
    

    

    

    

    

    

大垣市多文化共生推進計画大垣市多文化共生推進計画大垣市多文化共生推進計画大垣市多文化共生推進計画（（（（H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28））））    

平成 28 年度事業実績 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

平成平成平成平成 22229999 年年年年 5555 月月月月    

大垣市大垣市大垣市大垣市まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課

～多文化共生で育む、心豊かな地域社会～ 

資料資料資料資料№№№№1111    



    

    

目 次 

 

 

１ 計画の体系 ··············································· 1 

 

 

２ 重点プロジェクトの状況 ··································· 2 

 

 

３ 平成 28 年度事業計画及び実績一覧 ························· 12 

    

    

    

    

    

    



1111    
 

多
文
化
共
生

多
文
化
共
生

多
文
化
共
生

多
文
化
共
生
でででで
育育育育
むむむむ
、、、、    

 
 

 
 

 
 

 
 

心
豊
心
豊
心
豊
心
豊
か
な
か
な
か
な
か
な
地
域
社
会

地
域
社
会

地
域
社
会

地
域
社
会    

大垣市がめざす 

多文化共生の将来像 

 

１１１１    地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける情報情報情報情報のののの多言語化多言語化多言語化多言語化    

２２２２    日本語学習支援及日本語学習支援及日本語学習支援及日本語学習支援及びびびび日本社会日本社会日本社会日本社会    

にににに対対対対するするするする理解理解理解理解のののの促進促進促進促進    

 

１１１１    自立自立自立自立のののの支援支援支援支援とととと社会参画社会参画社会参画社会参画のののの促進促進促進促進    

 

１１１１    多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生をををを支支支支えるえるえるえる人人人人づくりづくりづくりづくり    

３３３３    国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際交流教育国際交流教育国際交流教育国際交流教育のののの充実充実充実充実    

２２２２    多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生・・・・国際交流活動国際交流活動国際交流活動国際交流活動のののの充実充実充実充実    

１１１１    居住環境居住環境居住環境居住環境のののの整備整備整備整備    

２２２２    就労環境就労環境就労環境就労環境のののの充実充実充実充実    

３３３３    保健保健保健保健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療のののの充実充実充実充実    

４４４４    安全安心安全安心安全安心安全安心なまちづくりのなまちづくりのなまちづくりのなまちづくりの推進推進推進推進    

 

 

１１１１    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの推進推進推進推進    

２２２２    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの子子子子どものどものどものどもの教育教育教育教育のののの充実充実充実充実    

水と緑の 

文化・産業・情報・交流都市 
（大垣市第５次総合計画） 

大垣市の 

将来都市像 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本的な視点 

相互理解相互理解相互理解相互理解    

自立自立自立自立・・・・社会参画社会参画社会参画社会参画    

まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり    

子子子子どものどものどものどもの未来未来未来未来 

①①①①多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生にににに関関関関するするするする意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発    

②②②②多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの担担担担いいいい手手手手のののの養成養成養成養成・・・・支援支援支援支援    

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とのとのとのとの交流機会交流機会交流機会交流機会のののの提供提供提供提供    

②②②②多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの拠点拠点拠点拠点づくりづくりづくりづくり    

①①①①多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの視点視点視点視点にににに立立立立ったったったった国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育のののの推進推進推進推進    

①①①①多様多様多様多様なメディアによるなメディアによるなメディアによるなメディアによる行政行政行政行政・・・・生活情報生活情報生活情報生活情報のののの多言語提供多言語提供多言語提供多言語提供    

②②②②外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの生活相談窓口生活相談窓口生活相談窓口生活相談窓口のののの設置設置設置設置、、、、専門家専門家専門家専門家のののの養成養成養成養成    

③③③③市民協働市民協働市民協働市民協働によるによるによるによる多言語情報多言語情報多言語情報多言語情報のののの提供提供提供提供    

①①①①日本語日本語日本語日本語にににに関関関関するするするする学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供    

②②②②日本社会日本社会日本社会日本社会にににに関関関関するするするする学習機会学習機会学習機会学習機会のののの提供提供提供提供    

③③③③外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに対対対対するするするする福祉福祉福祉福祉のののの充実充実充実充実    

①①①①災害等災害等災害等災害等へのへのへのへの備備備備ええええ    

②②②②防犯防犯防犯防犯・・・・交通安全交通安全交通安全交通安全のののの推進推進推進推進    

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと地域地域地域地域をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ人材人材人材人材・・・・組織組織組織組織のののの育成育成育成育成・・・・支援支援支援支援    

②②②②市政等市政等市政等市政等へのへのへのへの外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの意見反映意見反映意見反映意見反映    

③③③③外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの地域社会地域社会地域社会地域社会へのへのへのへの参画参画参画参画    

①①①①市営住宅等市営住宅等市営住宅等市営住宅等におけるにおけるにおけるにおける相談相談相談相談・オリエンテーション・オリエンテーション・オリエンテーション・オリエンテーション実施実施実施実施    

②②②②自治会等自治会等自治会等自治会等をををを中心中心中心中心とするとするとするとする取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの推進推進推進推進    

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの就業就業就業就業・・・・起業支援起業支援起業支援起業支援    

②②②②外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの就業環境就業環境就業環境就業環境のののの改善改善改善改善    

①①①①市民病院市民病院市民病院市民病院におけるにおけるにおけるにおける多言語対応多言語対応多言語対応多言語対応のののの推進推進推進推進    

②②②②健康診断健康診断健康診断健康診断やややや健康相談健康相談健康相談健康相談のののの実施実施実施実施    

③③③③外国人外国人外国人外国人のののの子子子子どもにどもにどもにどもに対対対対するするするする保育保育保育保育・・・・幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育のののの充実充実充実充実    

①①①①母子保健母子保健母子保健母子保健のののの推進推進推進推進    

②②②②子育子育子育子育てにかかるてにかかるてにかかるてにかかる学習機会学習機会学習機会学習機会、、、、相談体制相談体制相談体制相談体制のののの充実充実充実充実    

③③③③進路指導及進路指導及進路指導及進路指導及びびびび就職支援就職支援就職支援就職支援    

①①①①就学促進就学促進就学促進就学促進とととと学校教育学校教育学校教育学校教育にににに関関関関するするするする情報提供情報提供情報提供情報提供    

②②②②日本語日本語日本語日本語のののの学習支援学習支援学習支援学習支援とととと学力向上学力向上学力向上学力向上のののの促進促進促進促進    

③③③③外国人学校等外国人学校等外国人学校等外国人学校等のののの連携連携連携連携    

基本目標Ⅱ基本目標Ⅱ基本目標Ⅱ基本目標Ⅱ    

基本目標Ⅲ基本目標Ⅲ基本目標Ⅲ基本目標Ⅲ    

基本目標Ⅳ基本目標Ⅳ基本目標Ⅳ基本目標Ⅳ    

基本目標Ⅴ基本目標Ⅴ基本目標Ⅴ基本目標Ⅴ    

基本目標基本目標基本目標基本目標ⅠⅠⅠⅠ    

行政情報等の多言語化と日本語学習等の推進 

外国人市民に対する生活支援 

外国人市民の社会参画 

外国人市民の子育て・教育の支援 

多文化共生に向けた意識の高揚 １ 計画の体系 
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２ 重点プロジェクトの状況 

 

    

    
⑴  プロジェクトのねらい 

子子子子どものどものどものどもの頃頃頃頃からからからから外国外国外国外国のののの文化文化文化文化にににに触触触触れたりれたりれたりれたり、、、、国際交流国際交流国際交流国際交流のののの経験経験経験経験をしたりすることでをしたりすることでをしたりすることでをしたりすることで、、、、人人人人

権意識権意識権意識権意識やややや国際感覚国際感覚国際感覚国際感覚をををを高高高高めることがめることがめることがめることが期待期待期待期待されますされますされますされます。。。。本市本市本市本市のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どものどものどものどもの多文化多文化多文化多文化

共生共生共生共生にににに対対対対するするするする意識意識意識意識をををを醸成醸成醸成醸成するためするためするためするため、、、、児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際交流国際交流国際交流国際交流のののの

取取取取りりりり組組組組みをさらにみをさらにみをさらにみをさらに強化強化強化強化しますしますしますします。。。。    

    

⑵  事業の概要 

・     国国国国際理解際理解際理解際理解をををを深深深深めあうめあうめあうめあう交流会交流会交流会交流会やややや講座講座講座講座などなどなどなど行事行事行事行事のののの開催開催開催開催    

・     学学学学校教育校教育校教育校教育をををを通通通通したしたしたした国際理解国際理解国際理解国際理解のののの推進推進推進推進    

    

⑶  個別事業      

①  子ども向け国際理解講座開催事業（公益財団法人大垣国際交流協会） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    H24H24H24H24    H25H25H25H25    H26H26H26H26    H27H27H27H27    H28H28H28H28    

実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    実施実施実施実施    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    本市本市本市本市のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう子子子子どものどものどものどもの多文化共生意識多文化共生意識多文化共生意識多文化共生意識をををを醸成醸成醸成醸成するためするためするためするため、、、、

国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際交流国際交流国際交流国際交流にににに資資資資するするするする講座講座講座講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

子子子子どもどもどもども向向向向けけけけ国際理解講座国際理解講座国際理解講座国際理解講座としてとしてとしてとして、「、「、「、「親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい異文化交流異文化交流異文化交流異文化交流

会会会会」」」」をををを年年年年 7777 回開催回開催回開催回開催しましましましましたしたしたした。。。。    

なおなおなおなお、、、、外国人外国人外国人外国人とととと日本人日本人日本人日本人のののの交流交流交流交流をををを促促促促すためすためすためすため、、、、外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童がががが主主主主なななな

対象対象対象対象のののの回回回回をををを実施後実施後実施後実施後、、、、日本人日本人日本人日本人とととと外国人外国人外国人外国人のののの双方双方双方双方がががが参加参加参加参加しししし交流交流交流交流するするするする回回回回

をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

1)1)1)1)        親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい異文化交流会異文化交流会異文化交流会異文化交流会    

とととと    きききき：：：：平成平成平成平成 28282828 年年年年 6666 月月月月 19191919 日日日日（（（（日日日日）～）～）～）～12121212 月月月月 18181818 日日日日（（（（日日日日））））    

毎月第毎月第毎月第毎月第 3333 日曜日日曜日日曜日日曜日（（（（全全全全 7777 回回回回））））実施実施実施実施    

ところところところところ：：：：スイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンター（（（（大垣市室本町大垣市室本町大垣市室本町大垣市室本町 5555－－－－51515151））））    

参加者参加者参加者参加者：：：：親子親子親子親子のべのべのべのべ 278278278278 人人人人（（（（うちうちうちうち子子子子どもどもどもども 150150150150 人人人人））））    

内内内内    容容容容：：：：テーマをテーマをテーマをテーマを定定定定めめめめ、、、、親子親子親子親子でででで外国語外国語外国語外国語とととと触触触触れれれれ合合合合うううう「「「「ここここ

とばとばとばとば遊遊遊遊びびびび」」」」などなどなどなどをををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

第第第第 1111 回回回回・・・・世界世界世界世界のののの食食食食べべべべ物物物物（（（（2222 かかかか国国国国 12121212 人参加人参加人参加人参加））））    

第第第第 2222 回回回回・・・・世界世界世界世界のののの国国国国・・・・国旗国旗国旗国旗（（（（7777 かかかか国国国国 44444444 人参加人参加人参加人参加））））    

プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１    子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業     
 子子子子どもがどもがどもがどもが主役主役主役主役のののの国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際交流事業国際交流事業国際交流事業国際交流事業 プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１ 
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    第第第第 3333 回回回回・・・・世界世界世界世界のののの服服服服（（（（5555 かかかか国国国国 49494949 人参加人参加人参加人参加））））    

第第第第 4444 回回回回・・・・乗乗乗乗りりりり物物物物（（（（4444 かかかか国国国国 47474747 人参加人参加人参加人参加））））    

第第第第 5555 回回回回・ハロウィン・ハロウィン・ハロウィン・ハロウィン（（（（4444 かかかか国国国国 47474747 人参加人参加人参加人参加））））    

第第第第 6666 回回回回・アメリカの・アメリカの・アメリカの・アメリカの感謝祭感謝祭感謝祭感謝祭((((4444 かかかか国国国国 41414141 人参加人参加人参加人参加））））    

第第第第 7777 回回回回・クリスマス・クリスマス・クリスマス・クリスマス（（（（5555 かかかか国国国国 38383838 人参加人参加人参加人参加））））    

    

※※※※拡充拡充拡充拡充    講座開催講座開催講座開催講座開催ＨＨＨＨ27272727：：：：3333 回回回回→→→→ＨＨＨＨ28282828：：：：7777 回回回回    

    

②  国際理解教育推進事業（学校教育課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    H24H24H24H24    H25H25H25H25    H26H26H26H26    H27H27H27H27    H28H28H28H28    

実施実施実施実施    実施実施実施実施    実施実施実施実施    実施実施実施実施    実施実施実施実施    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    国際理解教育推進校国際理解教育推進校国際理解教育推進校国際理解教育推進校においてにおいてにおいてにおいて、、、、国際理解国際理解国際理解国際理解につながるにつながるにつながるにつながる教育教育教育教育をををを    

推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、中中中中川小学校川小学校川小学校川小学校でででで次次次次のののの活動活動活動活動をををを行行行行いまいまいまいましたしたしたした。。。。    

1)1)1)1)    ファンタイムファンタイムファンタイムファンタイム((((ＦＦＦＦun un un un ＴＴＴＴime)ime)ime)ime)    

毎日毎日毎日毎日、、、、昼休昼休昼休昼休みのみのみのみの 10101010 分間分間分間分間にににに、、、、全校全校全校全校テレビテレビテレビテレビ放送放送放送放送ででででクイズクイズクイズクイズ        

形式形式形式形式によるによるによるによる英単語英単語英単語英単語のののの紹介紹介紹介紹介などなどなどなどをををを行行行行いいいい、、、、英語英語英語英語にににに親親親親しみまししみまししみまししみまし

たたたた。。。。    

2)2)2)2)        フレンドリータイムフレンドリータイムフレンドリータイムフレンドリータイム    

外国外国外国外国からおからおからおからお客様客様客様客様をををを招待招待招待招待しししし、、、、生徒生徒生徒生徒とととと英語英語英語英語でででで交流交流交流交流しましたしましたしましたしました。。。。    

・     6666 月月月月    2222 日日日日：：：：アメリカアメリカアメリカアメリカ 2222 人人人人    

・     9999 月月月月 29292929 日日日日：：：：中国中国中国中国、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア各各各各 1111 人人人人    

・     11111111 月月月月 28282828 日日日日：：：：アメリカアメリカアメリカアメリカ 1111 人人人人、、、、中国中国中国中国 2222 人人人人    

・     11111111 月月月月 29292929 日日日日：：：：アメリカアメリカアメリカアメリカ 1111 人人人人    



4444    

 

    
 

⑴  プロジェクトのねらい 

本市本市本市本市でででで暮暮暮暮らすためにらすためにらすためにらすために必要必要必要必要なななな情報情報情報情報をををを体系的体系的体系的体系的にににに整理整理整理整理するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、来日来日来日来日してしてしてして間間間間もないもないもないもない

外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民でもでもでもでも地域地域地域地域のルールやマナーのルールやマナーのルールやマナーのルールやマナー、、、、各種制度各種制度各種制度各種制度についてについてについてについて理解理解理解理解できるようできるようできるようできるよう、「、「、「、「暮暮暮暮らしらしらしらし

のののの情報情報情報情報ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック」」」」をををを多言語多言語多言語多言語でででで編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行しますしますしますします。。。。    

    

⑵  事業の概要 

・     関関関関係団体係団体係団体係団体・・・・外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民をををを含含含含めためためためた編集委員会編集委員会編集委員会編集委員会のののの設置設置設置設置    

・     「「「「暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの情報情報情報情報ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック」」」」のののの企画企画企画企画・・・・編集編集編集編集・・・・発行発行発行発行    

    

⑶  個別事業      

①  外国人市民向け「暮らしのガイドブック」作成事業（まちづくり推進課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    ＨＨＨＨ24242424    ＨＨＨＨ25252525    ＨＨＨＨ26262626    ＨＨＨＨ27272727    ＨＨＨＨ28282828    

検討検討検討検討    作成作成作成作成    配布配布配布配布    配布配布配布配布    配布配布配布配布    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    本本本本市市市市にににに転入転入転入転入してきたしてきたしてきたしてきた外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに対対対対してしてしてして、、、、ごごごごみみみみ出出出出しやしやしやしや子育子育子育子育てててて

などなどなどなど基本的基本的基本的基本的なななな生活情報生活情報生活情報生活情報をとりまとめたをとりまとめたをとりまとめたをとりまとめた「「「「暮暮暮暮らしのガイドブックらしのガイドブックらしのガイドブックらしのガイドブック」」」」

をををを、、、、外国人及外国人及外国人及外国人及びびびび日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させながらさせながらさせながらさせながら作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布

しますしますしますします。。。。    

平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度実績実績実績実績    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度にににに作成作成作成作成したしたしたした「「「「外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためのくらしのガイドのためのくらしのガイドのためのくらしのガイドのためのくらしのガイド

ブックブックブックブック（（（（ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語・・・・中国語中国語中国語中国語・・・・英語英語英語英語版版版版））））」」」」をををを配布配布配布配布しましたしましたしましたしました。。。。    

（（（（平成平成平成平成 26262626 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの配布実績配布実績配布実績配布実績））））    

・ ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語：：：：1,3001,3001,3001,300 部作成部作成部作成部作成、、、、914914914914 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

・ 中国語中国語中国語中国語    ：：：：    700700700700 部作成部作成部作成部作成、、、、569569569569 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

・ 英語英語英語英語    ：：：：    300300300300 部作成部作成部作成部作成、、、、295295295295 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

    

（（（（参考参考参考参考））））ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック作成作成作成作成のののの概要概要概要概要    

・ 市民委員市民委員市民委員市民委員：：：：6666 人人人人（（（（外国人外国人外国人外国人 4444 人人人人、、、、日本人日本人日本人日本人 2222 人人人人））））    

・ 意見交換座談会意見交換座談会意見交換座談会意見交換座談会：：：：年年年年 5555 回開催回開催回開催回開催    

・ 完成完成完成完成 3333 月月月月、、、、配布配布配布配布 4444 月月月月からからからから    

・ 配布先配布先配布先配布先：：：：転入手続転入手続転入手続転入手続きしたきしたきしたきした外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ学園学園学園学園ほかほかほかほか    

・ 発行数発行数発行数発行数：：：：2222,200,200,200,200 部部部部    

プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１    子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業     
 暮暮暮暮らしのらしのらしのらしの情報情報情報情報ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック作成事業作成事業作成事業作成事業 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 2222 



5555    

 

    

    
⑴  プロジェクトのねらい 

外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに冷静冷静冷静冷静かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに対応対応対応対応できるようできるようできるようできるよう、、、、市民向市民向市民向市民向けのけのけのけの防災防災防災防災マッマッマッマッ

プのプのプのプの内容内容内容内容をベースにしたをベースにしたをベースにしたをベースにした多言語版多言語版多言語版多言語版のののの防災防災防災防災マップマップマップマップ＆＆＆＆避難避難避難避難マニュアルのマニュアルのマニュアルのマニュアルの作成作成作成作成をををを進進進進めるとめるとめるとめると

ともにともにともにともに、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの実施実施実施実施やややや地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練にににに外国人外国人外国人外国人

市民市民市民市民のののの参加参加参加参加をををを促促促促すなどすなどすなどすなど、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの防災防災防災防災にににに対応対応対応対応するするするする能力能力能力能力をををを高高高高めますめますめますめます。。。。    

    

⑵  事業の概要 

・     多多多多言語版防災言語版防災言語版防災言語版防災マップのマップのマップのマップの作成作成作成作成    

・     外外外外国人市民向国人市民向国人市民向国人市民向けけけけ災害対策講習災害対策講習災害対策講習災害対策講習のののの実施実施実施実施    

    

⑶  個別事業      

①  外国人市民向け「防災ガイドブック」作成事業（まちづくり推進課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    ＨＨＨＨ24242424    ＨＨＨＨ25252525    ＨＨＨＨ26262626    ＨＨＨＨ27272727    ＨＨＨＨ28282828    

検討検討検討検討    作成作成作成作成    配布配布配布配布    配布配布配布配布    配布配布配布配布    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    災害時災害時災害時災害時にとるべきにとるべきにとるべきにとるべき行動行動行動行動やややや避難所避難所避難所避難所でのでのでのでの過過過過ごしごしごしごし方方方方、、、、地域地域地域地域のハザーのハザーのハザーのハザー

ドマップなどをドマップなどをドマップなどをドマップなどを掲載掲載掲載掲載したしたしたした外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けけけけ「「「「防災防災防災防災ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック」」」」

をををを、、、、外国人及外国人及外国人及外国人及びびびび日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させながらさせながらさせながらさせながら配布配布配布配布しますしますしますします。。。。    

平成平成平成平成28282828年度年度年度年度実績実績実績実績    平成平成平成平成 25252525 年度年度年度年度にににに作成作成作成作成したしたしたした、、、、防災情報防災情報防災情報防災情報をををを含含含含むむむむ「「「「外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためのためのためのため

のくらしのガイドブックをのくらしのガイドブックをのくらしのガイドブックをのくらしのガイドブックを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり配布配布配布配布しましたしましたしましたしました。。。。    

（（（（平成平成平成平成 26262626 年度以降年度以降年度以降年度以降のののの配布実績配布実績配布実績配布実績））））    

・ ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語：：：：1,3001,3001,3001,300 部作成部作成部作成部作成、、、、914914914914 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

・ 中国語中国語中国語中国語    ：：：：    700700700700 部作成部作成部作成部作成、、、、569569569569 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

・ 英語英語英語英語    ：：：：    300300300300 部作成部作成部作成部作成、、、、295295295295 部配布済部配布済部配布済部配布済みみみみ    

    

（（（（参考参考参考参考））））ガイドブックガイドブックガイドブックガイドブック作成作成作成作成のののの概要概要概要概要    

・ 市民委員市民委員市民委員市民委員：：：：6666 人人人人（（（（外国人外国人外国人外国人 4444 人人人人、、、、日本人日本人日本人日本人 2222 人人人人））））    

・ 意見交換座談会意見交換座談会意見交換座談会意見交換座談会：：：：年年年年 5555 回開催回開催回開催回開催    

・ 完成完成完成完成 3333 月月月月、、、、配布配布配布配布 4444 月月月月からからからから    

・ 配布先配布先配布先配布先：：：：転入手続転入手続転入手続転入手続きしたきしたきしたきした外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ、ＨＩＲＯ学園学園学園学園ほかほかほかほか    

・ 発行数発行数発行数発行数：：：：2222,200,200,200,200 部部部部    

 

プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１    子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業     
 外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの防災対応力向上事業防災対応力向上事業防災対応力向上事業防災対応力向上事業 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 3333 



6666    

②  外国人市民防災訓練開催事業（まちづくり推進課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    ＨＨＨＨ24242424    ＨＨＨＨ25252525    ＨＨＨＨ26262626    ＨＨＨＨ27272727    ＨＨＨＨ28282828    

実施実施実施実施    実施実施実施実施    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    実施実施実施実施    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    

    

災害経験災害経験災害経験災害経験のののの少少少少ないないないない外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民へのへのへのへの防災意識啓発防災意識啓発防災意識啓発防災意識啓発をををを目的目的目的目的にににに外国外国外国外国

人市民向人市民向人市民向人市民向けけけけ防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。    

平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度実績実績実績実績    前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学をををを会場会場会場会場としとしとしとし、、、、同大学同大学同大学同大学のののの留学留学留学留学

生等生等生等生等にもにもにもにも企画企画企画企画・・・・運営運営運営運営にににに協力協力協力協力をををを依頼依頼依頼依頼するなどするなどするなどするなど、、、、大学連携大学連携大学連携大学連携をををを図図図図りなりなりなりな

がらがらがらがら、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを開催開催開催開催しましましましましたしたしたした。。。。    

1)1)1)1)    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練    

とととと    きききき：：：：平成平成平成平成 28282828 年年年年 11111111 月月月月 12121212 日日日日((((日日日日)))) 

ところところところところ：：：：岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学 

内内内内    容容容容：：：：防災士防災士防災士防災士によるによるによるによる災害災害災害災害にににに備備備備えるためのアドバイえるためのアドバイえるためのアドバイえるためのアドバイ    

スススス、、、、消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練、、、、担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練、、、、地震体地震体地震体地震体

験験験験、、、、炊炊炊炊きききき出出出出しししし訓練訓練訓練訓練、、、、ベトナムとブラジルベトナムとブラジルベトナムとブラジルベトナムとブラジル料理料理料理料理

のののの異文化交流会異文化交流会異文化交流会異文化交流会 

講講講講    師師師師：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ：ＮＰＯ法人防災支援法人防災支援法人防災支援法人防災支援ネットワークネットワークネットワークネットワーク 

参加者参加者参加者参加者：：：：    59595959 人人人人（（（（ブラジルブラジルブラジルブラジル 32323232 人人人人、、、、中国中国中国中国 2222 人人人人、、、、台湾台湾台湾台湾 1111 人人人人、、、、

アメリカアメリカアメリカアメリカ 2222 人人人人、、、、日本日本日本日本 2222 人人人人、、、、日本人日本人日本人日本人ボランティボランティボランティボランティ

アアアア 20202020 人人人人））））    



7777    

 

    

    
⑴  プロジェクトのねらい 

生活情報生活情報生活情報生活情報のののの提供提供提供提供だけにとどまらずだけにとどまらずだけにとどまらずだけにとどまらず、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと地域社会地域社会地域社会地域社会とのつながりをとのつながりをとのつながりをとのつながりを継続的継続的継続的継続的

にににに構築構築構築構築するためするためするためするため、「、「、「、「多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの地域地域地域地域づくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーター」」」」制度制度制度制度をををを設立設立設立設立しますしますしますします。。。。    

    

⑵  事業の概要 

・     地地地地域組織域組織域組織域組織へのへのへのへの翻訳翻訳翻訳翻訳・・・・通訳通訳通訳通訳のののの支援支援支援支援    

・     多文多文多文多文化共生化共生化共生化共生のののの地域地域地域地域づくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーター養成講座養成講座養成講座養成講座のののの開催開催開催開催    

    

⑶  個別事業      

①  多文化共生サポーター事業（まちづくり推進課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    ＨＨＨＨ24242424    ＨＨＨＨ25252525    ＨＨＨＨ26262626    ＨＨＨＨ27272727    ＨＨＨＨ28282828    

検討検討検討検討    検討検討検討検討    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    拡充拡充拡充拡充    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要     外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと地域地域地域地域をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ役割役割役割役割をををを担担担担うううう人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するとともするとともするとともするととも

にににに、、、、こうしたこうしたこうしたこうした人材人材人材人材をををを核核核核としてとしてとしてとして、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが抱抱抱抱えるえるえるえる言葉言葉言葉言葉のののの壁壁壁壁やややや

文化文化文化文化のののの違違違違いからいからいからいから生生生生じるじるじるじる様々様々様々様々なななな課題課題課題課題にににに対対対対してしてしてして、、、、市民市民市民市民のののの活力活力活力活力をををを生生生生かかかか

したしたしたした解決解決解決解決をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

小学校小学校小学校小学校とととと放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室にににに、、、、前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きサきサきサきサポーターをポーターをポーターをポーターを

派遣派遣派遣派遣しましたしましたしましたしました。。。。    

小学校派遣小学校派遣小学校派遣小学校派遣はははは、、、、昨年度昨年度昨年度昨年度までのまでのまでのまでの 5555 小学校小学校小学校小学校からからからから拡大拡大拡大拡大してしてしてして実施実施実施実施しましましましま

したしたしたした。。。。    

1)1)1)1)    小学校小学校小学校小学校    

・・・・    7777 校校校校（（（（江東小江東小江東小江東小、、、、中川小中川小中川小中川小、、、、荒崎小荒崎小荒崎小荒崎小、、、、安井小安井小安井小安井小、、、、日新小日新小日新小日新小、、、、                

北小北小北小北小、、、、東小東小東小東小））））    

・     コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター配置配置配置配置：：：：1111 人人人人（（（（退職教員退職教員退職教員退職教員））））    

・     サポーターサポーターサポーターサポーター派遣派遣派遣派遣：：：：13131313 人人人人    

（（（（大垣国際交流協会日本語指導大垣国際交流協会日本語指導大垣国際交流協会日本語指導大垣国際交流協会日本語指導ボランティアボランティアボランティアボランティア 7777 人人人人、、、、退退退退

職教員職教員職教員職教員 3333 人人人人、、、、留守家庭児童教室指導員留守家庭児童教室指導員留守家庭児童教室指導員留守家庭児童教室指導員 1111 人人人人、、、、元保育士元保育士元保育士元保育士

1111 人人人人、、、、元県職員元県職員元県職員元県職員 1111 人人人人））））    

・     支援児童支援児童支援児童支援児童：：：：26262626 人人人人    

    

    

プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１    子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業     
 多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの地域地域地域地域づくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーターづくりコーディネーター事業事業事業事業 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 4444 



8888    

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    2)2)2)2)        放放放放課後支援教室課後支援教室課後支援教室課後支援教室    

・・・・    サポーターサポーターサポーターサポーター派遣派遣派遣派遣：：：：12121212 人人人人    

（（（（岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学 10101010 人人人人、、、、民生委員民生委員民生委員民生委員 2222 人人人人））））    

・     支援児童支援児童支援児童支援児童：：：：41414141 人人人人    

    

※※※※拡充拡充拡充拡充        サポーターサポーターサポーターサポーター派遣派遣派遣派遣ＨＨＨＨ27272727：：：：5555 校校校校→→→→ＨＨＨＨ28282828：：：：7777 校校校校    



9999    

 

    

    
⑴  プロジェクトのねらい 

小学校入学前小学校入学前小学校入学前小学校入学前のののの外国人外国人外国人外国人のののの子子子子どもどもどもども及及及及びびびび保護者保護者保護者保護者にににに日本語及日本語及日本語及日本語及びびびび日本日本日本日本のののの学校生活学校生活学校生活学校生活についについについについ

てててて学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会をををを提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校にににに在籍在籍在籍在籍するするするする外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童・・・・生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする        

日本語学習等日本語学習等日本語学習等日本語学習等のののの指導指導指導指導をさらにをさらにをさらにをさらに推進推進推進推進しししし、、、、学力学力学力学力のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。    

    

⑵  事業の概要 

・     外外外外国人国人国人国人のののの児童及児童及児童及児童及びびびび保護者保護者保護者保護者にににに対対対対するするするする日本語日本語日本語日本語やややや学校生活学校生活学校生活学校生活にににに関関関関するするするする就学前指導就学前指導就学前指導就学前指導のののの実施実施実施実施    

・     外外外外国人国人国人国人のののの児童児童児童児童・・・・生徒生徒生徒生徒にににに対対対対するするするする学習支援学習支援学習支援学習支援（（（（時間外指導時間外指導時間外指導時間外指導））））    

    

⑶  個別事業      

①  プレスクール「きらきら教室」開催事業（まちづくり推進課） 

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    H24H24H24H24    H25H25H25H25    H26H26H26H26    H27H27H27H27    H28H28H28H28    

実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    実施実施実施実施    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    

    

就学直前就学直前就学直前就学直前のののの外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童をををを対象対象対象対象にににに、、、、日本語指導及日本語指導及日本語指導及日本語指導及びびびび生活適応指生活適応指生活適応指生活適応指

導導導導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、指導者指導者指導者指導者 4444 人体制人体制人体制人体制でででで実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

またまたまたまた、、、、児童児童児童児童、、、、保護者保護者保護者保護者のののの双方双方双方双方にににに効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる集団指導集団指導集団指導集団指導のののの参参参参

加率加率加率加率をををを向上向上向上向上すすすするためるためるためるため、、、、事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会をををを実施実施実施実施しましたしましたしましたしました。。。。    

1111))))    ききききらきららきららきららきら教室教室教室教室（（（（12121212 月月月月～～～～3333 月月月月））））    

・・・・    巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導        

内内内内        容容容容：：：：日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導・・・・生活適応指導生活適応指導生活適応指導生活適応指導    

訪訪訪訪    問問問問    園園園園：：：：11119999 園園園園 33338888 人人人人    

指導回数指導回数指導回数指導回数：：：：8888～～～～19191919 回回回回////人人人人    

・     集団集団集団集団指導指導指導指導（（（（北幼保園北幼保園北幼保園北幼保園））））    

内内内内        容容容容：（：（：（：（児童児童児童児童））））日本語日本語日本語日本語、、、、生活適応指導生活適応指導生活適応指導生活適応指導    

（（（（保護者保護者保護者保護者））））学校生活等学校生活等学校生活等学校生活等のののの説明会説明会説明会説明会・・・・個別相談会個別相談会個別相談会個別相談会    

回回回回        数数数数：：：：5555 回回回回    

参参参参    加加加加    者者者者：：：：児童児童児童児童 20202020 人人人人////回回回回、、、、保護者保護者保護者保護者 24242424 人人人人////回回回回    

・     事前説明会事前説明会事前説明会事前説明会（（（（北幼保園北幼保園北幼保園北幼保園））））    

内内内内        容容容容：（：（：（：（児童児童児童児童））））生活適応指導生活適応指導生活適応指導生活適応指導    

（（（（保護者保護者保護者保護者））））きらきらきらきらきらきらきらきら教室教室教室教室のののの説明説明説明説明    

プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１プロジェクト１    子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業子どもが主役の国際理解・国際交流事業    
     外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童・・・・生徒生徒生徒生徒のののの就学前指導及就学前指導及就学前指導及就学前指導及びびびび日本語学習等支援事業日本語学習等支援事業日本語学習等支援事業日本語学習等支援事業 プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト 5555 



10101010    

    

    

    

    

    

    

    

    

②  「外国人児童生徒のための放課後支援教室」開催事業 

平成平成平成平成 28282828 年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

参参参参    加加加加    者者者者：：：：児童児童児童児童 20202020 人人人人、、、、保護者保護者保護者保護者 22222222 人人人人    

2222))))    語語語語いいいい能力検査能力検査能力検査能力検査    

    ・・・・    指導前語指導前語指導前語指導前語いいいい能力検査能力検査能力検査能力検査（（（（10101010 月月月月））））    

平均平均平均平均 60.7/10060.7/10060.7/10060.7/100 点点点点、、、、児童児童児童児童 43434343 人人人人    

    ・・・・    指導後語指導後語指導後語指導後語いいいい能力検査能力検査能力検査能力検査（（（（3333 月月月月））））    

平均平均平均平均 84.684.684.684.6/100/100/100/100 点点点点、、、、児童児童児童児童 36363636 人人人人（（（（語語語語いいいい進捗率進捗率進捗率進捗率：：：：39393939％）％）％）％）    

3)3)3)3)    前年度修了生前年度修了生前年度修了生前年度修了生へのへのへのへの追跡調査追跡調査追跡調査追跡調査（（（（7777 月月月月））））    

9999 校校校校 22222222 人人人人    

進 捗 状進 捗 状進 捗 状進 捗 状 況況況況    H24H24H24H24    H25H25H25H25    H26H26H26H26    H27H27H27H27    H28H28H28H28    

実施実施実施実施    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    実施実施実施実施    拡充拡充拡充拡充    

事 業 概事 業 概事 業 概事 業 概 要要要要    日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力がががが不十分不十分不十分不十分であであであであるためにるためにるためにるために学習支援学習支援学習支援学習支援がががが必要必要必要必要なななな外国人外国人外国人外国人    

児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒をををを対象対象対象対象にににに、、、、学外学外学外学外でのでのでのでの教科補習教科補習教科補習教科補習をををを行行行行いますいますいますいます。。。。    

平成平成平成平成 22228888 年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きききき、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しましたしましたしましたしました。。。。    

1)1)1)1)    多目的交流多目的交流多目的交流多目的交流イベントハウスイベントハウスイベントハウスイベントハウス    

内内内内    容容容容：：：：週週週週 2222 回回回回（（（（火火火火・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日））））    

小学生小学生小学生小学生：：：：17:0017:0017:0017:00～～～～18:3018:3018:3018:30    

中中中中学生学生学生学生：：：：19:0019:0019:0019:00～～～～20:3020:3020:3020:30    

開催実績開催実績開催実績開催実績    

小小小小学生学生学生学生：：：：開催実績開催実績開催実績開催実績 96969696 回回回回、、、、参加児童延参加児童延参加児童延参加児童延 1,1741,1741,1741,174 人人人人    

中学生中学生中学生中学生：：：：        〃〃〃〃        96969696 回回回回、、、、参加生徒延参加生徒延参加生徒延参加生徒延    768768768768 人人人人    

日本語能力伸長率日本語能力伸長率日本語能力伸長率日本語能力伸長率 31.531.531.531.5％％％％    

2)2)2)2)    荒崎地区荒崎地区荒崎地区荒崎地区でのでのでのでの分室開催分室開催分室開催分室開催    

ところところところところ：：：：県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所    

内内内内    容容容容    ：：：：7777 月月月月 21212121 日日日日（（（（木木木木）～）～）～）～8888 月月月月 3333 日日日日（（（（水水水水））））    

9999：：：：00000000～～～～10101010：：：：30303030（（（（土日土日土日土日をををを除除除除くくくく平日平日平日平日 10101010 日間日間日間日間））））    

参加者参加者参加者参加者：：：：17171717人人人人((((小学生小学生小学生小学生13131313人人人人、、、、中学生中学生中学生中学生4444人人人人)))) 

3)3)3)3)        学校学校学校学校連携連携連携連携    

学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問：：：：28282828 件件件件、、、、電話相談電話相談電話相談電話相談：：：：40404040 件件件件    

4444))))        個個個個別懇談別懇談別懇談別懇談    

個別懇談個別懇談個別懇談個別懇談：：：：100100100100 件件件件（（（（保護者保護者保護者保護者 83838383 件件件件、、、、子子子子どもどもどもども 17171717 件件件件））））    

保護者保護者保護者保護者からのからのからのからの電話相談電話相談電話相談電話相談：：：：48484848 件件件件    

ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語によるによるによるによる心理相談心理相談心理相談心理相談 1111 件件件件    



11111111    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

        

平成平成平成平成22228888年度年度年度年度実績実績実績実績    

    

    

5555))))    進進進進路路路路・・・・進学進学進学進学セミナーセミナーセミナーセミナー    

第第第第 1111 回回回回：：：：平成平成平成平成 22228888 年年年年    7777 月月月月 30303030 日開催日開催日開催日開催・・・・参加者参加者参加者参加者    7777 人人人人    

第第第第 2222 回回回回：：：：平成平成平成平成 22228888 年年年年 12121212 月月月月 22223333 日開催日開催日開催日開催・・・・参加者参加者参加者参加者 44446666 人人人人    

    

※※※※    拡充拡充拡充拡充    ＨＨＨＨ28282828：：：：荒崎地区荒崎地区荒崎地区荒崎地区でのでのでのでの分室開催分室開催分室開催分室開催    
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３　平成28年度事業計画及び実績一覧（全46事業）

　◎　基本目標Ⅰ　多文化共生に向けた意識の高揚（9事業）

　　○　Ⅰ-1　多文化共生を支える人づくり

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
にににに関関関関するするするする意意意意
識啓発識啓発識啓発識啓発

　　　　市民市民市民市民のののの人権意人権意人権意人権意
識識識識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るるるる
とともにとともにとともにとともに、、、、多文多文多文多文
化共生化共生化共生化共生のののの考考考考ええええ方方方方
についてについてについてについて理解理解理解理解をををを
促促促促すためすためすためすため、、、、市民市民市民市民
等等等等をををを対象対象対象対象にしたにしたにしたにした
講演会講演会講演会講演会やややや研修研修研修研修なななな
どをどをどをどを実施実施実施実施しましましましま
すすすす。。。。

1111 人権講演会開人権講演会開人権講演会開人権講演会開
催事業催事業催事業催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

社会教育社会教育社会教育社会教育
スポーツスポーツスポーツスポーツ
課課課課

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの考考考考ええええ
方方方方をををを含含含含むむむむ人権意識啓人権意識啓人権意識啓人権意識啓
発発発発のののの場場場場としてとしてとしてとして、、、、市民市民市民市民
向向向向けけけけ講演会講演会講演会講演会をををを開催開催開催開催しししし
ますますますます。。。。

　　　　人権人権人権人権にににに関関関関するするするする講座講座講座講座・・・・講演及講演及講演及講演及びびびび人権学習資料人権学習資料人権学習資料人権学習資料をををを作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布しましましましま
すすすす。。。。
①①①①　　　　心心心心のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい講座講座講座講座
②②②②　　　　人権人権人権人権・・・・同和問題同和問題同和問題同和問題をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで考考考考えるえるえるえる学習会学習会学習会学習会
③③③③　　　　人権人権人権人権・・・・同和教育講演会同和教育講演会同和教育講演会同和教育講演会
④④④④　　　　人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会
⑤⑤⑤⑤　　　　人権学習資料人権学習資料人権学習資料人権学習資料のののの作成作成作成作成・・・・配布配布配布配布
　　　　　　　　配布配布配布配布：1,000：1,000：1,000：1,000部部部部（（（（平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　心心心心のふれあいのふれあいのふれあいのふれあい講座講座講座講座
　　　　　　　　とととと　　　　きききき：10/18、10/19、10/25、10/27：10/18、10/19、10/25、10/27：10/18、10/19、10/25、10/27：10/18、10/19、10/25、10/27
　　　　　　　　ところところところところ：：：：西部研修西部研修西部研修西部研修センターセンターセンターセンター他3会場他3会場他3会場他3会場
　　　　　　　　講講講講　　　　師師師師：：：：人権啓発人権啓発人権啓発人権啓発センターセンターセンターセンター常務理事常務理事常務理事常務理事　　　　吉田圭三 氏吉田圭三 氏吉田圭三 氏吉田圭三 氏
　　　　　　　　参加者参加者参加者参加者：10/18　65：10/18　65：10/18　65：10/18　65人人人人、10/19　45、10/19　45、10/19　45、10/19　45人人人人、、、、
　　　　　　10/25　36　　　　　　10/25　36　　　　　　10/25　36　　　　　　10/25　36人人人人、10/27　41、10/27　41、10/27　41、10/27　41人人人人
②②②②　　　　人権人権人権人権・・・・同和問題同和問題同和問題同和問題をみんなでをみんなでをみんなでをみんなで考考考考えるえるえるえる学習会学習会学習会学習会
　　　　　　　　とととと　　　　きききき：12：12：12：12月7日月7日月7日月7日
　　　　　　　　ところところところところ：：：：若森会館若森会館若森会館若森会館
　　　　　　　　講講講講　　　　師師師師：：：：人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員人権擁護委員　　　　中村正信 氏中村正信 氏中村正信 氏中村正信 氏
　　　　　　　　参加者参加者参加者参加者：62：62：62：62人人人人
③③③③　　　　人権人権人権人権・・・・同和教育講演会同和教育講演会同和教育講演会同和教育講演会
　　　　　　　　とととと　　　　きききき：2：2：2：2月11日月11日月11日月11日
　　　　　　　　ところところところところ：：：：墨俣墨俣墨俣墨俣さくらさくらさくらさくら会館文化会館文化会館文化会館文化ホールホールホールホール
　　　　　　　　講講講講　　　　師師師師：：：：猿猿猿猿まわしまわしまわしまわし師師師師　　　　村崎太郎 氏村崎太郎 氏村崎太郎 氏村崎太郎 氏
　　　　　　　　参加者参加者参加者参加者：200：200：200：200人人人人

④④④④　　　　人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会人権啓発講演会
　　　　　　　　とととと　　　　きききき：11：11：11：11月14日月14日月14日月14日
　　　　　　　　ところところところところ：：：：スイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンター音楽堂音楽堂音楽堂音楽堂
　　　　　　　　講講講講　　　　師師師師：：：：フォトジャーナリストフォトジャーナリストフォトジャーナリストフォトジャーナリスト　　　　久保田弘信 氏久保田弘信 氏久保田弘信 氏久保田弘信 氏
　　　　　　　　参加者参加者参加者参加者：200：200：200：200人人人人
⑤⑤⑤⑤　　　　人権学習資料人権学習資料人権学習資料人権学習資料（（（（平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集平成28年度版大垣市人権作文集））））
　　1,000　　1,000　　1,000　　1,000部作成部作成部作成部作成・・・・配布配布配布配布

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

2222 人権人権人権人権LetterLetterLetterLetter発発発発
行事業行事業行事業行事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

人権擁護人権擁護人権擁護人権擁護
推進室推進室推進室推進室

　　　　外国人外国人外国人外国人をををを含含含含むむむむ人権人権人権人権
意識意識意識意識のののの高揚高揚高揚高揚をををを図図図図るたるたるたるた
めめめめ、、、、人権人権人権人権LetterをLetterをLetterをLetterを年年年年
2回発行2回発行2回発行2回発行しますしますしますします。。。。

　　　　人権人権人権人権Letterを2Letterを2Letterを2Letterを2月月月月と8と8と8と8月月月月のののの年2回発行年2回発行年2回発行年2回発行しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　年2回年2回年2回年2回（2（2（2（2月月月月・8・8・8・8月月月月））））発行発行発行発行
　　　　・・・・　　　　発行部数発行部数発行部数発行部数：57,100：57,100：57,100：57,100部/回部/回部/回部/回

②②②②多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
のののの担担担担いいいい手手手手のののの
養成養成養成養成・・・・支援支援支援支援

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの
担担担担いいいい手手手手をををを養成養成養成養成すすすす
るためるためるためるため、、、、講座等講座等講座等講座等
のののの機会機会機会機会をををを通通通通じたじたじたじた
人材人材人材人材のののの養成養成養成養成をををを行行行行
うとともにうとともにうとともにうとともに、、、、関関関関
連連連連するするするする活動活動活動活動をををを
行行行行っているっているっているっているＮＰＮＰＮＰＮＰ
ＯＯＯＯやボランティやボランティやボランティやボランティ
アグループのアグループのアグループのアグループの活活活活
動動動動をををを支援支援支援支援しましましましま
すすすす。。。。

3333 ボランティアボランティアボランティアボランティア
活動推進事業活動推進事業活動推進事業活動推進事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　国際交流国際交流国際交流国際交流・・・・多文化多文化多文化多文化
共生共生共生共生にににに資資資資するボランするボランするボランするボラン
ティアティアティアティア活動活動活動活動のののの担担担担いいいい手手手手
をををを養成養成養成養成するためするためするためするため、、、、講講講講
座座座座・・・・研修会研修会研修会研修会をををを開催開催開催開催しししし
ますますますます。。。。またまたまたまた、、、、各種団各種団各種団各種団
体体体体にににに対対対対しししし、、、、ボランボランボランボラン
ティアティアティアティア講師講師講師講師をををを派遣派遣派遣派遣
しししし、、、、各種団体各種団体各種団体各種団体のののの活動活動活動活動
をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

　　　　各種団体各種団体各種団体各種団体からのからのからのからの要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ボランボランボランボラン
ティアティアティアティア養成講座養成講座養成講座養成講座をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの集集集集いをいをいをいを開催開催開催開催しししし、、、、ボランティアボランティアボランティアボランティア同士同士同士同士のののの連連連連
携携携携をををを図図図図りますりますりますります。。。。
①①①①　　　　日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導ボランティアボランティアボランティアボランティア講座講座講座講座
　　　　　　　　　　　　回数回数回数回数：2：2：2：2期16回期16回期16回期16回
②②②②　　　　ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの集集集集いいいい

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導ボランティアボランティアボランティアボランティア講座講座講座講座
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：：：：第1期第1期第1期第1期・・・・平成28年8月19日平成28年8月19日平成28年8月19日平成28年8月19日～10～10～10～10月21日月21日月21日月21日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2期第2期第2期第2期・・・・平成28年12月14日平成28年12月14日平成28年12月14日平成28年12月14日～～～～平成29年2月5日平成29年2月5日平成29年2月5日平成29年2月5日
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：スイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンター学習館学習館学習館学習館
　　　　・・・・　　　　回回回回　　　　数数数数：2：2：2：2期15回期15回期15回期15回
　　　　・・・・　　　　受講者受講者受講者受講者：：：：第1期32人第1期32人第1期32人第1期32人、、、、第2期21人第2期21人第2期21人第2期21人
②②②②　　　　ボランティアのボランティアのボランティアのボランティアの集集集集いいいい
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：：：：平成28年3月19日平成28年3月19日平成28年3月19日平成28年3月19日（（（（土土土土））））
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：スイトピアセンター・スイトピアホールスイトピアセンター・スイトピアホールスイトピアセンター・スイトピアホールスイトピアセンター・スイトピアホール
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：47：47：47：47人人人人

施策名

13131313
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　　○　Ⅰ-2　多文化共生・国際交流活動の充実

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
とのとのとのとの交流機交流機交流機交流機
会会会会のののの提供提供提供提供

　　　　日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民とととと
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが交交交交
流流流流しししし、、、、互互互互いのいのいのいの文文文文
化化化化のののの理解理解理解理解につなにつなにつなにつな
がるがるがるがる行事行事行事行事をををを開催開催開催開催
しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯやボランやボランやボランやボラン
ティアグループティアグループティアグループティアグループ
がががが活動活動活動活動のののの一環一環一環一環とととと
してしてしてして行行行行っているっているっているっている
交流交流交流交流イベントイベントイベントイベント等等等等
をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

4444 地域国際交流地域国際交流地域国際交流地域国際交流
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民とととと外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民がががが交流交流交流交流しししし、、、、互互互互
いのいのいのいの文化文化文化文化のののの理解理解理解理解につにつにつにつ
ながるながるながるながる行事行事行事行事をををを開催開催開催開催しししし
ますますますます。。。。

  日本人市民  日本人市民  日本人市民  日本人市民とととと外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが交流交流交流交流しししし、、、、互互互互いのいのいのいの文化文化文化文化のののの理解理解理解理解につなにつなにつなにつな
がるがるがるがる講座等講座等講座等講座等をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための日本文化講座日本文化講座日本文化講座日本文化講座
　　（　　（　　（　　（和服和服和服和服・・・・浴衣浴衣浴衣浴衣・・・・茶道茶道茶道茶道））））
  　　回数  　　回数  　　回数  　　回数：：：：年14回年14回年14回年14回
②②②②　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための神輿体験神輿体験神輿体験神輿体験
  　　開催月  　　開催月  　　開催月  　　開催月：10：10：10：10月月月月（（（（十万石十万石十万石十万石まつりまつりまつりまつり））））
③③③③　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための浴衣着付浴衣着付浴衣着付浴衣着付けけけけ体験体験体験体験
  　　開催月  　　開催月  　　開催月  　　開催月：8：8：8：8月月月月（（（（納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊りりりり大会大会大会大会））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための日本文化講座日本文化講座日本文化講座日本文化講座
　　（　　（　　（　　（和服和服和服和服・・・・浴衣浴衣浴衣浴衣・・・・琴琴琴琴・・・・書道書道書道書道））））
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：スイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンター学習館学習館学習館学習館
　　　　・・・・　　　　回回回回　　　　数数数数：15：15：15：15回回回回
　　　　・・・・　　　　受講者受講者受講者受講者：：：：延延延延べ68べ68べ68べ68人人人人
②②②②　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための神輿体験神輿体験神輿体験神輿体験
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：10：10：10：10月9日月9日月9日月9日（（（（十万石十万石十万石十万石まつりへのまつりへのまつりへのまつりへの参加参加参加参加））））
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：大垣駅通大垣駅通大垣駅通大垣駅通りりりり
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：18：18：18：18人人人人
③③③③　　　　納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊りでのりでのりでのりでの外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの浴衣着付浴衣着付浴衣着付浴衣着付けけけけ体験体験体験体験
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：8：8：8：8月25日月25日月25日月25日・26・26・26・26日日日日（（（（納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊納涼盆踊りりりり大会大会大会大会））））
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：西地区西地区西地区西地区センターセンターセンターセンター
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：：：：延延延延べ60べ60べ60べ60人人人人

施策名



施策内容施策内容施策内容施策内容 №№№№ 事業名事業名事業名事業名 事業主体事業主体事業主体事業主体 事業概要事業概要事業概要事業概要 平成28年度事業計画及平成28年度事業計画及平成28年度事業計画及平成28年度事業計画及びびびび実績実績実績実績

5555 国際交流活動国際交流活動国際交流活動国際交流活動
助成事業助成事業助成事業助成事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　民間団体民間団体民間団体民間団体がががが実施実施実施実施すすすす
るるるる国際交流活動等国際交流活動等国際交流活動等国際交流活動等のののの
事業事業事業事業にににに対対対対してしてしてして助成助成助成助成
しししし、、、、民間民間民間民間ベースのベースのベースのベースの国国国国
際交流活動際交流活動際交流活動際交流活動をををを支援支援支援支援しししし
ますますますます。。。。

  民間団体  民間団体  民間団体  民間団体がががが実施実施実施実施するするするする国際交流活動国際交流活動国際交流活動国際交流活動にににに対対対対してしてしてして、1、1、1、1事業事業事業事業あたり8あたり8あたり8あたり8万万万万
円助成円助成円助成円助成しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　助成事業数助成事業数助成事業数助成事業数：5：5：5：5事業事業事業事業
　　　　ＷＩＮＧ　　　　ＷＩＮＧ　　　　ＷＩＮＧ　　　　ＷＩＮＧ
　　　　(　　　　(　　　　(　　　　(公財)公財)公財)公財)AFSAFSAFSAFS日本協会岐阜支部日本協会岐阜支部日本協会岐阜支部日本協会岐阜支部
　　　　　　　　　　　　　　　　ネオ・ダールネオ・ダールネオ・ダールネオ・ダール会会会会
　　　　　　　　　　　　　　　　日本国際日本国際日本国際日本国際ポスターポスターポスターポスター美術館美術館美術館美術館
　　　　　　　　　　　　　　　　岐阜県世界青年友岐阜県世界青年友岐阜県世界青年友岐阜県世界青年友のののの会会会会

6666 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト3ト3ト3ト3】】】】
外国人市民防外国人市民防外国人市民防外国人市民防
災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民をををを対象対象対象対象
としたとしたとしたとした防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練のののの際際際際
にににに、、、、地域住民地域住民地域住民地域住民とととと外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民とのとのとのとの交流会交流会交流会交流会をををを
開催開催開催開催しししし、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
へのへのへのへの理解理解理解理解をををを深深深深めまめまめまめま
すすすす。。。。

　　　　防災啓発活動防災啓発活動防災啓発活動防災啓発活動をををを行行行行うNPOうNPOうNPOうNPO法人法人法人法人にににに業務委託業務委託業務委託業務委託しししし、、、、市民市民市民市民とととと協動協動協動協動しなしなしなしな
がらがらがらがら外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けけけけ防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、訓練訓練訓練訓練のののの最後最後最後最後
にはにはにはには参加者参加者参加者参加者のののの国料理国料理国料理国料理によるによるによるによる炊炊炊炊きききき出出出出しをしをしをしを行行行行いいいい、、、、日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民とととと外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民のののの異文化交流異文化交流異文化交流異文化交流をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：11：11：11：11月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時～12～12～12～12時時時時
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学
　　　　・・・・　　　　内内内内　　　　容容容容：：：：防災士防災士防災士防災士によるによるによるによる災害災害災害災害にににに備備備備えるためのえるためのえるためのえるための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス、、、、消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練、、、、担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炊炊炊炊きききき出出出出しししし訓練等訓練等訓練等訓練等
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：：：：外国人支援外国人支援外国人支援外国人支援ボランティア20ボランティア20ボランティア20ボランティア20人人人人、、、、外国人39人外国人39人外国人39人外国人39人
　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（計59人計59人計59人計59人））））

②②②②多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
のののの拠点拠点拠点拠点づくづくづくづく
りりりり

　　　　日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民とととと
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが互互互互
いにいにいにいに交流交流交流交流しつしつしつしつ
つつつつ、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
にににに向向向向けたけたけたけた活動活動活動活動をををを
展開展開展開展開するするするする拠点拠点拠点拠点とととと
なるなるなるなる場場場場をををを検討検討検討検討しししし
ますますますます。。。。

7777 多文化共生活多文化共生活多文化共生活多文化共生活
動拠点動拠点動拠点動拠点づくりづくりづくりづくり
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生にににに向向向向けけけけ
たたたた活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点としてふとしてふとしてふとしてふ
さわしいさわしいさわしいさわしい場場場場をををを検討検討検討検討しししし
ますますますます。。。。

  外国人市民向  外国人市民向  外国人市民向  外国人市民向けのけのけのけの日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室やややや市民相談市民相談市民相談市民相談をををを実施実施実施実施しているしているしているしている大垣大垣大垣大垣
国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会をををを、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的なななな活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、関連関連関連関連するするするする事業事業事業事業
をををを展開展開展開展開しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けのけのけのけの日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室やややや市民相談市民相談市民相談市民相談をををを実施実施実施実施しているしているしているしている大垣大垣大垣大垣
国際交流協会国際交流協会国際交流協会国際交流協会をををを、、、、暫定的暫定的暫定的暫定的なななな活動拠点活動拠点活動拠点活動拠点とととと位置付位置付位置付位置付けけけけ、、、、関連関連関連関連するするするする事業事業事業事業
をををを展開展開展開展開しましたしましたしましたしました。。。。

施策名施策名施策名施策名
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16161616

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

③③③③多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
のののの視点視点視点視点にににに
立立立立ったったったった国際国際国際国際
理解教育理解教育理解教育理解教育のののの
推進推進推進推進

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの
考考考考ええええ方方方方をををを浸透浸透浸透浸透ささささ
せるためせるためせるためせるため、、、、小中小中小中小中
学校学校学校学校のののの授業授業授業授業などなどなどなど
をををを通通通通してしてしてして、、、、国際国際国際国際
理解理解理解理解につながるにつながるにつながるにつながる
学習機会学習機会学習機会学習機会をををを提供提供提供提供
しますしますしますします。。。。

8888 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト1ト1ト1ト1】】】】
国際理解教育国際理解教育国際理解教育国際理解教育
推進事業推進事業推進事業推進事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

学校教育学校教育学校教育学校教育
課課課課

　　　　国際理解教育推進国際理解教育推進国際理解教育推進国際理解教育推進
校校校校においてにおいてにおいてにおいて、、、、国際理国際理国際理国際理
解解解解につながるにつながるにつながるにつながる教育教育教育教育をををを
推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

  中川小学校  中川小学校  中川小学校  中川小学校においてにおいてにおいてにおいて、、、、引引引引きききき続続続続きききき次次次次のののの活動活動活動活動をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
①①①①　　　　ファンタイムファンタイムファンタイムファンタイム（（（（FunFunFunFun　　　　TimeTimeTimeTime））））
  　毎日  　毎日  　毎日  　毎日、、、、昼休昼休昼休昼休みの10みの10みの10みの10分間分間分間分間をををを利用利用利用利用してしてしてしてＡＬＴ（ＡＬＴ（ＡＬＴ（ＡＬＴ（外国語指導外国語指導外国語指導外国語指導
　　　　　　　　助手助手助手助手））））とととと国際委員会児童国際委員会児童国際委員会児童国際委員会児童、、、、担当教諭担当教諭担当教諭担当教諭によるによるによるによる全校全校全校全校テレビテレビテレビテレビ
　　　　　　　　放送放送放送放送をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
②②②②　　　　フレンドリータイムフレンドリータイムフレンドリータイムフレンドリータイム
  　総合的  　総合的  　総合的  　総合的なななな学習学習学習学習のののの時間時間時間時間にににに、、、、国際交流活動国際交流活動国際交流活動国際交流活動にににに取取取取りりりり組組組組みますみますみますみます。。。。
　　　　　　　　そのまとめとしてそのまとめとしてそのまとめとしてそのまとめとして外国外国外国外国のおのおのおのお客様客様客様客様をををを招待招待招待招待してしてしてして、、、、学学学学んだことをんだことをんだことをんだことを
　　　　　　　　英語英語英語英語でででで伝伝伝伝えるえるえるえる時間時間時間時間をををを設設設設けますけますけますけます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　ファンタイム(ファンタイム(ファンタイム(ファンタイム(ＦＦＦＦun un un un ＴＴＴＴime)ime)ime)ime)
　　　　　　　　毎日毎日毎日毎日、、、、昼休昼休昼休昼休みの10みの10みの10みの10分間分間分間分間にににに、、、、全校全校全校全校テレビテレビテレビテレビ放送放送放送放送でクイズでクイズでクイズでクイズ形式形式形式形式にににに
　　　　　　　　よるよるよるよる英単語英単語英単語英単語のののの紹介紹介紹介紹介などをなどをなどをなどを行行行行いいいい、、、、英語英語英語英語にににに親親親親しみましたしみましたしみましたしみました。。。。
②②②②　　　　フレンドリ―タイムフレンドリ―タイムフレンドリ―タイムフレンドリ―タイム
　　　　　　　　外国外国外国外国からおからおからおからお客様客様客様客様をををを招待招待招待招待しししし、、、、生徒生徒生徒生徒とととと英語英語英語英語でででで交流交流交流交流しましたしましたしましたしました。。。。
　　　　・   ・   ・   ・   6月 2日6月 2日6月 2日6月 2日：：：：アメリカ2アメリカ2アメリカ2アメリカ2人人人人
　　　　・   ・   ・   ・   9月29日9月29日9月29日9月29日：：：：中国中国中国中国、、、、アメリカアメリカアメリカアメリカ、、、、カンボジアカンボジアカンボジアカンボジア各1人各1人各1人各1人
　　　　・  ・  ・  ・  11月28日11月28日11月28日11月28日：：：：アメリカ1アメリカ1アメリカ1アメリカ1人人人人、、、、中国2人中国2人中国2人中国2人
　　　　・  ・  ・  ・  11月29日11月29日11月29日11月29日：：：：アメリカ1アメリカ1アメリカ1アメリカ1人人人人

9999 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト1ト1ト1ト1】】】】
子子子子どもどもどもども向向向向けけけけ国国国国
際理解講座開際理解講座開際理解講座開際理解講座開
催事業催事業催事業催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　本市本市本市本市のののの未来未来未来未来をををを担担担担うううう
子子子子どものどものどものどもの多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生
意識意識意識意識をををを醸成醸成醸成醸成するたするたするたするた
めめめめ、、、、国際理解国際理解国際理解国際理解・・・・国際国際国際国際
交流交流交流交流にににに資資資資するするするする講座講座講座講座をををを
開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

  今年度  今年度  今年度  今年度はははは親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい異文化交流会異文化交流会異文化交流会異文化交流会を7を7を7を7回開催回開催回開催回開催しますしますしますします。。。。まままま
たたたた、、、、国際交流国際交流国際交流国際交流フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル（11（11（11（11月月月月））））でででで親子親子親子親子でででで楽楽楽楽しめるしめるしめるしめる外国文外国文外国文外国文
化紹介化紹介化紹介化紹介をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　時期時期時期時期：6：6：6：6月月月月～12～12～12～12月月月月（（（（毎月1回毎月1回毎月1回毎月1回・・・・全7回全7回全7回全7回））））
　　　　・・・・　　　　定員定員定員定員：：：：各15組各15組各15組各15組のののの親子親子親子親子
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：親子親子親子親子のスキンシップレクリエーションのスキンシップレクリエーションのスキンシップレクリエーションのスキンシップレクリエーション、、、、歌歌歌歌、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　リズムあそびリズムあそびリズムあそびリズムあそび、、、、英語劇英語劇英語劇英語劇などをなどをなどをなどを通通通通してしてしてして地域地域地域地域のののの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　子子子子どもどもどもども達達達達のののの国際感覚国際感覚国際感覚国際感覚をををを養養養養うううう

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　親子親子親子親子ふれあいふれあいふれあいふれあい異文化交流会異文化交流会異文化交流会異文化交流会
  ・  ・  ・  ・　　　　とととと　　　　きききき：6：6：6：6月月月月～12～12～12～12月月月月、、、、年7回年7回年7回年7回
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：スイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンタースイトピアセンター学習館学習館学習館学習館
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：：：：親子延親子延親子延親子延べ278べ278べ278べ278人人人人
②②②②　　　　国際交流国際交流国際交流国際交流フェスティバルフェスティバルフェスティバルフェスティバル（（（（ブラジルブラジルブラジルブラジル文化紹介文化紹介文化紹介文化紹介））））
  ・  ・  ・  ・　　　　とととと　　　　きききき：11：11：11：11月6日月6日月6日月6日（（（（日日日日））））
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：元気元気元気元気ハツラツハツラツハツラツハツラツ市会場市会場市会場市会場（（（（大垣駅通大垣駅通大垣駅通大垣駅通りりりり））））
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：201：201：201：201人人人人

施策名



　◎　基本目標Ⅱ　行政情報等の多言語化と日本語学習等の推進（11事業）

　　○　Ⅱ-1　地域における情報の多言語化

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①多様多様多様多様なメなメなメなメ
ディアによディアによディアによディアによ
るるるる行政行政行政行政・・・・生生生生
活情報活情報活情報活情報のののの多多多多
言語提供言語提供言語提供言語提供

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに
有用有用有用有用なななな生活情報生活情報生活情報生活情報
やややや行政情報行政情報行政情報行政情報をををを必必必必
要要要要にににに応応応応じてじてじてじて翻訳翻訳翻訳翻訳
しししし、、、、情報誌情報誌情報誌情報誌やややや
メールメールメールメール配信配信配信配信などなどなどなど
多様多様多様多様なメディアなメディアなメディアなメディア
によりによりによりにより情報提供情報提供情報提供情報提供
しますしますしますします。。。。

10101010 行政情報翻訳行政情報翻訳行政情報翻訳行政情報翻訳
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　庁内各課庁内各課庁内各課庁内各課からからからから要請要請要請要請
のあったのあったのあったのあった行政文書行政文書行政文書行政文書をををを
翻訳翻訳翻訳翻訳（（（（ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル
語語語語・・・・英語英語英語英語・・・・中国語中国語中国語中国語））））
しししし、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに情情情情
報提供報提供報提供報提供しますしますしますします。。。。

  次  次  次  次のののの体制体制体制体制でででで翻訳業務翻訳業務翻訳業務翻訳業務をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語：2：2：2：2人人人人
　　　　・・・・　　　　英語英語英語英語：1：1：1：1人人人人
　　　　・・・・　　　　中国語1人中国語1人中国語1人中国語1人（（（（大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　翻訳件数翻訳件数翻訳件数翻訳件数：440：440：440：440件件件件（（（（月平均36件月平均36件月平均36件月平均36件））））

11111111 ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語
情報誌情報誌情報誌情報誌「「「「アアアア
ミーゴミーゴミーゴミーゴ」」」」発行発行発行発行
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　広報広報広報広報「「「「おおがきおおがきおおがきおおがき」」」」
からからからから外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに
とってとってとってとって有用有用有用有用なななな情報情報情報情報をををを
抜粋抜粋抜粋抜粋・ポルトガル・ポルトガル・ポルトガル・ポルトガル語語語語
翻訳翻訳翻訳翻訳しししし、、、、毎月定期発毎月定期発毎月定期発毎月定期発
行行行行しますしますしますします。。。。

  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル語情報誌語情報誌語情報誌語情報誌「「「「アミーゴアミーゴアミーゴアミーゴ」」」」をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり発行発行発行発行しししし、、、、関係関係関係関係
機関機関機関機関にににに配布配布配布配布しますしますしますします。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの広報抜粋記事以外広報抜粋記事以外広報抜粋記事以外広報抜粋記事以外にもにもにもにも、、、、編集者編集者編集者編集者のコラムやのコラムやのコラムやのコラムや
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民インタビューをインタビューをインタビューをインタビューを盛盛盛盛りりりり込込込込みみみみ内容内容内容内容のののの充実充実充実充実をををを図図図図りますりますりますります。。。。
　　　　・・・・　　　　配布数配布数配布数配布数：：：：毎月1回計12回毎月1回計12回毎月1回計12回毎月1回計12回
　　　　・・・・　　　　配布先配布先配布先配布先：：：：保育園保育園保育園保育園、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校、、、、HIROHIROHIROHIRO学園学園学園学園、、、、派遣会社派遣会社派遣会社派遣会社、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会、、、、自治会等自治会等自治会等自治会等
　　　　・・・・　　　　発行部数発行部数発行部数発行部数：650：650：650：650部/回部/回部/回部/回

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　配布数配布数配布数配布数：：：：毎月1回計12回毎月1回計12回毎月1回計12回毎月1回計12回
　　　　・・・・　　　　配布先配布先配布先配布先：：：：保育園保育園保育園保育園、、、、小中学校小中学校小中学校小中学校、、、、HIROHIROHIROHIRO学園学園学園学園、、、、派遣会社等派遣会社等派遣会社等派遣会社等
　　　　　　　（9　　　　　　　（9　　　　　　　（9　　　　　　　（9社社社社）、）、）、）、大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会、、、、自治会自治会自治会自治会、、、、ハローハローハローハロー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワークワークワークワーク等等等等
　　　　・・・・　　　　発行部数発行部数発行部数発行部数：700：700：700：700部/回部/回部/回部/回

施策名

17171717



18181818

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①多様多様多様多様なメなメなメなメ
ディアによディアによディアによディアによ
るるるる行政行政行政行政・・・・生生生生
活情報活情報活情報活情報のののの多多多多
言語提供言語提供言語提供言語提供

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに
有用有用有用有用なななな生活情報生活情報生活情報生活情報
やややや行政情報行政情報行政情報行政情報をををを必必必必
要要要要にににに応応応応じてじてじてじて翻訳翻訳翻訳翻訳
しししし、、、、情報誌情報誌情報誌情報誌やややや
メールメールメールメール配信配信配信配信などなどなどなど
多様多様多様多様なメディアなメディアなメディアなメディア
によりによりによりにより情報提供情報提供情報提供情報提供
しますしますしますします。。。。

12121212 ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語
メールメールメールメール配信事配信事配信事配信事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　市政情報等市政情報等市政情報等市政情報等、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民にとってにとってにとってにとって有用有用有用有用
なななな情報情報情報情報をポルトガルをポルトガルをポルトガルをポルトガル
語語語語によりメールによりメールによりメールによりメール配信配信配信配信
しますしますしますします。。。。

  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル語語語語によるメールをによるメールをによるメールをによるメールを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり提供提供提供提供しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　配信数配信数配信数配信数：：：：月5月5月5月5～7～7～7～7本本本本
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：健康健康健康健康・ゴミ・ゴミ・ゴミ・ゴミ出出出出しししし変更日変更日変更日変更日・・・・各種納税日各種納税日各種納税日各種納税日、、、、イベントイベントイベントイベント等等等等

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　登録者数登録者数登録者数登録者数：256：256：256：256人人人人（（（（平成28年度末平成28年度末平成28年度末平成28年度末））））
　　　　・・・・　　　　配信数配信数配信数配信数　 ：　 ：　 ：　 ：年60本年60本年60本年60本（（（（月平均5本月平均5本月平均5本月平均5本））））

②②②②外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの生活相談生活相談生活相談生活相談
のためののためののためののための窓窓窓窓
口設置口設置口設置口設置、、、、専専専専
門家門家門家門家のののの養成養成養成養成

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの
生活相談生活相談生活相談生活相談にににに対応対応対応対応
するためするためするためするため、、、、多言多言多言多言
語語語語にににに対応対応対応対応したしたしたした窓窓窓窓
口口口口をををを設置設置設置設置するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、相談相談相談相談にににに
対応対応対応対応するスタッするスタッするスタッするスタッ
フのフのフのフの専門性専門性専門性専門性をををを高高高高
めますめますめますめます。。。。

13131313 行政書士行政書士行政書士行政書士によによによによ
るるるる外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
行政相談会開行政相談会開行政相談会開行政相談会開
催事業催事業催事業催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民をををを対象対象対象対象
としたとしたとしたとした行政書士行政書士行政書士行政書士によによによによ
るるるる行政相談会行政相談会行政相談会行政相談会（（（（ビザビザビザビザ
のののの更新更新更新更新やややや国際結婚国際結婚国際結婚国際結婚・・・・
離婚離婚離婚離婚のののの手続手続手続手続きききき等等等等））））をををを
開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした行政書士行政書士行政書士行政書士によるによるによるによる行政相談会行政相談会行政相談会行政相談会をををを次次次次のとのとのとのと
おりおりおりおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　日日日日　　　　　　　　時時時時：：：：毎月第1日曜日13:00毎月第1日曜日13:00毎月第1日曜日13:00毎月第1日曜日13:00～15:00～15:00～15:00～15:00
　　　　・・・・　　　　場場場場　　　　　　　　所所所所：：：：大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会
　　　　・・・・　　　　相談時間相談時間相談時間相談時間：30：30：30：30分/人分/人分/人分/人

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　開催数開催数開催数開催数　：5　：5　：5　：5回回回回
　　　　・・・・　　　　相談件数相談件数相談件数相談件数：6：6：6：6件件件件
　　　　　　　　　　　　通訳対応通訳対応通訳対応通訳対応：：：：ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語3件語3件語3件語3件、、、、中国語2件中国語2件中国語2件中国語2件

14141414 ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語
によるこころによるこころによるこころによるこころ
のののの相談会開催相談会開催相談会開催相談会開催
事業事業事業事業
【【【【H28H28H28H28～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　外国人人口外国人人口外国人人口外国人人口のののの中中中中でででで
最最最最もももも多多多多いいいい南米系外国南米系外国南米系外国南米系外国
人人人人をををを対象対象対象対象としたポルとしたポルとしたポルとしたポル
トガルトガルトガルトガル語語語語のののの心心心心のケアのケアのケアのケア
専門専門専門専門カウンセラーにカウンセラーにカウンセラーにカウンセラーに
よるよるよるよる相談会相談会相談会相談会をををを開催開催開催開催しししし
ますますますます。。。。

  南米系外国人  南米系外国人  南米系外国人  南米系外国人をををを対象対象対象対象としたポルトガルとしたポルトガルとしたポルトガルとしたポルトガル語語語語によるこころのによるこころのによるこころのによるこころの相談相談相談相談
会会会会をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　日日日日　　　　　　　　時時時時：：：：毎月第2日曜日10:00毎月第2日曜日10:00毎月第2日曜日10:00毎月第2日曜日10:00～16:00～16:00～16:00～16:00
　　　　・・・・　　　　場場場場　　　　　　　　所所所所：：：：大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会
　　　　・・・・　　　　相談時間相談時間相談時間相談時間：50：50：50：50分/人分/人分/人分/人

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　　　　　　　　　相談数相談数相談数相談数　：　：　：　：延延延延べ56べ56べ56べ56件件件件

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

15151515 外国人市民相外国人市民相外国人市民相外国人市民相
談事業談事業談事業談事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課
にポルトガルにポルトガルにポルトガルにポルトガル語語語語・・・・英英英英
語語語語のののの通訳通訳通訳通訳をををを配置配置配置配置しししし、、、、
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの生活相生活相生活相生活相
談談談談にににに対応対応対応対応しますしますしますします。。。。まままま
たたたた、、、、相談対応相談対応相談対応相談対応するするするする通通通通
訳訳訳訳のののの専門性専門性専門性専門性をををを高高高高めるめるめるめる
ためためためため、、、、適宜研修適宜研修適宜研修適宜研修にににに参参参参
加加加加しますしますしますします。。。。

  次  次  次  次のののの体制体制体制体制でででで相談対応相談対応相談対応相談対応しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語相談員語相談員語相談員語相談員：2：2：2：2人人人人
　　　　・・・・　　　　英語相談員英語相談員英語相談員英語相談員：1：1：1：1人人人人

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　相談件数 相談件数 相談件数 相談件数 ：4,945：4,945：4,945：4,945件件件件（（（（月平均412件月平均412件月平均412件月平均412件））））

16161616 外国人市民相外国人市民相外国人市民相外国人市民相
談事業談事業談事業談事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会
においてにおいてにおいてにおいて、、、、ポルトガポルトガポルトガポルトガ
ルルルル語語語語・・・・中国語中国語中国語中国語・・・・英語英語英語英語
によるによるによるによる相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口をををを設設設設
置置置置しししし、、、、随時随時随時随時、、、、外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民のののの生活相談生活相談生活相談生活相談にににに対対対対
応応応応しますしますしますします。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり相談対応相談対応相談対応相談対応しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　英語英語英語英語によるによるによるによる相談相談相談相談
  　　開催日  　　開催日  　　開催日  　　開催日：：：：毎日毎日毎日毎日（（（（休館日休館日休館日休館日をををを除除除除くくくく））））
②②②②　　　　中国語中国語中国語中国語によるによるによるによる相談相談相談相談
  　　開催日  　　開催日  　　開催日  　　開催日：：：：毎日毎日毎日毎日（（（（休館日休館日休館日休館日をををを除除除除くくくく））））
③③③③　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語によるによるによるによる相談相談相談相談
  　　開催日  　　開催日  　　開催日  　　開催日：：：：日曜日日曜日日曜日日曜日

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　　　　　　　　　相談件数相談件数相談件数相談件数：157：157：157：157件件件件（（（（月平均13.1件月平均13.1件月平均13.1件月平均13.1件））））

17171717 通訳通訳通訳通訳クラウドクラウドクラウドクラウド
サービスサービスサービスサービス活用活用活用活用
事業事業事業事業
【【【【H27H27H27H27～～～～H28H28H28H28】】】】

情報企画情報企画情報企画情報企画
課課課課

ICTをICTをICTをICTを活用活用活用活用した5かした5かした5かした5か国国国国
語対応語対応語対応語対応のののの通訳通訳通訳通訳サービサービサービサービ
ス(※)をス(※)をス(※)をス(※)を導入導入導入導入しししし、、、、外外外外
国人市民国人市民国人市民国人市民にににに対対対対するするするする相相相相
談業務談業務談業務談業務のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充充充充
実実実実をををを図図図図りますりますりますります。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり通訳通訳通訳通訳サービスをサービスをサービスをサービスを導入導入導入導入しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　対応言語対応言語対応言語対応言語：：：：英語英語英語英語、、、、中国語中国語中国語中国語、、、、韓国語韓国語韓国語韓国語、、、、ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　スペインスペインスペインスペイン語語語語
　　　　・・・・　　　　端末台数端末台数端末台数端末台数：：：：iPad2iPad2iPad2iPad2台台台台

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　5　5　5　5かかかか国語国語国語国語にににに対応対応対応対応したしたしたした通訳通訳通訳通訳サービスをサービスをサービスをサービスを実施実施実施実施。。。。
　　　　・・・・　　　　実施期間実施期間実施期間実施期間：：：：平成28年4月1日平成28年4月1日平成28年4月1日平成28年4月1日～～～～平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日平成29年3月31日
　　　　・・・・　　　　導入端末台数導入端末台数導入端末台数導入端末台数：：：：iPad2iPad2iPad2iPad2台台台台
　　　　・・・・　　　　平成28年度利用実績平成28年度利用実績平成28年度利用実績平成28年度利用実績：17：17：17：17件件件件

施策名

19191919



20202020

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

③③③③市民協働市民協働市民協働市民協働にににに
よるよるよるよる多言語多言語多言語多言語
情報情報情報情報のののの提供提供提供提供

　　　　行政行政行政行政でででで対応対応対応対応しししし
きれないきれないきれないきれない、、、、地域地域地域地域
組織組織組織組織やややや各学校各学校各学校各学校なななな
どからどからどからどから発信発信発信発信されされされされ
るるるる情報情報情報情報をををを外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民にににに伝伝伝伝えるたえるたえるたえるた
めめめめ、、、、ボランティボランティボランティボランティ
アアアア等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携にににに
よりよりよりより、、、、情報情報情報情報のののの多多多多
言語化言語化言語化言語化をををを検討検討検討検討しししし
ますますますます。。。。

18181818 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト4ト4ト4ト4】】】】
多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生ササササ
ポーターポーターポーターポーター事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生にににに関関関関すすすす
るボランティアるボランティアるボランティアるボランティア登録登録登録登録
制度制度制度制度をををを創設創設創設創設しししし、、、、自治自治自治自治
会会会会やややや各種団体各種団体各種団体各種団体、、、、学校学校学校学校
からのからのからのからの要請要請要請要請にににに応応応応じじじじ
てててて、、、、通訳通訳通訳通訳・・・・翻訳翻訳翻訳翻訳サーサーサーサー
ビスをビスをビスをビスを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

  学校  学校  学校  学校からのからのからのからの要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて、、、、外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童のののの母語母語母語母語をををを話話話話せるサポーせるサポーせるサポーせるサポー
ターをターをターをターを派遣派遣派遣派遣しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　母語母語母語母語をををを話話話話せるサポーターせるサポーターせるサポーターせるサポーター派遣要請派遣要請派遣要請派遣要請なしなしなしなし

　　○　Ⅱ-2　日本語の学習支援及び日本社会に対する理解の促進

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①日本語日本語日本語日本語にににに関関関関
するするするする学習機学習機学習機学習機
会会会会のののの提供提供提供提供

　　　　市及市及市及市及びびびび大垣国大垣国大垣国大垣国
際交流協会際交流協会際交流協会際交流協会がががが開開開開
催催催催しているしているしているしている日本日本日本日本
語教室語教室語教室語教室のののの充実充実充実充実をををを
図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、
ＮＰＯＮＰＯＮＰＯＮＰＯやボランやボランやボランやボラン
ティアグループティアグループティアグループティアグループ
とのとのとのとの協働協働協働協働によりによりによりにより
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが気気気気
軽軽軽軽にににに日本語日本語日本語日本語をををを学学学学
べるべるべるべる機会機会機会機会をををを提供提供提供提供
しますしますしますします。。。。

19191919 「「「「日本語教日本語教日本語教日本語教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの日本日本日本日本
学習機会学習機会学習機会学習機会をををを提供提供提供提供しししし、、、、
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの日本語日本語日本語日本語
習得習得習得習得をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

  日本語教室  日本語教室  日本語教室  日本語教室をををを次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室
　　　　・・・・　　　　基礎基礎基礎基礎コースコースコースコース（（（（全15回全15回全15回全15回×2×2×2×2期期期期））））
　　　　・・・・　　　　会話会話会話会話コースコースコースコース（（（（全5回全5回全5回全5回×2×2×2×2期期期期））））
②②②②　　　　マンツーマンマンツーマンマンツーマンマンツーマン日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援（（（（毎日毎日毎日毎日））））
③③③③　　　　にほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルーム（（（（毎日曜日毎日曜日毎日曜日毎日曜日））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室
　　　　・・・・　　　　延延延延べ4べ4べ4べ4期期期期、40、40、40、40回回回回
  ・  ・  ・  ・　　　　受講者数受講者数受講者数受講者数：：：：延延延延べ494べ494べ494べ494人人人人
②②②②　　　　マンツーマンマンツーマンマンツーマンマンツーマン日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援日本語学習支援
　　　　　　　　　　　　学習登録者数学習登録者数学習登録者数学習登録者数：128：128：128：128人人人人（（（（平成28年度3月末現在平成28年度3月末現在平成28年度3月末現在平成28年度3月末現在））））
③③③③　　　　にほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルームにほんごおしゃべりルーム
 　 　利用者数 　 　利用者数 　 　利用者数 　 　利用者数：：：：延延延延べ50べ50べ50べ50回回回回、550、550、550、550人人人人
　　　（　　　（　　　（　　　（平成28年度3月末現在延平成28年度3月末現在延平成28年度3月末現在延平成28年度3月末現在延べべべべ人数人数人数人数））））

施策名

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

②②②②日本社会日本社会日本社会日本社会にににに
関関関関するするするする学習学習学習学習
機会機会機会機会のののの提供提供提供提供

　　　　日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける
ルールやマナールールやマナールールやマナールールやマナー
生活習慣生活習慣生活習慣生活習慣についについについについ
てててて学学学学べるようべるようべるようべるよう、、、、
学習機会学習機会学習機会学習機会をををを提供提供提供提供
しますしますしますします。。。。

20202020 外国人市民生外国人市民生外国人市民生外国人市民生
活適応支援事活適応支援事活適応支援事活適応支援事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会大垣国際交流協会
がががが実施実施実施実施するするするする日本語教日本語教日本語教日本語教
室室室室などのイベントをなどのイベントをなどのイベントをなどのイベントを
通通通通じじじじ、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが
ルールやマナールールやマナールールやマナールールやマナー、、、、生生生生
活習慣等活習慣等活習慣等活習慣等をををを学習学習学習学習するするするする
機会機会機会機会をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

  市  市  市  市がががが作成作成作成作成したしたしたした「「「「外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためのガイドブックのためのガイドブックのためのガイドブックのためのガイドブック」」」」をををを講座開講座開講座開講座開
催時催時催時催時にににに外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに配布配布配布配布しししし、、、、周知周知周知周知しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　市市市市がががが作成作成作成作成したしたしたした「「「「外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けガイドブックけガイドブックけガイドブックけガイドブック」」」」をををを外国人向外国人向外国人向外国人向けけけけ
のののの講座講座講座講座やややや窓口窓口窓口窓口でででで配布配布配布配布しましたしましたしましたしました。。。。

施策名

21212121



22222222

　◎　基本目標Ⅲ　外国人市民に対する生活支援（10事業）

　　○　Ⅲ-1　居住環境の整備

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①市営住宅等市営住宅等市営住宅等市営住宅等
におけるにおけるにおけるにおける相相相相
談談談談・オリエ・オリエ・オリエ・オリエ
ンテーションテーションテーションテーショ
ンのンのンのンの実施実施実施実施

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに
対対対対しししし、、、、市営住宅市営住宅市営住宅市営住宅
にににに関関関関するするするする情報提情報提情報提情報提
供供供供をををを行行行行うとともうとともうとともうととも
にににに、、、、入居時入居時入居時入居時のオのオのオのオ
リエンテーショリエンテーショリエンテーショリエンテーショ
ンにおいてンにおいてンにおいてンにおいて、、、、生生生生
活活活活ルールやマルールやマルールやマルールやマ
ナーのナーのナーのナーの説明説明説明説明をををを行行行行
いますいますいますいます。。。。またまたまたまた、、、、
他他他他のののの公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅やややや
民間民間民間民間のののの賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅賃貸住宅
についてもについてもについてもについても、、、、関関関関
係機関係機関係機関係機関とのとのとのとの連携連携連携連携
をををを図図図図りますりますりますります。。。。

21212121 外国人市民入外国人市民入外国人市民入外国人市民入
居支援事業居支援事業居支援事業居支援事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

住宅課住宅課住宅課住宅課
まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　市営住宅入居説明市営住宅入居説明市営住宅入居説明市営住宅入居説明
会会会会においてにおいてにおいてにおいて、、、、多言語多言語多言語多言語
翻訳翻訳翻訳翻訳したしたしたした資料資料資料資料（（（（ポルポルポルポル
トガルトガルトガルトガル語語語語・・・・中国語中国語中国語中国語・・・・
英語英語英語英語））））をををを提供提供提供提供するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ
通訳通訳通訳通訳（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推推推推
進課進課進課進課））））をををを介介介介したしたしたした説明説明説明説明
をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

  外国人入居者  外国人入居者  外国人入居者  外国人入居者にににに対対対対してしてしてして、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて多言語翻訳多言語翻訳多言語翻訳多言語翻訳したしたしたした資料資料資料資料のののの
提供及提供及提供及提供及びびびび通訳通訳通訳通訳（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課））））をををを介介介介したしたしたした説明説明説明説明をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　入居希望者及入居希望者及入居希望者及入居希望者及びびびび入居者入居者入居者入居者へのへのへのへの通訳件数通訳件数通訳件数通訳件数：21：21：21：21件件件件
　　　　・・・・　　　　入居者提供資料入居者提供資料入居者提供資料入居者提供資料のののの翻訳件数翻訳件数翻訳件数翻訳件数：2：2：2：2件件件件
　　　　・・・・　　　　入居者入居者入居者入居者にににに対対対対しししし、、、、毎年提出毎年提出毎年提出毎年提出をををを求求求求めているめているめているめている収入申告書収入申告書収入申告書収入申告書のののの
　　　　　　　　　　　　記入方法及記入方法及記入方法及記入方法及びびびび、、、、設備等設備等設備等設備等のののの正正正正しいしいしいしい使用方法使用方法使用方法使用方法をををを、、、、翻訳翻訳翻訳翻訳しししし
　　　　　　　　　　　　たたたた文書文書文書文書にてにてにてにて通知通知通知通知をををを行行行行いましたいましたいましたいました。。。。

②②②②自治会等自治会等自治会等自治会等をををを
中心中心中心中心とするとするとするとする
取取取取りりりり組組組組みのみのみのみの
推進推進推進推進

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの
自治会自治会自治会自治会へのへのへのへの加入加入加入加入
をををを促進促進促進促進しますしますしますします。。。。
またまたまたまた、、、、外国人市外国人市外国人市外国人市
民民民民とのとのとのとの情報情報情報情報のののの共共共共
有等有等有等有等にににに取取取取りりりり組組組組めめめめ
るようるようるようるよう地域組織地域組織地域組織地域組織
をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

22222222 自治会活動支自治会活動支自治会活動支自治会活動支
援事業援事業援事業援事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　自治会自治会自治会自治会からのからのからのからの要請要請要請要請
にににに応応応応じてじてじてじて、、、、自治会活自治会活自治会活自治会活
動動動動にににに必要必要必要必要なななな資料資料資料資料のののの翻翻翻翻
訳及訳及訳及訳及びびびび通訳派遣通訳派遣通訳派遣通訳派遣をををを
しししし、、、、自治会組織自治会組織自治会組織自治会組織のののの支支支支
援援援援をしますをしますをしますをします。。。。またまたまたまた、、、、
こうしたこうしたこうしたこうした支援支援支援支援をををを通通通通じじじじ
てててて、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの自自自自
治会加入治会加入治会加入治会加入のののの促進促進促進促進をををを図図図図
りますりますりますります。。。。

  自治会  自治会  自治会  自治会からのからのからのからの要請要請要請要請にににに応応応応じてじてじてじて、、、、自治会活動自治会活動自治会活動自治会活動にににに必要必要必要必要なななな資料資料資料資料のののの翻訳翻訳翻訳翻訳
及及及及びびびび通訳派遣通訳派遣通訳派遣通訳派遣をしますをしますをしますをします。。。。
  また  また  また  また、、、、多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生サポーターサポーターサポーターサポーター事業事業事業事業においてにおいてにおいてにおいて、、、、自治会自治会自治会自治会からのからのからのからの要要要要
請請請請にににに応応応応じてサポーターをじてサポーターをじてサポーターをじてサポーターを派遣派遣派遣派遣しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　自治会自治会自治会自治会からのサポーターからのサポーターからのサポーターからのサポーター派遣要請派遣要請派遣要請派遣要請なしなしなしなし

施策名



　　○　Ⅲ-2　就労環境の充実

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの就業就業就業就業・・・・起起起起
業支援業支援業支援業支援

　　　　関係機関関係機関関係機関関係機関とととと連連連連
携携携携してしてしてして、、、、外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民にににに対対対対してしてしてして就就就就
職職職職やややや起業起業起業起業にににに有用有用有用有用
なななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供すすすす
るるるる等等等等のののの支援支援支援支援をしをしをしをし
ますますますます。。。。

23232323 外国人市民就外国人市民就外国人市民就外国人市民就
業業業業・・・・起業支援起業支援起業支援起業支援
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

商工観光商工観光商工観光商工観光
課課課課

　　　　厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等からからからから
提供提供提供提供をををを受受受受けたチラシけたチラシけたチラシけたチラシ
やポスターやポスターやポスターやポスター等等等等をををを庁内庁内庁内庁内
各所各所各所各所にににに設置設置設置設置・・・・掲示掲示掲示掲示
しししし、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに対対対対
してしてしてして就職就職就職就職やややや起業起業起業起業にににに有有有有
用用用用なななな情報情報情報情報をををを提供提供提供提供しましましましま
すすすす。。。。

  外国人  外国人  外国人  外国人のののの求職活動求職活動求職活動求職活動にににに向向向向けたけたけたけた技能習得技能習得技能習得技能習得をををを目的目的目的目的とするとするとするとする「「「「外国人就外国人就外国人就外国人就
労労労労・・・・定着支援研修定着支援研修定着支援研修定着支援研修」」」」等等等等、、、、厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等からからからから提供提供提供提供をををを受受受受けるチラシけるチラシけるチラシけるチラシ
やポスターやポスターやポスターやポスター等等等等のののの有用有用有用有用なななな情報情報情報情報をををを次次次次のののの箇所箇所箇所箇所にににに設置設置設置設置・・・・掲示掲示掲示掲示しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　商工観光課窓口商工観光課窓口商工観光課窓口商工観光課窓口
　　　　・・・・　　　　市役所市役所市役所市役所１１１１階階階階
　　　　・・・・　　　　雇用雇用雇用雇用・・・・就労支援就労支援就労支援就労支援センターセンターセンターセンター
　　　　・・・・　　　　勤労者総合福祉勤労者総合福祉勤労者総合福祉勤労者総合福祉センターセンターセンターセンター
　　　　・・・・　　　　職業訓練職業訓練職業訓練職業訓練センターセンターセンターセンター

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　外国人外国人外国人外国人のののの求職活動求職活動求職活動求職活動にににに向向向向けたけたけたけた技能習得技能習得技能習得技能習得をををを目的目的目的目的とするとするとするとする「「「「日系人就日系人就日系人就日系人就
労準備研修労準備研修労準備研修労準備研修」」」」等等等等、、、、厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等からからからから提供提供提供提供をををを受受受受けるチラシやポスけるチラシやポスけるチラシやポスけるチラシやポス
ターターターター等等等等のののの有用有用有用有用なななな情報情報情報情報をををを次次次次のののの箇所箇所箇所箇所にににに設置設置設置設置・・・・掲示掲示掲示掲示しましたしましたしましたしました。。。。
　　　　・・・・　　　　商工観光課窓口商工観光課窓口商工観光課窓口商工観光課窓口
　　　　・・・・　　　　市役所市役所市役所市役所１１１１階階階階
　　　　・・・・　　　　雇用雇用雇用雇用・・・・就労支援就労支援就労支援就労支援センターセンターセンターセンター
　　　　・・・・　　　　勤労者総合福祉勤労者総合福祉勤労者総合福祉勤労者総合福祉センターセンターセンターセンター
　　　　・・・・　　　　職業訓練職業訓練職業訓練職業訓練センターセンターセンターセンター

　（　（　（　（参考参考参考参考））））外国人就労外国人就労外国人就労外国人就労・・・・定着支援研修修了者定着支援研修修了者定着支援研修修了者定着支援研修修了者：9：9：9：9人人人人

②②②②外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの就業環境就業環境就業環境就業環境
のののの改善改善改善改善

　　　　関係諸団体並関係諸団体並関係諸団体並関係諸団体並
びにびにびにびに市内立地企市内立地企市内立地企市内立地企
業業業業にににに対対対対しししし、、、、各種各種各種各種
制度周知制度周知制度周知制度周知やややや外国外国外国外国
人労働者人労働者人労働者人労働者のののの就業就業就業就業
環境改善環境改善環境改善環境改善のののの働働働働きききき
かけなどをかけなどをかけなどをかけなどを行行行行いいいい
ますますますます。。。。

24242424 外国人市民就外国人市民就外国人市民就外国人市民就
業環境改善事業環境改善事業環境改善事業環境改善事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

商工観光商工観光商工観光商工観光
課課課課

　　　　厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等からからからから
のののの外国人就業環境改外国人就業環境改外国人就業環境改外国人就業環境改
善善善善にににに関関関関するするするする情報情報情報情報をををを関関関関
係諸団体等係諸団体等係諸団体等係諸団体等にににに提供提供提供提供しししし
ますますますます。。。。

＜＜＜＜計画計画計画計画＞＞＞＞
  厚生労働省等  厚生労働省等  厚生労働省等  厚生労働省等からのからのからのからの各種制度改正等各種制度改正等各種制度改正等各種制度改正等のののの情報情報情報情報をををを商工会議所等商工会議所等商工会議所等商工会議所等にににに
提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等厚生労働省等からのからのからのからの各種制度改正等各種制度改正等各種制度改正等各種制度改正等のののの情報情報情報情報をををを商工会議所等商工会議所等商工会議所等商工会議所等にににに
提供提供提供提供しましたしましたしましたしました。。。。

施策名

23232323



24242424

　　○　Ⅲ-3　保健・福祉・医療の充実

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①市民病院市民病院市民病院市民病院にににに
おけるおけるおけるおける多言多言多言多言
語対応語対応語対応語対応のののの推推推推
進進進進

　　　　市民病院市民病院市民病院市民病院のののの通通通通
訳配置訳配置訳配置訳配置をををを継続継続継続継続
しししし、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
がががが医療医療医療医療をををを受受受受けやけやけやけや
すいすいすいすい環境環境環境環境のののの整備整備整備整備
をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

25252525 外国人市民医外国人市民医外国人市民医外国人市民医
療通訳提供事療通訳提供事療通訳提供事療通訳提供事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

医事課医事課医事課医事課 　　　　外国語通訳外国語通訳外国語通訳外国語通訳をををを市民市民市民市民
病院病院病院病院にににに配置配置配置配置しししし、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民がががが医療医療医療医療をををを受受受受けけけけ
やすいやすいやすいやすい環境環境環境環境をををを整備整備整備整備しししし
ますますますます。。。。

  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル  ポルトガル語通訳2人語通訳2人語通訳2人語通訳2人のののの配置配置配置配置をををを継続継続継続継続しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、ポルトガポルトガポルトガポルトガ
ルルルル語以外語以外語以外語以外のののの通訳通訳通訳通訳にににに関関関関してもしてもしてもしても、、、、県県県県がががが推進推進推進推進するするするする「「「「医療通訳医療通訳医療通訳医療通訳ボランボランボランボラン
ティアティアティアティア斡旋事業斡旋事業斡旋事業斡旋事業」」」」のののの活用活用活用活用をををを調査研究調査研究調査研究調査研究しますしますしますします。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、院内職員院内職員院内職員院内職員がががが外国語外国語外国語外国語にににに対応対応対応対応するするするする可能性可能性可能性可能性をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語通訳配置語通訳配置語通訳配置語通訳配置：2：2：2：2人人人人
　　　　・・・・　　　　医療通訳医療通訳医療通訳医療通訳ボランティアボランティアボランティアボランティア活用件数活用件数活用件数活用件数：0：0：0：0件件件件

②②②②健康診断健康診断健康診断健康診断やややや
健康相談健康相談健康相談健康相談のののの
実施実施実施実施

　　　　保健保健保健保健センターセンターセンターセンター
でのでのでのでの健康診断健康診断健康診断健康診断やややや
健康相談健康相談健康相談健康相談においにおいにおいにおい
てててて通訳通訳通訳通訳をををを配置配置配置配置すすすす
るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、健健健健
康康康康づくりにづくりにづくりにづくりに関関関関すすすす
るるるる情報提供情報提供情報提供情報提供をををを強強強強
化化化化しますしますしますします。。。。

26262626 外国人市民健外国人市民健外国人市民健外国人市民健
康情報提供事康情報提供事康情報提供事康情報提供事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

保健保健保健保健センセンセンセン
ターターターター
まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　保健保健保健保健センターがセンターがセンターがセンターが実実実実
施施施施するガンするガンするガンするガン検診検診検診検診やややや成成成成
人健診人健診人健診人健診などのなどのなどのなどの健康診健康診健康診健康診
査査査査やややや健康相談健康相談健康相談健康相談、、、、健康健康健康健康
教育教育教育教育においてにおいてにおいてにおいて、、、、通訳通訳通訳通訳
（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進推進推進推進
課課課課））））をををを配置配置配置配置しますしますしますします。。。。
またまたまたまた、、、、これらこれらこれらこれら各種日各種日各種日各種日
程程程程やややや健康情報健康情報健康情報健康情報をポルをポルをポルをポル
トガルトガルトガルトガル語語語語メールメールメールメール配信配信配信配信
及及及及びポルトガルびポルトガルびポルトガルびポルトガル語情語情語情語情
報誌報誌報誌報誌「「「「アミーゴアミーゴアミーゴアミーゴ」」」」にににに
よりよりよりより、、、、広広広広くくくく外国人市外国人市外国人市外国人市
民民民民にににに周知周知周知周知しますしますしますします。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに周知周知周知周知をををを図図図図りますりますりますります。。。。
　　　　・・・・　　　　健康診査健康診査健康診査健康診査、、、、健康相談健康相談健康相談健康相談、、、、健康教育健康教育健康教育健康教育におけるにおけるにおけるにおける通訳通訳通訳通訳のののの配置配置配置配置
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語によるメールによるメールによるメールによるメール配信配信配信配信
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語情報誌語情報誌語情報誌語情報誌「「「「アミーゴアミーゴアミーゴアミーゴ」」」」へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　通訳通訳通訳通訳のののの配置配置配置配置：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日ほかほかほかほか
　　　　　　　　　　　　年間配置日数年間配置日数年間配置日数年間配置日数：55：55：55：55日日日日
　　　　・・・・　　　　情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数：35：35：35：35件件件件
　　　　・・・・　　　　健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数：2：2：2：2件件件件
　　　　・・・・　　　　健康情報健康情報健康情報健康情報メールメールメールメール配信件数配信件数配信件数配信件数：5：5：5：5件件件件
　　　　・・・・　　　　アミーゴによるアミーゴによるアミーゴによるアミーゴによる情報提供件数情報提供件数情報提供件数情報提供件数：12：12：12：12件件件件

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

③③③③外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
にににに対対対対するするするする福福福福
祉祉祉祉のののの充実充実充実充実

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが
日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民とととと同同同同
様様様様にににに福祉福祉福祉福祉サービサービサービサービ
スをスをスをスを受受受受けられるけられるけられるけられる
ようようようよう、、、、各種制度各種制度各種制度各種制度
のののの周知周知周知周知をををを図図図図るとるとるとると
ともにともにともにともに相談体制相談体制相談体制相談体制
をををを充実充実充実充実しますしますしますします。。。。

27272727 外国人市民福外国人市民福外国人市民福外国人市民福
祉情報提供事祉情報提供事祉情報提供事祉情報提供事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

社会福祉社会福祉社会福祉社会福祉
課課課課
障障障障がいがいがいがい福福福福
祉課祉課祉課祉課
高齢介護高齢介護高齢介護高齢介護
課課課課
窓口窓口窓口窓口サーサーサーサー
ビスビスビスビス課課課課
子育子育子育子育てててて支支支支
援課援課援課援課

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに対対対対すすすす
るるるる福祉情報福祉情報福祉情報福祉情報をををを多言語多言語多言語多言語
（（（（ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語・・・・中中中中
国語国語国語国語・・・・英語英語英語英語））））翻訳翻訳翻訳翻訳すすすす
るとともにるとともにるとともにるとともに、、、、相談相談相談相談にににに
おいてはおいてはおいてはおいては必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ
てててて通訳通訳通訳通訳（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり
推進課推進課推進課推進課））））をををを配置配置配置配置しましましましま
すすすす。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民にににに対対対対しししし、、、、福祉情報福祉情報福祉情報福祉情報をををを多言語多言語多言語多言語（（（（ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語・・・・中国中国中国中国
語語語語・・・・英語英語英語英語））））翻訳翻訳翻訳翻訳したうえでしたうえでしたうえでしたうえで提供提供提供提供するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、福祉窓口福祉窓口福祉窓口福祉窓口ではではではでは、、、、
必要必要必要必要にににに応応応応じじじじ通訳通訳通訳通訳（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課））））によるによるによるによる相談対応相談対応相談対応相談対応をしまをしまをしまをしま
すすすす。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　福祉情報福祉情報福祉情報福祉情報のののの翻訳件数翻訳件数翻訳件数翻訳件数：7：7：7：7件件件件
【【【【内訳内訳内訳内訳】】】】
　　　　・・・・　　　　社会福祉課2件社会福祉課2件社会福祉課2件社会福祉課2件
　　　　・・・・　　　　障障障障がいがいがいがい福祉課2件福祉課2件福祉課2件福祉課2件
　　　　・・・・　　　　窓口窓口窓口窓口サービスサービスサービスサービス課3件課3件課3件課3件

②②②②　　　　福祉窓口等福祉窓口等福祉窓口等福祉窓口等でのでのでのでの通訳件数通訳件数通訳件数通訳件数：986：986：986：986件件件件
【【【【内訳内訳内訳内訳】】】】
　　　　・・・・　　　　社会福祉課107件社会福祉課107件社会福祉課107件社会福祉課107件
　　　　・・・・　　　　障障障障がいがいがいがい福祉課88件福祉課88件福祉課88件福祉課88件（（（（うちうちうちうち庁外9件庁外9件庁外9件庁外9件））））
　　　　・・・・　　　　高齢介護課5件高齢介護課5件高齢介護課5件高齢介護課5件
　　　　・・・・　　　　窓口窓口窓口窓口サービスサービスサービスサービス課786件課786件課786件課786件

施策名

25252525



26262626

　　○　Ⅲ-4　安全安心なまちづくりの推進

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①災害等災害等災害等災害等へのへのへのへの
備備備備ええええ

　　　　災害発生時災害発生時災害発生時災害発生時にににに
冷静冷静冷静冷静かつかつかつかつ迅速迅速迅速迅速にににに
避難避難避難避難できるよできるよできるよできるよ
うううう、、、、防災防災防災防災マップマップマップマップ
のののの多言語化多言語化多言語化多言語化をををを進進進進
めるとともにめるとともにめるとともにめるとともに、、、、
外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けけけけ
のののの防災講座防災講座防災講座防災講座をををを開開開開
催催催催しますしますしますします。。。。

28282828 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト3ト3ト3ト3】】】】
外国人市民防外国人市民防外国人市民防外国人市民防
災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事
業業業業（（（（再掲再掲再掲再掲№6№6№6№6））））
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　災害経験災害経験災害経験災害経験のののの少少少少ないないないない
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民へのへのへのへの防災防災防災防災
意識啓発意識啓発意識啓発意識啓発をををを目的目的目的目的にににに外外外外
国人市民向国人市民向国人市民向国人市民向けけけけ防災訓防災訓防災訓防災訓
練練練練をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

  岐阜経済大学  岐阜経済大学  岐阜経済大学  岐阜経済大学をををを会場会場会場会場としとしとしとし、、、、同大学同大学同大学同大学のののの留学生等留学生等留学生等留学生等にもにもにもにも企画企画企画企画・・・・運営運営運営運営
にににに関関関関わってもらえるようわってもらえるようわってもらえるようわってもらえるよう、、、、大学連携大学連携大学連携大学連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを
開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　日日日日　　　　時時時時：11：11：11：11月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時～12～12～12～12時時時時
　　　　・・・・　　　　場場場場　　　　所所所所：：：：岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学
　　　　・・・・　　　　内内内内　　　　容容容容：：：：防災士防災士防災士防災士によるによるによるによる災害災害災害災害にににに備備備備えるためのえるためのえるためのえるための
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　アドバイスアドバイスアドバイスアドバイス、、、、消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練消火器使用訓練、、、、担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練担架組立訓練、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　炊炊炊炊きききき出出出出しししし訓練等訓練等訓練等訓練等
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：：：：外国人支援外国人支援外国人支援外国人支援ボランティア20ボランティア20ボランティア20ボランティア20人人人人、、、、外国人39人外国人39人外国人39人外国人39人
　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（計59人計59人計59人計59人））））

29292929 外国人市民防外国人市民防外国人市民防外国人市民防
災啓発事業災啓発事業災啓発事業災啓発事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

生活安全生活安全生活安全生活安全
課課課課

　　　　日本国際協力日本国際協力日本国際協力日本国際協力センセンセンセン
ターがターがターがターが開催開催開催開催するするするする「「「「日日日日
系人就労準備研修系人就労準備研修系人就労準備研修系人就労準備研修」」」」
のののの防災講座防災講座防災講座防災講座などのなどのなどのなどの出出出出
前講座前講座前講座前講座にににに生活安全課生活安全課生活安全課生活安全課
からからからから講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣しましましましま
すすすす。。。。

  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修のののの「「「「防災講座防災講座防災講座防災講座」（」（」（」（１１１１講座/年講座/年講座/年講座/年））））にににに必要必要必要必要にににに
応応応応じてじてじてじて生活安全課生活安全課生活安全課生活安全課からからからから講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　日系就労準備研修日系就労準備研修日系就労準備研修日系就労準備研修のプログラムがのプログラムがのプログラムがのプログラムが見直見直見直見直されたためされたためされたためされたため実績実績実績実績なしなしなしなし

②②②②防犯防犯防犯防犯・・・・交通交通交通交通
安全安全安全安全のののの推進推進推進推進

　　　　市内市内市内市内でのでのでのでの犯罪犯罪犯罪犯罪
やややや交通事故交通事故交通事故交通事故のののの事事事事
例例例例をををを使使使使ったったったった防犯防犯防犯防犯
やややや交通安全交通安全交通安全交通安全のたのたのたのた
めのめのめのめの研修研修研修研修をををを開催開催開催開催
するなどするなどするなどするなど、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民のののの意識意識意識意識のののの
高揚高揚高揚高揚とととと対策対策対策対策のののの促促促促
進進進進をををを図図図図りますりますりますります。。。。

30303030 外国人市民安外国人市民安外国人市民安外国人市民安
心心心心・・・・安全推進安全推進安全推進安全推進
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

生活安全生活安全生活安全生活安全
課課課課

　　　　日本国際協力日本国際協力日本国際協力日本国際協力センセンセンセン
ターがターがターがターが開催開催開催開催するするするする「「「「日日日日
系人就労準備研修系人就労準備研修系人就労準備研修系人就労準備研修」」」」
のののの防犯防犯防犯防犯・・・・交通安全講交通安全講交通安全講交通安全講
座座座座などのなどのなどのなどの出前講座出前講座出前講座出前講座にににに
生活安全課生活安全課生活安全課生活安全課からからからから講師講師講師講師
派遣派遣派遣派遣しますしますしますします。。。。

  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修  日系人就労準備研修のののの「「「「防犯防犯防犯防犯・・・・交通安全講座交通安全講座交通安全講座交通安全講座」（」（」（」（１１１１講座/講座/講座/講座/
年年年年））））にににに必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて生活安全課生活安全課生活安全課生活安全課からからからから講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　日系就労準備研修日系就労準備研修日系就労準備研修日系就労準備研修のプログラムがのプログラムがのプログラムがのプログラムが見直見直見直見直されたためされたためされたためされたため実績実績実績実績なしなしなしなし

施策名



　◎基本目標Ⅳ　外国人市民の社会参画（3事業）

　　○　Ⅳ-1　自立の支援と社会参画の促進

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
とととと地域地域地域地域をつをつをつをつ
なぐなぐなぐなぐ人材人材人材人材・・・・
組織組織組織組織のののの育育育育
成成成成・・・・支援支援支援支援

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと
地域地域地域地域をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ役役役役
割割割割をををを担担担担うううう人材人材人材人材のののの
養成養成養成養成やややや組織組織組織組織のののの育育育育
成成成成をををを行行行行うとともうとともうとともうととも
にににに、、、、そのそのそのその活動活動活動活動をををを
支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

31313131 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト4ト4ト4ト4】】】】
多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生ササササ
ポーターポーターポーターポーター事業事業事業事業
（（（（再掲再掲再掲再掲№18№18№18№18））））
【【【【H26H26H26H26～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと地域地域地域地域
をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ役割役割役割役割をををを担担担担うううう
人材人材人材人材をををを育成育成育成育成するととするととするととするとと
もにもにもにもに、、、、こうしたこうしたこうしたこうした人材人材人材人材
をををを核核核核としてとしてとしてとして、、、、市民活市民活市民活市民活
力力力力をををを生生生生かすかすかすかす仕組仕組仕組仕組みをみをみをみを
構築構築構築構築しししし、、、、市民活動市民活動市民活動市民活動をををを
支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

 学校 学校 学校 学校とととと放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室にににに、 、 、 、 前年度前年度前年度前年度にににに引引引引きききき続続続続きサポーターをきサポーターをきサポーターをきサポーターを派派派派
遣遣遣遣しますしますしますします。。。。
 ① ① ① ①　　　　小学校小学校小学校小学校
　　　　・・・・　　　　コーディネーター1コーディネーター1コーディネーター1コーディネーター1人配置人配置人配置人配置
　　　　・・・・　　　　サポーターをサポーターをサポーターをサポーターを派遣派遣派遣派遣
②②②②　　　　放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室
　　　　・・・・　　　　学習支援学習支援学習支援学習支援サポーターをサポーターをサポーターをサポーターを派遣派遣派遣派遣

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　小学校小学校小学校小学校
　　　　・・・・　　　　派遣校派遣校派遣校派遣校：7：7：7：7校校校校（（（（荒崎小荒崎小荒崎小荒崎小、、、、江東小江東小江東小江東小、、、、中川小中川小中川小中川小、、、、安井小安井小安井小安井小、、、、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日新小日新小日新小日新小、、、、北小北小北小北小、、、、東小東小東小東小））））
　　　　・・・・　　　　コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター配置配置配置配置：1：1：1：1人人人人
　　　　・・・・　　　　サポーターサポーターサポーターサポーター派遣派遣派遣派遣：13：13：13：13人人人人
　　　　・・・・　　　　支援児童支援児童支援児童支援児童：26：26：26：26人人人人
②②②②　　　　放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室放課後支援教室
　　　　・・・・　　　　サポーターサポーターサポーターサポーター派遣派遣派遣派遣：12：12：12：12人人人人

②②②②市政等市政等市政等市政等へのへのへのへの
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの意見反映意見反映意見反映意見反映

　　　　多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生のののの
推進推進推進推進はもとよはもとよはもとよはもとよ
りりりり、、、、様々様々様々様々なななな分野分野分野分野
についてについてについてについて、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民のののの意見意見意見意見をををを
集集集集めめめめ、、、、必要必要必要必要にににに応応応応
じてじてじてじて市政市政市政市政にににに反映反映反映反映
するするするする仕組仕組仕組仕組みづくみづくみづくみづく
りをりをりをりを検討検討検討検討しましましましま
すすすす。。。。

32323232 多文化共生推多文化共生推多文化共生推多文化共生推
進会議開催事進会議開催事進会議開催事進会議開催事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　多文化共生社会多文化共生社会多文化共生社会多文化共生社会のののの
推進推進推進推進をををを図図図図るるるる「「「「大垣市大垣市大垣市大垣市
多文化共生推進会多文化共生推進会多文化共生推進会多文化共生推進会
議議議議」」」」委員委員委員委員においてにおいてにおいてにおいて、、、、
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民からもからもからもからも公公公公
募募募募をををを行行行行いいいい、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民
のののの意見意見意見意見をををを反映反映反映反映させまさせまさせまさせま
すすすす。。。。

  「  「  「  「大垣市多文化共生推進会議大垣市多文化共生推進会議大垣市多文化共生推進会議大垣市多文化共生推進会議」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、外国人市民委員外国人市民委員外国人市民委員外国人市民委員かかかか
らもらもらもらも意見聴取意見聴取意見聴取意見聴取しししし、、、、広広広広くくくく市民市民市民市民のののの意見意見意見意見をををを施策施策施策施策にににに反映反映反映反映させますさせますさせますさせます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　会議開催会議開催会議開催会議開催：5：5：5：5回回回回（6/28、7/19、9/27、11/17、2/14）（6/28、7/19、9/27、11/17、2/14）（6/28、7/19、9/27、11/17、2/14）（6/28、7/19、9/27、11/17、2/14）
　　　　　　　　※※※※　　　　外国人委員2人外国人委員2人外国人委員2人外国人委員2人（（（（ブラジル1ブラジル1ブラジル1ブラジル1人人人人、、、、中国1人中国1人中国1人中国1人））））

施策名

27272727



28282828

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

③③③③外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの地域社会地域社会地域社会地域社会
へのへのへのへの参画参画参画参画

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが
地域社会地域社会地域社会地域社会のののの一員一員一員一員
としてとしてとしてとして地域活動地域活動地域活動地域活動
にににに参画参画参画参画するようするようするようするよう
促促促促しますしますしますします。。。。まままま
たたたた、、、、市内市内市内市内のののの大学大学大学大学
とととと連携連携連携連携しししし、、、、外国外国外国外国
人留学生人留学生人留学生人留学生がががが地域地域地域地域
でのでのでのでの活動活動活動活動にににに参画参画参画参画
できるできるできるできる機会機会機会機会づくづくづくづく
りをりをりをりを検討検討検討検討しましましましま
すすすす。。。。

33333333 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト3ト3ト3ト3】】】】
外国人市民防外国人市民防外国人市民防外国人市民防
災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事災訓練開催事
業業業業（（（（再掲再掲再掲再掲№6№6№6№6、、、、
№27№27№27№27））））
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学とととと連連連連
携携携携しししし、、、、同大学同大学同大学同大学をををを会場会場会場会場
にににに外国人市民向外国人市民向外国人市民向外国人市民向けけけけ防防防防
災訓練災訓練災訓練災訓練をををを開催開催開催開催するするするする際際際際
にににに、、、、外国人留学生外国人留学生外国人留学生外国人留学生がががが
参画参画参画参画するするするする機会機会機会機会をををを提供提供提供提供
しますしますしますします。。。。

  岐阜経済大学  岐阜経済大学  岐阜経済大学  岐阜経済大学をををを会場会場会場会場としとしとしとし、、、、同大学同大学同大学同大学のののの留学生等留学生等留学生等留学生等にもにもにもにも企画企画企画企画・・・・運営運営運営運営
にににに関関関関わってもらえるようわってもらえるようわってもらえるようわってもらえるよう、、、、大学連携大学連携大学連携大学連携をををを図図図図りながらりながらりながらりながら、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
向向向向けけけけ防災訓練防災訓練防災訓練防災訓練をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　とととと　　　　きききき：11：11：11：11月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時月12日(日) 10時～12～12～12～12時時時時
　　　　・・・・　　　　ところところところところ：：：：岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学岐阜経済大学
　　　　・・・・　　　　参加者参加者参加者参加者：：：：外国人支援外国人支援外国人支援外国人支援ボランティア20ボランティア20ボランティア20ボランティア20人人人人、、、、外国人39人外国人39人外国人39人外国人39人
　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（計59人計59人計59人計59人））））
　　　　・・・・　　　　連連連連　　　　携携携携：：：：ベトナムベトナムベトナムベトナム人留学生2人人留学生2人人留学生2人人留学生2人

施策名



　◎　基本目標Ⅴ　外国人市民の子育て・教育の支援（13事業）

　　○　Ⅴ-1　外国人市民の子育て支援の推進

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①母子保健母子保健母子保健母子保健のののの
推進推進推進推進

　　　　保健保健保健保健センターセンターセンターセンター
でででで行行行行っているっているっているっている各各各各
種母子保健事業種母子保健事業種母子保健事業種母子保健事業
についてについてについてについて、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民へのへのへのへの周知周知周知周知
をををを行行行行いいいい、、、、積極的積極的積極的積極的
なななな参加参加参加参加をををを促促促促しましましましま
すすすす。。。。

34343434 外国人市民母外国人市民母外国人市民母外国人市民母
子保健推進事子保健推進事子保健推進事子保健推進事
業業業業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

保健保健保健保健センセンセンセン
ターターターター
まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診やややや乳幼乳幼乳幼乳幼
児相談児相談児相談児相談、、、、離乳食学級離乳食学級離乳食学級離乳食学級
等等等等のののの各種母子保健事各種母子保健事各種母子保健事各種母子保健事
業業業業においてにおいてにおいてにおいて、、、、まちづまちづまちづまちづ
くりくりくりくり推進課推進課推進課推進課のののの通訳通訳通訳通訳をををを
配置配置配置配置しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、
これらこれらこれらこれら各種日程各種日程各種日程各種日程やややや健健健健
康情報康情報康情報康情報をポルトガルをポルトガルをポルトガルをポルトガル
語語語語メールメールメールメール配信配信配信配信やポルやポルやポルやポル
トガルトガルトガルトガル語情報誌語情報誌語情報誌語情報誌「「「「アアアア
ミーゴミーゴミーゴミーゴ」」」」によりによりによりにより、、、、広広広広
くくくく外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに周知周知周知周知
しますしますしますします。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに周知周知周知周知をををを図図図図りますりますりますります。。。。
　　　　・・・・　　　　乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診乳幼児健診やややや乳幼児相談乳幼児相談乳幼児相談乳幼児相談、、、、離乳食学級等離乳食学級等離乳食学級等離乳食学級等のののの各種母子各種母子各種母子各種母子
　　　　　　　　　　　　保健事業保健事業保健事業保健事業におけるにおけるにおけるにおける通訳通訳通訳通訳（（（（まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課））））のののの配置配置配置配置
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語によるメールによるメールによるメールによるメール配信配信配信配信
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語情報誌語情報誌語情報誌語情報誌「「「「アミーゴアミーゴアミーゴアミーゴ」」」」へのへのへのへの掲載掲載掲載掲載

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　通訳通訳通訳通訳のののの配置配置配置配置：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日ほかほかほかほか
　　　　　　　　　　　　年間配置日数年間配置日数年間配置日数年間配置日数：55：55：55：55日日日日
　　　　・・・・　　　　家庭訪問等通訳件数家庭訪問等通訳件数家庭訪問等通訳件数家庭訪問等通訳件数：17：17：17：17件件件件
　　　　・・・・　　　　情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数情報提供等通訳件数：181：181：181：181件件件件
　　　　・・・・　　　　健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数健康情報翻訳件数：17：17：17：17件件件件
　　　　・・・・　　　　健康情報健康情報健康情報健康情報メールメールメールメール配信件数配信件数配信件数配信件数：32：32：32：32件件件件
　　　　・・・・　　　　アミーゴによるアミーゴによるアミーゴによるアミーゴによる情報提供数情報提供数情報提供数情報提供数：12：12：12：12件件件件

②②②②子育子育子育子育てにかてにかてにかてにか
かるかるかるかる学習機学習機学習機学習機
会会会会、、、、相談体相談体相談体相談体
制制制制のののの充実充実充実充実

35353535 外国人市民子外国人市民子外国人市民子外国人市民子
育育育育てててて講座開催講座開催講座開催講座開催
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

子育子育子育子育てててて総総総総
合支援合支援合支援合支援セセセセ
ンターンターンターンター
まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　子育子育子育子育てててて総合支援総合支援総合支援総合支援セセセセ
ンターがンターがンターがンターが開催開催開催開催するするするする子子子子
育育育育てててて講座講座講座講座へのへのへのへの参加参加参加参加をををを
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にもにもにもにも広広広広くくくく
周知周知周知周知しますしますしますします。。。。

  子育  子育  子育  子育てててて講座講座講座講座のののの情報情報情報情報をををを広広広広くくくく外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にもにもにもにも周知周知周知周知をををを図図図図りますりますりますります。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語情報誌語情報誌語情報誌語情報誌アミーゴにアミーゴにアミーゴにアミーゴに掲載掲載掲載掲載

36363636 外国人市民子外国人市民子外国人市民子外国人市民子
育育育育てててて相談事業相談事業相談事業相談事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

子育子育子育子育てててて総総総総
合支援合支援合支援合支援セセセセ
ンターンターンターンター

　　　　子育子育子育子育てにてにてにてに関関関関するするするする悩悩悩悩
みみみみ相談相談相談相談をををを受受受受けけけけ付付付付けるけるけるける
「「「「子育子育子育子育てなんでもてなんでもてなんでもてなんでも相相相相
談室談室談室談室」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、外外外外
国人市民国人市民国人市民国人市民にににに対対対対してましてましてましてま
ちづくりちづくりちづくりちづくり推進課推進課推進課推進課のののの通通通通
訳訳訳訳をををを介介介介してしてしてして相談対応相談対応相談対応相談対応
しますしますしますします。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民のののの相談相談相談相談についてについてについてについて、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課のののの通訳通訳通訳通訳をををを介介介介しししし
てててて次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり対応対応対応対応しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　時間時間時間時間：8:30～17:00：8:30～17:00：8:30～17:00：8:30～17:00
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：子育子育子育子育てててて総合支援総合支援総合支援総合支援センターセンターセンターセンター

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民からのからのからのからの相談相談相談相談がなかったものがなかったものがなかったものがなかったもの

施策名

　　　　子育子育子育子育てててて中中中中、、、、ああああ
るいはこれからるいはこれからるいはこれからるいはこれから
子育子育子育子育てをてをてをてを行行行行うううう外外外外
国人市民国人市民国人市民国人市民にににに対対対対しししし
てててて、、、、本市本市本市本市におけにおけにおけにおけ
るるるる子育子育子育子育てについてについてについてについ
てててて学学学学べるべるべるべる機会機会機会機会をををを
提供提供提供提供するとともするとともするとともするととも
にににに、、、、母語母語母語母語でででで相談相談相談相談
できるできるできるできる体制体制体制体制をををを整整整整
えますえますえますえます。。。。

29292929



30303030

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

③③③③外国人外国人外国人外国人のののの子子子子
どもにどもにどもにどもに対対対対すすすす
るるるる保育保育保育保育・・・・幼幼幼幼
児教育児教育児教育児教育のののの充充充充
実実実実

　　　　外国人外国人外国人外国人のののの幼児幼児幼児幼児
にににに対対対対してしてしてして、、、、日本日本日本日本
人人人人とととと同様同様同様同様にににに保育保育保育保育
やややや幼児教育幼児教育幼児教育幼児教育をををを推推推推
進進進進するとともするとともするとともするととも
にににに、、、、保護者保護者保護者保護者とのとのとのとの
意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通をををを図図図図るるるる
ためためためため、、、、必要必要必要必要にににに応応応応
じてじてじてじて通訳派遣通訳派遣通訳派遣通訳派遣やややや
研修研修研修研修のののの実施実施実施実施などなどなどなど
をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

37373737 保育園等外国保育園等外国保育園等外国保育園等外国
人保護者支援人保護者支援人保護者支援人保護者支援
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

子育子育子育子育てててて支支支支
援課援課援課援課

　　　　外国人保護者外国人保護者外国人保護者外国人保護者とととと保保保保
育園等職員育園等職員育園等職員育園等職員のののの意思疎意思疎意思疎意思疎
通通通通をををを図図図図るためるためるためるため、、、、必要必要必要必要
にににに応応応応じてじてじてじて各園各園各園各園にまちにまちにまちにまち
づくりづくりづくりづくり推進課推進課推進課推進課からからからから通通通通
訳派遣訳派遣訳派遣訳派遣をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
またまたまたまた、、、、園園園園だよりなどだよりなどだよりなどだよりなど
のののの翻訳提供翻訳提供翻訳提供翻訳提供にににに努努努努めまめまめまめま
すすすす。。。。

  外国人保護者  外国人保護者  外国人保護者  外国人保護者とととと保育園等職員保育園等職員保育園等職員保育園等職員のののの意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通をををを図図図図るためるためるためるため、、、、次次次次のとのとのとのと
おりおりおりおり行行行行いますいますいますいます。。。。
　　　　・・・・　　　　ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガル語語語語・・・・英語英語英語英語のののの通訳派遣通訳派遣通訳派遣通訳派遣
　　　　・・・・　　　　園園園園だよりのだよりのだよりのだよりの翻訳提供翻訳提供翻訳提供翻訳提供

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　保育園等保育園等保育園等保育園等へのへのへのへの通訳派遣件数通訳派遣件数通訳派遣件数通訳派遣件数：2：2：2：2件件件件
　　　　・・・・　　　　園園園園だよりだよりだよりだより翻訳提供件数翻訳提供件数翻訳提供件数翻訳提供件数：143：143：143：143件件件件

　　○　Ⅴ-2　外国人市民の子どもの教育の充実

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

①①①①就学促進就学促進就学促進就学促進とととと
学校教育学校教育学校教育学校教育にににに
関関関関するするするする情報情報情報情報
提供提供提供提供

　　　　学齢期学齢期学齢期学齢期をををを迎迎迎迎ええええ
たたたた外国人外国人外国人外国人のののの子子子子どどどど
もにもにもにもに対対対対してしてしてして、、、、就就就就
学学学学をををを促促促促すとともすとともすとともすととも
にににに、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ、ＰＴＡ等等等等とととと
連携連携連携連携しながらしながらしながらしながら日日日日
本本本本におけるにおけるにおけるにおける学校学校学校学校
教育制度教育制度教育制度教育制度についについについについ
てのてのてのての理解理解理解理解をををを促促促促しししし
ますますますます。。。。

38383838 外国人保護者外国人保護者外国人保護者外国人保護者
学校教育支援学校教育支援学校教育支援学校教育支援
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

学校教育学校教育学校教育学校教育
課課課課

　　　　学齢期学齢期学齢期学齢期をををを迎迎迎迎えたえたえたえた外外外外
国人国人国人国人のののの子子子子どものどものどものどもの保護保護保護保護
者者者者にににに対対対対してしてしてして、、、、就学説就学説就学説就学説
明会等明会等明会等明会等のののの機会機会機会機会をををを捉捉捉捉ええええ
てててて日本日本日本日本のののの学校教育制学校教育制学校教育制学校教育制
度度度度のののの周知周知周知周知をををを図図図図りまりまりまりま
すすすす。。。。

  市内各学校  市内各学校  市内各学校  市内各学校でででで開催開催開催開催するするするする就学説明会就学説明会就学説明会就学説明会においてにおいてにおいてにおいて、、、、外国人保護者外国人保護者外国人保護者外国人保護者にににに
対対対対してしてしてして必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて通訳通訳通訳通訳をををを介介介介したしたしたした説明説明説明説明をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
  また  また  また  また、、、、まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課推進課推進課推進課がががが実施実施実施実施するするするする「「「「きらきらきらきらきらきらきらきら教室教室教室教室」」」」においにおいにおいにおい
てててて、、、、外国人保護者外国人保護者外国人保護者外国人保護者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした日本日本日本日本のののの学校教育制度学校教育制度学校教育制度学校教育制度にににに関関関関するするするする説説説説
明会明会明会明会にににに、、、、学校教育課学校教育課学校教育課学校教育課からからからから講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　就学説明会就学説明会就学説明会就学説明会におけるにおけるにおけるにおける通訳配置通訳配置通訳配置通訳配置はははは要請要請要請要請なしなしなしなし
　　　　・・・・　「　「　「　「プレスクールプレスクールプレスクールプレスクール事業事業事業事業」」」」講師派遣講師派遣講師派遣講師派遣：1：1：1：1人人人人
　　　（11　　　（11　　　（11　　　（11月開催月開催月開催月開催））））

施策名

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

39393939 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト5ト5ト5ト5】】】】
プレスクールプレスクールプレスクールプレスクール
「「「「きらきらきらきらきらきらきらきら教教教教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　就学直前就学直前就学直前就学直前のののの外国人外国人外国人外国人
児童児童児童児童をををを対象対象対象対象としたプとしたプとしたプとしたプ
レスクールレスクールレスクールレスクール「「「「きらききらききらききらき
らららら教室教室教室教室」」」」においてにおいてにおいてにおいて、、、、
保護者保護者保護者保護者にににに対対対対してしてしてして日本日本日本日本
のののの学校教育制度学校教育制度学校教育制度学校教育制度につにつにつにつ
いていていていて理解理解理解理解をををを深深深深めるよめるよめるよめるよ
うううう説明会説明会説明会説明会やややや個別懇談個別懇談個別懇談個別懇談
会会会会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。

  「  「  「  「きらきらきらきらきらきらきらきら教室教室教室教室」」」」のののの集団指導集団指導集団指導集団指導にににに合合合合わせてわせてわせてわせて、、、、教育委員会教育委員会教育委員会教育委員会とととと連携連携連携連携
しししし、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり保護者説明会保護者説明会保護者説明会保護者説明会をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　回数回数回数回数：5：5：5：5回回回回（12（12（12（12月月月月～3～3～3～3月月月月））））
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：北幼保園北幼保園北幼保園北幼保園
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：小学校入学小学校入学小学校入学小学校入学にににに向向向向けたけたけたけた準備準備準備準備、、、、入学後入学後入学後入学後のののの学校生活学校生活学校生活学校生活にににに
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ついてついてついてついて

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　回数回数回数回数：5：5：5：5回回回回（12～3（12～3（12～3（12～3月月月月））））
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：北幼保園北幼保園北幼保園北幼保園
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：小学校入学準備等説明会小学校入学準備等説明会小学校入学準備等説明会小学校入学準備等説明会、、、、個別懇談会個別懇談会個別懇談会個別懇談会、、、、先輩保護先輩保護先輩保護先輩保護
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　者者者者とととと語語語語るるるる会等会等会等会等

②②②②日本語日本語日本語日本語のののの学学学学
習支援習支援習支援習支援とととと学学学学
力向上力向上力向上力向上のののの促促促促
進進進進

　　　　外国人外国人外国人外国人のののの小中小中小中小中
学生学生学生学生のののの日本語習日本語習日本語習日本語習
得得得得をををを支援支援支援支援するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、学力向学力向学力向学力向
上上上上につながるにつながるにつながるにつながる取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを充実充実充実充実しししし
ますますますます。。。。

40404040 「「「「初期指導教初期指導教初期指導教初期指導教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

学校教育学校教育学校教育学校教育
課課課課

　　　　在籍学校在籍学校在籍学校在籍学校でのでのでのでの学習学習学習学習
やややや生活生活生活生活をををを出来出来出来出来るるるる限限限限りりりり
円滑円滑円滑円滑にににに開始開始開始開始できるよできるよできるよできるよ
うにうにうにうに、、、、来日間来日間来日間来日間もないもないもないもない
等等等等のののの理由理由理由理由によりによりによりにより日本日本日本日本
語能力語能力語能力語能力がががが不十分不十分不十分不十分なななな児児児児
童生徒童生徒童生徒童生徒にににに対対対対してしてしてして、、、、必必必必
要最低限度要最低限度要最低限度要最低限度のののの日本語日本語日本語日本語
指導指導指導指導やややや教科指導教科指導教科指導教科指導、、、、生生生生
活適応指導等活適応指導等活適応指導等活適応指導等をををを行行行行いいいい
ますますますます。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　期間期間期間期間：4：4：4：4月月月月～3～3～3～3月月月月
　　　　・・・・　　　　開設日時開設日時開設日時開設日時：：：：月月月月、、、、水水水水、、、、木木木木、、、、金金金金（9:00～13:30）（9:00～13:30）（9:00～13:30）（9:00～13:30）
　　　　・・・・　　　　指導員指導員指導員指導員：3：3：3：3人人人人（（（（市費市費市費市費））））
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：西小西小西小西小

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　受講者受講者受講者受講者：：：：月平均9人月平均9人月平均9人月平均9人
　　　　・・・・　　　　指導者3人指導者3人指導者3人指導者3人（（（（市費市費市費市費））））

施策名

31313131



32323232

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

②②②②日本語日本語日本語日本語のののの学学学学
習支援習支援習支援習支援とととと学学学学
力向上力向上力向上力向上のののの促促促促
進進進進

　　　　外国人外国人外国人外国人のののの小中小中小中小中
学生学生学生学生のののの日本語習日本語習日本語習日本語習
得得得得をををを支援支援支援支援するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、学力向学力向学力向学力向
上上上上につながるにつながるにつながるにつながる取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを充実充実充実充実しししし
ますますますます。。。。

41414141 「「「「日本語教日本語教日本語教日本語教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

学校教育学校教育学校教育学校教育
課課課課

　　　　初期指導教室初期指導教室初期指導教室初期指導教室をををを修修修修
了又了又了又了又はははは、、、、中級程度中級程度中級程度中級程度のののの
日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導やややや教科指教科指教科指教科指
導導導導のののの補充補充補充補充がががが必要必要必要必要なななな児児児児
童生徒童生徒童生徒童生徒にににに対対対対しししし、、、、日本日本日本日本
語指導及語指導及語指導及語指導及びびびび教科指導教科指導教科指導教科指導
をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　期間期間期間期間　：4　：4　：4　：4月月月月～3～3～3～3月月月月、、、、毎日開設毎日開設毎日開設毎日開設
　　　　・・・・　　　　指導員指導員指導員指導員：：：：正規教員3校3人正規教員3校3人正規教員3校3人正規教員3校3人、、、、常勤講師3校3人常勤講師3校3人常勤講師3校3人常勤講師3校3人、、、、非常勤非常勤非常勤非常勤
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　講師9校9人講師9校9人講師9校9人講師9校9人、、、、日本語指導補助員10人日本語指導補助員10人日本語指導補助員10人日本語指導補助員10人
　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（市費8人市費8人市費8人市費8人、、、、県費2人県費2人県費2人県費2人））））
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所　：　：　：　：市内12校市内12校市内12校市内12校
　（　（　（　（拠点校拠点校拠点校拠点校）　）　）　）　東東東東・・・・西西西西・・・・江東江東江東江東・・・・荒崎小荒崎小荒崎小荒崎小、、、、西西西西・・・・西部中西部中西部中西部中
　（　（　（　（準拠点校準拠点校準拠点校準拠点校））））北北北北・・・・静里静里静里静里・・・・中川中川中川中川・・・・小野小小野小小野小小野小、、、、興文興文興文興文・・・・江並中江並中江並中江並中

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　受講者130人受講者130人受講者130人受講者130人（（（（平成29年4月1日現在平成29年4月1日現在平成29年4月1日現在平成29年4月1日現在））））
　　　　　　　　※※※※指導者指導者指導者指導者：：：：正規教員正規教員正規教員正規教員　3　3　3　3校校校校　3　3　3　3人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　非常勤講師非常勤講師非常勤講師非常勤講師　11　11　11　11校校校校　13　13　13　13人人人人

42424242 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト5ト5ト5ト5】】】】
「「「「外国人児童外国人児童外国人児童外国人児童
生徒生徒生徒生徒のためののためののためののための
放課後支援教放課後支援教放課後支援教放課後支援教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力がががが不十不十不十不十
分分分分であるためにであるためにであるためにであるために学習学習学習学習
支援支援支援支援がががが必要必要必要必要なななな外国人外国人外国人外国人
児童生徒児童生徒児童生徒児童生徒をををを対象対象対象対象にににに、、、、
学外学外学外学外でのでのでのでの教科指導教科指導教科指導教科指導をををを
行行行行いますいますいますいます。。。。

  次  次  次  次のとおりのとおりのとおりのとおり開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：多目的交流多目的交流多目的交流多目的交流イベントハウスイベントハウスイベントハウスイベントハウス
　　　　・・・・　　　　回数回数回数回数：：：：週2回週2回週2回週2回（（（（火火火火・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日））））
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（小学生小学生小学生小学生）17:00～18:30）17:00～18:30）17:00～18:30）17:00～18:30
　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（　　　　　　（中学生中学生中学生中学生）19:00～20:30）19:00～20:30）19:00～20:30）19:00～20:30

　　　　夏休夏休夏休夏休みみみみ期間中期間中期間中期間中にににに、、、、県営荒崎団地県営荒崎団地県営荒崎団地県営荒崎団地においてにおいてにおいてにおいて試験的試験的試験的試験的にににに分室分室分室分室をををを開催開催開催開催
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所県営荒崎団地集会所
　　　　・・・・　　　　期間期間期間期間：7：7：7：7月21日月21日月21日月21日から8から8から8から8月3日月3日月3日月3日までまでまでまで
　　　　　（　　　　　（　　　　　（　　　　　（土日土日土日土日をををを除除除除くくくく平日10日間平日10日間平日10日間平日10日間））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　小学生小学生小学生小学生　：　：　：　：開催実績96回開催実績96回開催実績96回開催実績96回、、、、参加児童延1,174人参加児童延1,174人参加児童延1,174人参加児童延1,174人
　　　　・・・・　　　　中学生中学生中学生中学生　：　：　：　：開催実績96回開催実績96回開催実績96回開催実績96回、、、、参加生徒延768人参加生徒延768人参加生徒延768人参加生徒延768人
　　　　・・・・　　　　学校訪問学校訪問学校訪問学校訪問：28：28：28：28件件件件
　　　　・・・・　　　　個別懇談個別懇談個別懇談個別懇談：149：149：149：149回回回回
　　　　・・・・　　　　分分分分　　　　　　　　室:夏休室:夏休室:夏休室:夏休みみみみ期間中期間中期間中期間中の10の10の10の10日間開催日間開催日間開催日間開催
　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（　　　　　　　（参加者:17人参加者:17人参加者:17人参加者:17人））））

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

43434343 外国人学校日外国人学校日外国人学校日外国人学校日
本語講師派遣本語講師派遣本語講師派遣本語講師派遣
事業事業事業事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会

　　　　日本語日本語日本語日本語をををを学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会
のののの少少少少ないないないない外国人学校外国人学校外国人学校外国人学校
（（（（HIROHIROHIROHIRO学園学園学園学園））））のののの生徒生徒生徒生徒
がががが地域社会地域社会地域社会地域社会にににに適応適応適応適応でででで
きるようきるようきるようきるよう、、、、大垣国際大垣国際大垣国際大垣国際
交流協会交流協会交流協会交流協会からからからから日本語日本語日本語日本語
講師講師講師講師をををを派遣派遣派遣派遣しししし、、、、日本日本日本日本
語指導語指導語指導語指導をををを支援支援支援支援しましましましま
すすすす。。。。

  HIRO  HIRO  HIRO  HIRO学園学園学園学園にににに対対対対してしてしてして、、、、次次次次のとおりのとおりのとおりのとおり日本語指導者日本語指導者日本語指導者日本語指導者をををを派遣派遣派遣派遣しますしますしますします。。。。
　　　　毎週火毎週火毎週火毎週火・・・・金曜日金曜日金曜日金曜日
　　9:00～12:00（　　9:00～12:00（　　9:00～12:00（　　9:00～12:00（月8回月8回月8回月8回））））

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　・・・・　　　　講師派遣回数講師派遣回数講師派遣回数講師派遣回数：96：96：96：96回回回回
　　　　・・・・　　　　指導者指導者指導者指導者：1：1：1：1人人人人

　　　　外国人外国人外国人外国人のののの小中小中小中小中
学生学生学生学生のののの日本語習日本語習日本語習日本語習
得得得得をををを支援支援支援支援するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、学力向学力向学力向学力向
上上上上につながるにつながるにつながるにつながる取取取取
りりりり組組組組みをみをみをみを充実充実充実充実しししし
ますますますます。。。。

44444444 【【【【プロジェクプロジェクプロジェクプロジェク
ト5ト5ト5ト5】】】】
プレスクールプレスクールプレスクールプレスクール
「「「「きらきらきらきらきらきらきらきら教教教教
室室室室」」」」開催事業開催事業開催事業開催事業
（（（（再掲再掲再掲再掲№39№39№39№39））））
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　就学直前就学直前就学直前就学直前のののの外国人外国人外国人外国人
児童児童児童児童をををを対象対象対象対象にににに、、、、日本日本日本日本
語指導及語指導及語指導及語指導及びびびび生活適応生活適応生活適応生活適応
指導指導指導指導をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

　　　　児童児童児童児童、、、、保護者保護者保護者保護者のののの双方双方双方双方にににに効果効果効果効果がががが期待期待期待期待できるできるできるできる集団指導集団指導集団指導集団指導についてについてについてについて、、、、
参加状況参加状況参加状況参加状況のののの良良良良くないくないくないくない保護者保護者保護者保護者にはにはにはには直接面談直接面談直接面談直接面談するなどするなどするなどするなど、、、、よりよりよりより踏踏踏踏みみみみ込込込込
んだんだんだんだ対応対応対応対応をををを行行行行うことでうことでうことでうことで、、、、集団指導集団指導集団指導集団指導のののの参加率参加率参加率参加率のののの向上向上向上向上をををを図図図図りますりますりますります。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
①①①①　　　　巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導（12（12（12（12月月月月～3～3～3～3月月月月））））
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導・・・・生活適応指導生活適応指導生活適応指導生活適応指導
　　　　・・・・　　　　参加参加参加参加：36：36：36：36人人人人
　　　　・・・・　　　　指導指導指導指導：8～19：8～19：8～19：8～19回/人回/人回/人回/人
②②②②　　　　集団指導集団指導集団指導集団指導（12（12（12（12月月月月から3から3から3から3月月月月））））
　　　　・・・・　　　　内容内容内容内容：：：：日本語日本語日本語日本語・・・・生活適応指導生活適応指導生活適応指導生活適応指導、、、、保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの学校生活学校生活学校生活学校生活
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等説明会等説明会等説明会等説明会・・・・個別懇談会個別懇談会個別懇談会個別懇談会
　　　　・・・・　　　　開催開催開催開催：5：5：5：5回回回回
　　　　・・・・　　　　参加参加参加参加：：：：児童20人/回児童20人/回児童20人/回児童20人/回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保護者24人/回保護者24人/回保護者24人/回保護者24人/回

③③③③進路指導及進路指導及進路指導及進路指導及
びびびび就職支援就職支援就職支援就職支援

　　　　外国人外国人外国人外国人のののの小中小中小中小中
学生及学生及学生及学生及びそのびそのびそのびその保保保保
護者護者護者護者にににに対対対対してしてしてして、、、、
進路並進路並進路並進路並びにびにびにびに就職就職就職就職
にににに向向向向けたけたけたけた指導指導指導指導・・・・
相談相談相談相談をををを行行行行いまいまいまいま
すすすす。。。。

45454545 外国人生徒進外国人生徒進外国人生徒進外国人生徒進
路相談事業路相談事業路相談事業路相談事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

学校教育学校教育学校教育学校教育
課課課課

　　　　外国人生徒及外国人生徒及外国人生徒及外国人生徒及びびびび保保保保
護者護者護者護者をををを対象対象対象対象としたとしたとしたとした進進進進
路説明会路説明会路説明会路説明会をををを開催開催開催開催するするするする
とともにとともにとともにとともに、、、、随時随時随時随時でででで進進進進
路相談路相談路相談路相談もももも行行行行いますいますいますいます。。。。

  外国人生徒及  外国人生徒及  外国人生徒及  外国人生徒及びびびび保護者保護者保護者保護者へのへのへのへの説明会説明会説明会説明会・・・・相談会相談会相談会相談会をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
　　　　・・・・　　　　進路説明会進路説明会進路説明会進路説明会　　　　第1回第1回第1回第1回（7（7（7（7月月月月）、）、）、）、第2回第2回第2回第2回（2（2（2（2月月月月））））
　　　　・・・・　　　　進路相談会進路相談会進路相談会進路相談会　7　7　7　7月月月月～2～2～2～2月月月月にににに希望者希望者希望者希望者をををを対象対象対象対象にににに実施実施実施実施

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　第1回進路説明会第1回進路説明会第1回進路説明会第1回進路説明会（11（11（11（11月開催月開催月開催月開催））））
　　　　　　　　参加者数参加者数参加者数参加者数：4：4：4：4人人人人
　　　　　　　　　　　　※※※※　　　　第2回以降第2回以降第2回以降第2回以降はははは希望希望希望希望なしなしなしなし

施策名

33333333



34343434

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成28年度事業計画及び実績

④④④④外国人学校外国人学校外国人学校外国人学校
等等等等とのとのとのとの連携連携連携連携

　　　　市内市内市内市内のののの外国人外国人外国人外国人
学校等学校等学校等学校等とととと各種情各種情各種情各種情
報報報報のののの共有共有共有共有をををを進進進進めめめめ
るるるる等等等等のののの連携連携連携連携をををを図図図図
りますりますりますります。。。。

46464646 外国人学校連外国人学校連外国人学校連外国人学校連
携推進事業携推進事業携推進事業携推進事業
【【【【H24H24H24H24～～～～H28H28H28H28】】】】

まちづくまちづくまちづくまちづく
りりりり推進課推進課推進課推進課

　　　　HIROHIROHIROHIRO学園等外国人学園等外国人学園等外国人学園等外国人
学校学校学校学校へのへのへのへの定期訪問定期訪問定期訪問定期訪問をををを
通通通通じてじてじてじて、、、、外国人学校外国人学校外国人学校外国人学校
とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有、、、、意見意見意見意見
交換交換交換交換をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

  外国人学校  外国人学校  外国人学校  外国人学校をををを訪問訪問訪問訪問しししし、、、、情報共有情報共有情報共有情報共有やややや意見交換意見交換意見交換意見交換をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

＜＜＜＜実績実績実績実績＞＞＞＞
　　　　HIROHIROHIROHIRO学園学園学園学園をををを訪問訪問訪問訪問

施策名


