
    

資料資料資料資料№№№№2222    

 
大垣市多文化共生推進指針(H29 H33) 

平 成 29   事 業 計 画 
 

 

 

 

 

 

 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

平成 29 5 月 
大垣市まちづくり推進課



    

    

目目目目 次次次次    

    

    

１１１１    大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針のののの概要概要概要概要    ····································································································    1111    

    

    

２２２２    平成平成平成平成 29292929 年度事業計画一覧年度事業計画一覧年度事業計画一覧年度事業計画一覧    ································································································································    3333    

    

    

    

    

    

    

    

    



1111    

１１１１    大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針のののの概要概要概要概要 

 

⑴⑴⑴⑴    指針指針指針指針のののの位置位置位置位置づけづけづけづけ    

大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針大垣市多文化共生推進指針はははは、「、「、「、「大垣市第五次総合計画大垣市第五次総合計画大垣市第五次総合計画大垣市第五次総合計画」」」」をををを上位計画上位計画上位計画上位計画としとしとしとし、、、、後期基後期基後期基後期基

本計画本計画本計画本計画のののの基本施策基本施策基本施策基本施策「「「「多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生」」」」部門部門部門部門のののの個別計画個別計画個別計画個別計画としてとしてとしてとして、、、、本市本市本市本市のののの多文化共生多文化共生多文化共生多文化共生、、、、国際交国際交国際交国際交

流等流等流等流等のののの推進施策推進施策推進施策推進施策のののの方向性方向性方向性方向性をををを明明明明らかにするものですらかにするものですらかにするものですらかにするものです。。。。 

 

⑵⑵⑵⑵    指針指針指針指針のののの期間期間期間期間 

平成平成平成平成 22229999 年度年度年度年度～～～～平成平成平成平成 33333333 年度年度年度年度（（（（5555 年間年間年間年間）））） 

 

⑶⑶⑶⑶    基本理念基本理念基本理念基本理念    

互互互互いにいにいにいに理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、多様性多様性多様性多様性をををを活活活活かしたかしたかしたかした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社会地域社会地域社会地域社会 

    

⑷⑷⑷⑷    基本目標基本目標基本目標基本目標    

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日本語日本語日本語日本語能能能能力向上力向上力向上力向上    

外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民がががが相互理解相互理解相互理解相互理解をををを深深深深めめめめ地域社会地域社会地域社会地域社会でででで共生共生共生共生していくためしていくためしていくためしていくため、、、、外国人外国人外国人外国人

市民市民市民市民のののの日本語習得日本語習得日本語習得日本語習得をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、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がががが地域社会地域社会地域社会地域社会はもとよりはもとよりはもとよりはもとより、、、、ググググ

ローバルローバルローバルローバル人材人材人材人材としてとしてとしてとして活躍活躍活躍活躍できるできるできるできるようようようよう、、、、日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習をををを含含含含むむむむ外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒のののの学習支援学習支援学習支援学習支援

をををを推進推進推進推進しますしますしますします。。。。    

 

②②②②    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相談体制相談体制相談体制相談体制とととと情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    

来日直後来日直後来日直後来日直後のののの外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民などなどなどなどにににに生活生活生活生活ににに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提供提供提供提供するためするためするためするため、、、、多言語多言語多言語多言語によるによるによるによる相相相相

談体制談体制談体制談体制をををを充実充実充実充実するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、ＩＩＩＩＣＣＣＣＴＴＴＴをををを活用活用活用活用するなどするなどするなどするなど多様多様多様多様なななな方法方法方法方法でででで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。。。。    

 

③③③③    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民のののの相互理解相互理解相互理解相互理解のののの向上向上向上向上    

外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民のののの相互理解相互理解相互理解相互理解のののの向上向上向上向上をををを図図図図るためるためるためるため、、、、日本人児童生徒日本人児童生徒日本人児童生徒日本人児童生徒へのへのへのへの多文多文多文多文

化共生化共生化共生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をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、市民同士市民同士市民同士市民同士がががが交流交流交流交流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。。。。    

 

④④④④    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力向上防災力向上防災力向上防災力向上    

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へのへのへのへの関心関心関心関心がががが高高高高まっていることをまっていることをまっていることをまっていることを受受受受けけけけ、、、、多言語多言語多言語多言語によるによるによるによる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、、、、災害時災害時災害時災害時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をををを支援支援支援支援するためのするためのするためのするための体制整備体制整備体制整備体制整備などのなどのなどのなどの防災対策防災対策防災対策防災対策をををを推推推推

進進進進しますしますしますします。。。。 
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⑸⑸⑸⑸    施策体系図施策体系図施策体系図施策体系図    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

互互互互いにいにいにいに理解理解理解理解をををを深深深深めめめめ、、、、多様性多様性多様性多様性をををを活活活活かしたかしたかしたかした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社会地域社会地域社会地域社会    基本理念基本理念基本理念基本理念    

基本目標基本目標基本目標基本目標 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日本語日本語日本語日本語能能能能力向上力向上力向上力向上    

基本目標基本目標基本目標基本目標 2222：：：：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相談体制相談体制相談体制相談体制とととと情報提供情報提供情報提供情報提供のののの充実充実充実充実    

基本目標基本目標基本目標基本目標 3333：：：：外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民のののの相互理解相互理解相互理解相互理解のののの向上向上向上向上    

基本目標基本目標基本目標基本目標 4444：：：：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力向上防災力向上防災力向上防災力向上    

⑴⑴⑴⑴    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学習日本語学習日本語学習日本語学習のののの支援支援支援支援    

⑵⑵⑵⑵    外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒のののの学習支援学習支援学習支援学習支援    

①①①①    日本語日本語日本語日本語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のののの充実充実充実充実 

②②②②    日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習をををを支援支援支援支援するするするする体制体制体制体制のののの整備整備整備整備    

①①①①    外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒のののの日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習とととと学力向上学力向上学力向上学力向上のののの支援支援支援支援 

②②②②    就学前外国人児童就学前外国人児童就学前外国人児童就学前外国人児童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指導指導指導指導のののの推進推進推進推進    

⑴⑴⑴⑴    多多多多言語言語言語言語によるによるによるによる相談体制及相談体制及相談体制及相談体制及びびびび多様多様多様多様なななな情報提供情報提供情報提供情報提供によるによるによるによる外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民

のののの支援支援支援支援    

①①①①    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のためののためののためののための多言語多言語多言語多言語によるによるによるによる相談相談相談相談体制体制体制体制のののの充実充実充実充実 

②②②②    多様多様多様多様なななな方法方法方法方法によるによるによるによる生活情報等生活情報等生活情報等生活情報等のののの多言語提供多言語提供多言語提供多言語提供    

⑴⑴⑴⑴    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とととと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 

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 

②②②②    外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民とととと日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民ののの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    

⑴⑴⑴⑴    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策防災対策防災対策防災対策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がががが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支援支援支援支援 



　◎　基本目標1：外国人市民の日本語能力向上（9事業）

　　　○　1‐⑴　外国人市民の日本語学習の支援

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

①①①① 日本語日本語日本語日本語をををを学学学学
習習習習するするするする機会機会機会機会
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のののの
日本語習得日本語習得日本語習得日本語習得をををを支支支支
援援援援するためするためするためするため、、、、日日日日
本語教室本語教室本語教室本語教室やややや、、、、ママママ
ンツーマンンツーマンンツーマンンツーマン方式方式方式方式
のののの日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習なななな
どのどのどのどの学習機会学習機会学習機会学習機会をををを
充実充実充実充実しますしますしますします。。。。

1111 「「「「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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
語能力語能力語能力語能力にににに応応応応じたじたじたじた学習学習学習学習
機会機会機会機会をををを提供提供提供提供しししし、、、、日本日本日本日本
語習得語習得語習得語習得をををを支援支援支援支援しましましましま
すすすす。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民のためののためののためののための日本語教室等日本語教室等日本語教室等日本語教室等をををを開催開催開催開催しましましましま
すすすす。。。。
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））））
  ・  ・  ・  ・　　　　緊急時会話緊急時会話緊急時会話緊急時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））））
  ・  ・  ・  ・　　　　生活情報習得生活情報習得生活情報習得生活情報習得クラスクラスクラスクラス（5（5（5（5回回回回））））
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））））

②②②② 日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習
をををを支援支援支援支援するするするする
体制体制体制体制のののの整備整備整備整備

　　　　外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが
同同同同じじじじ外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のののの日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習をををを
サポートするサポートするサポートするサポートする仕仕仕仕
組組組組みのみのみのみの構築構築構築構築やややや、、、、
日本語指導日本語指導日本語指導日本語指導ボラボラボラボラ
ンティアのンティアのンティアのンティアの育成育成育成育成
をををを推進推進推進推進するなするなするなするな
どどどど、、、、学習学習学習学習をををを支援支援支援支援
するするするする体制体制体制体制をををを整備整備整備整備
しますしますしますします。。。。

2222 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

　　　　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をををを開催開催開催開催しししし、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民のののの日本語学習日本語学習日本語学習日本語学習をををを支援支援支援支援するするするする担担担担いいいい手手手手をををを確保確保確保確保しししし
ますますますます。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、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がボランティアがボランティアがボランティアが集集集集うううう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、、、、指導力指導力指導力指導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。。。。
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：3：3：3：3期15回期15回期15回期15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
　　　　　　　　　　　　回数回数回数回数：1：1：1：1回回回回

２　大垣市多文化共生推進指針・平成29年度事業計画一覧（全36事業）　※下線部は平成29年度から新たに取り組む内容

施策名

3333



4444

　　○　1-⑵　外国人児童生徒の学習支援

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

①①①① 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日本日本日本日本
語学習語学習語学習語学習とととと学学学学
力向上力向上力向上力向上のののの支支支支
援援援援

　　　　初期指導教室初期指導教室初期指導教室初期指導教室・・・・
日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室のののの適適適適
切切切切なななな設置設置設置設置やややや、、、、多多多多
文化共生文化共生文化共生文化共生サポーサポーサポーサポー
ターターターター派遣及派遣及派遣及派遣及びびびび放放放放
課後支援教室課後支援教室課後支援教室課後支援教室のののの
充実充実充実充実をををを図図図図ることることることること
でででで、、、、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日本語学日本語学日本語学日本語学
習習習習とととと学力向上学力向上学力向上学力向上をををを
支援支援支援支援しますしますしますします。。。。

3333 「「「「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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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できるをできるをできるをできる限限限限りりりり円円円円
滑滑滑滑にににに開始開始開始開始できるようできるようできるようできるよう
にににに、、、、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語日本語日本語日本語
能力能力能力能力がががが不十分不十分不十分不十分なななな児童児童児童児童
生徒生徒生徒生徒にににに対対対対してしてしてして、、、、必要必要必要必要
最低限度最低限度最低限度最低限度のののの日本語指日本語指日本語指日本語指
導導導導やややや教科指導教科指導教科指導教科指導、、、、生活生活生活生活
適応指導等適応指導等適応指導等適応指導等をををを行行行行いまいまいまいま
すすすす。。。。

　「　「　「　「初期指導教室初期指導教室初期指導教室初期指導教室」」」」をををを西小学校西小学校西小学校西小学校でででで開講開講開講開講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：：：：火曜火曜火曜火曜をををを除除除除くくくく平日9時平日9時平日9時平日9時～13～13～13～13時半時半時半時半
　　　　・・・・　　　　指導員指導員指導員指導員：3：3：3：3人人人人
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：西小西小西小西小

4444 「「「「日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室」」」」
開催事業開催事業開催事業開催事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

  「  「  「  「日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室」」」」をををを、、、、拠点校及拠点校及拠点校及拠点校及びびびび準拠点校準拠点校準拠点校準拠点校でででで開講開講開講開講しししし
ますますますます。。。。
　　　　・・・・　　　　期期期期　 　 　 　 間間間間：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、、、、
         　 　　非常勤講師9校9人         　 　　非常勤講師9校9人         　 　　非常勤講師9校9人         　 　　非常勤講師9校9人、、、、日本語指導補助日本語指導補助日本語指導補助日本語指導補助
            　　員11人            　　員11人            　　員11人            　　員11人（（（（市費9人市費9人市費9人市費9人、、、、県費2人県費2人県費2人県費2人））））
　　　　・・・・　　　　場場場場　 　 　 　 所所所所：：：：市内10校市内10校市内10校市内10校
　（　（　（　（拠 点 校拠 点 校拠 点 校拠 点 校） ） ） ） 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、、、、江並中江並中江並中江並中

5555 「「「「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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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

　　　　学習支援学習支援学習支援学習支援をををを必要必要必要必要とととと
するするするする外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒
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いまいまいま
すすすす。。。。

  大垣駅通  大垣駅通  大垣駅通  大垣駅通りにおいてりにおいてりにおいてりにおいて「「「「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」」」」をををを開開開開
催催催催するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、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はにはにはには、、、、県営荒崎県営荒崎県営荒崎県営荒崎
団地団地団地団地においてにおいてにおいてにおいて分室分室分室分室をををを開催開催開催開催しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　本室本室本室本室
　　　　・・・・　　　　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
②②②②　　　　分室分室分室分室
　　　　・・・・　　　　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20日月20日月20日月20日から8から8から8から8月10日月10日月10日月10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16日間平日16日間平日16日間平日16日間））））

施策名



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

6666 「「「「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」」」」
派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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

　　　　市内小学校市内小学校市内小学校市内小学校やややや放課放課放課放課
後支援教室等後支援教室等後支援教室等後支援教室等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、、、、外国人外国人外国人外国人
児童児童児童児童のののの学習学習学習学習をををを支援支援支援支援すすすす
るサポーターをるサポーターをるサポーターをる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。。。。

  市内小学校  市内小学校  市内小学校  市内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、、、、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しますしますしますします。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、派遣要請派遣要請派遣要請派遣要請のののの増加増加増加増加をををを見据見据見据見据ええええ、、、、市内外市内外市内外市内外のののの大大大大
学学学学とととと連携連携連携連携しししし、、、、新規新規新規新規サポーターをサポーターをサポーターをサポーターを確保確保確保確保しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　小学校小学校小学校小学校
　　　　・・・・　　　　派遣先派遣先派遣先派遣先：：：：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
　　　　・・・・　　　　派遣者派遣者派遣者派遣者：：：：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人人人人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　サポーター13サポーター13サポーター13サポーター13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
　　　　・・・・　　　　派遣者派遣者派遣者派遣者：：：：サポーター12サポーター12サポーター12サポーター12人人人人

7777 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
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きるようにできるようにできるようにできるように、、、、
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
してしてしてして日本語習得日本語習得日本語習得日本語習得をををを支支支支
援援援援しますしますしますします。。。。

　　　　HIROHIROHIROHIRO学園学園学園学園にににに、、、、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ししし、、、、在校在校在校在校すすすす
るるるる外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒外国人児童生徒にににに日本語日本語日本語日本語をををを指導指導指導指導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（1（1（1（1回3時間回3時間回3時間回3時間））））

施策名

5555



6666

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

②②②②就学前外国就学前外国就学前外国就学前外国
人児童人児童人児童人児童にににに対対対対
するするするする日本語日本語日本語日本語
指導指導指導指導のののの推進推進推進推進

　　　　就学前就学前就学前就学前のののの外国外国外国外国
人児童人児童人児童人児童がががが日本日本日本日本のののの
小学校小学校小学校小学校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、、、、プレプレプレプレ
スクールスクールスクールスクール「「「「きらきらきらきら
きらきらきらきら教室教室教室教室」」」」のののの開開開開
催催催催などでなどでなどでなどで日本語日本語日本語日本語
指導指導指導指導をををを推進推進推進推進しましましましま
すすすす。。。。

8888 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

  外国人児童5歳児  外国人児童5歳児  外国人児童5歳児  外国人児童5歳児をををを対象対象対象対象にににに、、、、在籍在籍在籍在籍するするするする幼保園等幼保園等幼保園等幼保園等
をををを巡回巡回巡回巡回してしてしてして個別個別個別個別にににに指導指導指導指導するするするする「「「「巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導」」」」とととと、、、、児児児児
童童童童とととと保護者保護者保護者保護者をををを集集集集めめめめ、、、、模擬授業体験模擬授業体験模擬授業体験模擬授業体験、、、、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をををを行行行行うううう「「「「集団指導集団指導集団指導集団指導」」」」をををを実施実施実施実施しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　巡回指導巡回指導巡回指導巡回指導（（（（各幼保園等各幼保園等各幼保園等各幼保園等：1：1：1：1人10回程度人10回程度人10回程度人10回程度））））
②②②②　　　　集団指導集団指導集団指導集団指導（（（（市内施設市内施設市内施設市内施設　：5　：5　：5　：5回回回回））））

9999 日本語教室託日本語教室託日本語教室託日本語教室託
児児児児ルームルームルームルーム事業事業事業事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
室室室室にににに託児託児託児託児ルームをルームをルームをルームを設設設設
けけけけ、、、、日本語日本語日本語日本語にににに親親親親しむしむしむしむ
ビデオビデオビデオビデオ教材等教材等教材等教材等をををを上映上映上映上映
することですることですることですることで、、、、早早早早いいいい段段段段
階階階階からからからから日本語日本語日本語日本語にににに親親親親しししし
むむむむ環境環境環境環境をををを提供提供提供提供しましましましま
すすすす。。。。

        日本語教室日本語教室日本語教室日本語教室にににに託児託児託児託児ルームをルームをルームをルームを設置設置設置設置しししし、、、、日本語日本語日本語日本語にににに
親親親親しむビデオしむビデオしむビデオしむビデオ教材等教材等教材等教材等のののの上映上映上映上映やややや、、、、日本語日本語日本語日本語にににに親親親親しむしむしむしむ
絵本絵本絵本絵本などをなどをなどをなどを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。
①①①①　　　　日本語教室託児日本語教室託児日本語教室託児日本語教室託児ルームをルームをルームをルームを設置設置設置設置するするするする講座講座講座講座
  ・  ・  ・  ・　　　　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））））
　　　　・・・・　　　　生活情報生活情報生活情報生活情報クラスクラスクラスクラス（5（5（5（5回回回回））））

施策名



　◎　基本目標2：外国人市民に対する相談体制と情報提供の充実（17事業）

　　○　2-⑴　多言語による相談体制及び多様な情報提供による外国人市民の支援

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

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多多多多
言語言語言語言語によるによるによるによる
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

　　　　日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力がががが
不足不足不足不足するするするする外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民のためにのためにのためにのために、、、、
市役所市役所市役所市役所のののの各窓口各窓口各窓口各窓口
やややや市民病院等市民病院等市民病院等市民病院等にににに
おけるおけるおけるおける通訳通訳通訳通訳のののの配配配配
置置置置などなどなどなど、、、、居住環居住環居住環居住環
境境境境、、、、子育子育子育子育てててて、、、、保保保保
健健健健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療
などなどなどなど広範広範広範広範なななな相談相談相談相談
にににに多言語多言語多言語多言語でででで対応対応対応対応
するするするする体制体制体制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。。。。

10101010 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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さまざのさまざのさまざのさまざ
まなまなまなまな相談相談相談相談にににに対応対応対応対応しましましましま
すすすす。。。。

　　　　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ににに通訳通訳通訳通訳をををを配置配置配置配置しししし、、、、外国人市外国人市外国人市外国人市
民民民民のののの母語母語母語母語でででで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

【【【【福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課、、、、高齢介護課高齢介護課高齢介護課高齢介護課、、、、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課課課、、、、
　　　　障障障障がいがいがいがい福祉課関連福祉課関連福祉課関連福祉課関連
【【【【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相談相談相談相談】】】】
　　　　子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課、、、、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ンターセンターセンターセンター
　　　　関連関連関連関連
【【【【公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　住宅課関連住宅課関連住宅課関連住宅課関連
【【【【自治会活動等自治会活動等自治会活動等自治会活動等にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課関連推進課関連推進課関連推進課関連

11111111 外国人市民健外国人市民健外国人市民健外国人市民健
康相談事業康相談事業康相談事業康相談事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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

　　　　がんがんがんがん検診検診検診検診やややや成人健成人健成人健成人健
診診診診などのなどのなどのなどの健康診査健康診査健康診査健康診査やややや
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
にににに通訳通訳通訳通訳をををを配置配置配置配置しましましましま
すすすす。。。。またまたまたまた、、、、これらこれらこれらこれら各各各各
種日程種日程種日程種日程やややや健康情報健康情報健康情報健康情報をををを
外国語外国語外国語外国語メールメールメールメール配信及配信及配信及配信及
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報語情報語情報語情報
誌誌誌誌「「「「アミーゴアミーゴアミーゴアミーゴ」」」」をををを活活活活
用用用用しししし、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに
広広広広くくくく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。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民のののの健康相談等健康相談等健康相談等健康相談等にににに、、、、必要必要必要必要にににに応応応応じてじてじてじて通通通通
訳訳訳訳（（（（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））））をををを活用活用活用活用してしてしてして対応対応対応対応しましましましま
すすすす。。。。
　　　　・・・・　　　　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
　　　　・・・・　　　　外国語外国語外国語外国語メールメールメールメール配信配信配信配信へのへのへのへの情報掲載情報掲載情報掲載情報掲載
　　　　・・・・　　　　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
　　　　　　　　　　　　情報掲載情報掲載情報掲載情報掲載

施策名

7777



8888

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

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多多多多
言語言語言語言語によるによるによるによる
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

12121212 外国人市民母外国人市民母外国人市民母外国人市民母
子保健相談事子保健相談事子保健相談事子保健相談事
業業業業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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、、、、家庭訪問等家庭訪問等家庭訪問等家庭訪問等
のののの各種母子保健事業各種母子保健事業各種母子保健事業各種母子保健事業
にににに通訳通訳通訳通訳をををを配置配置配置配置しましましましま
すすすす。。。。またまたまたまた、、、、これらこれらこれらこれら各各各各
種日程種日程種日程種日程やややや健康情報健康情報健康情報健康情報をををを
外国語外国語外国語外国語メールメールメールメール配信配信配信配信やややや
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」」」」をををを活用活用活用活用
しししし、、、、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。。。。

  外国人市民  外国人市民  外国人市民  外国人市民のののの保健相談保健相談保健相談保健相談にににに、、、、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））））をををを活用活用活用活用してしてしてして対応対応対応対応しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　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、、、、家庭訪問等家庭訪問等家庭訪問等家庭訪問等のののの
　　　　　　　　　　　　各種母子保健事業各種母子保健事業各種母子保健事業各種母子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のののの配置配置配置配置
　　　　・・・・　　　　外国語外国語外国語外国語メールメールメールメール配信配信配信配信へのへのへのへの情報掲載情報掲載情報掲載情報掲載
　　　　・・・・　　　　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
　　　　　　　　　　　　情報掲載情報掲載情報掲載情報掲載

13131313 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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、、、、中国語通訳1人中国語通訳1人中国語通訳1人中国語通訳1人をををを週1回配置週1回配置週1回配置週1回配置しますしますしますします。。。。
　　　　なおなおなおなお、、、、ポルトガルポルトガルポルトガルポルトガ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、、、、
岐阜県岐阜県岐阜県岐阜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ティアボランティアボランティアボランティア斡旋斡旋斡旋斡旋
事業事業事業事業」」」」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。。。。

14141414 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
国語対応国語対応国語対応国語対応のののの通訳通訳通訳通訳サーサーサーサー
ビスをビスをビスをビスを導入導入導入導入しししし、、、、外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民にににに対対対対するするするする相談相談相談相談
業務業務業務業務のさらなるのさらなるのさらなるのさらなる充実充実充実充実
をををを図図図図りますりますりますります。。。。

  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利用利用利用利用しししし、、、、各窓口各窓口各窓口各窓口におけるにおけるにおけるにおける外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民にににに対対対対するするするする相談業務相談業務相談業務相談業務をををを支援支援支援支援しますしますしますします。。。。またまたまたまた、、、、
市民市民市民市民サービスのサービスのサービスのサービスの向上向上向上向上のためのためのためのため、、、、よりよりよりより利用利用利用利用しやすいしやすいしやすいしやすい
運用方法運用方法運用方法運用方法をををを検討検討検討検討しますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　利用期間利用期間利用期間利用期間：：：：平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日平成29年4月1日～～～～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成30年3月31日平成30年3月31日平成30年3月31日平成30年3月31日
　　　　・・・・　　　　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：：：：iPad iPad iPad iPad 2台2台2台2台

施策名

　　　　日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力がががが
不足不足不足不足するするするする外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民のためにのためにのためにのために、、、、
市役所市役所市役所市役所のののの各窓口各窓口各窓口各窓口
やややや市民病院等市民病院等市民病院等市民病院等にににに
おけるおけるおけるおける通訳通訳通訳通訳のののの配配配配
置置置置などなどなどなど、、、、居住環居住環居住環居住環
境境境境、、、、子育子育子育子育てててて、、、、保保保保
健健健健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療
などなどなどなど広範広範広範広範なななな相談相談相談相談
にににに多言語多言語多言語多言語でででで対応対応対応対応
するするするする体制体制体制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。。。。



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

15151515 外国人保護者外国人保護者外国人保護者外国人保護者
就学相談事業就学相談事業就学相談事業就学相談事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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ににに、、、、各言語各言語各言語各言語
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多言語多言語多言語多言語
によるによるによるによる就学就学就学就学にににに関関関関するするするする相談対応及相談対応及相談対応及相談対応及びびびび情報提供情報提供情報提供情報提供をををを行行行行
いますいますいますいます。。。。

16161616 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

　　　　進路説明会及進路説明会及進路説明会及進路説明会及びびびび進路相談会進路相談会進路相談会進路相談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。。。。
①①①①　　　　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））））
②②②②　　　　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毎月実施毎月実施毎月実施毎月実施

17171717 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

　　　　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でででで次次次次のののの時間帯時間帯時間帯時間帯にににに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をををを受受受受けけけけ付付付付けますけますけますけます。。。。
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

18181818 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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行政行政行政
手続相談会手続相談会手続相談会手続相談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。。。。
　　　　・・・・　　　　日時日時日時日時：：：：毎月第1日曜日毎月第1日曜日毎月第1日曜日毎月第1日曜日　13　13　13　13時時時時～15～15～15～15時時時時
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：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

施策名

9999



10101010

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

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多多多多
言語言語言語言語によるによるによるによる
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

　　　　日本語能力日本語能力日本語能力日本語能力がががが
不足不足不足不足するするするする外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民のためにのためにのためにのために、、、、
市役所市役所市役所市役所のののの各窓口各窓口各窓口各窓口
やややや市民病院等市民病院等市民病院等市民病院等にににに
おけるおけるおけるおける通訳通訳通訳通訳のののの配配配配
置置置置などなどなどなど、、、、居住環居住環居住環居住環
境境境境、、、、子育子育子育子育てててて、、、、保保保保
健健健健・・・・福祉福祉福祉福祉・・・・医療医療医療医療
などなどなどなど広範広範広範広範なななな相談相談相談相談
にににに多言語多言語多言語多言語でででで対応対応対応対応
するするするする体制体制体制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。。。。

19191919 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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としたとしたとした「「「「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ににに
よるこころのよるこころのよるこころのよるこころの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ますしますしますします。。。。
　　　　・・・・　　　　日時日時日時日時：：：：毎月第2日曜日毎月第2日曜日毎月第2日曜日毎月第2日曜日　10　10　10　10時時時時～16～16～16～16時時時時
　　　　　　（1　　　　　　（1　　　　　　（1　　　　　　（1人50分人50分人50分人50分・・・・予約制予約制予約制予約制））））
　　　　・・・・　　　　場所場所場所場所：：：：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室学習室学習室学習室ほかほかほかほか

②②②②多様多様多様多様なななな方法方法方法方法
によるによるによるによる生活生活生活生活
情報等情報等情報等情報等のののの多多多多
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
必要必要必要必要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多多多多
言語言語言語言語またはまたはまたはまたは「「「「やややや
さしいさしいさしいさしい日本語日本語日本語日本語」」」」
をををを用用用用いていていていて、、、、多様多様多様多様
なななな方法方法方法方法でででで提供提供提供提供しししし
ますますますます。。。。

20202020 「「「「外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
のためのくらのためのくらのためのくらのためのくら
しのガイドしのガイドしのガイドしのガイド
ブックブックブックブック」」」」配布配布配布配布
事業事業事業事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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がががが本市本市本市本市
でででで暮暮暮暮らすうえでのらすうえでのらすうえでのらすうえでの生生生生
活活活活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、、、、
生活習慣等生活習慣等生活習慣等生活習慣等をををを知知知知るこるこるこるこ
とができるガイドとができるガイドとができるガイドとができるガイド
ブックをブックをブックをブックを多言語多言語多言語多言語でででで提提提提
供供供供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ためのくらしのガイドブッのためのくらしのガイドブッのためのくらしのガイドブッのためのくらしのガイドブッ
クククク」」」」についてについてについてについて、、、、掲載内容掲載内容掲載内容掲載内容をををを見直見直見直見直すとともにすとともにすとともにすとともに、、、、多多多多
言語言語言語言語でででで作成作成作成作成しししし、、、、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、ｅ－ＢＯＯＫ、ｅ－ＢＯＯＫ、ｅ－ＢＯＯＫ、ｅ－ＢＯＯＫ形式形式形式形式でのでのでのでの情報提供情報提供情報提供情報提供によによによによ
りりりり、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民のののの利便利便利便利便をををを図図図図りますりますりますります。。。。

21212121 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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のとおのとおのとお
りりりり発行発行発行発行しししし、、、、関係機関関係機関関係機関関係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、、、、編編編編
集者集者集者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学学学学
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　園園園園、、、、派遣会社派遣会社派遣会社派遣会社、、、、大垣国際交大垣国際交大垣国際交大垣国際交
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　流協会流協会流協会流協会、、、、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



施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

22222222 外国語外国語外国語外国語メールメールメールメール
配信事業配信事業配信事業配信事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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ををを母国語母国語母国語母国語によによによによ
りメールりメールりメールりメール配信配信配信配信しましましましま
すすすす。。。。

  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。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、フィリピンフィリピンフィリピンフィリピン出身市民等出身市民等出身市民等出身市民等のののの増加増加増加増加によりによりによりにより、、、、
英語英語英語英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をををを検討検討検討検討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
　　　　・・・・　　　　内内内内　　　　容容容容：：：：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・・・・各種各種各種各種
　　    　 　 　　    　 　 　　    　 　 　　    　 　 納税日納税日納税日納税日、、、、イベントイベントイベントイベント等情報等情報等情報等情報

23232323 フェイスブッフェイスブッフェイスブッフェイスブッ
クククク情報提供事情報提供事情報提供事情報提供事
業業業業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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

　　　　ＳＮＳ「ＳＮＳ「ＳＮＳ「ＳＮＳ「フェイスフェイスフェイスフェイス
ブックブックブックブック」」」」をををを活用活用活用活用しししし、、、、
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに、、、、行政行政行政行政
情報情報情報情報をををを多言語多言語多言語多言語でででで提供提供提供提供
しますしますしますします。。。。

        ＳＮＳ「ＳＮＳ「ＳＮＳ「ＳＮＳ「フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック」」」」をををを活用活用活用活用しししし、、、、行政情行政情行政情行政情
報報報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・・・・英語英語英語英語））））にににに翻訳翻訳翻訳翻訳しししし、、、、
外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに提供提供提供提供しますしますしますします。。。。

24242424 行政情報等多行政情報等多行政情報等多行政情報等多
言語提供事業言語提供事業言語提供事業言語提供事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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じじじ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。。。。

  行政情報  行政情報  行政情報  行政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・・・・英語英語英語英語・・・・中中中中
国語国語国語国語））））にににに翻訳翻訳翻訳翻訳しししし、、、、外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民にににに提供提供提供提供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：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））））

【【【【福祉福祉福祉福祉にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　社会福祉課社会福祉課社会福祉課社会福祉課、、、、高齢介護課高齢介護課高齢介護課高齢介護課、、、、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課課課、、、、
　　　　障障障障がいがいがいがい福祉課関連福祉課関連福祉課関連福祉課関連
【【【【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相談相談相談相談】】】】
　　　　子育子育子育子育てててて支援課支援課支援課支援課、、、、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ンターセンターセンターセンター
　　　　関連関連関連関連
【【【【公営住宅公営住宅公営住宅公営住宅にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　住宅課関連住宅課関連住宅課関連住宅課関連
【【【【自治会活動等自治会活動等自治会活動等自治会活動等にににに関関関関するするするする相談相談相談相談】】】】
　　　　まちづくりまちづくりまちづくりまちづくり推進課関連推進課関連推進課関連推進課関連

施策名

11111111



12121212

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

②②②②多様多様多様多様なななな方法方法方法方法
によるによるによるによる生活生活生活生活
情報等情報等情報等情報等のののの多多多多
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
必要必要必要必要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多多多多
言語言語言語言語またはまたはまたはまたは「「「「やややや
さしいさしいさしいさしい日本語日本語日本語日本語」」」」
をををを用用用用いていていていて、、、、多様多様多様多様
なななな方法方法方法方法でででで提供提供提供提供しししし
ますますますます。。。。

25252525 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・・・・起業情報起業情報起業情報起業情報
提供事業提供事業提供事業提供事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
のののの外国人外国人外国人外国人のののの就業就業就業就業・・・・起起起起
業業業業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
係諸団体係諸団体係諸団体係諸団体にににに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ととと
するするするする「「「「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」」」」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ターけるチラシやポスターけるチラシやポスターけるチラシ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

26262626 外国人市民就外国人市民就外国人市民就外国人市民就
業環境改善情業環境改善情業環境改善情業環境改善情
報提供事業報提供事業報提供事業報提供事業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

  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。。。。

施策名



　◎　基本目標3：外国人市民と日本人市民の相互理解の向上（8事業）

　　○　3-⑴　国際理解教育の推進と交流機会の提供

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

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へへへへ
のののの理解理解理解理解をををを醸成醸成醸成醸成すすすす
るためるためるためるため、、、、小中学小中学小中学小中学
校校校校でででで国際理解教国際理解教国際理解教国際理解教
育育育育をををを進進進進めるととめるととめるととめるとと
もにもにもにもに、、、、フレンドフレンドフレンドフレンド
リーシティリーシティリーシティリーシティ交流交流交流交流
などでなどでなどでなどで子子子子どものどものどものどもの
国際意識向上国際意識向上国際意識向上国際意識向上をををを
推進推進推進推進しますしますしますします。。。。

27272727 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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、、、、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、、、、ALTとALTとALTとALTと児童児童児童児童、、、、教諭教諭教諭教諭によるによるによるによる全校全校全校全校テレテレテレテレ
　　　　　　　　　　　　ビビビ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。。。。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楽楽楽楽しくしくしくしく英語英語英語英語にににに親親親親しむしむしむしむ
　　　　　　　　　　　　ものとしますものとしますものとしますものとします。。。。
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外外外
　　　　　　　　　　　　国国国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。。。。

28282828 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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。。。。

  子  子  子  子どもどもどもども食文化体験教室等食文化体験教室等食文化体験教室等食文化体験教室等をををを行行行行いますいますいますいます。。。。
①①①①　　　　子子子子どもどもどもども食文化体験教室食文化体験教室食文化体験教室食文化体験教室（（（（全3回全3回全3回全3回））））
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（1（1（1（1回回回回））））

29292929 フレンドリーフレンドリーフレンドリーフレンドリー
シティシティシティシティ交流事交流事交流事交流事
業業業業
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
子子子子どもたちのどもたちのどもたちのどもたちの国際意国際意国際意国際意
識識識識をををを高高高高めめめめ、、、、国際感覚国際感覚国際感覚国際感覚
にににに優優優優れたれたれたれた人材人材人材人材をををを育成育成育成育成
するためするためするためするため、、、、フレンドフレンドフレンドフレンド
リーシティリーシティリーシティリーシティ派遣派遣派遣派遣・・・・受受受受
入事業入事業入事業入事業をををを行行行行いますいますいますいます。。。。

  フレンドリーシティ3  フレンドリーシティ3  フレンドリーシティ3  フレンドリーシティ3都市都市都市都市へのへのへのへの派遣及派遣及派遣及派遣及び2び2び2び2都市都市都市都市
からのからのからのからの受受受受けけけけ入入入入れをれをれをれを行行行行いますいますいますいます。。。。
①①①①　　　　フレンドリーシティフレンドリーシティフレンドリーシティフレンドリーシティ派遣事業派遣事業派遣事業派遣事業
　　　　・・・・　　　　中学生中学生中学生中学生ベルギー・ナミュールベルギー・ナミュールベルギー・ナミュールベルギー・ナミュール市派遣市派遣市派遣市派遣
　　　　・・・・　　　　小小小小・・・・中学生中国邯鄲市派遣中学生中国邯鄲市派遣中学生中国邯鄲市派遣中学生中国邯鄲市派遣
　　　　・・・・　　　　高校生米国高校生米国高校生米国高校生米国ビーバートンビーバートンビーバートンビーバートン市市市市・ユージー・ユージー・ユージー・ユージー
　　　　　　　　　　　　ンンンン市派遣市派遣市派遣市派遣
②②②②　　　　フレンドリーシティフレンドリーシティフレンドリーシティフレンドリーシティ受入事業受入事業受入事業受入事業
　　　　・・・・　　　　ドイツ・シュツットガルトドイツ・シュツットガルトドイツ・シュツットガルトドイツ・シュツットガルト市学生訪問市学生訪問市学生訪問市学生訪問
　　　　　　　　　　　　団受入団受入団受入団受入
　　　　・・・・　　　　中国中国中国中国・・・・邯鄲市学生訪問団受入邯鄲市学生訪問団受入邯鄲市学生訪問団受入邯鄲市学生訪問団受入

施策名

13131313



14141414

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

②②②②外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民
とととと日本人市日本人市日本人市日本人市
民民民民ののの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

30303030 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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文文文
化化化化のののの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ししし
ますますますます。。。。
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　　　　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
　　（10　　（10　　（10　　（10月月月月：：：：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））））
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浴衣浴衣浴衣
　　　　　　　　着付着付着付着付けけけけ体験体験体験体験（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））））

31313131 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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
事業事業事業事業をををを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際交流活国際交流活国際交流活国際交流活
動動動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。。。。

　　　　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8万円万円万円万円（（（（全8事業全8事業全8事業全8事業））））助成助成助成助成しますしますしますします。。。。

32323232 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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（2（2（2（2月月月月））））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、、、、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29年度版大垣市人平成29年度版大垣市人平成29年度版大垣市人平成29年度版大垣市人
権作文集権作文集権作文集権作文集））））を1,000を1,000を1,000を1,000部作成部作成部作成部作成・・・・配布配布配布配布しますしますしますします。。。。

33333333 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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8Letterを8Letterを8Letterを8月月月月と2と2と2と2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。。。。

34343434 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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」」」」にににに外国人市民外国人市民外国人市民外国人市民がががが
参加参加参加参加しますしますしますします。。。。

　「　「　「　「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、、、、外外外外
国人市民委員国人市民委員国人市民委員国人市民委員がががが参加参加参加参加しししし、、、、そのそのそのその意見意見意見意見をををを施策施策施策施策やややや事業事業事業事業
等等等等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。。。。

施策名

　　　　日本人市民日本人市民日本人市民日本人市民にににに
外国文化外国文化外国文化外国文化やややや習慣習慣習慣習慣
などをなどをなどをなどを紹介紹介紹介紹介するするするする
ことでことでことでことで多文化理多文化理多文化理多文化理
解解解解をををを促進促進促進促進するとするとするとすると
ともにともにともにともに、、、、外国人外国人外国人外国人
市民市民市民市民にはにはにはには日本日本日本日本のののの
習慣習慣習慣習慣、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会
でのでのでのでの日常日常日常日常ルールルールルールルール
などをなどをなどをなどを学学学学ぶぶぶぶ機会機会機会機会
やややや日本文化日本文化日本文化日本文化をををを体体体体
験験験験するするするする交流機会交流機会交流機会交流機会
をををを提供提供提供提供しますしますしますします。。。。



　◎　基本目標4：外国人市民の防災力向上（2事業）

　　○　4‐⑴　外国人市民の防災対策の推進

施策内容 № 事業名 事業主体 事業概要 平成29年度事業計画

①①①①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
支援支援支援支援

35353535 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
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

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、、、、市市市市
民民民民とととと協動協動協動協動しながらしながらしながらしな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開開開
催催催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国料国料国料
理理理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人外国人外国人外国人
市民市民市民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。。。。

36363636 多言語多言語多言語多言語によるによるによるによる
指定避難所等指定避難所等指定避難所等指定避難所等
のののの案内案内案内案内
【【【【H29H29H29H29～～～～H33H33H33H33】】】】

生活安全生活安全生活安全生活安全
課課課課
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

　　　　災害時災害時災害時災害時におけるにおけるにおけるにおける指指指指
定避難所等定避難所等定避難所等定避難所等のののの案内案内案内案内にににに
ついてついてついてついて、、、、多言語多言語多言語多言語によによによによ
るるるる提供提供提供提供をををを進進進進めますめますめますめます。。。。

　　　　指定避難所内指定避難所内指定避難所内指定避難所内にににに設置設置設置設置されるされるされるされる、、、、指定避難所看板指定避難所看板指定避難所看板指定避難所看板
のののの多言語表記多言語表記多言語表記多言語表記をををを推進推進推進推進するとともにするとともにするとともにするとともに、、、、防災防災防災防災アプリアプリアプリアプリ
をををを活用活用活用活用してしてしてして、、、、指定避難所等指定避難所等指定避難所等指定避難所等へのへのへのへの地図案内地図案内地図案内地図案内をををを行行行行うううう
などなどなどなど、、、、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支援支援支援支援をををを
実施実施実施実施しますしますしますします。。。。
　　　　またまたまたまた、、、、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ししし、、、、防災防災防災防災アプリのアプリのアプリのアプリの機能機能機能機能
などをなどをなどをなどを紹介紹介紹介紹介したしたしたした多言語多言語多言語多言語パンフレットをパンフレットをパンフレットをパンフレットを配布配布配布配布してしてしてして
周知周知周知周知しますしますしますします。。。。

　　　　大垣市地域防大垣市地域防大垣市地域防大垣市地域防
災計画災計画災計画災計画をををを踏踏踏踏まままま
ええええ、、、、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防災訓防災訓防災訓
練練練練などでなどでなどでなどで防災意防災意防災意防災意
識識識識のののの向上向上向上向上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、、、、災害災害災害災害
時時時時においてにおいてにおいてにおいて外国外国外国外国
人市民人市民人市民人市民をををを支援支援支援支援すすすす
るるるる体制体制体制体制をををを整備整備整備整備すすすす
るなどるなどるなどるなど、、、、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支支支支
援援援援をををを実施実施実施実施しましましましま
すすすす。。。。

施策名

15151515


