まれているので、本報告書には掲

載しないこととした。 

 

■調査対象市町村等 

基本的に在留外国人 1,000 人以上（2013 年 6 月末現在）の府内の市（外国人相談窓口

を所管する国際交流協会を含む）を対象とし、外国人相談窓口の設置を検討中の市につい

ても対象に加える。 

 

■調査の主な項目と手法 

（１）大阪府内における外国人相談の実態と課題の整理 

①簡易アンケート実施（ＦＡＸ、メール対応レベル） 

②ヒアリングの実施（抽出先訪問） 

③ヒアリングまとめ 

 

（２）他府県の事例調査（文献調査、電話や訪問ヒアリング等） 

①外国人居住が多い都府県における外国人相談の実施状況調査 

②都府県と市町村の連携方策把握 

③参考事例の論点整理 
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（３）大阪府外国人相談連絡検討会の運営 

①検討会への市町村の参加促進（ヒアリング時他） 

②検討会の運営支援（司会進行、書類作成、資料作成、準備、方向性の検討や相談窓口

のあり方等の案作成） 

③成果のとりまとめ 

 

〔対象市〕 

  
在留外国人総数

（2013年 6月末） 
人口総数 

人口総数に占める

在留外国人の比率 

大阪市 118,603 2,666,339 4.45% 

東大阪市 16,947 502,002 3.38% 

堺市 12,014 841,473 1.43% 

八尾市 6,646 270,081 2.46% 

豊中市 4,632 399,151 1.16% 

吹田市 4,394 359,018 1.22% 

枚方市 3,786 409,108 0.93% 

門真市 2,861 127,932 2.24% 

高槻市 2,800 356,663 0.79% 

寝屋川市 2,685 241,766 1.11% 

大東市 2,637 124,876 2.11% 

茨木市 2,521 277,201 0.91% 

守口市 2,455 145,697 1.69% 

箕面市 2,275 133,423 1.71% 

和泉市 1,995 187,351 1.06% 

岸和田市 1,909 201,267 0.95% 

池田市 1,377 103,076 1.34% 

松原市 1,322 123,753 1.07% 

泉大津市 1,224 76,726 1.60% 

柏原市 1,183 72,754 1.63% 

摂津市 1,098 84,429 1.30% 

泉佐野市 1,000 101,982 0.98% 

富田林市 908 117302 0.77% 

四條畷市 502 57193 0.88% 
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■調査期間 

平成 26年 4月 25日から平成 26年 11月 28日まで 

 

 

  

  

４月・5月 6月 7月 8月 10月 11月

（１）大阪府内における外国人相談の実態と課題の整理

 ①簡易アンケート実施と分析（ＦＡＸ、メール対応レベル） 実施 （補足予備）

 ②ヒアリングの実施（抽出先訪問） 順次実施

 ③ヒアリングのまとめと分析 記録 作成 分析 調整

（２）他府県の事例調査

 ①外国人居住が多い都府県における外国人相談の

   実施状況調査
把握

 ②災害時多言語支援センター設置自治体の調査 事例調査

 ③都府県と市町村の連携方策把握 方策整理

 ④参考事例の論点整理 論点整理 調整

（３）大阪府外国人相談連絡検討会の運営

 ①検討会への市町村の参加促進（ヒアリング時他） 促進

 ②検討会の運営支援 ① ② ③

 ③成果のとりまとめ 中間報告 情報整理 まとめ

9月
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１．大阪府内における外国人相談の実態と課題の整理 

 

１－１ 簡易アンケート調査結果 

本調査業務では、調査対象の大阪府内 24 市について、外国人相談窓口の設置の有無によ

り、「相談窓口設置済み」の 10 市、「相談窓口未設置」の 14 市に分類し、それぞれ異なる

調査票によって外国人相談への対応の実態と課題の整理に取り組んだ。 

調査結果は以下のとおりである。（調査票は巻末に掲載） 

 

 

１－１－１ 相談窓口設置済み市の実態と課題 

 

Ｑ１-１ 外国人相談窓口での年間相談件数 

 

相談窓口を設置している市に対して、外国人相談窓口での平成 25 年度の年間相談件数を

尋ねた結果、大阪市（1,691 件）、豊中市（1,290 件）、東大阪市（1,022 件）、八尾市（950

件）と続いている。これらの市では人口・在留外国人数が多く、それに比例して相談件数も

多いと考えられるが、箕面市では規模に比べて相談件数が多く、相談窓口の利用が進んでい

る様子がうかがえる。 

設置 Q1-1 年間相談件数     

 年間相談件数 

大阪市 1,691 

豊中市 1,290 

東大阪市 1,022 

八尾市 950 

箕面市 271 

富田林市 228 

松原市 168 

堺市 48※ 

寝屋川市 42 

摂津市 3 

 

 

 

※通訳・翻訳サポート件数の内、市民向け相談の通訳が 36 件、通訳・翻訳サポート件数全体で 168 件 
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Ｑ１-２ 最近３年間の外国人相談窓口での相談件数の傾向 

 

最近３年間の外国人相談窓口での相談件数はどのような傾向にあるかを尋ねた結果、「ほ

ぼ横ばい」が半数を占め、「増加」した市も 4 割と多い。「減少」した市は 1 割である。多く

の市において、外国人の相談窓口はよく利用されていると考えられる。 

       設置 Q1-2 相談件数の増減傾向 

項目 回答数 比率（％） 

増加 4 40.0% 

ほぼ横ばい 5 50.0% 

減少 1 10.0% 

合計 10 100.0% 
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Ｑ２ 外国人相談窓口での対応言語 

 

市の相談窓口で対応している言語で最も多いのは中国語（24.4％）であり、次いで、英語、

韓国・朝鮮語（各 17.1％）が多い。さらに、スペイン語（9.8％）、ポルトガル語、フィリピ

ン語（各 7.3％）などが続いている。また、これら相談窓口での対応状況で多かったのは、

「決まった曜日等に相談員を配置」、「ボランティアで対応」、「常時、相談員を配置」、

「システムで対応（トリオフォン等）」などである。 

設置 Q2 外国人相談窓口での対応言語と対応状況（複数回答） 

項目 回答数 比率（％） 

中国語 10 100.0% 

英語 7 70.0% 

韓国・朝鮮語 7 70.0% 

スペイン語 4 40.0% 

ポルトガル語 3 30.0% 

フィリピン語 3 30.0% 

インドネシア語 2 20.0% 

ベトナム語 2 20.0% 

タイ語 1 10.0% 

その他 2 20.0% 

注）比率は、回答のあった 10 市を 100％として計算 

 
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 

タイ
語 

インド
ネシア
語 

ベト
ナム
語 

その他 

常時、相談
員を配置 

2 2 2 1       

決まった曜
日等に相談
員を配置 

3 4 2   1   1 1  

弁護士、行
政書士等の
専門家が対
応 

1 1 1        

システムで
対応（トリオ
フォン等） 

1 2 2 1 1      

ボランティア
で対応 

2 2 2   1  1   

その他 職員対
応 

職員対応 職員対
応 

  職員対
応 

 職員対
応 

  

国際交
流協会
に委託 

国際交流協会
に委託 

国際交
流協会
に委託 

国際交
流協会
に委託 

 国際交
流協会
に委託 

     

 中国語での相
談に対応可能
な協会事務局
員が常時対応 

  受付あ
れば開
設 

    日本語（協
会事務局
員が常時
対応） 

相談は各職員が対応、通訳については登録ボランティアが対応 
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Ｑ３ 相談内容 

 

最も相談件数が多い領域を上位３位まで選択するという形で尋ねたところ、「暮らし」、

「医療・福祉」などが多い結果となった。そのなかで、１位に選択した領域の中で最も相談

件数が多いのは具体的にどのようなテーマかを尋ねると、進学や子どものための学習日本

語の教室の相談や、転出・転入届に関すること、保険年金等の手続き、大人のための日本語

教室、国民健康保険や乳幼児医療、納付相談、減免申請、介護保険、生活保護、DV、通院

したいという相談、予防接種の問診表の書き方などの医療機関での言葉の問題が挙げられ

た。 

さらに、最近、急激に相談が増えたテーマや、ニーズはあるが対応しきれていないと感じ

る具体的テーマに関しては、国保料を滞納したことで督促状が届き、慌てて相談にくる方や

医療機関への同行希望が増加しているという回答、また、国際結婚、夫との関係、DV 被害

の相談が増加しているという回答があった。子どもの予防接種や就労問題に加え、病院で自

分の症状について、医師や看護師に上手く伝えることが出来ないという相談も挙げられた。

その一方、病院での通訳派遣の依頼があるが、医療通訳派遣は行っていないため対応できな

いという意見もある。 

日本語の問題のほか、国民健康保険等の制度的な手続きや医療関連のことで問題を抱え

る外国人が多いことがうかがえる。 

設置 Q3 相談内容 

項目 回答数 

その他 7 

暮らし 7 

医療・福祉 6 

教育 3 

在留資格、住民基本台帳等 3 

わからない 1 

国籍・結婚 1 
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(1)相談の中で、もっとも相談件数が多い

領域について （上位３位まで選択） 

(2)１位に選択された領域の中で、最も

相談件数が多いのは、どのようなテー

マであると考えるか 

(3)最近、急激に相談が増えたテー

マや、ニーズはあるが対応しきれて

いないと考える具体的テーマがあ

れば記入 

1 位 ２位 ３位   

在留資

格、住民

基本台帳

等 

医療・福祉 暮らし 転出・転入届に関する問い合わせとと

もに関連する保険年金等の手続きに

ついての相談。 

特に特化した事例はない。 

教育 その他 暮らし 日本語が学べる場について（大人のた

めの日本語教室のみならず、進学の

ためや子どものための「学習日本語」

の教室） 

－ 

わからな

い 

－ － 詳細内容までは、市の職員は把握して

いない。 

特になし。 

医療・福

祉 

在留資格、

住民基本台

帳等 

暮らし 国民健康保険の加入や保険料に関す

る相談、乳幼児医療等に関すること。 

国際結婚についての相談が増えて

いる。 

暮らし 教育 その他（日

本語に関し

て） 

日常生活の中で困ったことや疑問など

に関する相談。 

－ 

その他 医療・福祉 国籍・結婚 日本語をもっと上手に喋りたい。 病院で、自分の症状について、医

師や看護師に上手く伝えることが

出来ない。 

その他

（国保） 

暮らし その他（税） 納付相談、減免申請。 国保料を滞納したことで督促状が

届き、慌てて相談にくる方が増えて

きている。病院での通訳派遣の依

頼はあるが、医療通訳派遣は行っ

ていないため対応できない。 

医療・福

祉 

その他（人

権侵害） 

その他（保

育） 

国民健康保険や介護保険、生活保

護、ＤＶ。 

夫との関係やＤＶ被害の相談が増

加している。 

暮らし 医療・福祉 教育 特になし。相談内容が多様であるた

め。 

①子どもの予防接種について 

②仕事。就労問題 

医療・福

祉 

在留資格、

住民基本台

帳等 

暮らし 体調が悪く通院したい、予防接種の問

診表の書き方等、医療機関での言葉

の問題による。 

医療機関への同行希望が増えてい

る。 
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Ｑ４-１ 外国人相談窓口の広報手段 

 

外国人相談窓口をどのように外国人住民に広報してきたかを尋ねた結果、「国際交流セン

ターや国際交流協会などを通じて広報」、「市報などの広報誌に掲載し、全戸に配布」、「市役

所、各種センター、公民館などの公的施設でポスター掲示」、「日本語教室などに配布し、広

報の協力を依頼」、「幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じて広報」などが比較的

多い。（「市報などの広報誌への掲載」を選択した市では、「やさしい日本語で掲載」が半数

を占め、「多言語対応で掲載」33.3％、「特別な掲載方法はない」16.7％である。） 

その他（記述式回答）では、様々な広報手段が挙げられている。具体的には、公的施設や

病院でのチラシ配架、カトリック教会や外国人が多く行きそうなレストランや市内で活動

している民間国際交流団体へのチラシの配架、外国人向けフリーペーパーへの掲載、庁内各

窓口担当者への周知（手続きに来られた外国人への案内）、大学の留学生会館や国際交流オ

フィス等を通じた広報、多言語広報に相談窓口の案内を記載したものを公共施設に配布す

ること、市ホームページでの多言語及び日本語での案内、口コミなどである。このように各

市で、いろいろな手段を使って外国人相談窓口の広報に努めていることがわかる。 

他方、外国人コミュニティや地域コミュニティの「キーパーソン等」を通じて広報すると

回答した市はあまり多くはない。キーパーソンの存在は把握しにくいと感じている市が多

いのではないかと推察される。 

設置 Q4-1 外国人相談窓口の広報手段 

項目 回答数 

国際交流センターや国際交流協会などを通じて広報 7 

市報などの広報誌に掲載し、全戸に配布 6 

市役所、各種センター、公民館などの公的施設でポスター掲示 5 

日本語教室などに配布し、広報の協力を依頼 5 

幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じて広報 4 

外国人コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 2 

地域コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 （例 町会長、保護司など） 1 

その他 7 
 

その他の記述回答 

外国人向けフリーペーパーへの掲載。 

公的施設でチラシ配架、カトリック教会や外国人が多く行きそうなレストランや市内で活動してい

る民間国際交流団体へチラシの配架依頼。 

庁内各窓口担当者への周知（手続きに来られた外国人への案内）、大学の留学生会館や国際

交流オフィス等を通じての広報、市ホームページでの案内、多言語広報へ相談窓口の案内を記

載し、公共施設への配布等を通じての広報。 

市ＷＥＢサイト。 

病院でチラシ配架。 

口コミなど。 

市ＨＰでの多言語及び日本語での案内。 
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設置 Q4-1（補足） 市報などの広報誌への掲載について 

項目 回答数 比率（％） 

多言語対応で掲載 2 33.3% 

やさしい日本語で掲載 3 50.0% 

特別な掲載方法はない 1 16.7% 

合計 6 100.0% 
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Ｑ４-２ 前問（Ｑ４-１）で選択したうち、効果的な広報手段と考えるもの、その理由や取

組内容等 

 

Ｑ４-１で選択したうち、これまでの経験から効果的だと思う広報手段や、その理由や具

体的な取組内容について尋ねた。 

「国際交流協会を通じた広報」が効果的だと思う理由としては、国際交流協会利用者の中

には、外国人コミュニティのキーパーソンとなる方も多く、口コミによる情報伝達が期待で

きることが挙げられた。また、広報誌を見て来られる方が多いため、「市報などの広報誌へ

の掲載と全戸への配布」という手段が効果的だとする回答や、「日本語教室などに配布し、

広報の協力を依頼すること」は、直接本人（当事者）に情報が伝わるといった回答があった。

さらに、「地域コミュニティのキーパーソン等を通じた広報」については、地域コミュニテ

ィのキーパーソンは、外国人の生活実態を把握できているため、必要度の高い方へ優先的に

必要な情報提供が可能であること、「外国人コミュニティのキーパーソン等を通じた広報」

については、口コミで伝わることにより相談者の安心感があるといった意見があった。この

ように、口コミや直接本人への情報伝達が効果的に行われるという理由が多く挙げられた。 

通訳の必要な方がどこに相談していいかわからない内容だった場合、相談対応が可能な

場所にポスターを掲示してあったため、その場で人権担当職員が相談を受けることができ

た例も回答にみられた。また、「幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じた広報」

は、年度初めに集中的に広報することにより、懇談や家庭訪問時の通訳につながるという回

答もあった。 

設置 Q4-2 効果的な広報手段とその理由や取組内容 

効果的な広報手段 効果的と考える理由や取組内容など 

市報などの広報誌に掲載し、全

戸に配布 

広報誌を見て来られる方が多いため。 

2 カ月に一度、英語、中国語、韓国・朝鮮語、やさしい日本語で発行されてい

る多言語情報誌に掲載。 

国際交流協会を通じて広報 国際交流協会利用者の中には、外国人コミュニティのキーパーソンとなる方

も多く、口コミによる情報伝達が期待できる。 

市役所、各種センター、公民館

などの公的施設でポスター掲示 

通訳が必要な方が、どこに相談していいかわからない内容だったとき、通訳

ボランティアを派遣するとともに、その場で人権担当職員が相談を受けること

ができたため。 

直接本人（当事者）に情報が伝わるため。 

幼稚園・保育園、小中学校など

の教育現場を通じて広報 

年度初めに集中的に広報することにより、懇談や家庭訪問時の通訳につな

がる（庁舎外の通訳については語学ボランティアを活用）。 

日本語教室などに配布し、広報

の協力を依頼 

直接本人（当事者）に情報が伝わるため。 

地域コミュニティのキーパーソン

等を通じて広報 

地域コミュニティのキーパーソンは、外国人の生活実態を把握できているた

め、必要度の高い方へ、優先的に必要な情報提供が可能である。 
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（続き） 

効果的な広報手段 効果的と考える理由や取組内容など 

外国人コミュニティのキーパーソ

ン等を通じて広報 

口コミで伝わることにより相談者の安心感があると思われる。 

その他 庁内各窓口担当者への周知（手続きに来られた外国人への案内）。 

広報を見た人が、該当する外国人に伝えてくれる。 

 

 

Ｑ５ 外国人相談窓口の相談員に対する研修や情報共有の方法 

 

外国人相談窓口の相談員に対する研修や情報共有の方法として比較的多かったのは、「ボ

ランティアへの研修を定期的に実施」に加え、「(公財)大阪府国際交流財団の「外国人のため

の生活ガイド 大阪生活必携（10 言語）」を活用」、「同財団ウェブサイトの「大阪府外国人

情報コーナー よくある質問」を参照」、「その他の情報源を活用・参照」である。多くの市

において、大阪府国際交流財団の生活ガイドやウェブサイトが利用されていることがわか

る。 

 

設置 Q5 外国人相談窓口の相談員に対する研修や情報共有の方法 

項目 回答数 

ボランティアへの研修を定期的に実施 4 

（公財）大阪府国際交流財団の「外国人のための生活ガイド 大阪生活必携

（10 言語）」を活用 
3 

同財団ウェブサイトの「大阪府外国人情報コーナー よくある質問」を参照 3 

その他の情報源を活用・参照 3 

雇用する相談員への研修を定期的に実施 1 

独自に相談マニュアルを作成し相談員間で情報共有 1 

特に研修や情報共有のしくみはない 1 

その他 7 

 

その他の記述回答 

ＯＦＩＸやＲＩＮＫ他が開催される研修や会議に参加。 

定期的にミーティングを実施し、情報共有。 

国際交流協会がボランティア研修を定期的ではないが、開いている。 

雇用する相談員についてＯＦＩＸの研修会に参加している。 

庁内相談員への研修は、人事課主催の人権研修として実施している。 

他団体主催の外部研修参加。 
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Ｑ６-１ 外国人相談窓口の運営上の課題 

 

現在、外国人相談窓口の運営にあたって抱えている課題について尋ねた結果、多かったの

は、「事業継続・充実に向けた予算確保」、「外国人住民への相談窓口の広報方法」、「新たに

ニーズのある言語への対応」などであった。人材確保・育成よりも予算や広報方法の問題が

多い傾向にある。 

設置 Q6-1 外国人相談窓口の運営上の課題 

項目 回答数 

事業継続・充実に向けた予算確保 5 

外国人住民への相談窓口の広報方法 5 

新たにニーズのある言語への対応 4 

窓口対応相談員の人材確保、育成 3 

相談内容が複雑化 3 

専門的相談に対応しうる専門家の人材確保 2 

外国人住民のニーズ把握 2 

新たな相談ニーズへの対応 2 

相談内容が市町単位では対応困難 1 

ボランティアやＮＰＯとの連携 0 

その他 0 
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Ｑ６-２ 外国人相談窓口の運営上の連携方策 

 

今後の外国人相談窓口の維持や機能強化に向けて、大阪府、大阪府国際交流財団、他市町

や民間 NPO などと、どのように連携していくべきかという問いに対しては、「新たな相談

ニーズや新たにニーズがある言語への共同対応」、「NPO やボランティアグループとの連携

促進」、「相談員に対する共同研修」が多かった。 

 

設置 Q6-2 外国人相談窓口の運営上の連携方策 

項目 回答数 

新たな相談ニーズや新たにニーズがある言語への共同対応 （例 特定機関で受付等） 7 

ＮＰＯやボランティアグループとの連携促進 5 

相談員に対する共同研修 5 

連絡会議的な組織による情報共有 4 

府内外国人住民のニーズ把握調査の実施 3 

市町単位では対応困難なテーマについての国への要望 1 

その他 0 
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Ｑ７ 外国人相談窓口の当初の立ち上げ経緯 

 

外国人相談窓口の当初の立ち上げにあたっての上位計画や当初の経緯等について尋ねた

（記述式）。その結果、以下の表にあるように、市の計画・施策にしたがって立ち上げてい

ったケースのほか、外国人住民の問題や悩みが発生したこと、外国人住民からのニーズが発

生したことから、真剣に立ち上げを考えたというケースがあることがわかる。 

設置 Q7 外国人相談窓口立ち上げの経緯 

キーワード 外国人相談窓口の立ち上げ経緯 

市長室からの業務

委託 

平成 7 年（1995 年）、第 7回 APEC首脳会議の大阪での開催等もあり、平成 6 年に市長

室（当時）からの業務委託により開設した。 

国際交流、多文化

共生のまちづくり 

外国人の生活支援の充実とともに、市民全体の国際交流の推進により、多文化共生のま

ちづくりを図るべく、その拠点となる国際交流プラザを平成 22年 7 月に開設。これにとも

ない、従来の、生活情報や行政情報に関する電話相談業務に加え、面談などによる外国

人生活相談窓口を平成 23年 8月より開始。 

同上 当時、人口に占める外国人住民の割合が人口 30 万以上の自治体の中で、4 番目に高い

3.82%であり国籍数も 10 年間余りで 20 カ国以上も増え、57カ国となっていた。 

本市は、「国際化対策大綱」の基本理念である「世界の市民一人ひとりが共に生きるま

ち」をめざし国際化を進めており、また多文化共生社会の実現をめざした「外国籍住民施

策基本指針」に基づき、外国籍住民が円滑に暮らせるための支援体制が必要であるとい

うことから、多言語での各種情報の提供や相談ができる場として平成 16年 7 月に国際情

報プラザが設立された。 

外国人の人権の尊

重、多文化理解、

共生の地域社会づ

くり 

2002 年に「人権尊重のまちづくり条例」を制定。「外国人市民通訳サポートニーズ調査」報

告。2003 年「通訳・翻訳ボランティア活動」開始。2005 年「人権施策基本方針」、2007 年

「人権施策行動計画」に、外国人の人権の尊重、外国人住民とともに生きる多文化理解、

共生の地域社会づくりをめざす。 

外国人市民への行

政サービスの向上 

国際化施策推進懇話会提言や国際交流市民団体から、行政サービスに関する外国人向

けの総合的な案内・相談窓口の設置の必要性が指摘されていたことなどを背景に、国際

化施策推進基本方針の重点施策（行政の国際化の取組み）として位置付け、外国人市民

への行政サービスの向上を図るため、平成 12 年 10 月、文化国際課に窓口を開設した。 

国際交流協会との

連携 

2002 年の国際交流協会創設に伴い、本市は、同協会が相談支援事業を実施しているこ

とから、連携して事業を行ってきた。 

専門家に相談した

い等の相談 

日本語が十分理解できない外国の方が、コミュニケーションがとれず、地域になかなか溶

け込めず、近隣の住民とトラブルになってしまった事で、自治会の役員から相談があっ

た。国際結婚をしたが離婚したいので、専門家に相談したい等の相談が寄せられた。 

母語で相談したい

という外国人市民

の声や必要性 

国際交流協会での経緯： 平成 17 年度までは特別な相談窓口を設けず、職員だけで相

談対応していた。しかし、外国人相談者への母語対応が難しく、母語での相談対応を望む

相談者は他の母語対応相談窓口で相談する傾向があった。母語で相談したいという外国

人市民の声や必要性に応えて平成 18 年度より「多言語相談事業」が始まった。 

ニーズへの柔軟な

対応 

平成 18 年度に市役所内における各種申請手続きにおいて、ニーズの高い中国語、韓

国・朝鮮語、ベトナム語の相談員を配置し、平成 20 年 5 月より市役所内外のニーズに柔

軟に対応できるよう、地域に同言語の相談員を設置した。 
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１－１－２ 相談窓未設置市の実態と課題 

 

Ｑ１-１ 外国人住民に対する行政サービスの取り組み 

 

外国人相談窓口が設置されていない市を対象に、外国人住民に対して、どのような行政サ

ービスの提供や取り組みが行われているかについて尋ねた。その結果、多かったのは、「医

療・災害マップ等の特定領域における多言語対応」、「外郭団体やボランティア団体への委託

や連携による日本語教室の提供」、「学校教育における外国人子弟への配慮」、「国際交流を目

的とする各種イベントやセミナーなどの開催」などであった。災害マップ等の多言語化や、

日本語教室の提供、学校教育の重要性を感じている市がかなり多い傾向にある。 

 

未設置 Q1-1 外国人住民に対する行政サービスの取り組み 

項目 回答数 

医療・災害マップ等の特定領域における多言語対応 （例 医療制度の多言語による紹介や

災害マップの多言語化など） 
9 

外郭団体やボランティア団体への委託や連携による日本語教室の提供 8 

学校教育における外国人子弟への配慮 8 

国際交流を目的とする各種イベントやセミナーなどの開催 7 

公共施設における案内掲示板の多言語化 6 

住民登録等の窓口における多言語対応や関連パンフレットなどの提供 5 

登録ボランティアや外部団体との連携による通訳ボランティアなどの紹介 （例 医療等） 4 

市報などの広報誌における多言語による行政情報の発信 3 

ＮＰＯやボランティア団体と連携した外国人子弟への日本語教育の導入 0 

市民向けアンケート調査などにおける多言語対応 0 

その他 4 

 （その他の記述内容） 

その他の記述回答 

多言語相談会の実施。 

H22～市ホームページの多言語化（自動翻訳）。 

指定管理者による日本語読み書き教室の実施。 

ホームページに英語・中国語・韓国語の翻訳サービスを導入。（広報課） 
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Ｑ１-２ 最近３年間くらいのなかで新たに実施された取り組み、その背景や理由 

 

最近３年間くらいのなかで新たに実施された取り組みとしては、広報誌・案内掲示板・医

療や災害マップ等の多言語化、通訳ボランティア等の紹介、日本語教室の提供、国際交流を

目的とする各種イベントやセミナー等の開催、学校教育における外国人子弟への配慮など

幅広く挙げられている。 

その背景などに関しては、広報誌・市役所内の課名・防災ガイドの多言語化や、多言語に

よる無料相談会の実施、サイト全体の翻訳サービスの導入など、「多言語化」を目指すため

の取り組みが挙げられた。また、異文化理解講座や料理イベントの実施、日本語指導や学習

等の援助を行うための自立援助通訳の派遣など、「国際交流・異文化理解」を目指すための

取り組みも挙げられている。 

このように、相談窓口はまだ設置されていない段階にあるものの、着々と取り組みを進め

ている様子がうかがえる。 

 

未設置 Q1-2 外国人相談窓口未設置市における新たな外国人住民向けの取組 

外国人住民に対する取組 背景や理由 

市報などの広報誌における多言語に

よる行政情報の発信 

外国人向け多言語広報誌を作成し、転入外国人や市内事業所への亜配布を

開始した。 

平成 24年 3 月の市勢要覧の発行に伴い、外国人転入者にも市を PRするた

め、英語・中国語・韓国語版を作成し配布している。（広報課） 

公共施設における案内掲示板の多言

語化 

地域の国際化に対応するため、市役所内の課名称を英語・中国語・韓国語・ド

イツ語（国際友好都市が所在）で併記するようになった。 

登録ボランティアや外部団体との連

携による通訳ボランティアなどの紹介 

国際化が進展し、在住・在勤する外国人等も多数であり、お互いの意思疎通を

図れるようになることが多文化共生・異文化理解を促進し、双方にとって生活し

やすい環境となる。また、第 3 次総合計画で目指す「外国人が生活しやすい環

境づくり」をすすめるうえで、必要不可欠である。 

外郭団体やボランティア団体への委

託や連携による日本語教室の提供 

外郭団体やボランティア団体への委

託や連携による日本語教室の提供 

26 年度より育児サービス付きの日本語教室を開始する。 

医療、災害マップ等の特定領域にお

ける多言語対応 

市民向け防災ガイド作成時に、多言語対応のため英語、ハングルを併記した。 

国際交流を目的とする各種イベントや

セミナーなどの開催 

26 年度より外国人住民・家族が交流できる料理イベントを実施。 

国際交流事業を実施し、市民の異文化理解を促進するため、日本語教室の生

徒等に協力を依頼し、異文化理解講座を実施した。 

学校教育における外国人子弟への配

慮 

外国から帰国渡日児童生徒が円滑に学校生活を送れるよう、日本語指導や学

習等の援助を行うため、自立援助通訳を派遣している。 

その他 25 年度 ＯＦＩＸと共催で多言語による無料相談会を実施した。 

平成 24年 2 月のホームページ全面リニューアルに伴い、外国人住民をはじ

め、外国の方にも市を PRするため、サイト全体の翻訳サービスを導入した。

（広報課） 
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Ｑ２-１ 外国人住民からの問合せや相談に対する現状の対応 

 

窓口の設置がされていない市においては、外国人住民からの問い合わせや相談に対して、

現状ではどのように対応されているかを尋ねた。すると、「各種窓口における外国語対応（外

国語が得意な職員による対応など）」、「外国人で日本語ができる知人・友人が付き添いで来

て、当方は日本語で対応」が特に多く、続いて、「日本語での対応だが、多言語対応のパン

フレットなどを渡す」、「日本語教室の講師や日本人の知人・友人が付き添いで来て、当方は

日本語で対応」も比較的多い。 

 このように、相談窓口がなくても、外国語を話せる職員が対応したり、日本語ができる人

が付き添いで来たりしている様子がわかる。これらの人たちがうまく対応しているために、

窓口設置を特に急ぐ必要がないという環境にあるとも推察される。 

 

未設置 Q2-1 外国人住民からの問合せや相談に対する対応 

項目 回答数 

各種窓口における外国語対応 （外国語が得意な職員による対応など） 10 

外国人で日本語ができる知人・友人が付き添いで来て、当方は日本語で対応 9 

日本語での対応だが、多言語対応のパンフレットなどを渡す 5 

日本語教室の講師や日本人の知人・友人が付き添いで来て、当方は日本語で対応 5 

必要な場合、通訳ボランティアを通じて説明 4 

各種における筆談や説明用に準備した外国語カードなどでの対応 2 

各種窓口における自動翻訳システムなどでの対応 0 

その他 3 

  （その他の記述内容） 

その他の記述回答 

外国語が得意な職員を庁内で登録し、依頼により、随時必要な窓口で対応。 

説明のために多言語資料を用意する窓口や、外国語対応できる職員を配置する窓口などが一部あ

る。 

中国語については非常勤職員の通訳が対応。（生活福祉室） 
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Ｑ３-１ 外国人住民に行政情報を広報する手段 

 

外国人住民に行政情報を広報する手段としては、「市報などの広報誌に掲載し、全戸に配

布」の割合が非常に高い（「市報などの広報誌への掲載」を選択した市のうち、「特別な掲載

方法はない」という回答が９割強である）。次に多いのは、「ホームページ」による広報（「そ

の他」における記述式回答）という結果となった。窓口が未設置の市においては、広報誌や

ホームページによる情報発信を重要視しているようである。 

他の回答はそれほど多くはないが、「市役所、各種センター、公民館などの公的施設でポ

スター掲示」、「日本語教室などに配布し、広報の協力を依頼」、「幼稚園・保育園、小中学校

などの教育現場を通じて広報」が続いている。 

日本語教室などに配布して広報の協力を依頼する方法が効果的と考える理由としては、

日本語教室に通う外国人学習者の数は限られているが、講師がそれぞれの事項について補

足を行ってくれるので、一人一人に浸透させることができるという意見があった。また、幼

稚園・保育園、小中学校等の教育現場を通じて外国人向けのイベント案内を行うと、確実に

参加者があったという回答もあった。 

 

未設置 Q3-1 外国人住民に行政情報を広報する手段 

項目 回答数 

市報などの広報誌に掲載し、全戸に配布 11 

市役所、各種センター、公民館などの公的施設でポスター掲示 3 

日本語教室などに配布し、広報の協力を依頼 3 

幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じて広報 2 

国際交流センターや国際交流協会などを通じて広報 1 

地域コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 1 

外国人コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 0 

その他 5 

   （その他の記述内容） 

その他の記述回答 

市ホームページ。 

市ホームページ上に掲載。 

市ホームページの英語、中国語、韓国語による表示。 

ホームページにおける多言語対応（英語、中国語、韓国語）。 

・ホームページに英語・中国語・韓国語の翻訳機能を設けている。（広報課） 

・生活保護受給者向けのお知らせ等について、中国語版を配布、送付している。（生活福祉室） 
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未設置 Q3-1（補足） 市報などの広報誌への掲載について 

項目 回答数 比率（％） 

多言語対応で掲載   1 9.1% 

やさしい日本語で掲載   0 0.0% 

特別な掲載方法はない 10 90.9% 

合計 11 100.0% 
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Ｑ３-２ 前問（Ｑ３-１）で選択したうち、効果的な広報手段と思うもの、その理由や取組

内容 

効果的な広報手段についての具体的な回答は多くはなかったが、教育現場を通じての広

報資料の配布や、日本語教室を通じた広報等について記述があった。 

未設置 Q3-2 効果的な広報手段に関する回答内容 

効果的な広報手段 効果的と考える理由や具体的な取組内容など 

幼稚園・保育園、小中学校な

どの教育現場を通じて広報 

外国人向けのイベント案内を、この広報手段を通して行うと、確実に参

加者があったことから。 

日本語教室などに配布し、広

報の協力を依頼 

日本語教室に通う外国人学習者の数は限られているが、講師がそれ

ぞれの事項について補足を行ってくれるので、一人一人に浸透させる

ことができる。 

 

Ｑ４-１ 外国人住民数の傾向 

外国人住民の数がどのような傾向にあるかについては、「あまり変わらない」が 57.1％と

約 6 割を占めている。「減少傾向にある」は 35.7％、「増加傾向にある」は 7.1％と低く、外

国人住民の数はあまり増えていないと考えられる。 

未設置 Q4-1 外国人住民数の増減傾向 

項目 回答数 比率（％） 

増加傾向にある 1 7.1% 

あまり変わらない 8 57.1% 

減少傾向にある 5 35.7% 

合計 14 100.0% 
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Ｑ４-２ 外国人向けの生活相談等の窓口設置を検討した経験の有無 

 

これまでに外国人向けの生活相談等の窓口設置を検討したことがあるかどうかを尋ねた

結果、「過去の経緯はわからない」が 42.9％と最も多く、窓口設置の状況を把握していない

市が多い。そして「検討したことがある」と「検討したことはない」が２つに分かれる結果

となり、いずれも約 3 割であった。 

 

未設置 Q4-2 窓口設置を検討した経験の有無 

項目 回答数 比率（％） 

検討したことがある 4 28.6% 

検討したことはない 4 28.6% 

過去の経緯はわからない 6 42.9% 

合計 14 100.0% 
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Ｑ４-２（補足） 外国人相談窓口の設置に至らなかった理由 

 

外国人向けの生活相談等の窓口設置を「検討したことがある」と回答した市に対して、外

国人相談窓口の設置に至らなかった理由として、どのような点で課題があったかを尋ねた。

それによると、特に回答数が目立ったものはないが、「ニーズが把握できていない」という

問題や、「窓口対応相談員の人材確保・育成」、「専門的相談の専門家の人材確保」といった

人材面の問題に加え、予算面の問題などが挙げられている。 

過去に検討したものの外国人相談窓口を設置しなかった具体的な理由の例としては、転

入者が多い時に試行的に通訳ボランティアが常駐したところ対応件数が想定より少なく、

常駐時間の多くは翻訳作業になってしまったことや、相談窓口が市役所内にあることの周

知方法が難しかったことなどの回答があった。同回答のあった市からは、相談窓口を設置す

る前に、行政担当者と在住外国人が出会う機会を増やし、状況やニーズを把握する必要があ

るとの回答が寄せられている。まずニーズを把握しなければ、窓口を設置しても、うまく機

能しないこともあるという問題点が示されており、このことは窓口設置の際の重要なヒン

トになると思われる。 

 

未設置 Q4-2（補足） 外国人相談窓口の設置に至らなかった理由 

項目 回答数 

外国人住民のニーズがまだ把握できていない 3 

窓口対応相談員の人材確保・育成面で課題がある 2 

専門的相談の専門家の人材確保面で課題がある 2 

事業実施に向けた予算面で課題がある 2 

事業実施に向けた施設確保面で課題がある 1 

ボランティアやＮＰＯとの連携手法面で課題がある 1 

一市町単位では対応が困難である 1 

総合計画や多文化共生指針等の上位計画上での位置づけがない 0 

市議会での理解が得られにくい 0 

その他 0 
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外国人相談窓口を設置しなかった具体的な理由・背景 

25 年度、転入者が多いとされる 4－5 月の 2 ヵ月、試行的に通訳ボランティアに常駐してい

ただいた。対応件数は想定よりも少なく、常駐時間の多くは翻訳作業にあたっていただくこ

ととなった。相談窓口は、市役所内にあるということを確実に周知できない場合には利用し

ていただくことは難しいと考え、26 年度の設置を見送った。相談窓口を設置する前に、行政

担当者と在住外国人が出会う機会を増やし、状況やニーズを把握する必要があると考え

る。 
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Ｑ５ 外国人相談の充実にあたっての連携方策 

 

今後、外国人住民に対する相談対応の充実・強化に向けて、大阪府、(公財)大阪府国際交

流財団、他市町や民間 NPO などと、どのように連携していくべきと考えるかについて尋ね

た結果、特に多かったのは、「NPO やボランティアグループとの連携促進」、「新たな相談ニ

ーズや新たにニーズがある言語への共同対応」であり、次いで、「連絡会議的な組織による

情報共有」、「窓口応対者に対する共同研修」となっている。連携やニーズを重要視している

市が多いことがわかる。 

 

未設置 Q5 外国人相談の充実にあたっての連携方策 

項目 回答数 

ＮＰＯやボランティアグループとの連携促進 9 

新たな相談ニーズや新たにニーズがある言語への共同対応 （例 特定機関

で受付等） 
9 

連絡会議的な組織による情報共有 4 

窓口応対者に対する共同研修 4 

市町単位では対応困難なテーマについての国への要望 3 

府内外国人住民のニーズ把握調査の実施 2 

その他 1 
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Ｑ６ 外国人住民に関する活動や動向等 

 

外国人コミュニティの状況や関連イベント、NPO やボランティア団体の取り組みなど、

外国人住民に関する動向について尋ねた（記述式回答）。その結果、以下のような回答があ

った。 

・OFIX や協会との共催により、外国人向けの防災ガイドを作成し、それを用いた防災訓練

を実施する予定である。 

・外国人住民の地域コミュニティへの参画を推進することが必要である。 

・地域のキーパーソンなどを通して地域の力による支援の仕組み作りが必要である。 

・日本語教室連絡会の設置を検討中で、市内の日本語教室と連携して情報共有を行いたい。 

・法律相談では、相談枠の時間内で予約を受けるなどの配慮をしている。 

 

防災への対応や日本語教室連絡会の設置などに前向きに取り組んでいる市がある一方、

外国人コミュニティの活動が見えてこないという問題を感じている市では、地域のキーパ

ーソンなどを通した地域コミュニティの力が必要であることを訴えている。 

 

未設置 Q6 外国人相談窓口の設置に至らなかった理由 

キーワード 外国人住民に関する活動や動向等 

防災ガイド、防災

訓練 

今年度、ＯＦＩＸ、市国際交流協会との共催により、外国人のための防災ガイド

を作成し、それを用いた防災訓練を実施する予定。 

地域コミュニティ

への参画 

外国人住民の地域コミュニティへの参画を推進する必要があると考える。 

地域のキーパー

ソン 

当市では、あまり外国人コミュニティの活動が見えてこないのが実情です。そ

の一因として集住地域がなく、永住者・特別永住者・留学生などが多く居住さ

れていることがあると思います。外国人コミュニティや集住地域がないと、行政

の情報が届きにくい人が地域の中に埋もれ孤立することもあるので、地域の

キーパーソンなどを通して地域の力による支援の仕組み作りが必要だと考え

ます。 

日本語教室連絡

会の設置、日本

語教室との連携 

市の外郭団体である財団法人において、日本語教室連絡会の設置を検討し

ています。地域社会のニーズに即した交流事業と、外国人市民への支援を実

施するため、市内の日本語教室と連携し情報共有を行いたいと考えていま

す。 

相談枠で予約を

受けるなどの配

慮 

法律相談において、障がい者や外国人など通訳を介して相談を受ける方に

は、相談枠 2 枠（60 分以内）で予約を受けるなど、配慮を行う。（市民相談課） 
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１－２ ヒアリングの実施と分析 

 

 本調査では、外国人相談窓口設置済みの市、および未設置の市それぞれから簡易アンケ

ートの回答を得た後、ヒアリングを実施し、調査結果を次のように集約した。 

 

１）相談などの新たな傾向、ニーズ 

実際の相談にあたっては、国際交流協会への委託も含めて、外国人相談窓口がある市に

おいては窓口が第一義的に対応しており、他の窓口に外国人住民の来訪があった場合、窓

口に来てもらうよう誘導している市の例もみられた。また、窓口未設置の市においても英

語ができる職員が対応するといった対応を取る市が多かった。 

ニーズをみると、医療通訳を派遣している市では、医療通訳のニーズが最も多い状況が

把握された。ただ、医療通訳についてニーズがあることは把握しつつも、ボランティアで

ある通訳への時間的・精神的負担を考慮して、医療通訳に対応していない市の方が多い。

ヒアリングの中では、ボランティアの対応内容を病院での手続き等に限定すれば、医療通

訳に部分的に対応可能ではないかとの指摘もあった。大阪府内では、今年度、医療通訳の

ボランティア育成に着手した市があり、今後の動向が注目される。ただ、医療通訳につい

ては国全体での検討が進んでおり、医療通訳を配した拠点病院を全国 10 箇所に配置との

計画が発表されており、その中での各市の役割について検討が必要になると思われる。 

相談が多い内容や相談内容の変化としては、国民健康保険の保険料の督促や減免に関す

る問い合わせ対応や制度の説明等への対応が増えている状況が把握された。児童の医療費

の減免や予防接種等の案内等、外国にルーツを持つ子ども達の医療に関わる内容も相談が

多いテーマの一つである。 

医療以外では、行政と暮らしの接点となる学校や保育、税金、公営住宅、転出入等に関

する手続き面での問い合わせ対応が主となっている。また、我が国で一定期間、継続して

勤務する人が増えているためか、労災や勤務所得に関する税金等についての問い合わせも

増えているとの指摘がみられた。大阪府内に転入してきた人の場合、転入以前の居住地の

自治体から送られてきた税金等の資料についての問い合わせも中にはあるようである。ま

た、件数は多くはないが、起業に関する相談もみられ、その場合は支援機関や商工会議所

等を紹介しているとのことである。 

さらに、国際交流協会への委託も含めて日本語教室を開催している自治体が多い中、日

本語学習ニーズが増えている状況も把握された。初心者向けの無料での日本語教室を修了

した人は、次のレベルの教室を探しているものの、本格的で高額の日本語スクールと無料

の日本語教室の中間的な教室が現状ではなかなかなく、ニーズを受け止める場がない状況

である。また、外国にルーツをもつ子ども達の場合、日本の受験に対応できるレベルの日

本語習得をどう支援するかも課題となっている。生に交流の中で指導していくようなスタ

イルが自然発生的に出ている自治体もみられた。 
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２）相談内容の複合化や対応言語の拡大 

就労や婚姻等により、長期間、我が国に居住する外国人が増える中、相談内容は複合化

しているとの指摘もみられた。就労、結婚、ドメスティック・バイオレンス、離婚、病気、

失業、生活保護、在留資格等の複数の課題が絡むケースも出てきている。相談対応窓口か

ら市役所内の関係課に連絡を入れたり、法テラスの利用を案内したりという形で対応して

いる事例も把握された。 

通訳派遣をしている市でのボランティア通訳の使用言語は、英語が最も多いが、外国人

居住者からのニーズは中国語、韓国語、タイ語、フィリピン語、ベトナム語が増えている

状況が把握された。これらの言語については、保健センターや学校での面談等の場面で、

通訳派遣ニーズが拡大しているが、十分な対応ができていない状況にある。 

このため、対応できる登録者が少ない言語については、OFIXとの連携や関連する NPOと

の連携について希望する意見もみられた。 

 

３）国際交流や国際理解 

海外からの留学生や研究者の受入れが多い大学が立地する市では、数年単位で家族を含

めて在住し帰国することが多く、出身国も多岐にわたる中で、状況をみながら必要な言語

やニーズに対応している状況である。市域外の大学からも含めて、留学生のホームステイ

の受入れを実施する市もみられた。 

各市の国際交流協会が姉妹都市との交流を中心に活動を行ってきたこともあり、姉妹都

市との国際交流は多くの市で取り組みがみられた。 

 

４）事業推進にあたっての工夫 

①体制や研修面での工夫 

外国人相談窓口設置済みの市では、相談員が市役所内各課での対応や、近接する保健セ

ンターでの対応に応援に出向いている例や、市役所内の各課から、市役所内の外国人相談

窓口に担当職員が誘導して、常駐の外国語対応可能な相談員が応対している事例がみられ

た。ただ、そのためには、外国人相談窓口について、市役所内部で十分認識されているこ

とが必要であり、市役所職員向けのポスターを作成し周知に努めている事例がみられた。

相談内容は相談員個々が把握しているため、プライバシーに配慮しつつ、相談内容と対応

方法について情報共有のための場を設定している事例が把握された。加えて、関係する各

部門の担当者が定期的に集まる会議を設置し、担当者が異動になっても組織的に関係各部

門がつながるような体制を取る事例もみられた。 

外国人相談窓口未設置の市では、外国人住民からの相談が比較的多い窓口で、申請書式

の記入例を英語で用意、担当者が口頭表現を覚えて対応、外国語に対応可能な職員が必要

に応じて応援といった工夫がみられた。 

登録ボランティアに対する研修は、定期的に実施されており、ボランティアとしての心
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構えや対応方法に加えて、年度毎にテーマに応じて関係する組織からの施策説明等と組み

合わせている例が把握された。 

外国人住民への対応にあたっては、応対の技法、言語、内容に関する知識が必要である

ため、研修内容には工夫がみられ、ロールプレイを取り入れている事例も把握された。 

 

②取り組み面での工夫 

阪神淡路大震災や東日本大震災の発生後、防災や緊急時の避難について住民の関心が高

まる中、外国人住民向けにも対応を進めている市がみられた。防災面で外国人向けの取組

みがまだない市においても、救急対応や災害時の多言語対応、防災マップ作成が共通する

新たなテーマとなっている。 

多言語対応の「救急・医療あんしんカード」の作成・配付例、多言語版の防災ガイドや

防災マップの作成・配付例が把握されるとともに、今後の作成予定がある市や作成に関心

を持つ市が多くみられた。ただ、できるだけ多くの外国人住民に周知・配布する手段につ

いては、決め手を欠き、周知・配付の効果的な手段が模索されている。 

日本語教室については、運営を受託する国際交流協会等において講師と受講者との交流

を意識したアットホームな運営方法や、子ども達の居場所づくりや学習支援等の工夫が把

握された。日本語教室は受講生の外国人からの個別相談に対して、ボランティアの日本語

講師が対応している場合も多く、対象は限られるが口コミで施策が広がる場の一つとなっ

ている。 

また、外国人住民の日常での受け入れ体制を整えるために、ボランティアや市民との交

流機会づくりや、外国人ボランティアによる企画等を通じて、多文化理解を進めようとす

る取り組みもみられた。外国にルーツを持つ子どもとその家族に対する小学校入学前の小

学校の紹介、留学生を集めたパーティ、外国人ボランティアによる日替わりカフェの開催

等の事例が把握された。 

 

③広報面での工夫や広報資料の多言語化 

外国人相談窓口や、外国人住民を対象とする施策や事業の広報は、どの市においても悩

みの一つである。 

外国人住民と居住先の自治体との最初の接点は、転入時の住民登録手続きとなるため、

その際に、外国語での生活ガイドブック、地図、救急や予防医療に関連する資料等を配布

している市が複数みられた。外国人向けの生活ガイドブックは、ボランティアの協力によ

り 6か国語で制作している市もみられた。また、外国語の生活ガイドブックと同じものを

日本語で制作し、窓口担当者が同じページを見ながら対応できるように工夫している市の

事例も把握された。個々に市単独で制作するのは難しい場合、OFIX制作の「大阪生活必携」

を活用している市もみられた。生活ガイドブックに加えて、市の広報誌から外国人に必要

な情報を抜粋し、定期的に多言語でのニュースレターを発行している市の事例も把握され
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た。 

広報資料の配布先やポスター等の掲載は、日本語教室、公共施設、教会、エスニック・

レストラン、民間国際交流団体等になるが、コンビニエンス・ストアや弁当店に協力を得

て貼付すると効果的との指摘もあった。また、多文化共生をテーマにしたフェスティバル

等で、外国人相談窓口のブースを出して広報を行っている事例も把握された。広報用チラ

シ等の言語では８言語、９言語に対応している事例があった。 

 

④連携面 

連携面では研修等や少数言語での通訳派遣等の面で、OFIXとの連携がみられたほか、た

とえば北河内地区国際交流協会等連絡会のように、地域の国際交流協会が連携して情報交

換をしている事例も把握された。 

また、姉妹都市交流事業に参画してきた大学生等の人材活用の検討例や、地域に立地す

る大学との連携協定に基づく交流事業等、地域に存在する大学生や留学生等の人材を活用

したいとの意向も把握された。 

地域の他組織との交流面では、生活保護の相談についての社会福祉協議会との連携、外

国人支援を目的とするＮＰＯとの連携等、課題解決やニーズ把握に向けて、他組織との連

携検討が進んでいる様子がうかがえた。 

 

５）課題 

①窓口での対応や通訳派遣 

地域に日本語教室があることや相談窓口があることを、最初にどのように知ってもらう

かの広報は、相談窓口の有無に関わらず、課題の一つである。外国人コミュニティが地域

にあり、そのグループとうまく接点ができた人はいいが、そうでない人にどのように働き

かけるかは共通した課題となっている。 

また、相談窓口設置の市では（委託先の国際交流協会等の窓口を含めて）、対応していな

い言語で最初の問い合わせがあった場合、連絡先の確認等、最低限の確認をできるように

したいとの指摘もみられた。 

相談窓口を広報する資料や各種広報資料については、やさしい日本語でかつふりがなの

ルビを振ることや、指差しカード等が有効との指摘もみられた。 

外国人住民からのニーズとして、医療通訳へのニーズは拡大しており、地域の総合病院

と連携して対応している事例も把握された。ただ、医療通訳は検査結果を伝える場面や手

術の後の解説等の場面に立ち会うこともあり、ボランティアへの精神的な負担が大きくな

りすぎることや、専門的な内容には対応しきれないことが多く、ニーズは把握しながらも

導入には慎重な姿勢の市が多い。国が外国人向け診療の拠点病院を指定し、医療通訳を専

門的に育成しようとする動きがある中で、地域でどの程度の対応が可能かは今後の検討課

題の一つである。 
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②ニーズ把握面 

相談窓口未設置の市では、相談事業の立ち上げ検討にあたって、外国人住民のニーズの

把握、実態把握が最大の課題となっている。国際交流協会がある市でも、これまでの事業

は姉妹都市との交流が中心で、市内の外国人住民のニーズは把握できていないことが多い。

このため、潜在的ニーズを含めて、ニーズの把握・確認が窓口設置の検討にあたっては必

要である。自治体の財政状況が厳しい中、ニーズが少なければ当然ながら、窓口設置には

至らないとの見解の市が多い。 

こういった中、OFIXと連携した相談会の開催について関心を持つ市がみられ、開催実例

も把握されたものの、庁内の多様な部署から外国人住民に対応が必要との声が出てこない

限りは、施策として取り組むべきニーズとしての取り上げは難しい状況が把握された。 

 

③パートナー、キーパーソン発掘 

外国人相談窓口設置の市からは、外国人住民のニーズ把握に向けては、国際交流協会や

ＮＰＯ等のパートナーとなる機関や、外国人コミュニティのキーパーソンとの関係づくり

が重要との指摘がみられた。今年度、外国人コミュニティのキーパーソンや外国人ボラン

ティアへのヒアリング等を進め、ニーズを把握する予定の市もあった。 

 

④対応人材、人材活用等 

相談対応者は外国人住民向けの相談対応の経験があり、行政の各窓口と連携しながら対

応できる人材の配置が望まれる。また、外国人に対応可能な医師や、地域で支援が必要な

住民を把握していると期待される社会福祉協議会、民生委員等との関係づくりも重要にな

ってきている。 

さらに、ボランティアメンバーによる編集会議での生活ガイドブックの作成や、ボラン

ティアによる事業企画・運営等、参加型の人材活用を進めている事例も把握された。 

母語で話ができるだけで、相談に来た外国人住民が安心する例も把握され、外国人住民

の相談員やボランティアでの活躍の場を創ることも必要と考えられる。 

 

⑤広報 

外国人住民向けの行政情報の提供は、各市に共通する課題である。市の広報誌の一部を

定期的に外国語に翻訳し、ニュースレター的に発行している事例は複数把握されたが、送

付先や配置先が限られ、外国人住民への情報ルートが不足している。 

各市で外国語対応の防災マップ制作への関心は高まっているが、作成後の外国人住民向

けの的確な広報手法については、共通した課題となっている。 

 

⑥学校現場への対応 

学校教育の現場での外国にルーツをもつ子ども達への対応は、教育委員会による学習支
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援のための通訳派遣が実施されている。また、親世代が学校での面談に参加する際に通訳

派遣のニーズが多いことも把握された。子どもの学校との関わりは、外国人住民にとって

は地域との接点になりやすいとみられ、親世代に向けた広報ルートの一つとして期待され

る。 

 

⑦施策を支える指針等が必要 

外国人住民向け相談窓口を設置している市では、多文化共生や人権に関する指針が策定

され、その中で外国人住民向けの対応が位置づけられていることが多い。このため、未設

置の市では策定のプロセスについて知りたいとのニーズがあった。 

具体的に窓口の設置を検討するにあたっては、他市の事例を参考にしつつ、外国人住民

からの意見聴取等によるニーズ把握が必要となっている。 

 

⑧予算確保、優先度の判断 

外国人住民自身のニーズや、市の庁内各部署からの「外国人の相談が多くて困っている」

というニーズが確認されないと、外国人相談窓口について新たな予算をつけることは困難

である。また必要性が把握された場合でも、対応人材の配置等、人材確保について懸念す

る市もみられた。なお、新たに相談窓口を設置した市では、他の市で外国人向け事業に参

加していたボランティア人材を職員として雇用した例がみられた。 

 

⑨連携による取り組み 

市で共通する手続きや内容の翻訳文を共通で作成し、使いたいとのニーズがみられた。

OFIXの「大阪生活必携」は必要な部分を抜粋して各市で使用可能であり、この他にも OFIX

が提供し各市との連携で共催等が可能な事業について、引き続き、わかりやすい広報が必

要である。 

地域内では、外国人コミュニティのキーパーソン発掘に加えて、社会福祉協議会、地域

の自治会長等、多面的なルートによる相談窓口の案内、行政情報の伝達、ニーズ把握が必

要である、 

広域的には、国際理解等のセミナーの講師等を相互に紹介できるようなネットワークに

ついてコメントがみられた。 

また、新しい事業に取り組む際には、他地域の外国人集住地域における取り組み事例を

参考に、地域実情に合わせた調整しながら企画することが重要との指摘もみられた。 
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[ヒアリング・コメント集] 

（ヒアリングで把握されたコメントから抜粋） 

 

１．相談などの新たな傾向、ニーズ 

 

①外国人相談窓口と各課が連携 

・ 窓口担当の各課に外国人住民の方が来られて、対応が難しい場合は、外国人対応の専

門窓口（市役所内の別フロア）に担当者が連れてくる。職員向けの研修で紹介したり、

庁内向けのチラシ（トリオフォンに関するもの）を作成したりと、周知に努めている。 

・ 庁内に外国人が来られたら、交流協会に連絡があり、応援に行く（外国人スタッフを

含む）。また、庁内で職員の英会話教室もあり対応が可能。市民課では英語のわかるス

タッフ（非常勤）も対応可能。 

 

②ニーズの動向 

■医療通訳 

［対応市］ 

・ 医療通訳への通訳派遣が最も多い。（具体的にはベトナム語での医療通訳の相談件数

が最多）。 

・ 医療通訳に対応。同意書は作成していないが、負担が大きくならないように、通訳の

対応範囲を以前より狭めている。 

・ コーディネータ（医療通訳経験者）である程度、状況を把握して通訳ボランティアを

派遣するようにしている。たとえば整形外科に行きたいとの依頼があった場合、骨折

なのか何なのか、どこが痛むのか、どのような痛みなのかと多様な症状。 

・ 医療通訳の育成に着手したところ。 

・ 医療通訳は病院で登録を開始したので、通訳派遣の要請は減少した。 

［非対応市］ 

・ 医療通訳には対応していないが、問合せがあったら、外国語対応可能な病院を紹介す

る。後で何かあった時に、市役所から派遣した通訳の場合、責任がどういう形で問わ

れるかが不明。 

・ 医療通訳は専門用語への対応が難しく、患者さんの言うことと、医師の診断の問い合

わせの双方を的確に伝えられるとは思えないので、現状では対応していない。 

 

■国民健康保険、医療助成等 

・ 国保の滞納に関する督促が厳しくなり、督促の通知が来たがどうしたらいいか？とい

う相談が急に増えた。国保は解雇になった場合はすぐに減免が可能だが、自己都合で

退社した時は対応が異なるため、対応がそれぞれになる。 
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・ 住民税の納税が在留資格に関係してくるためか、自己申告で所得を多く申告する人が

いる。そういう人は、後から国保の高い保険料が回ってきて、びっくりすることがあ

るようだ。 

・ 児童の医療証（医療費補助）の発行、国民保険料の支払いに関すること等は相談が多

いものの一つ。病院への同行や医療通訳そのものはしていない。 

 

■予防接種等の案内 

・ 予防接種については市で多言語の説明資料を作成して配布している。ただ、予防接種

は出身国によって必要なものが異なり、母国で受けたものとの確認や説明等で、そう

いった面で相談がある。 

・ 赤ちゃんの検診等は、保健師さんが対応してくれている。見せて説明するものは多言

語になっている。 

・ 保健センター、保育所、予防接種等は、相談窓口とは別にそれぞれのセクションで対

応している。市役所内の窓口での対応は、限定的。 

 

■対市役所の手続き、申請、行政からの通知等 

・ ３月は学校関係、２月は税金、４月は転出入等、季節での相談や通訳派遣の傾向はあ

る。 

・ 学校、保健所、赤ちゃんの健康診断等で庁内の他部署から通訳派遣の依頼が多い。 

・ 最近、生活保護の担当部署から依頼があり、通訳を派遣した。（ケースワーカーと一緒

に複数回担当）。 

・ 税金の通知、学童保育の申込み、子どもの進学等、市役所と市民の接点となる場面で

の申請、申込、通知に関する内容が相談として多い。 

・ 府営住宅の案内を市の窓口経由で行ったことがあり、その時の相談が急激に増えた。 

・ 市民課等の窓口では、申請書式等の対訳集がある。会社で外国人を受け入れている場

合は、通訳の人が同行していることがほとんど。手続きについては、外国人相談窓口

の相談員や通訳派遣が必要になることは少ない。 

・ 通訳が同行すると一人の人が各課をいろいろ回るのをそれぞれ１件ずつとして、件数

をカウントしている。 

・ 相談窓口はないが、ゴミの出し方等の多言語説明資料は以前より作成。多言語の生活

ガイドを作成した際に、生活ガイドに吸収された。 

・ 配布物の翻訳は通訳・翻訳ボランティアで担当。 

 

■労災や税金等 

・ 転出・転入や医療保険等に加えて、労災や職場、賃金に関する相談等が増えているよ

うに思う。一定期間、日本で勤務していると、結局は日本人と同じような悩みを持つ
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のではないかと思う。 

・ 税金については、最初、通知が来て日本語しか書いていないのでそのままにしていた

ところ、追徴課税が来て数字が変わっていることに気づき、相談に来ることがある。

また、転入してきた人の場合、現在は住んでいないのに、なぜ前の居住地の市役所等

から連絡が来るのか分からないという人もいる。日本人でも税金のしくみをすぐには

理解できないのと同じ。 

・ 中には起業したいので会社設立の手続きを教えてほしいとの相談や、日本で商売をし

たいとの相談もある。その場合は、専門の支援機関や商工会議所を紹介している。 

 

■専門家相談 

・ 市民相談の一環に弁護士もあり、こちらに専門の窓口があると案内して、通訳に入っ

たこともある。また、公民館での行政書士さんの専門家相談で依頼があり、通訳をし

たこともある。 

・ 一日相談会の形で、行政書士、ハローワーク、社会保険労務士、市役所の窓口担当者

（国民保険）に来てもらって相談会を実施する予定。 

 

■日本語学習 

・ 日本語を学習したいという意欲、ニーズは高い。以前は住民とのトラブルや病気など

の相談が多かったが今は日本語学習に関する相談が増えている。 

・ 日本語が学べる場所についての相談が増えている。大人のみならず、子どもの学習の

ための日本語学習（学校の授業、受験）の相談が多い。これを受けて民間団体が運営

している日本語教室で、子ども向けての取り組みもはじまった。 

・ 沿線の他の都市の外国人住民（府外）から、日本語教室で学びたいとの問い合わせが

あった。学びたい人は、いろいろな場所での日本語教室に通っているようだ。 

・ 日本語教室は日本語検定試験を受けたい人が利用していることが多い。就労して１～

２年たち、日本語を身に着けたい人が多い。子連れの方も少し出てきている。 

・ 初級的な日本語教室を修了した人が、次のレベルで日本語を学びたいというニーズは

ある。中級まではいかないが、初級レベルの日本語教室を修了した人を対象に事業を

実施したこともあり、ニーズはあると思う。 

・ 市内の日本語教室（ＮＰＯ法人が運営）はマンツーマン指導で、年間１００人くらい

が利用。平日夜で会社帰りの人が多い。その中で、講師が相談を受けるという話は聞

いている。 

・ 日本語教室は施設運営の指定管理者が実施。指定管理の際に条件を設定。 

 

■複合化、ニーズはそれぞれ 

・ 相談内容は複合化（例 長期の病気療養、生活、離婚、ＤＶ等を含めて）。 
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・ 結婚や離婚に関する相談もあり、また、離婚しても帰国を避けるにはどうしたらいい

かという相談もある。 

・ 人権関連、離婚、子どもの教育、在留資格、生活費、住居（府営住宅にはずれた）等

のあらゆる暮らしの相談が多い。相談窓口である程度判断して、市役所の関係課に連

絡を入れて、「こういう人が行きますので対応をお願いします」と伝えたり、相談窓口

だけでは対応できない相談も多く、無料の弁護士相談を紹介したり、法テラスの利用

を案内することもある。 

・ これまで国際離婚に関する相談はなかったが、最近、少し増えているように思う。 

・ 相談件数は一人の人がこれも相談、あれも相談というのを延件数でカウントしている。

仕事を休んでこられる人もいるため、相談内容は多岐にわたる。 

・ 日本人と現地で結婚して、子どもがいて日本に来てという外国人住民の場合、児童手

当、母子家庭手当、仕事の紹介等、いろいろなニーズが出てくる。 

・ 求めているものは、外国人住民によって相当異なり、ニーズはばらばら。住んでいる

人はいろいろなニーズが出てくる。（例 ジムでスポーツがしたいという内容から、

深刻なレベルまで）。 

・ 相談内容は複雑化している。就労、子ども、医療、金銭トラブル、在留資格等がつな

がっていることが多い。重い相談を受けるにはいろいろな機関との連携が必要になる。 

・ 庁内で確認したところ、ＤＶ担当の窓口からは、外国人住民からのＤＶ相談が増えて

いるとの報告があった。 

・ 増えている相談は就労関係、医療保険制度、医療助成、障がいがある方への対応、保

育等。災害時の対応も南海トラフ大地震の懸念がある中で、充実させたい。 

・ 保育園のお便りに何が書いてあるかという相談や、個人面談についてきてほしいとい

った相談等、本人からの依頼もあるし保育園からの依頼もある。 

・ 複合化しているのは感じる。たとえば、国保の保険料の督促状をもって、「これは何

か」という相談から、よくよく聞いてみると、保険料が払えないのは失業したからで

と、きっかけはわかりやすいもの（通知等の書類）からだが、内容は多岐にわたり、

いくつかの窓口を回ることもある。 

・ 多様な相談、複雑化している相談が持ち込まれる。その中で、どう解釈すればいいか、

まずはヒアリングして対応することになる。 

 

■対応言語 

・ 通訳の登録は、英語が多い。中国語、韓国語の他に、タイ、フィリピンやベトナムの

方も増えているように思う。中学生の自立支援の通訳でタイ語の通訳が必要になった。

通訳の方がよくやって下さった反面、心理的にも負担のかかる事案であったため、も

う一人いれば交代で対応できたのにと思う。 

・ ベトナム語の通訳派遣のニーズが、保健センターや学校での面談等、いろいろ出てき
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ているが十分に対応できていない。市外に住む学生さんに依頼しているため、平日の

昼間の対応が難しい。また、若い学生さんだとＤＶ等への相談の通訳は難しい。 

・ 中国語の相談が増えている。留学、仕事、帰国者の２世、３世等、いろいろな方が増

えたので、相談が増えたと思う。 

・ フィリピン人、ベトナム人の方も増えている。東南アジア、南米の方が増えている。

また、短期滞在で帰国する人よりも、家族ぐるみで住むという覚悟を決めて日本に来

ている人がいる。 

・ 外国人相談窓口で対応できる言語は増やしていきたいとは思う。ニーズが新しく増え

ている言語は、ボランティアで対応したいが、対応できる人が少ない。OFIX との連

携や関連するＮＰＯ等との連携を促進したい。 

・ 運営手法が変わり、窓口の対応言語を減らした。今のところ、直接的に苦情を聞いて

いるわけではない。母語で話をしたい、聞いてほしいという理由で電話をかけてきて

いる人もいたと思うので、その分、長い電話は減ったという面もあった。 

［通訳謝金等］ 

・ 通訳ボランティアには交通費程度の謝金で対応。 

・ 交通のカード、図書券カードで謝礼としている。 

・ 有償での通訳派遣。 

・ 有償での通訳派遣で、派遣先の病院が費用を部分的に負担。 

 

■一歩踏み込んだ外国人サポートへ、一方でニーズが顕在化していない市も 

・ 外国人観光客が増加傾向にあるが、そうなると在留外国人も増え、関空で働く人も増

えるはず。ＬＬＣ就航の影響も大きいと思う。これまでの交流、日本語教室から一歩

踏み込んで外国人サポートが必要になるだろう。 

・一方で、市民課、生活保護等の各課で職員や非常勤の通訳を配置して対応していて、現

状では外国人相談対応が大きな課題となっていない市も多い。 

 

③交流や国際理解について  

■留学生対応 

・ 阪大の留学生、研究者の家族等が数年単位で在住されるため、外国人居住者の国、言

語、ニーズはそれぞれ変わる。状況をみて対応言語も変えている。 

・ 留学生は若い家族が多い。ニーズが把握できてきたので、ニーズに応じてたとえば子

どものための歯磨き講習を歯科衛生士に来てもらって行う取り組みも開始。（英、中、

韓、フィリピン語、インドネシア語に対応）。 

・ 阪大の留学生や研究者が多く、中東やイスラムの方が増えているように思う。全体で

みると中国、フィリピン、北米、欧州と多岐にわたる。 

・ 首都圏大学の留学生のホームステイを受け入れ。 
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■国際理解 

・ 市民の国際理解に対する認識が低かったため、最近３年間は、国際理解講座を進めて

きており、外国人住民への対応や交流のノウハウが一定根付いたとみて、今年度は次

の事業へと進んでいる。 

 

■国際交流 

・ 姉妹都市との友好交流が国際交流担当組織のメインの業務。地域の活性化を目的とす

る公益財団法人が担当しており、地域を活性化するための国際交流の位置づけ。 

・ 姉妹都市、友好都市の交流事業が中心で、登録通訳の方の活動の場が限られている。 

 

 

２．事業の工夫 

 

①体制面 

■相談員の同行等［設置市］ 

・ 相談員が同行して、各課を回って手続きを支援する。同じ市役所内に相談員がいるの

で、対応できる。 

・ 母子手帳の発行や検診等、保健センター等で実施されていて市役所内で対応できない

場合、要請があると徒歩１０分くらいの距離なので自転車等で移動して駆けつけるこ

ともある。 

・ 市役所内に外国人相談窓口があり、外国語対応可能な相談員が常駐しているため、市

民課等の窓口で対応が必要な場合は、職員が連れてきて、相談窓口で相談員を交えて

対応。庁内で窓口の周知をチラシ等で徹底。 

 

■窓口での対応［未設置市］ 

・ 外国人住民の方が訪れることの多い窓口では、申請書式の記入例について英語で作成

した、口頭での表現を担当が覚えたりして、対応している。外国人住民からの相談が

多い窓口では、非常勤の通訳を置く等、各課で対応している。 

・ それぞれの課で対応してきた。外国語に対応可能な職員を登録し、必要に応じて該当

する窓口に応援に行ってもらう。または必要に応じて随時、通訳をそれぞれの課の判

断で確保している。 

・ 生活福祉の方では、通訳の対応が必要な場合には予算を確保し、対応している。 

・ 語学を条件に採用された人材がいるため、英語、中国語ができる職員がおり、必要に

応じて窓口等を応援している。 

 

■内部の連絡体制 
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・ 関係各部門が参加する「医療事務連絡会」を年に６～７回開催。人権施策に関する課、

国際交流協会、保健センター、病院、救急、地元の外国人医療サポートのＮＰＯ、子

ども急病センターの担当者が会議を定期的に開催。顔が見える関係づくりができ、組

織的に継続しているので、担当者が異動になっても窓口がつながっている。 

・ 「人権行政研究会」を設置し、市役所の人権関連課、および教育委員会の人権関連課

が事務局となり、定期的に会合を持ってレポートも発行している。 

・ 毎月１回、担当課職員、英語・中国語の相談員が集まり、「マンスリー会議」を開き、

こういうケースがあって、こういう対応をしたというケースの情報を共有している。 

・ 週１回、必ずミーティングを実施し、「こういう人からの相談があり、追加で連絡があ

るかもしれない」等の報告や、受けてきた研修の報告を行う等、職員間での情報共有

を必ず行うようにしている。ただ、シフト勤務や出前事業があるため、全員が揃うの

がこのミーティングくらいになってきているのは課題。 

・ 東京外国語大学多言語・多文化教育研究センターで相談員がコミュニティ通訳の研修

を受けた。その中で、ケースの振り返りが大切であると知り、内部で定例的な会議を

持つことになった。それまでは、日常的な会話はもちろんあったが、たとえば中国語

相談での対応は英語の担当者は知らないということもあったが、プライバシーには配

慮した上で情報共有できるようになった。このように対応したがもっといい方法があ

ったかを後から市の担当者を含めてチームで検討し、より良い対応を取れるようにな

った。 

・ 庁内向けや学校向けに外国人相談窓口のポスターやチラシを作成し、配布したり貼っ

てもらったりしている。存在を知ってもらってこちらに来てもらいたい。 

・ 日本語教室で講師が相談にある程度対応し、講師が外国人相談窓口に連れてきてくれ

ることもある。 

・ たとえばＤＶ相談でも、文化や生活習慣の背景によって、受け止められる感覚は異な

る。どの程度であれば相談が解決したことになるのかは、国や文化によって異なる。

通訳さんは解決と思ってもそうでないこともあり、コーディネータがつかみながら、

判断していっている。 

・ 語学を条件に人材を採用した時代があり、英語、中国語ができる職員が市役所内にい

るため、必要に応じて窓口への応援をしている。 

 

■研修 

・ 年１回は国際交流協会で外部講師を招き、相談窓口に関わる人に、たとえば社会福祉

協議会からの事業説明や、パーソナルサポートの講習等を行っている。 

・ ボランティアとしての心構え、守秘義務、自分の意見を言わないということなどにつ

いてボランティア研修を行っている。 

・ 市のゴミの分別や保険制度等については、事前に市の担当者等に話を聞いて、国際交
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流協会の担当者が研修のテキストをつくり、講師に確認して作成した。講師はプロの

通訳、ボランティアとしての講師、コミュニティ通訳の講師等。 

・ 研修は「こういう場面」を想定し、テーマを毎年設定して、ゴミ分別であればまず市

のゴミの状況を日本語で話してもらい、それを踏まえた上で、ゴミの分別について通

訳をどうするかを学んでもらう。テーマ毎にテーマの知識とその通訳の方法について

学ぶ内容で、ゴミ・入管・年金・医療などで実施してきた。 

・ ボランティアへの研修ではたとえば行政書士に在留資格を話してもらってから、外国

人相談窓口に案内をするなど、内容に関すること＋相談事業を組み合わせて行ってい

る。 

・ 保健センターや教育委員会に依頼して、通訳場面を設定し、ロールプレイも行っても

らう。 

・ 交流協会で職員向けの英会話講座を開催しているが、この中で平成２６年度は窓口対

応に必要な英会話教室を実施予定。 

・ 通訳・翻訳ボランティアへの研修は行っている。外部講師をお願いし、テーマを設定

して、通訳として気を付ける点とテーマに関する内容の説明のセットで行う。最近の

テーマ例は医療通訳や生活保護制度、ＤＶ関連等。 

・ 日本語指導のボランティアについては、養成講座とブラッシュアップ講座の２種類を

２年に１回実施し、現在、既に日本語指導をしてもらっているボランティアについて

もブラッシュアップを図っている。 

・ 通訳ボランティアを対象に、いろいろな国の出身者が英語で講演し、交流するセミナ

ーを開催している。英語を母語としてないいろいろな国の出身者の英語を聞いてもら

う機会にできる。 

・ 事業に応じて知っておくべき内容は異なるため、ボランティアの研修は全体での研修

と事業ごとと、それぞれ行うようにしている。 

・ 入管の制度が変わった場合の説明会等は必ず職員が参加するようにしている。 

 

②取り組み面 

■救急対応、医療通訳 

・ 「救急・医療あんしんカード」を作成。転入の時に、生活ガイドブックと併せて、外

国人の方に配布。 

・ 医療通訳では病院からの要請で「同意書」を作成。ボランティアの方にかかる負担、

リスクを軽減。 

・ 外国人のための防災講習会を開催予定。日本語教室の参加者、留学生等に呼びかけ中。

OFIX からも通訳派遣の協力を得て実施。 

・ 医療通訳については、現在は対応していないが、必要なのではないかという思いもあ

る。国保の保険料を払っていても、外国語で対応できる病院が少ないと、持病や精神
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的な場合は、結局、母国に帰国した際に病院に行っているような人も多い。せっかく

保険料を払っているのに、外国語対応の病院が少ないため、医療機関を利用しにくく

なっている。 

・ 病院でも独自にボランティアを募集しているようだが、応募が少ないようだ。 

・ 医療通訳は以前より、範囲を狭めて対応。出産の立ちあいや感染症まで対応するのか

となると、負担が大きく難しいため、限定してきた。診察、入院時の説明等は対応。 

・ 医療通訳は本人からの依頼に応じて実施。ただ、事前に事情を依頼人に確認し、必要

に応じて医師に確認し、ボランティアに説明した上で、「こういうことですが対応可

能ですか？」と確認してから派遣している。 

 

■防災、安全安心 

・ 日本語版の防災ガイドができたところなので、外国人版をつくりたい。簡略化させ、

心得的な内容を多言語で用意し、配布したい。 

・ 防災マップを多言語で作成予定。イラスト付きでわかりやすく見せるように検討中。

防災に加えて救急の対応についても多言語で容易して渡したい。 

・ 防災マップ、地震時の対応を中国語、英語で作成した。ただ配布は、欲しいと言って

くる人がいれば配布したり、把握できている相手に配布したりというレベルで、十分

ではない。転入の方に渡しているということでもない。 

・ 防災講習、ＡＥＤ講習は日本人も、外国人も対象に実施している。 

・ 防災マップは英韓中、日本語で作成。日本語は全戸配布し、多言語版は取りに来てく

ださいとしている。 

・ 消防本部で、韓国語、中国語、英語、日本語で、安心して暮らすためのガイドを作成

予定。１１９番のかけ方、火災の連絡方法等を作成予定。転入の手続きに来られた時

に配布したい。 

・ 市で自転車の条例ができ、これに対応して、外国人向けにも自転車の安全な乗り方に

ついて講習会を開催した。条例があるため、すべての市民にということで、外国人住

民にも講習を受けてもらった。 

・ 防災マップは３か国語で作成。 

・ WHO のセーフコミュテニィの認証を得た市、活動着手宣言を行った市では、関連主

体と連携して、すべての住民が安全安心して暮らせる取り組みを進めている。 

 

■日本語教室 

・ 日本語教室はマンツーマンで人の繋がりをつくりながら、アットホームに運営。国際

交流協会に小部屋をいくつかつくって運営。 

・ 日本語教室は子どもも対象にし、居場所になっている。ボランティアの講師が熱心に

対応してくれて、語学もそうだが、宿題のやり方、外国人の親が経験のない夏休みの
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宿題、工作の作り方等を支援している。 

・ お茶とお菓子を出してアットホームな日本語教室となっているが、これは取り組み参

加してきた人がつくりあげてきたもので、市としても頼ってきた。日本語教室に参加

している人はいいが、それ以外の人に届いているかはわからない。 

・ 大阪府から補助金が出る人権政策の一環で、外国人住民向けにも対応できると考え、

相談員の確保を進めている。 

・ 学習指導は学校の先生のＯＢが中心になり、土曜日に実施。現役の時に外国人の子ど

もを担任で持った経験のあるような先生が、中学校から来日したような子ども達の学

習を支援している。 

・ 日本語教室は子ども達の居場所、外国人ママの居場所づくりを意識。 

・ 日本語教室の受講生の数は多くはないが、外国人住民の結節点であり、口コミ情報の

起点であり、重要な事業。 

・ 指導者１人に対して、生徒が１～３人のスタイルで日本語教室を開催しており、親し

くなる中で、日本語のボランティア講師が生徒である外国人住民から生活相談を受け

ることも多い。その場合、国際交流協会が相談を直接受けるわけではないが、必要な

情報をすぐに取り出せるように、テーマ別のインデックスをつけて、ファイリングし

て対応している。 

 

■多文化理解、国際交流、観光 

・ 多文化理解教育のためには、日本人と外国人で一緒にうちわをつくるイベントを行っ

た。 

・ 外国人住民の困っていることに対応するというのもあるが、市民が多文化に触れる機

会とつくることも多文化理解につながる。市内に立地する大学の留学生と青少年協会

ではイベントで一緒にゲーム等をやっている。 

・ 首都圏の大学の留学生を毎年２人程度、市内の家庭のホームステイで受け入れる事業

に取り組んできた。市民の方に多文化共生を理解してもうらために実施。市報で広報

し、受け入れ家庭からは好評。 

・ 地域に大学が立地している場合は、大学と連携、留学生のホームビジットを受け入れ。 

・ 同じ悩みを持つ外国人相互の交流を深めてもらおうと、外国人が講師で外国人のみ参

加の料理教室を企画、好評。 

・ 市内の観光マップも多言語化。英語でのまちあるきガイドツアーを企画。 

・ 国際交流協会のボランティアと外国人住民の方の交流を目的とするバーベキュー大

会を年に１回、ゴールデンウィーク周辺に開催している。出身国の食材をそれぞれ持

ち寄り、ボランティアの方の多大な協力のもと、継続して開催している。 

・ 友好交流都市との交流事業では高校生どうしの交流を重視し、企画も高校生に立てて

もらったところ、好評。外国人の方が困っていたら手伝いたいという感想も出てきて
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おり、将来の人材育成につながると期待。 

・ プレスクールとして、就学前のお子さんと親のために、日本の小学校について理解し

てもらう連続講座を開催している。日本人なら理解できることや慣れていること（例 

お道具箱の中の道具一つ一つにすべて名前を書く、水道の水は飲めるため水道の蛇口

を上に向けることができる、持ち物は自分が持参したものを使う、雑巾の絞り方等）

で、外国人の方は分からないことが多いと思う。小さなきっかけが、外国にルーツを

持つ子どもへのいじめになりかねない。 

 

■外国人参加を促進しニーズを把握 

・ 当事者が参加する地域づくりを進めないと、ニーズをくみ上げることができないと考

え、外国人住民当事者が参加する地域づくりを進めている。 

・ 当初は就労サポートや外国人市民、留学生を集めたパーティ等を開催したが、当事者

のニーズとのすれ違いがあるような印象だった。そこで、文化庁の「生活者のための

外国人」に関する事業を活用し、外国人が考えて一緒に企画に参加してもらう事業を

推進しようとなり、外国人市民グループとのつながりが出てきた。当事者のグループ

づくりを支援し、集まってもらった。 

・ 日本人担当者で企画していると、ニーズに合わないこともある。外国人グループの中

から、「こういうカフェがしたい」という案が出てきて、コミュニケーションを取りな

がらカフェ事業を推進。（ボランティアの人が日替わりで出身国の料理をランチとし

て提供）。 

・ 当事者のグループをつくる場づくりにより、当事者からのニーズを把握できるように

していきたい。 

 

■ボランティアが活躍 

・ ボランティアの方が、通訳・翻訳にとどまらず、事業運営や事業企画面まで活躍して

くれている（無償、交通費のみ）。中には地域に持ち帰って、自分たちでグループをつ

くって活動している人もいる。 

 

③広報や多言語対応の資料面 

■転入時の多言語資料の配布 

・ 転入の手続き時にウエルカム・キットとして多言語の広報物を封筒にセットして配布

する等を工夫。 

・ 転入の手続き時に多言語情報紙（市報からの抜粋）、救急・医療あんしんカード、予防

接種の案内の３点を窓口で配布。 

・ 転入の手続きの窓口で、ＯＦＩＸの生活必携に市独自の内容を足したものを配布して

もらっている。区役所等の窓口にも送付し依頼はしている。（10 言語、実際にどれく
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らい配布できているかは把握が難しい）。 

・ 転入の手続きの時にはチェックシートをつくって、生活ガイドブックを渡してもらう

ように、担当窓口には依頼している。 

・ 多言語の生活ガイド、災害時の心得等を転入時に配布。 

・ 「救急・医療あんしんカード」を作成。転入の時に、生活ガイドブックと併せて、外

国人の方に配布。 

 

■生活ガイド 

・ 「外国人のための生活ガイドブック」は、現在２代目で改訂を行ったもの。6 か国語

（英語・中国語・韓国語・タガログ語・スペイン語・ポルトガル語）に対応している。

以前、宝くじの助成金（一般財団法人自治総合センター「コミュニティ助成事業」と

思われる。「地域国際化推進」も対象）をつかって制作したものを市の補助金で改訂し

た。また、地域ごとにコミュニティセンターや公共施設等を示した外国語対応マップ

も作成。 

・ 生活ガイドブックはまず、日本語で作成した。日本語は多言語化の元にするために作

成したもので配布はしていない。窓口担当者は日本語版を持ち、こちらが窓口に同行

して外国人の相談者側は多言語版を持って、両者が同じページを見て応対してもらう

ようにしている。 

・ 申請書類等の指さしシートはパウチで作って（英語、中国語、日本語）、外国人住民が

よく来る窓口には置いてもらっている。担当窓口の方も異動で変わるが、何回でも伝

えていくことが大切。転入手続、税金、保健、健康保険、国民年金等の窓口が対応が

多い窓口になる。 

・ 公共施設を入れた多言語マップを作成している。 

・ 市単独で生活ガイドをつくるのは大変なので、ＯＦＩＸの生活必携を活用させてもら

って市民課に置いている。 

 

■広報 

・ 国、ＮＰＯ等、市以外の他機関で対応している相談窓口を市の相談窓口と併せて広報。

（日本語+５ヶ国語の多言語対応）。 

・ 市の広報紙から情報を抜粋、英語、中国語、韓国語・朝鮮語とやさしい日本語（ふり

がなつき）で多言語情報誌を発行。 

・ 協会のニュースレター（市が編集、年４回発行）に、OFIX の相談事業について、毎

号、言語を変えて掲載、案内している。 

・ 公的施設での配布に加えて、カトリック教会、外国人がよく行きそうなエスニック・

レストラン、市内で活動している民間国際交流団体等を通じて配布。 

・ 多言語で生活ガイドブックを作成したが、現在は市民課の窓口に置いてあるのみで積
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極的に配布というところは行っていない。日本語教室や相談事業に来た人には渡して

いる。 

・ 相談窓口があることを、大学の留学生会館や国際交流オフィス等を通じての広報、市

ホームページでの案内に加えて、市報からの抜粋版の多言語情報紙をつくって、外国

人の子どものいる家庭に学校を通じて配布している。 

・ 多文化共生をテーマにしたフェスティバルや、地域でのふれあいフェスティバル、国

際交流協会のフェスティバル等に市の外国人相談窓口のブースを出して、多言語のチ

ラシを配布して広報している。 

・ 常設の相談窓口はあるが、広報のために１日相談会の開催を予定しているため、相談

会を広報するためにも、フェスティバル、春節祭等にブースを出して、広報に努める

予定。相談会については外国人住民が参加する地域のフェスティバル等にブースを出

して広報に努める予定。 

・ ニュースレターは毎月１回、市報から必要情報を抜粋し、多言語で作成。（外国語とや

さしい日本語で対訳の形で掲載）。 

・ イベントについては市の広報誌に掲載。地域のコミュニティセンターへの配布や、小

中学校へのチラシの配布を行っている。 

・ ボランティア団体が実施している日本語教室を市の広報紙で案内したところ、ボラン

ティ講師側も生徒側も反応があった。連絡窓口を市役所にすることで、反応も確認で

きた。 

・ 市報は自治会経由で配布。自治会長さんが外国人住民を把握していると、外国人住民

の方に必要な情報が届くこともあると思う。 

・ チラシは年に１～２回、８言語で作成し、関係課に置いてもらっている。表は日本語、

裏は多言語として、日本人からも「こんなのがあるよ」と伝えてもらおうとしている。 

 

④連携面 

・ フィリピン語等の少数言語で対応が難しい場合は、OFIX に依頼。 

・ 依頼先がＮＰＯでも半官半民でもしっかりとした実績がある機関であれば、依頼した

い。 

・ 北河内には７市で北河内地区国際交流協会等連絡会を設置しており、情報交換をして

いる。 

・ OFIX のコミュニティ通訳研修に参加。 

・ 国際交流協会の事務局は市が担い、理事会等も毎年同じようにやってきたが、今後、

大学生も入れて交流チームをつくり、新たな企画を一緒に検討していきたい。友好都

市へ過去派遣してきた学生を活かして、外国人と日本人の交流会も予定。 

・ 市内に立地する大学と包括連携協定を結んでおり、人材面で協力を得ていきたい。 

・ 生活保護を却下された外国人住民の人の相談があり、対応に困ったので社会福祉協議
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会に相談を伝えたところ、地元の社協が確認してくれて、相談を引き継いでくれた。 

・ 市内に新しく大学キャンパスがオープンする予定がある。留学生の人が増えて、急激

にニーズが変わるかもしれないし、大学と連携して何かできるかもしれない。 

・ 地域のＮＰＯ等から、外国人住民が具体的にこういうことで困っていると、ニーズを

聞くことができないかと思う。 

・ 多文化共生指針を策定しており、多言語化を進めるというのは方針として打ち出され

ており、進んでいる。 

 

３．課題 

 

①取り組み面 

■ファースト・コンタクト 

・ インターネットで日本語教室があるのを調べたり、友人に聞いて国際交流協会に来る

人も多いが、日本語教室を訪ねて来るまで相談窓口があるのを知らない人も多い。（相

談窓口が国際交流協会に委託して実施されている市の例）。 

・ 外国人コミュニティがあり、そのグループにうまく入れた人はいいのだが、そうでな

い場合は、どうされているのかが把握できない。 

・ 多言語情報紙の翻訳は、英語は日本人ボランティア、中国語は中国人ボランティアが

担当している。日本人の感覚で市報から必要情報を抜粋して発信しているが、それで

本当に外国時の生活感覚に合っているかという疑問はある。 

 

■非対応言語の案内 

・ 電話で相談があっても、常駐の相談員が対応していない言語の場合、「かけ直すので

名前と電話番号を教えてほしい」、「どういった情報が必要か」というやりとりもでき

ない。わーと話して、こちらが対応できないと電話が切れてしまう。ここを何とかで

きないか。 

・ 希少言語の場合、ボランティア通訳の派遣を行政区域を越えてできないかと思う。交

通費と拘束時間の問題があり難しい面もあると思うが、確保が難しい言語については、

市域を越えて連携できないか。 

 

■相談対応には行政の事業内容と言語の組み合わせが必要 

・ 行政手続き面で市や関連機関から依頼があって、通訳を派遣することが多いが、内容

が十分わからないと通訳はできない。自治体の窓口と通訳ボランティアの連携が必要。

市の施策の説明と言語を組み合せなければだめ。 

 

 



 

50 

 

■情報の即時性 

・ 臨時の給付金等、全住民に知らせる必要がある事業は、随時、案内等も多言語化対応

しているが、外国人向け以外の一般的な行政情報は、多言語化できていない（例 セ

ミナー情報等、市民を対象とするもの）。 

・ 多言語化に対応しているが、ポルトガル語、フィリピン語等は、ニーズが出てきてお

り、対応が必要かと思う。 

 

■やさしい日本語、指さしカードなどの工夫での対応 

・ ふりがなのルビを振ってあるのが一番助かる（ヒアリングに参加した外国人の方の意

見）。日本語を話せても読めない人は多い。ひらがななら何とかなる。 

・ 避難場所を示す矢印等の掲示について、せめてふりがなで表記したい。（多言語化が

無理でもひらがなで振り仮名をつけるなら、改めての作成が不要）。 

・ トリオフォンは対応が平日の昼間だけになりがち。そこで、指さしで対応できるカー

ド書類を用意して、救急時に対応できるようにしたい。（どこが痛いか等）。 

 

■医療通訳 

・ 医療通訳には対応していない（病院からの要請には対応していない）。外国人住民の

方から受付や検診等への通訳派遣依頼があった場合は対応している。医療通訳の場合、

検査結果を伝える、手術の後の解説等、ボランティアの方への精神的な負担が大きく

なりすぎ、そのフォローができない。 

 

■日本語教室 

・ 市内で開催されている日本語教室の連携を取りたい。 

・ 日本語教室の生徒さんからは、もっと日本語が上手になりたいとの熱意を感じる。無

料の日本語教室と本格的な日本語教室の中間的なレベルで、準公的な日本語教室（有

料だが格安で）があればいいと思う。 

・  

■相談会 

・ 相談会はいい案だと思うが、この日に行けるか？となると、常設の相談窓口での対応

の方がいいだろう。ただ、弁護士、社会保険労務士、行政書士、労働関連の専門家等

による専門相談であれば、相談会でいいと思う。 

 

②ニーズ把握 

■ニーズ把握が困難 

・ 相談事業等に取り組もうにも、まず、外国人住民のニーズを市が把握できていない。 

・ 相談事業を立ち上げるには、外国人住民のニーズの把握が最大の課題。 
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・ 国際交流協会はあるが、交流が中心で、どのように外国人住民向けの事業を展開すべ

きかについては、ニーズがまだ把握できていない。キーパーソン発掘、外国人が集ま

る場所を把握したい。 

・ 外国人の実態がわからない。集住しているのか、個別にお住まいなのか、どのような

暮らしなのか把握できていない。どのような暮らしで、どのようなニーズ、悩みがあ

るのかがわからないことが、行政側のジレンマになっている。 

・ ニーズが把握できていないのか、潜在的なニーズがくみとれていないのかがよくわか

らない。 

・ アンケートを実施してニーズを把握することもできるが、回答がない人に対してどう

ニーズを把握するのかは悩み。 

・ ニーズ把握や広報の促進のためにコミュニティのキーパーソンをつかもうと考え、課

題抽出に向けて、今年度、聴き取り調査等を予定している。 

 

■ニーズが少ない、わからない 

・ 年に数件しか現状では外国語対応が必要な相談はない。日本語の話せる外国人の友人

か、日本人と一緒に窓口を訪れる人が多いようだ。 

・ 市役所の窓口に英語を話せる職員がいたり、優しい日本語で対応しており、各課から

特に困っているという声は聴いていない。 

・ OFIX と連携した相談会について関心はあるが、まだ外国人住民の方のニーズが把握

でいていない。ニーズを数で把握したい。数で見せることができれば、予算獲得等も

動きやすい。（例 隣接市の国際交流協会に年間これだけの数の当市外国人住民から

の相談が行っているといった内容）。 

・ 現時点では窓口で職員が英語で対応する等しており、庁内的に大きな課題にはなって

いない。 

・ 地域のコミュニティの中で外国人がどのように生活されているのか、よくわかってい

ない。現在は各窓口での対応で大きな問題にはなっていない。 

・ 企画部門が国際交流を担当しており、直接、市民課等で外国人住民がどのように困っ

ているのかが把握できていない。 

・ 現時点で、庁内のあちこちから、外国人住民からこういう相談やニーズがあると一杯

出てくるほどではない。（未設置の市から複数ヒア、ニーズが出てこない段階では相

談窓口開設検討にはいたらない） 

・ ニーズに行政が気づいていないこともあるかもしれない。ただ、施策として取り組む

べきニーズがどれだけあって、本来、行政が関わるべき問題なのかの検討も必要だと

思う。外国人住民の方々が何らかのＳＯＳをきちんと出していただくことも重要。 
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③パートナー、キーパーソン発掘 

・ 国際交流協会がない市では、近隣市の取り組みを参考に、外国人住民のニーズの把握、

ニーズ把握に向けた顔の見える関係づくりから取り組まざるを得ない。 

・ 広域での協力関係があると助かる（相談、少数言語の通訳派遣等）。 

・ 地域に集住するベトナム人の会の副会長に、外国人市民会議にも入ってもらっている。

キーパーソンがいると口コミで事業も伝わりやすい（同国人が集住している場合、外

国人の経営する店等に集まるなど）。 

・ 以前から外国人住民の課題に取り組む団体があり、外国人住民のニーズ把握ができた。

市単独で何もかもは無理。市単独より、良いパートナーを見つける方がいい。 

・ 国際交流協会の存在は大きく、ほぼ依頼して実施。 

・ 府内のフィリピン女性の交流会的なネットワークがあるようで、その中心的な人が市

内に在住している。そういうキーパーソンを把握して情報を伝えたい。 

・ どこにどういった内容で困っている外国人の方がいるのか、まずはニーズをキーパー

ソンから把握していきたい。通訳ボランティアに登録してもらっている外国人の方を

キーパーソンに、どういったことが必要かをヒアリングしていきたい。 

・ ニーズ把握や広報の促進のためにも、今年度、コミュニティのキーパーソンをつかみ

たいと考え、外国人コミュニティのキーパーソンへのヒアリングを予定している。た

だ、時間的・経済的余裕がある人でないと対応してもらえないのではないかとの懸念

もある。 

・ 相談員はいろいろな相談に対応して、この相談はこちらへと対応できるが、ソーシャ

ルワーカー的な動きまではできていないし、特定分野の専門家ではない。弁護士、行

政書士等の専門家とのつながりをもっと持っていきたい。 

 

④対応人材、人材活用等 

・ 相談対応者は５年、５年以上の経験があり、経験を積み重ねて、初期相談に対応して

これならここと対応できるようになってきた。窓口に同行した場合は、各窓口の対応

者と通訳が合わせて対応している。 

・ 生活ガイドブックは、編集会議をボランティアグループでつくり、ゼロから皆で考え

てつくった。ボランティア講師養成講座の受講生等を中心に、編集に参加してくれる

人を募集し、チームをつくって作成した。 

・ 語学レベル、人柄、急な要請でも対応できるかどうかを含めて、通訳を派遣する側が

把握していないと責任を持って派遣できない。ただ、その人頼みになる面もある。 

・ たまたま英語、スペイン語ができた人がボランティア・コーディネータとして非常勤

で勤務していたため、外国人への対応もしてくれていた。公民館で日本語教室を実施

しており、外国人住民へのルートはあるが、特定の人に頼ってきた経緯があり、通訳

ボランティアも登録を更新したところ。その人が辞めて、外国人からの相談がとたん
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になくなった。 

・ ボランティアは無償だが、責任感やモチベーションの面でどうかと思う面がある。研

修もし、有償にするなどして事業を充実させるために、まずは登録情報の更新を進め

ているところ。 

・ ボランティアはよくやっていただいているが、さらなる質の向上に努めていきたい。

こういう動きをしてほしいというところを埋めていかないと、質が向上していかない。 

・ ボランティアの登録が４０～５０人あるが、活動の場面がなかなかつくれていない。 

・ 多文化共生と国際交流を担当（１名で）。なかなか事業を進められない。 

・ 市民活動と外国人担当を同じ課で担当。ボランティアと通訳ボランティアを一つの課

で扱える。 

・ 交流協会（相談事業を市から委託）の職員の中に外国人市民がいることの意味は大き

い。違った視点で事業の企画をみることができる。 

・ 中国人住民の人が相談員を担当しているため、母語で相談できるとして多くの相談が

寄せられている。一方で事務も担当しているため、相談に十分に時間がさけていない

こともある。 

 

⑤広報 

・ 国際交流協会で相談できることを知らなくて、日本語が学びたいと協会に来て相談が

あると気づいた人もいる。 

・ 行政情報をどう届けるかは課題。国際交流協会がない市では外国人住民へのルートが

不足。通訳派遣も、周知がないと利用が少ない。 

・ 外国人住民への広報をどのように進めればいいか、手詰まり感がある。 

・ 広報はなかなかできていない。市のＨＰで英語のページもあるが、特別の広報ができ

ていない。 

・ 市報での相談事業の広報は、多言語ではない。市報から必要そうな情報を抜粋し、相

談担当機関から、日本語と英語でニュースレターとして２か月に１回、発信している。

ただ、この場所でこういう相談事業を実施していることを外国人のキーパーソン（通

訳ボランティアの方等）を通じて、広報していきたい。 

・ 集住していそうなエリアが少し把握できてきたため、研修生や工場で働いている人等

へのアプローチも進めていきたい。 

・ 今後、外国人住民の方向けに相談事業、防災、生活に必要な情報についての初動的な

情報を簡潔にまとめた多言語パンフレットの作成を進める予定。こういうことなら、

こちらの窓口へという内容で、防災マップに合わせて日・英語・中国語での作成を予

定している。 

・ 広報は今のままで十分か、よくわからないまま、何かいい方策がないかいろいろ検討

中。 
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・ 市役所の中に外国人相談窓口があるので、本庁内での連携は取れるようになっている。

出張所にも生活ガイドブック等の多言語化資料を送ってはいるが、対応がどうなって

いるかは把握できていない。出張所等で実は困っていたり、対応できていないことも

あるかもしれない。 

・ 防災マップや生活ガイド等の多言語資料は印刷で制作すると、更新がなかなかできな

いという悩みがある。 

 

⑥学校現場への対応 

・ 学校教育の現場で、教師が外国にルーツをもつ子ども達への理解が少ない場合は、対

応が十分できていない。 

・ 生活言語と学習言語は異なる。話せても、日本語の習得レベルが学習には不十分なこ

とが多い。小学校低学年くらいだと習得は早いがそれ以上だと困難なことも多い。 

・ 教育委員会で日本語支援が必要な子ども達のための、通訳者のリストを有して支援し

ている。言語が多岐にわたるため、対応できない言語については学校あら国際交流協

会に問い合わせがあったりすることもある。 

・ 学校の先生のＯＢが中心になり、国際理解教育研究会とジョイント・プログラムで学

校現場の通訳を探すことや学習支援で協力している。現役の時に外国にルーツを持つ

子ども達の担任をしたことがあるような先生は問題意識がある。 

・ 教育委員会では複数の市で連携して、外国にルーツを持つ子ども達の学習支援（高校

進学支援）を半年かけて実施するようだ。 

・ 転入の時、学校のしくみ、学習支援等、学校の現場での対応は非常に重要なテーマに

なっている。 

・ 国際交流センターでは、夏休みの学習支援を行っている。 

・ 外国にルーツを持つ子どもへの教育サポーターは教育委員会から派遣されている。 

・ 外国にルーツを持つ子どもたちは、母国語ができ、日本語ができと支援できれば、日

本のグローバル化を支える重要な人材のはず。日本語とともに母国語の教育支援も本

当は必要ではないか。 

・ 児童への支援は、教育委員会で通訳派遣が別途行われている。 

 

⑦施策を支える指針等が必要 

・ 多文化共生指針をつくられた市ではどのようなプロセスで、外国人住民のどのような

参画を得て策定したか知りたい。 

・ 多文化共生の指針や人権プランで明記されているため、資料等は多言語対応している。 

［指針の策定例］ 

・ 市役所が事務局になり、２年かけて外国人による市民検討会議での検討を行い、検討

結果を踏まえて報告書を出した。その後、指針を策定。司書の取り組みからは７年後
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に指針が策定されている。外国人住民も検討会議に参加、意識調査も実施。 

・ 国際化施策に関する懇話会の提言や市民団体から、外国人向けの総合的な案内・相談

窓口の設置の必要性が指摘されていたことなどを背景に、国際化施策推進基本方針の

重点施策（行政の国際化の取組み）として位置付け、外国人市民への行政サービスの

向上を図るため、平成 12 年 10 月、窓口を開設。 

・ 最初は市が依頼した委員だったり、各団体が推薦してくれる委員だったが、国際化施

策基本方針の検討にあたっては、市民公募で委員を募集した。 

［窓口設置について］ 

・ 人権推進に関するプランの中で、外国人を含めた総合的窓口設置をうたっているため、

設置を進めていく必要があるが、人権と国際の担当の縦割りの中で、検討が進んでい

ない。 

・ 現状では各課の窓口対応で問題が出てきているわけではない。ニーズが高まってくれ

ば、外国人生活相談窓口を検討することになるだろう。ただ、常設でとなるとコスト

パフォーマンス的にどうかという点があり、ボランティアの協力を得ることが必要。 

・ 国際協会がないため、現在は企画部門で担当。一方、ＮＰＯやボランティアは別の課

が担当しており、外国人をサポートするボランティア活動の企画が進めにくい面があ

る。窓口で本当に困っている人のニーズが把握できていない。 

 

⑧予算確保、優先度の判断 

・ 庁内で「外国人の相談が多くて困っている」という声が出てくるわけではなく、予算

の獲得面でプライオリティが低い。バックグラウンドとなる統計、指針等があればい

いが、そうでなければ、外国人相談に新たに予算をというのは難しい。 

・ WHO の「Safe Community」都市について、松原市が認証を受けられた。今後、Ｓ

Ｃを意識すると安心安全に関連する取り組みを重視することになるが、その中で当然、

外国人住民の方も対象になる。 

・ 多文化共生は市で取り組むべき課題と認識されており、庁内でも意識は高い。 

・ 事業効果の指標は、今のところ、相談件数で測っている。 

・ 相談窓口は常設となると労力が大きいのではないか。生活相談員となると、通訳だけ

でなく、幅広い知識が必要であり、体制がとれるか懸念がある。 

・ 相談件数があまり多くないと、曜日を決めた相談員対応でなく、完全予約制での対応

でいいのではないかとの指摘を受ける。 

 

⑨連携による取り組み 

・ 各市で共通の手続きや内容があるはずで、その翻訳文を共通で使えたら、各市での翻

訳料が少なくて済むはず。OFIX の生活必携の内容を使っていいのは知らなかったの

で、ぜひ活用したい。 
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・ 社会福祉協議会は、地域の自治会長さん等とつながりがある。相談に来られていない

が、本当に地域で困っておられる方を把握し、相談窓口について知ってもらうために

は、いろいろなルートが必要。 

・ 市内で開催されている日本語教室の連携が図りたい。 

・ 国際理解の講師等、近隣の市と連携していい講師がいれば相互にネットワークして紹

介できないかと思う。 

・ 他市と連携して事業を展開する場合、交流協会が窓口だとそれぞれの法人の目的が異

なることがあるので、連携できるところが限定的になるかもしれない。 

・ ＯＦＩＸの事業で、市が連携して活用することができる制度の一覧表的なものがある

ととても助かる。 

・ 窓口での手続きの中には、共通した書式もあると思う。その記入例等は、ＯＦＩＸの

ようなところで作成してもらった方がいいのではないか？ 

・ 広域での通訳の派遣等も一緒にできることがあるのではないか。 

・ 新規事業の企画にあたって、地方都市や東京都の区レベルで、外国人集住地域のある

都市の例を参考にさせてもらうことがある。就学前のプレスクールはそういう都市で

外国人住民の子弟が多い指定校での取り組みを参考にさせてもらった。ただ、その通

りでなく、それを自分たちの市ではどう取り組めるか、カスタマイズした上での取り

組みが重要だと思う。 
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２．他府県の事例調査 

 

 本調査では、今後の大阪府内における外国人相談窓口事業の参考とするために、外国人

住民が多い府県市での窓口対応状況について文献調査を実施するとともに、東日本大震災

時における宮城県・仙台市での災害時多言語支援センターでの対応状況や、経験を踏まえ

た現在の取り組み状況についてヒアリングを実施し、以下のとおり整理した。 

 

２－１ 外国人居住が多い都府県における外国人相談の実施状況調査 

＜取り上げた府県＞（文献調査） 

  事例１ 神奈川県「外国人居住支援システム」 

  事例２ 神奈川県「医療通訳派遣システム事業」 

  事例３ 愛知県「医療通訳システム」 

  事例４ 愛知県「多文化ソーシャルワーカー」の養成・活用事業 

事例５ 東京都外国人相談窓口 

事例６ 東京都内の区市町村の外国人相談窓口における対応言語 

事例７ 兵庫県外国人相談 

 

２－２ 災害時多言語支援センターに関する事例調査 

＜取り上げた府県＞（ヒアリング調査、文献調査） 

事例１ 仙台市／公益財団法人仙台国際交流協会 

事例２ 宮城県／公益財団法人宮城国際化協会 

事例３ 横浜市／公益財団法人横浜市国際交流協会 

事例４ 兵庫県／公益財団法人兵庫県国際交流協会 

事例５ 神戸市／公益財団法人神戸国際協力交流センター 

 

 ２－３ 災害時多言語支援センターにみる教訓
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２－１ 外国人居住が多い都府県における外国人相談の実施状況調査 

 

事例１ 神奈川県「外国人居住支援システム」 

テーマ 外国人居住支援システム 

実施主体 神奈川県 県民局 くらし県民部 国際課 

内容 

外国人の方が言葉の壁等により住まい探しが難しいことに対応するため、関係機関の協

力を得て、賃貸住宅の仲介を行う不動産店の紹介や入居後のトラブル相談、通訳ボラン

ティアの派遣等を行うことにより、外国人の方の住まい問題の解決を図る。 

【かながわ外国人すまいサポートセンター】（住まい等に関する相談） 

・外国人の方に、賃貸住宅の仲介を行う登録不動産店（外国人すまいサポート店）の紹  

介、入居後のトラブル相談、通訳ボランティアの派遣などを行う。 

【外国人すまいサポート店】 

・外国人の方に積極的に賃貸住宅の仲介を行う不動産店を「外国人すまいサポート店」 

として登録する。この趣旨に賛同した、不動産業者（社団法人神奈川県宅地建物取引

業協会、社団法人全日本不動産協会神奈川県本部及び日本賃貸住宅管理業協会神

奈川県支部のいずれかの団体に所属）が県に申込み・登録を行う。 

○問合せ先 

横浜市中区常磐町 1‐7 横浜 YMCA2 階 

TEL：045-228-1752 

背景、 

体制、 

予算等 

外国籍県民の住宅問題における支障を解消し、共に生きる地域社会づくりを推進する観

点から、不動産業界団体、民族団体、各地域の国際交流協会、YMCA、かながわ外国人

すまいサポートセンター、行政（神奈川県、横浜市、川崎市）の関連セクションが、外国人

居住支援ネットワークを設置。任意団体の｢かながわ外国人すまいサポートセンター｣で

は多言語による相談窓口を運営。 

・予算額：3,862 千円（平成 16 年度、NPO：3,562 千円、県国際課：300 千円） 

・平成 12 年度に関係団体により外国人居住支援システムの構築に向けて検討を開始。 

・平成 13 年 4 月、多言語で外国籍県民の住まい探しをサポートする任意団体の「かなが

わ外国人すまいサポートセンター」が発足し、運営が開始された。 

〔実施状況〕 

■外国人居住支援ネットワークの設置 

・不動産業界団体、民族団体、各地域の国際交流協会、YMCA、かながわ外国人すまい

サポートセンター、行政（神奈川県、横浜市、川崎市）の関連セクションが、ネットワーク

組織をつくり、広報、PR活動の協力、相談窓口の連携、スタッフ・通訳ボランティアの

研修など各種居住支援事業を進めている。事務局は県国際課。 
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事例１（続き） 

テーマ 外国人居住支援システム 

実施主体 神奈川県 県民局 くらし県民部 国際課 

背景、 

体制、 

予算等 

■「かながわ外国人すまいサポートセンター」の運営 

・センターの運営は、自主的なボランティアスタッフが行い、経費についても、センター設

立趣旨に賛同する、個人・団体会員の会費、寄付等によってまかなわれている。 

15 年度相談実績：646 件 

16 年度予算：3,862 千円（NPO：3,562 千円、県国際課：300 千円） 

〔成果〕 

・神奈川県内に在住または在住を希望する外国人に対して、賃貸住宅入居から退去時

にあたっての各種相談・支援事業を行うことにより信頼と実績を得ており、15 年度相談

件数は 646 件に上っている。 

出典：http://www.clair.or.jp/e/multiculture/tagengo/pdf_report/03-08.pdf 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530/ 

 

 

事例２ 神奈川県「医療通訳派遣システム事業」 

テーマ 医療通訳派遣システム事業 

実施主体 神奈川県 県民局 くらし県民部 国際課 

内容 

神奈川県と県内市町村とは、神奈川県医師会、神奈川県病院協会、神奈川県歯科医師

会及び神奈川県薬剤師会の協力のもと、特定非営利活動法人多言語社会リソースかな

がわ（MICかながわ）と協働して、県内の 35 の協定医療機関からの派遣依頼を受けて、

コーディネータが調整の上、医療通訳ボランティアを派遣するシステムを運営している。 

○対応言語： 中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語、ポルトガル語、スペイン語、英語、タイ

語、ベトナム語、ラオス語及びカンボジア語（10 言語） 

○費用： 通訳派遣経費は 1 件 3 時間あたり 3 千円（病院によっては一部の負担の場合

もある） 

○問合せ先： 各医療機関の医療相談窓口（日本語可能） 

URL http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f3530/ 
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事例３ 愛知県「医療通訳システム」 

テーマ あいち医療通訳システム 

実施主体 あいち医療通訳システム推進協議会（愛知県が医師会他の協力を得て主導） 

内容 

愛知県は、外国人県民が安心して医療を受けられる環境を整備するため、平成 22 年

度、医療関係団体・県内大学等（注）の協力を得て、「あいち医療通訳システム」の案を

策定。  

平成 23 年度には、このシステム案を県内各地の病院等の協力により、10 月から 3 月ま

での間、試行的に運用。平成 24 年 2 月には「あいち医療通訳システム推進協議会」が

設立され、平成 24 年 4 月 1日より本格運用が開始された。 

「あいち医療通訳システム」は、通訳派遣と電話通訳等により、外国人県民と医療機関と

の言葉の壁を取り除くことを目的としたシステム。 

 

このシステムの内容は、 

①医療通訳者の派遣【県内大学の協力を得て養成した一定レベル以上の知識やスキル

を持った通訳で、英語・中国語・ポルトガル語・スペイン語・フィリピン語に対応】、 

②電話通訳【24 時間 365 日対応で、①の 5 言語とハングルも可】、 

③紹介状等の翻訳業務、 

④多言語問診票などの外国人対応マニュアル【無料で利用可能】 から構成。 

（注）「あいち医療通訳システム」は、(公社)愛知県医師会、(一社)愛知県病院協会、(一

社)愛知県歯科医師会、 (一社)愛知県薬剤師会、（公社）愛知県看護協会、愛知県立大

学、名古屋外国語大学、愛知大学、 名古屋学院大学、県内市町村の協力を得て進め

ている。 

○問合せ先  

 【システムの利用について】  

 あいち医療通訳システム運営事務局  

 TEL：050-5814-7263  FAX：0120-961-242  

 E メール：jimukyoku@aichi-iryou-tsuyaku-system.com 

【システム全体について】  

 あいち医療通訳システム推進協議会事務局 

 （愛知県地域振興部国際課多文化共生推進室）  

 TEL：052-954-6138 FAX：052-951-2590 

 E メール：tabunka@pref.aichi.lg.jp  

 住所：〒460-8501 名古屋市中区三の丸 3-1-2 

URL http://www.aichi-iryou-tsuyaku-system.com/ 
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事例４ 愛知県「多文化ソーシャルワーカー」の養成・活用事業 

テーマ 「多文化ソーシャルワーカー」の養成・活用事業 

実施主体 愛知県 

内容 

愛知県では、在住外国人の定住化が進み、抱える問題も教育、労働、医療、社会保障な

ど多様化・複雑化するなか、従来の多言語による情報提供にとどまらず、相談者本人だ

けでなく関係する第三者などにも働きかけ、継続的に支援を行う「多文化ソーシャルワー

カー」の養成・活用事業を、平成 18 年度から全国に先駆けて財団法人愛知県国際交流

協会に委託して実践。 

(公財)愛知県国際交流協会では、平成 16 年度から「多文化共生理解講座」を実施（16

年度は県委託事業、17 年度からは自主事業）。 

このような中、外国人県民の永住化の進展に伴い、幅広い問題に対応できる専門的な

支援体制が求められていることから、平成 18 年度に全国に先駆けて、多文化ソーシャ

ルワーカーの養成に取り組んだ。養成講座の開催にあたっては、有識者などによる「多

文化ソーシャルワーカー養成検討委員会」を設置し、カリキュラムを作成。2011 年度まで

の５年間で 108 人を養成するとともに、愛知県多文化共生センターに多文化ソーシャル

ワーカーを配置。多文化共生センターを拠点に、市町村などとも連携･協力しながら、外

国人県民の支援にあたっている。 

【多文化ソーシャルワーカー ガイドブック】 

自治体などの行政機関、国際交流協会、外国人支援団体など多文化共生関係者におけ

る多文化ソーシャルワーカーの認知度向上と普及促進を図るため、これまでの取り組み

をとりまとめたガイドブックを作成。 

＊平成 18 年度 全国に先駆けて多文化ソーシャルワーカー養成講座を開始 

＊平成 19 年度 養成講座修了者を活用して外国人支援事業を開始 

（ガイドブックの内容） 

○多文化ソーシャルワーカーが必要とされる背景 

○多文化ソーシャルワーカーの定義 

○外国人相談窓口の相談員との違い 

○多文化ソーシャルワーカーによる支援方法、支援事例、支援実績 

○連携機関及び連携内容 

○多文化ソーシャルワーカー養成講座   など 

（配布先） 

○県内市町村・国際交流協会など行政機関 

○外国人支援団体 

○多文化ソーシャルワーカー養成講座修了者 など 
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事例４（続き） 

テーマ 「多文化ソーシャルワーカー」の養成・活用事業 

実施主体 愛知県 

 

多文化ソーシャルワーカーの定義 

多文化ソーシャルワーカーとは、外国人が自国の文化と異なる環境で生活する 

ことにより生じる心理的・社会的問題に対して、ソーシャルワークの専門性を生 

かし、相談から解決まで継続して支援する人材のことを言う。  

外国人相談窓口の相談員との違い 

外国人相談窓口の相談員は、相談者本人が問題解決を図れるよう情報提供を行 

うのに対して、多文化ソーシャルワーカーは、専門知識や技術を活用し、相談者 

本人だけでなく、その人を取り巻く家族、コミュニティー、行政機関などにも働 

きかけ、適切な制度やサービスが利用できるよう個別支援を行う。 

外国人相談窓口の相談員との違い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○問合せ先  

愛知県 地域振興部 国際課 多文化共生推進室 

ダイヤルイン：052-954-6138 

E-mail：tabunka@pref.aichi.lg.jp 

URL http://www.pref.aichi.jp/0000038742.html 

 

 

  

mailto:tabunka@pref.aichi.lg.jp
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事例５ 東京都外国人相談窓口（東京都総務局のウエブサイト掲載の内容） 

 

○都政や日常生活、入国関係、婚姻・国籍、仕事等の相談・問い合わせ 

  

外国人相談（英語）  

新宿区西新宿 2-8-1 

第一本庁舎 3F南側 

03-5320-

7744 

平日 月～金 

9:30～12:00 

13:00～17:00 

外国人相談（中国語）  

新宿区西新宿 2-8-1 

第一本庁舎 3F南側 

03-5320-

7766 

平日 火・金 

9:30～12:00 

13:00～17:00 

外国人相談（ハングル）  

新宿区西新宿 2-8-1 

第一本庁舎 3F南側 

03-5320-

7700 

平日 水 

9:30～12:00 

13:00～17:00 

○外国語による医療情報提供 

  
東京都保健医療情報セ

ンターひまわり 

新宿区歌舞伎町 2-

44-1 

03-5285-

8181 

毎日 9:00～20:00 

英語、中国語、ハングル、タイ語、ス

ペイン語 

○外国人からの困りごとの相談 

  
外国人困りごと相談コ

ーナー 

千代田区霞が関 2-

1-1 

警視庁内 

03-3503-

8484 

8:30～17:15 

(土、日、祝日を除く) 

○外国人に関する人権相談 

  
外国人のための人権相

談所 

千代田区九段南 1-

1-15 

九段第 2 合同庁舎 

東京法務局人権擁

護部内 

03-5213-

1372 

英語、独語 火、木 

13:30～16:00 

中国語 月 

13:30～16:00 

 

この他に、「東京都消費生活総合センター」に８おける外国人向けの消費相談もある。 

【実施主体】東京都消費生活総合センター 

品物を買ったり契約したりしたときのトラブルなど（片言の日本語ができる、または日本

語を話せる人がそばにいる方。予約の日は外国語で相談できる）。 

○対応言語： 英語、中国語、韓国語 

 

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/index.htm
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/index.htm
http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/sodan/index.htm


 

64 

 

事例６ 東京都内の区市町村の外国人相談窓口における対応言語 

（東京都国際交流委員会ウェブサイト掲載の内容） 

 

○区市町村の相談窓口（区部） 

区 相談言語 電話番号 

中央区 英語 03-3546-5645 

港区 英語 03-3578-2046 

新宿区 英語 03-5272-5060 

中国語 03-5272-5070 

韓国・朝鮮語 03-5272-5080 

しんじゅく多文化共

生プラザ（新宿区） 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、タイ語、

ミャンマー語、ネパール語 

03-5291-5171 

文京区 英語、中国語 03-5803-1200 

台東区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-5246-1025 

墨田区 英語、中国語 03-5608-1616 

江東区 英語、中国語 03-3647-2364 

品川区 英語、中国語 03-5742-6842 

目黒区 英語 03-5722-9187 

中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語 03-5722-9194 

世田谷区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-5432-2892 

渋谷区 英語 03-3463-1211（2457） 

杉並区 英語、中国語 03-3312-2111 

豊島区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-3981-4164 

北区 英語、中国語 03-3908-1101（要予約） 

荒川区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-3802-3798 

練馬区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-5984-4333 

足立区 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-3880-5177（予約優先） 

葛飾区 英語、中国語 03-5654-8617 

江戸川区 英語、中国語 03-5662-7684 
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○区市町村の相談窓口（市部） 

市 相談言語 電話番号 

たちかわ多文化共生

センター（立川市） 

英語、中国語、ポルトガル語 042-527-0310 

府中市（市内在住・在

勤・在学。来庁者の

み） 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン

語、ポルトガル語、フランス語、タイ語、

ロシア語、イタリア語 

042-366-1711 

（予約電話・通訳が必要な

場合は要予約） 

小金井市 英語、中国語、韓国・朝鮮語 042-387-9818 

東村山市 英語、中国語、韓国・朝鮮語 042-393-5111（代） 

国立市 英語、韓国・朝鮮語 042-576-2111(178) 

狛江市 英語 03-3430-1111（代） 

中国語、韓国・朝鮮語 03-3430-1111（代） 

（内線 2454） 

東大和市（市内在住

のみ） 

英語 042-563-2111（1413） 

羽村市（来庁者のみ） 韓国・朝鮮語、スペイン語 042-555-1111 

（内線 192・要予約） 

西東京市（西東京市

多文化共生センタ

ー） 

日本語 042-461-0381 

(英語、中国語、韓国・朝鮮語 応相談) 

 

○国際交流協会の相談窓口 

団体 相談言語 電話番号 

一般財団法人 港区

国際交流協会 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン

語、フランス語 

03-6440-0233 

公益財団法人 目黒

区国際交流協会 

英語 03-5722-9187 

中国語、韓国・朝鮮語、タガログ語 03-5722-9194 

中野区国際交流協会 やさしい日本語 03-5342-9169 

杉並区交流協会 英語、中国語、韓国・朝鮮語 03-3312-2111（内線 1129） 

八王子国際協会 英語、中国語、韓国・朝鮮語、英語、韓

国・朝鮮語、スペイン語、ポルトガル語 

042-642-7091（通訳が必要

な場合は要連絡） 

公益財団法人 武蔵

野市国際交流協会 

英語、スペイン語、中国語、ロシア語、

ノルウェー語、ドイツ語、タミル語、ヒ

ンディ語、専門家相談（14言語）※ 

0422-56-2922 

※英語、中国語、韓国・朝鮮語、タイ語、アラビア語、ヒンディ語、タミル語、スペイン語、

ドイツ語、ロシア語、ノルウェー語、インドネシア語、フィリピン語、フランス語 
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○国際交流協会の相談窓口（続き） 

団体 相談言語 電話番号 

公益財団法人 三鷹

国際交流協会 

英語 0422-43-7812 

調布市国際交流協会 英語、中国語 042-441-6195 

一般財団法人 町田

市文化、国際交流財

団 町田国際交流セ

ンター 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、ドイツ語、

スペイン語、フランス語、タイ語 

042-722-4260 

小平市国際交流協会 英語、中国語、韓国・朝鮮語 042-342-4488（対応言語は

日によって違うので要確

認） 

日野市国際交流協会 英語、中国語、韓国・朝鮮語、スペイン

語 

042-586-9511 

国分寺市国際協会 やさしい日本語、英語 042-325-3661 

多摩市国際交流セン

ター 

英語、中国語、韓国・朝鮮語、タガログ

語 

042-355-2118 
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事例７ 兵庫県外国人相談 

（兵庫県ウェブサイト掲載の内容、担当：産業労働部国際局国際交流課） 

 →インフォメーションセンターについては公益財団法人兵庫県国際交流協会のウェ

ブサイトにつながる形となっている。 

 

○外国人県民インフォメーションセンター 

・外国人の方が安心して過ごせるよう、暮らしの中で困ったことや知りたいことのアドバイス

や情報の提供を行うため、兵庫県国際交流協会では、外国人県民インフォメーションセンタ

ーを設置し、相談員が５言語（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語・やさしい日本

語）による生活相談を行っています。 

・また、弁護士による法律相談も実施しています。※来訪のみ 

※法律相談は予約制です。担当言語の相談員に内容を相談の上、金曜日の午前中までに、予

約をお願いします。  

TEL 078-382-2052 

※外国人県民インフォメーションセンターのリーフレット（4ヶ国語対応）のダウンロード可

能 

 

対応言語 日本語・英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語 

相談日時 

生活相談 月曜～金曜 9:00～17:00 

法律相談 月曜 13:00～15:00（要予約） 

 ４言語による、県政・生活情報をＦＭ放送を通じ提供しています。 

 

○ＦＭ放送による県政・生活情報 

■ FM CO-CO-LO(76.5MHzFM COCOLO) 

番組名 日時 言語 

HYOGO Prefecture Information 第１・３火曜日 20:40 中国語 

HYOGO Prefecture Information 第１・３水曜日 20:40 英語 

HYOGO Prefecture Information 第１・３木曜日 20:40 スペイン語 

HYOGO Prefecture Information 第１・３金曜日 20:40 ポルトガル語 

 

※公益財団法人兵庫県国際交流協会サイトで入手可能な兵庫県内の外国人相談 

窓口一覧は次ページ 

http://cocolo.jp/
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○兵庫県内の外国人相談窓口の一覧（2010年12月現在） 
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出典：公益財団法人兵庫県国際交流協会ＨＰ内「在住外国人のための多言語生活ガイド」 

http://www.hyogo-ip.or.jp/livingguide/soudan/soudan-jp.pdf   
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２－２ 災害時多言語支援センターに関する事例調査 

 東日本大震災時における仙台市、宮城県の対応状況についてヒアリングを実施し、非常

時のスタッフ、ボランティアによる災害時多言語支援センター等の実態について把握する

とともに、他主要府県における災害時における対応の内容を把握した。 

 

【東日本大震災に関する事例調査から把握した重要ポイント】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①災害直後 －登録ボランティアへの連絡は取れない、直後は職員で対応要 

・電源がなければ固定電話・パソコン・プリンターが使えない。連絡は取れない。ボラン

ティア登録者リストの印刷もできない。 

・災害直後の現場にボランティアを派遣することはリスクが大きく、不可能。 

・このため、災害直後の混乱期は、職員による対応が基本。（ただし、入居する建物が甚

大な被害を受けた場合は、どこでセンターを立ち上げるかの想定が必要） 

・直後に有効なツールは携帯電話やラジオ。（電源確保または乾電池の備蓄※）※有効かの

確認要 

・情報は手書きで張り出し、スタッフ間で共有。 

・ボランティアに駆けつけてくれた外国人等は、その場でボランティアに登録。 

・多数の外国人が大使館のバス等で帰国や国内避難することを想定しつつ、平時から外国

人が自助できるよう、防災訓練等に参加を促進することが重要。 

 

 

 ②インフラ再開後 －事前準備と随時の対応の２通りが必要 

・避難所に出向き必要な支援を提供するためには、車・ガソリンが必要。（電車等の交通

インフラの再開状況にもよる） 

・支援センターの存在を周知するにあたっては、多言語でのポスター・カード等が必要で、

事前の準備が必要。（紙やカートリッジの補充交換は困難） 

・母語で被災について話し、不安を聞いてもらえることで、安心感が得られる外国人は多

い。 

・避難所で必要な会話の通訳・翻訳は、①共通するもの、②避難所の事情によって通訳・

翻訳が随時必要なものが異なり、事前準備と随時の対応が必要。 

 

 

 

 

 

③復興期 －災害時ボランティアの活躍の場面が増える 

・復興期は、海外専門機関の活動サポートや海外からのお見舞いの手紙の翻訳や、寄付・

寄贈への礼状等、多様な通訳・翻訳ニーズが出てくるため、ボランティアの活躍の場面

が拡大。 

・インフラ再開やリスク低下により、現場へのボランティア派遣も徐々に拡大と想定。各

地からの要請に応じて派遣。 

 

 

 



 

71 

 

２－３ 災害時多言語支援センター事例にみる必要な対応等 

 これらの事例調査のうち、各市で関心が高まっている災害時多言語支援センターについ

て、ヒアリング調査結果から、以下の対応が必要であることが把握できた。震災のみならず、

津波、台風時の浸水被害、暴風被害等についても同様の対応が必要と考えられる。 

 

①事前 

 災害発生時に速やかに災害時多言語支援センター（以下、支援センター）の立ち上げが

可能なように、事前に関係機関の間での協定の締結、連絡体制を含む立ち上げに関する規

定が必要である。震度や浸水被害がどの程度以上であれば、支援センターを直ちに立ち上

げるという最初の規定があれば、当初の時間的なロスがなく、速やかな立ち上げが可能で

ある。 

 

②立ち上げ期 

 災害発生の時間帯にもよるが、災害発生時に協定等で指定された部署やセンター等に

勤務中の職員が、第一義的に災害時多言語支援センターの立ち上げを行うことが望まし

い。災害時に携帯電話等の通信手段がどの程度機能するかは予測がつかないため、立ち上

げの判断を誰が行うかの責任者を定めておいても、災害発生直後には連絡がつかないこ

とが予想されるためである。 

 支援センター立ち上げ期に最低限必要になる機器や資料としては、以下のものが想定

される。 

 

 ○支援センター立ち上げ期に必要な機器・資料等の想定例 

・連絡体制、連絡先が示されている簡潔な資料（パウチ等による防水が望ましい） 

・非常用電源が確保可能な場所の把握、連絡先等の資料（同上に掲載） 

・警察等の行方不明者担当の連絡先リスト 

・総領事館、大使館等の連絡先リスト（自国民の救援バス等が来ることを想定） 

・緊急時の担当者連絡先リスト 

・登録ボランティアや、近畿圏の支援機関等の連絡リスト 

・無線電話（整備が可能であれば） 

・ラジオ、乾電池 

・乾電池等を使った携帯電話の充電機器と乾電池（乾電池は長寿命のものが望ましく、

定期的な更新も必要） 

・災害時多言語支援センターの設置場所であることを示す標識（紙で表示でも可） 

・最低限の非常食、水 

・最小限の寝袋や毛布、タオル、段ボール等の簡易宿泊セット 

・災害用簡易トイレ 
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・ホワイトボード（情報伝達用） 

 

③初動期 

 支援センターを立ち上げた後、情報通信インフラ等復活に伴い、徐々に支援センターと

しての活動を進めていく初動期の段階では、最低限必要になる機器や資料としては、以下

のものが想定される。ただし、交通インフラは十分でなく、余震等のリスクもある時期と

考えられ、活動は職員中心になると想定される。一方、登録ボランティアとメールやＦＡ

Ｘでの連絡が取れ、本人が被災していない場合は、登録ボランティアによる掲示物等にか

かる翻訳等も着手可能な時期でもある。 

 

 ○支援センター初動期に必要な機器・資料等の想定例 

・避難所巡回に必要な車の確保（車のレンタル会社に事前の協定等が必要） 

・避難所等で掲示可能なポスターやチラシ等の配布資料（事前の作成準備と、現場で必

要とされる内容への柔軟な対応の双方が必要） 

・外国人キーパーソンによるラジオ出演等による母国語での呼びかけ 

・職員による避難所での母国語での傾聴（母国語で不安や被災時の恐怖等を話せるだけ

でも安心感につながると考えられるため） 

・領事館、大使館等との連絡に基づく救援バス等の受け入れを知らせるための広報手段 

 （キーパーソンへの直接の連絡、ネット、ラジオ等を想定） 

・避難所で活用可能な指差しカード、やさしい日本語の想定会話、掲示用文言 

 （毛布や食品、医薬品、乳幼児等の必要物資の確保に関わるもの、身体の不調に関わ

るもの等に限定） 

 

④生活復興期 

電力、交通インフラの復活に伴い、生活復興に向けて支援センターとしての活動を展開

していく復興期の段階では、登録ボランティアの協力を得た翻訳資料の作成等が進む時

期と想定される。個別に各市で必要となる資料は登録ボランティアによる翻訳、共通して

使える国や大阪府からの行政情報の翻訳は職員による対応等が想定される。 

 

 ○生活復興期に必要な機器・資料等の想定例 

・外国政府や海外メディアへの対応（専門通訳を手配） 

・各市での翻訳が必要な資料等の受け入れ 

・同上の登録ボランティアによる翻訳資料の作成（各市からの要請に応じて） 

・生活復興に役立つ行政情報の翻訳資料の提供（国、府の資料で共通して使えるものの

資料を作成、翻訳、情報提供） 
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・職員と登録ボランティアによる避難所での母国語での傾聴（余震等のリスクが低減し

た時期と考えられ、登録ボランティアの現地派遣も可能な段階と想定） 
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３．今後の取組みの方向性検討 

 

 これまでのアンケート調査結果、ヒアリング調査結果、事例調査結果、及び「大阪府外

国人相談連絡検討会」での議論を踏まえた上で、共通する関心の高い新しいテーマとして

「防災、災害時対策」を取り上げながら、今後の大阪府内における外国人相談窓口事業の

取り組みについて、以下に課題を整理するとともに方向性、事業展開の案をとりまとめ

た。 

 今後の実現に向けては、大阪府、OFIX、関係する市、その他関係機関との連携体制を

構築し、役割分担を明確化していく必要がある点について、検討を行った。 

 

３－１ 課題と取り組みの方向性について 

３－２ 事業展開（案） 

３－３ 実現に向けて必要な連携体制 
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①窓口の存在に関する周知が不十分 

・非対応言語では電話があっても対応できていない 

・窓口や日本語教室に来ている人はいいが、ほんと

うに支援が必要な人に情報が届いていない懸念が

ある 

②多言語での広報について 

・相談窓口広報は多言語で提供、印刷色調も国別に

工夫する例もみられた 

・広報内容と外国人の生活感覚のずれへの懸念 

・多言語化にも限界 

③体制 

・相談の振り分けができるコーディネータが必要 

・対応職員に外国人住民がいると母語相談が可能 

・相談の振り分け先の機関・窓口の情報をインデッ

クス化して対応という工夫例もある 

・専門的内容については弁護士等との連携必要 

・日本語教室ボランティアが生活ガイド作成に参画

例あり 

④キーパーソン、ＮＰＯとの連携 

・外国人につながるキーパーソンの発掘が鍵（外国

人コミュニティのリーダー、社会福祉協議会等） 

・外国人住民への聞き取りからニーズ把握したい 

・地域で活動するＮＰＯ等との連携が不可欠 

⑤予算 

・相談件数が少ないと、予算も厳しい 

⑥ＯＦＩＸ、他市との連携で可能な点 

・共通して使える翻訳文を共同利用してはどうか 

・国際理解教育等に関する講師情報の共有、稀少言

語での広域での通訳派遣等にもニーズあり 
 

 

①外国人のニーズ把握が不十分 
・相談対応ニーズの有無等、外国人住民の実態が把

握できていない。ニーズを数字で示したいが困難 
・ＯＦＩＸとの連携による相談会に関心はあるが、

ニーズがあるかまだわからない状況 

②外国人向け広報の困難さ 
・国際交流協会のない市では、外国人住民へのルー

トが限られ、情報が届きにくい 
・外国人住民への広報手法に手詰まり感がある 
・外国人住民向けの特別な広報はない（ＨＰは対応） 
・防災マップの作成にあわせて、住民登録のときに

渡せるようなキットを作成していきたい 

③体制 
・日本語のできる友人・知人と窓口を訪れる外国人

住民が多く、現状で大きな課題とはなっていない 
・庁内で外国語の得意な職員が対応（外国語対応可

能な職員の登録例や窓口英語の研修例も） 

④施策の裏づけが必要 
・多文化共生指針、人権政策などの裏づけがないと

外国人住民への対応について必要性を庁内で認識
されにくい 

⑤予算確保、優先度 
・緊急度・優先度の高いテーマではない市もある 
・新たな予算は困難、常設窓口ではない手法も検討 

⑥ＯＦＩＸ、他市との連携で可能な点 
・ＯＦＩＸと市が連携可能なメニューをわかりやす

く提示してほしい（例 一覧表等ですぐ選べるよ
うに） 

・窓口設置にあたっての相談員の確保や防災ガイド
に掲載すべき内容など、他都市の例を知りたい 

 

３－１ 課題と取り組みの方向性について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１ 外国人相談窓口設置済の市（取組、課題、工夫） 

 

２ 外国人相談窓口未設置の市（取組、課題、工夫） 

 

【共通：関心の高い新しいテーマ＝防災、災害時対策】 

・多言語版の防災ガイド、防災マップ、ハザードマップ等の作成 

・外国人住民のための防災訓練（多言語でサポート） 

・災害時ボランティアの運用、多言語支援センターの設置等について検討が進む 等 

 

 

 

 

《外国人住民の受入環境整備に向けた今後の基本方針と取り組みの方向性》 

 ■基本課題１ 大阪府内に蓄積されている人的リソース・工夫・知恵を共有し活かす 

■基本課題２ 各市の実情とニーズにあわせて外国人受入れ環境の整備をバックアップする 

■基本課題３ 共通する新しいテーマとして、「災害時の緊急対応策の検討・整備」に取り組む 

取組１ OFIX資源を活かした外国人相談対応の促進と情報共有 
    ・市との共催による１日相談窓口の拡充 ・ＯＦＩＸ共催事業のメニュー提示 等 

取組２ 先行モデル的事業についてのケーススタディ型研修 
    ・他市の先行例やモデル的事業例について現場で実例に学ぶケーススタディ型研修 等 

取組３ 災害時の緊急対応策の検討・整備 
    ・多言語支援センターの立ち上げ ・災害ボランティア育成 ・緊急用備品チェックリスト 等 

【各種情報をストックし各市のニーズに応じて提供する府域の共通基盤が必要】 
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３－２ 事業展開（案） 

 

 

事業案 1-① 市との共催による１日相談窓口の拡充とニーズに応じたテーマ検討 

○各市での１日相談会の開催促進 

（事業例）  ・１日何でも相談会 

・弁護士・社会保険労務士等による専門家相談 

  ・ＮＰＯやボランティアグループのための相談会 

事業案 1-② ＯＦＩＸ共催事業のメニュー提示 等 

○ＯＦＩＸと各市で共催可能なメニュー一覧について、取組みのテーマとともにホームページ等でわかりや

すく掲示し、共催事業の利用拡大を促進 

（事業例）  ・１日何でも相談会 

・コミュニティ通訳研修 

・外国人向け防災研修 等 

○「大阪生活必携」の部分利用や、各市で独自に作成する外国人向け生活ガイドブックで部分利用が可能な

ことを、著作権の扱い等とともに情報提供し、各市の取組みをサポート 

 

 

事業案 2-① 他市の先行例やモデル的事業例について現場で実例に学ぶケーススタディ型研修 等 

○先行モデル的事業についての見学研修会開催（各市を巡回、具体的に使っている場所、広報ツール、内部

での情報整理方法、医療通訳での連携相手の病院との関係性等、それぞれ具体的に実物を見て、担当者か

ら直接話を聞くスタイルでの研修） 

（テーマ例） ・外国人参画型の事業展開例（ボランティアとしての参画や、担当者・相談員等） 

・施設提供型の事業展開例（国際交流センターにおいて、サロン的な施設提供の例） 

・相談対応のツール開発やコーディネータの活動等で特色のある事業展開例 

・医療通訳に対応している市でのノウハウ共有、関連文書等の情報共有に向けた研修 等 

事業案 2-② 担当者間の情報共有の場づくり 

○窓口設置の有無に関わらず、外国人相談やボランティア通訳派遣等の担当者が定期的に集まり、情報交換

が可能な場の提供 

○、防災等のテーマ別でのノウハウ共有等に向けた研修・情報交換の場の提供 

 

 

事業案 3-① 多言語支援センターの立ち上げと体制準備 

○ＯＦＩＸにおける災害時多言語支援センターの立ち上げに向けた体制整備（協定締結、立ち上げに関する

連絡体制、各市との連絡体制、ボランティア派遣、ラジオ局等との連絡体制、段階に応じた体制 等） 

○避難所等で貼付可能な多言語支援センターの案内ポスター等の作成（必要最小限の情報と目立つ配色等） 

○緊急時に必要な備品チェックリストの作成と情報共有（例 携帯、電源確保、ラジオ等） 

 

事業案 3-② 災害ボランティア育成 

○災害ボランティア向けの研修事業（ＯＦＩＸ、各市との共催等） 

○外国人留学生等への災害対応研修 

取組１ OFIX資源を活かした外国人相談対応の促進と情報共有 
     

取組３ 災害時の緊急対応策の検討・整備 
     

取組２ 先行モデル的事業についてのケーススタディ型研修と情報共有 
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【災害時多言語支援センターの運営に必要なプロセス】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体制

準備

必要な
研修や
準備

災害時

立ち上げ

フィード
バック

・協定締結 
・立ち上げに関する府庁関連部門との連絡体
制の明確化 

・安否確認に関するフロー図の作成 
 （領事館、警察、各市との情報共有等） 
・現場でのボランティア登録受付マニュアル 
・ラジオ局等との連絡体制 
・ 

・災害後の検証 
・協定、マニュアル内容等へ
の検証結果の反映 

・情報共有 

・災害ボランティア研修 
・外国人留学生等への災害対応研修 
・緊急用備品チェックリスト作成、
必要備品の補充 

・平常時からの外国人コミュニティ
キーパーソンとの関係づくり 

・協定、マニュアルに従った速やかな立
ち上げ 

・電源の確保できる場所の選定 
・災害直後の初期対応 
・災害後の中期対応 
・復興期の対応 
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３－３ 実現に向けて必要な連携体制 

 

 

 

連携体制① 外国人相談・セミナー等情報コーナーの運営 

○行政機関の担当者やＮＰＯ法人、ボランティアグループ等の担当者が参考にできる外国人相談やセミナー

等の情報チラシをＰＤＦファイルでストック。テーマに応じて、各市や各団体に提供。 

 

連携体制② 外国人相談窓口・通訳ボランティア派遣担当者等の連絡会議の開催 

○定期的な連絡会議の開催により、各市の取り組みについて情報を共有、テーマに応じて先行する市が助言

を行う等、相互の情報共有を促進。 

 

連携体制③ 災害時多言語支援センターに関する連絡体制とノウハウ共有 

○災害時多言語支援センターの立ち上げについて、①必要な事前の体制整備（安否情報等に関する各市との

連絡体制を含む）、②現場で求められる柔軟な対応のノウハウ、③緊急時に必要となる備品リスト等を情

報共有し、大阪府とＯＦＩＸで協力して立ち上げを進めるとともに、各市の取り組みをサポート。 

○平常時からの大阪府危機管理室、市町村等との関係づくり。 

 

【各種情報をストックし各市のニーズに応じて提供する府域の共通基盤が必要】 
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Ｑ１ 貴市町における外国人相談窓口での件数と動向についてお尋ねします。        

(1) おわかりになる範囲で、直近の年間相談件数についてお教えください。 

平成   年度 年間相談件数      件 

(2) 最近３年間の相談件数はおおむね、どのような傾向にありますか。もっともよくあてはまる

ものを１つだけ選び、○印をつけてください。 

 １ 相談件数が増加   ２ 相談件数はほぼ横ばい   ３ 相談件数が減少 

 

Ｑ２ 貴市町における外国人相談窓口での対応状況についてお尋ねします。         

(1) 現在、貴市町の窓口で対応されている言語について、当てはまるものすべてに○印をつけて

ください。加えて、その対応状況について下記の選択肢から選び、番号で表にご記入くださ

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｑ３ 相談内容についてお尋ねします。                         

(1) 相談の中で、もっとも相談件数が多い領域について、以下からあてはまるものを上位３位ま

で選び、回答欄にご記入ください。 

 ［相談件数が多い領域 選択肢］ 

１ 在留資格、住民基本台帳等 ２ 国籍・結婚  ３ 医療・福祉  

 ４ 労働・仕事  ５ 事件・事故  ６ 教育 

 ７ 暮らし   ８ 住まい  ９ その他（       ）  

  10 わからない、把握していない等 

(2) 上記で１位に選択された領域の中で、もっとも相談件数が多いのは、具体的にはどのような

テーマであるとお考えになりますか？下記に自由にご記入ください。 

 

現在の対応言語 対応状況 

１ 英語  

２ 中国語  

３ 韓国・朝鮮語  

４ スペイン語  

５ ポルトガル語  

６ フィリピン語  

７ タイ語  

８ インドネシア語  

９ ベトナム語  

10 その他  

1 位  ２位  ３位  

Ａ 常時、相談員を配置 

Ｂ 決まった曜日等に、相談員を配置 

Ｃ 弁護士、行政書士等の専門家が対応 

Ｄ システムで対応（トリオフォン等） 

Ｅ ボランティアで対応 

Ｆ その他（         ） 

［対応言語記入表］※該当言語に○印  ［対応状況 選択肢］※下記表にそれぞれ記入 

 

（記入例） 

ポルトガル語に対して、ボランティアを活

用して決まった曜日に対応している場合、

「5.ポルトガル語」に○をつけ、かつ対応状

況欄に B,Eを記入してください。 

 

大阪府内における外国人相談窓口の実態把握 簡易アンケート調査 調査票 

 （FAX：06-6944-8736 または e-mail：miyao@dan-dan.com 宮尾行） 

 

[巻末資料：簡易アンケート調査票] 
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(3) 相談件数や領域に関係なく、最近、急激に相談が増えたテーマや、ニーズはあるが対応しき

れていないとお考えの具体的テーマがあれば、下記に自由にご記入ください。 

 

 

 

 

Ｑ４ 外国人相談窓口の広報手段についてお尋ねします。                 

(1) 貴市町では、外国人相談窓口をどのように外国人住民に広報されてきましたか？以下からあ

てはまるものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 市報などの広報誌に掲載し、全戸に配布 

⇒１）多言語対応で掲載  ２）やさしい日本語で掲載  ３）特別な掲載方法はない 

２ 国際交流センターや国際交流協会などを通じて広報 

３ 市役所、各種センター、公民館などの公的施設でポスター掲示 

４ 幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じて広報 

５ 日本語教室などに配布し、広報の協力を依頼 

６ 地域コミュニティのキーパーソン等を通じて広報（例 町会長、保護司など） 

７ 外国人コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 

８ その他（            ） 

(2) 上記で選択されたうち、これまでの経験から効果的な広報手段とお考えのものがありますか。

あれば、下記に(1)でご回答の番号をご記入ください。また、その理由や具体的な取組内容な

どについてもお教えください。 

 

Ｑ５ 外国人相談対応の研修や情報共有等についてお尋ねします。             

(1) 貴市町では、外国人相談窓口の相談員に対して、研修や情報共有をどのように行っておられ

ますか。以下からあてはまるものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 雇用する相談員への研修を定期的に実施   

２ ボランティアへの研修を定期的に実施 

３ 独自に相談マニュアルを作成し相談員間で情報共有 

４ （公財）大阪府国際交流財団の「外国人のための生活ガイド 大阪生活必携（10 言語）」

を活用 

５ 同財団ウェブサイトの「大阪府外国人情報コーナー よくある質問」を参照 

６ その他の情報源を活用・参照（                         ） 

７ 特に研修や情報共有のしくみはない 

８ その他（        ） 

  

(1)で回答したうち、

効果的な広報手段 
 

効果的と考える理由

や具体的な取組内容

など 
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Ｑ６ 外国人相談窓口の運営上の課題や連携方策についてお尋ねします。          

(1) 貴市町では、外国人相談窓口の運営にあたり、現在、どのような面で課題があるとお考えで

すか。ご回答者個人のご意見でも構いませんので、以下からあてはまるものを３つまで選び、

○印をつけてください。 

１ 窓口対応相談員の人材確保、育成  ２ 専門的相談に対応しうる専門家の人材確保 

３ 事業継続・充実に向けた予算確保  ４ ボランティアやＮＰＯとの連携 

５ 外国人住民への相談窓口の広報方法   ６ 外国人住民のニーズ把握 

７ 新たな相談ニーズへの対応   ８ 新たにニーズのある言語への対応 

９ 相談内容が複雑化    10 相談内容が市町単位では対応困難 

11 その他（         ） 

(2) 今後の外国人相談窓口の維持や機能強化に向けて、大阪府、大阪府国際交流財団、他市町や

民間ＮＰＯなどと、どのように連携していくべきとお考えになりますか。以下からあてはま

るものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 連絡会議的な組織による情報共有  ２ ＮＰＯやボランティアグループとの連携促進 

３ 相談員に対する共同研修   ４ 府内外国人住民のニーズ把握調査の実施 

５ 新たな相談ニーズや新たにニーズがある言語への共同対応（例 特定機関で受付等） 

６ 市町単位では対応困難なテーマについての国への要望 

７ その他（         ） 

Ｑ７ 外国人相談窓口の当初の立ち上げ経緯について、おわかりになる範囲でお教え下さい。  

(1) おわかりになる範囲で結構ですので、貴市町における外国人相談窓口の当初立ち上げにあた

っての上位計画や当初の経緯等について、以下にご記入ください。 

（記入例 人口に占める外国人住民の割合が○％を超えたことを一つのきっかけに、総合計画の

中で多文化共生のまちづくりの方向性が打ち出され、これを受けて、平成○年度に多文化共

生推進課のもと、外国人相談窓口が開設された） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【ご回答者】※電話での内容確認やヒアリングをお願いする可能性があり、ご記入くださいますよ

う、よろしくお願い申しあげます。 

項目 記入欄 

市町名  

 

部署・役職名  

 

ご回答者名  

 

ご連絡先 TEL      

E-mail  

 
 
 

 

調査票は以上です。ご協力いただき、大変ありがとうございました。 
アンケートに記載された情報につきましては、本調査の実施のためにのみ利用し、その他の目的のためには利用いたしません。 
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Ｑ１ 貴市町における外国人住民向けの取り組みについてお尋ねします。        

(3) 貴市町では、外国人住民の皆様に対して、どのような行政サービスの提供や取り組みをされ

ていますか。以下からあてはまるものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 市報などの広報誌における多言語による行政情報の発信 

２ 公共施設における案内掲示板の多言語化 

３ 登録ボランティアや外部団体との連携による通訳ボランティアなどの紹介（例 医療等） 

４ 外郭団体やボランティア団体への委託や連携による日本語教室の提供 

５ 住民登録等の窓口における多言語対応や関連パンフレットなどの提供 

６ 医療、災害マップ等の特定領域における多言語対応（例 医療制度の多言語による紹介や

災害マップの多言語化など） 

７ 国際交流を目的とする各種イベントやセミナーなどの開催 

８ 学校教育における外国人子弟への配慮 

９ ＮＰＯやボランティア団体と連携した外国人子弟への日本語教育の導入 

10 市民向けアンケート調査などにおける多言語対応 

11 その他（                                 ） 

(4) 最近３年間くらいを目処にお尋ねします。上記で選択されたうち、新たに実施された取り組

みは何ですか。さらに、その背景としての背景や理由についてもお教えください。（回答欄が

不足する場合は、別紙を作成・添付する形でご回答ください） 

 

Ｑ２ 貴市町における外国人住民からの問い合わせや相談への対応についてお尋ねします。    

(1) 貴市町では、外国人住民からの問い合わせや相談に対して、現状ではどのように対応されて

いますか。ご回答者が知りえる範囲で結構ですので、以下からあてはまるものをすべて選び、

○印をつけてください。 

１ 各種窓口における外国語対応（外国語が得意な職員による対応など） 

２ 各種における筆談や説明用に準備した外国語カードなどでの対応 

３ 各種窓口における自動翻訳システムなどでの対応 

４ 日本語での対応だが、多言語対応のパンフレットなどを渡す 

５ 必要な場合、通訳ボランティアを通じて説明 

６ 日本語教室の講師や日本人の知人・友人が付き添いで来て、当方は日本語で対応 

７ 外国人で日本語ができる知人・友人が付き添いで来て、当方は日本語で対応 

８ その他（                                  ）  

(1)で回答したうち、

最近実施した取組 
事業実施の背景や理由 

（記入例）6 

外国人住民の人数が増えたため、災害時の避難マップの英語、中国

語、韓国語、ベトナム語版を作成し、住民登録の際に該当者に配布

するようになった。 

  

  

  

大阪府内における外国人の受入環境整備実態把握 簡易アンケート調査 調査票 

 （FAX：06-6944-8736 または e-mail：miyao@dan-dan.com 宮尾行） 
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Ｑ３ 外国人住民向けの広報手段についてお尋ねします。                 

(3) 貴市町では、行政情報をどのように外国人住民に広報されていますか？以下からあてはまる

ものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 市報などの広報誌に掲載し、全戸に配布 

⇒１）多言語対応で掲載  ２）やさしい日本語で掲載  ３）特別な掲載方法はない 

２ 国際交流センターや国際交流協会などを通じて広報 

３ 市役所、各種センター、公民館などの公的施設でポスター掲示 

４ 幼稚園・保育園、小中学校などの教育現場を通じて広報 

５ 日本語教室などに配布し、広報の協力を依頼 

６ 地域コミュニティのキーパーソン等を通じて広報（例 町会長、保護司など） 

７ 外国人コミュニティのキーパーソン等を通じて広報 

８ その他（            ） 

(4) 上記で選択されたうち、これまでの経験から効果的な広報手段とお考えのものがありますか。

あれば、下記に(1)でご回答の番号をご記入ください。また、その理由や具体的な取組内容な

どについてもお教えください。 

 

Ｑ４ 貴市町における外国人相談窓口設置に関する検討状況や方針についてお尋ねします。         

(1) 貴市町における外国人住民の数は、どのような傾向にありますか。以下からあてはまるもの

を１つだけ選び、○印をつけてください。 

１ 増加傾向にある   ２ あまり変わらない    ３ 減少傾向にある 

(2) 貴市町では、これまでに外国人向けの生活相談等の窓口設置を検討されたことがありますか。

以下からあてはまるものを１つだけ選び、○印をつけてください。 

１ 検討したことがある  ２ 検討したことはない   ３ 過去の経緯はわからない 

  →上記で「検討したことがある」と回答された市町にお尋ねします。 

検討したものの外国人相談窓口に至らなかった理由として、どのような点で課題がありまし

たか。ご回答者が知りえる範囲で結構ですので、あてはまるものを以下からすべて選び、○

印をつけてください。 

※具体的理由や背景がおわかりになる場合は、次ページ回答欄にご記入ください。 

１ 総合計画や多文化共生指針等の上位計画上での位置づけがない 

２ 窓口対応相談員の人材確保・育成面で課題がある 

３ 専門的相談の専門家の人材確保面で課題がある 

４ 事業実施に向けた予算面で課題がある 

５ 事業実施に向けた施設確保面で課題がある 

６ ボランティアやＮＰＯとの連携手法面で課題がある 

７ 外国人住民のニーズがまだ把握できていない 

８ 一市町単位では対応が困難である 

９ 市議会での理解が得られにくい 

１０ その他（         ） 

(1)で回答したうち、

効果的な広報手段 
 

効果的と考える理由

や具体的な取組内容

など 
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［過去に検討したが、外国人相談窓口を設置しなかった具体的な理由や背景］  

 

 

 

 

 

Ｑ５ 外国人相談の充実にあたっての連携方策についてお尋ねします。          

(3) 今後、外国人住民に対する相談対応の充実・強化に向けて、大阪府、（公財）大阪府国際交流

財団、他市町や民間ＮＰＯなどと、どのように連携していくべきとお考えになりますか。以

下からあてはまるものをすべて選び、○印をつけてください。 

１ 連絡会議的な組織による情報共有  ２ ＮＰＯやボランティアグループとの連携促進 

３ 窓口応対者に対する共同研修  ４ 府内外国人住民のニーズ把握調査の実施 

５ 新たな相談ニーズや新たにニーズがある言語への共同対応（例 特定機関で受付等） 

６ 市町単位では対応困難なテーマについての国への要望 

７ その他（         ） 

Ｑ６ その他                 

(1) 貴市町における外国人コミュニティの状況や関連イベント、ＮＰＯやボランティア団体の取

り組みなど、外国人住民に関する動向で何かお気づきことがありましたら、どのような内容

でも結構ですので、お教えください。 

［回答市町における外国人住民に関する活動や動向等］  

(2)  

(3)  

(4)  

(5)  

 

【ご回答者】※電話での内容確認やヒアリングをお願いする可能性があり、ご記入くださいますよ

う、よろしくお願い申し上げます。 

項目 記入欄 

市町名  

 

部署・役職名  

 

ご回答者名  

 

ご連絡先 TEL      

E-mail  

 
 
 
 
 
 

 

 

調査票は以上です。ご協力いただき、大変ありがとうございました。 
アンケートに記載された情報につきましては、本調査の実施のためにのみ利用し、その他の目的のためには利用いたしません。 
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