
　市内に住む外国人技能実習生の人数は年々増加している。

　技能実習生は、日本に来る際、本国で日本語を学習してくる

が、そのレベルは日常会話が出来るものから平仮名が書けない

ものまで様々であり、日本語の学習についても、意識の高さ、

関心の強さに個人差があることから、本講座を通じて、少しで

も日本語に関心を持ってもらう。

　今後は、日本語能力検定の合格を目指した講座のほか、日常

会話ができるようになることを目指した講座を開設する。

特徴 日本語能力検定の取得に向けた集中講座

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　日本語能力試験の認定取得に向けて、短期集中講座を実施。

　講師は市内在住の退職した学校教諭に依頼。

　12月試験に合わせた後期の1回開催。

※前期開催は新型コロナウィルスの影響で7月試験が中止とな

り、講座も中止となった。

講座内容…初級、中級、N4、N3の4コース

　　　　　初級：平仮名、片仮名などの基礎を中心に実施。

　　　　　中級：簡単な日常会話を中心に実施。

　　　　　N4・N3：演習問題を解き、講師が解説。

　本講座の参加者は、延べ172名であり、インドネシアの参加

者が増えたことから、技能実習生の日本語に対する関心が高

まった。

講座回数…全9回　　　　　　　　　国籍別

参加人数…初級   ：37名　　　　　   中国　　：74名

　　　　　中級   ：70名　　　　　　ベトナム：39名

　　　　　N4 　：30名　　　　　　タイ　　：40名

　　　　　N3　：35名　　　　　　 インドネシア：17名

　　　　　計　：172名　　　　　　カンボジア：2名

　　　　　　　　　　　　　　　　　計：172名

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 日本語習得支援事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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実施主体

(所在市町村)
釧路国際交流の会（釧路市）

事業名 在住外国人向け日本語学習支援活動の実施

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

　当会の活動（交流会等）に参加された在住外国人たちからの

日本語学習支援ニーズが高まってきていた。

【目的】

　釧路地域に在住する外国人が、日本語でのコミュニケーショ

ンに困ることなく、より快適な生活を送ることができるように

する。

【課題】

①日本語教師有資格者の確保が困難。

②需要に対する供給のバランスを取ることが困難（人材及び予

算）。

※2016年から2019年度までは、日本語教師有資格者がいたた

め日本語教室として定期的なサポートを行っていたが、2020

年度より有資格者が不在になり、日本語学習支援者養成講座を

受講した会員を中心にボランティアで支援中。

【展望】

　本事業の要となる日本語教師有資格者の確保に努めるととも

に、日本語学習支援に協力してくれる個人や団体・企業を募り

ながら、日本語学習支援活動を継続していきたい。また、令和

元年度から「やさしい日本語」に関する研修会を開催している

が、地域での多文化共生社会の実現にも寄与するものであるの

で、併せて推進していきたい。

特徴
地域在住の外国人への日本語学習を支援する活動を行う。

また、参加する外国人から寄せられる様々な疑問を解消する場ともなっている。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　2016（平成28年）に日本語サポート活動事業を開始。2020

（令和２）年より名称を変更し、本事業を展開中。

【開催頻度】月1～2回

【開催日時】日曜日、10：00～12：00（基本）

【内容】

　当会会員が中心となり、会員外の市民（有志）も交えて在住

外国人への日本語学習支援を行っている。日本語のレベルや事

情に合わせ、個人レッスンもしくはグループレッスンを実施し

ている。

【実績（2020年度）】※感染防止対策を講じ実施。

　実施回数：計42回、参加人数：392名（外国人：127名）

・日本語教師の有資格者が不在のため、北海道主催（企画・運

営一般社団法人北海道日本語センター）の日本語学習支援者養

成講座を受講した会員、Howdy（会の英会話サークル）メン

バー及び会員外の市民（有志）の協力を得て、対応している。

・外国人のニーズに添った内容。

・単なる学習だけでなく、日本語を学ぶ外国人が日本語を交え

て母国の紹介や研究発表するなど、楽しめる内容も加えてい

る。
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　総合計画を策定する上で、アンケート調査や地区懇談会、審

議会などで平成27年から増え続ている外国人技能実習生や就労

(ベトナム人)に対しての関心が高まっていることに気づいた。

現在では、人口の1.6%で住民登録のある20代のうち、25％がベ

トナム人である。その外国人に対して、町民から「町として生

活のサポートが出来ないのか」など様々な意見・要望があっ

た。そこで、実際に受入れを行っている企業にも聞き取りを

行った結果、日本語教育や転入時のごみの分別方法、地域住民

との交流の場づくり、困りごとの相談窓口などの要望があった

ことから、地域おこし協力隊の制度を活用し、ベトナム語の通

訳・翻訳が出来る人材を探すこととした。

　町民と技能実習生等とをつなぐ重要な「日本語勉強会」は、

技能実習生等の唯一の休日に開催していることから、参加人数

が減少傾向にあるため、興味を持ってもらえるイベントを定期

的に開催して、気軽に参加できるよう工夫が必要であると考え

ている。他にも交流事業を検討しているが、現在コロナウイル

ス感染症の影響もあり、実施できない事業も多くあることか

ら、収束後に向けて準備をしている。そこで「ベトナムキッチ

ン」を昨年２回開催し、町民からは大変好評であったことか

ら、今度は地域イベントに参加して出店する計画。また、お互

いの国の文化・風習などを話し合う交流会の開催や、小中学生

との交流事業、カーリングチームを作り大会への参加など町民

と技能実習生等が接する機会を増やしていくことにより、お互

いを理解しあえる環境となり、人口減少が進む本町でも外国人

の若者が活躍できる活気あるまちづくりへとつなげていきた

い。

特徴
在住外国人技能実習生等の日本語レベルを向上させることにより、

地域住民との交流機会も広がり、外国人にとって暮らしやすい環境となる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　生活サポート事業として、日本語勉強会や地域住民との交流

事業、相談窓口、交通安全教室の開催など様々な活動を実施し

ている。その中の日本語勉強会では、会話に重点を置いたクラ

スと日本語能力試験に重点を置いたクラスに分けて、町民会館

で技能実習生等の休日である日曜日の午前中に開催している。

また、夏場の移動手段は自転車であることから交通安全教室も

開催。

①日本語勉強会(会話クラス)

※かるたで物の名称

や日本語を読む練習風景

②交通安全教室

　在住している外国人技能実習生等にアンケート調査を実施し

たところ、「町民との交流事業に参加してみたいか」との設問

に対して全ての方が「参加したい」と回答があり、スポーツ交

流、文化交流、お互いの国の料理を紹介などが人気が高かっ

た。そこで、地域おこし協力隊が主体となり、町民にベトナム

の伝統的な料理である「フォー」と「揚げ春巻き」をセットに

販売することとなり、技能実習生等に声をかけたところ25人も

ボランティアで調理や接客などに参加してもらえた。町民から

の評判も良く、参加した技能実習生からは、「妹背牛町に来て

数年経つが一番の思い出になった」と声を聞くことが出来た。

実施主体

(所在市町村)
妹背牛町

事業名 外国人技能実習生等の生活サポート事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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【背　　景】

・後志総合振興局管内の羊蹄山麓７町村における総人口に占め

る外国人割合が年々増加

・新型コロナウイルス感染症の影響により、帰国できない外国

人が多く発生

・日本語ができない外国人が仕事に就けない事例も発生し、日

本語学習のニーズが高まった

・管内の外国人住民の割合が増加し、振興局職員も職務上、外

国人に接する機会が増加

【目　　的】

・ニーズに合った日本語学習の機会の提供

・外国人にも伝わりやすい「やさしい日本語」の習得と実践

・令和３年度から倶知安町と連携し、文化庁の「『生活者とし

ての外国人』のための日本語教室空白地域解消推進事業日本語

教育スタートアッププログラム」を活用し、日本語教室を立ち

上げることとした。振興局としては、ノウハウを蓄積し、必要

とする市町村にノウハウを提供し、地域に定着するよう連携し

ていきたい

・外国人住民の地域社会への参画を促進し、地域コミュニティ

基盤の強化を図るためにも、日本語教室だけでなく、日本人住

民と外国人住民が交流する場を創出していきたい

特徴 レベル別（初級～上級）少人数の日本語教室

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

【実施期間】

令和２年７月～１２月（概ね週１回で全１８回開催）

【開催時間】

18：00～19：00

【開催場所】

北海道後志総合振興局

【学  習  者】

後志管内に居住する日本語を母語としない住民

【内　　容】

北海道後志総合振興局の職員有志を教師役とし日本語のレベル

別（初級から上級まで）に少人数（教師１名：学習者最大４

名）の日本語教室を実施

・延べ316名の外国人住民が参加

・初めて日本語を学習するクラス以外は、勉強したいことを聴

取し、職員がオリジナルのテキストを作成し、授業を実施した

ので、学習者のニーズにあったクラス運営ができ、語学以外の

生活様式や文化の違いについても理解することに繋がった

・教師役の職員にも学習者から受ける素朴な日本語の質問に日

本語の難しさや奥深さを認識するとともに、わかりやすく、簡

単に伝える意識が芽生えた

実施主体

(所在市町村)

北海道

（後志総合振興局　ShiriBeshi グローバル人材育成プラン自主活動チーム）

事業名 在住外国人向けの日本語教室

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　全道的な在住外国人の増加傾向が続く一方で、道内の日本語

教室等の数は現状多くなく、道内に在住する外国人にとって、

日本語を学習するための環境が十分に整っているとは言えな

い。また、広域分散型の本道においては外国人も各地域に散住

しており、日本語教室の開設やそこへの学習者のアクセス、日

本語教師等の確保といった課題は、一朝一夕に解決するのは難

しい。

　こうした現状認識の下、在住外国人にとって身近に存在して

いる同僚や近所の地域住民、市町村や地域の国際交流団体等の

職員などの方々が、簡単な日本語を適切な方法で教えることが

できる知識や技術を身に付けることで、在住外国人への日本語

学習支援の取組が広がっていくことを目的として、本事業を実

施した。

　広域分散型の本道の特徴を踏まえ、北海道の実情に即した地

域日本語教育のあり方を引き続き模索するとともに、地域にお

ける支援の取組を促進していく。

特徴
在住外国人にとって身近な存在である地域住民等が日本語を教えることができるよう、

必要となる知識や技術の習得を目的とした講座を開催。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　道内に在住する外国人の方々がそれぞれの在住する地域にお

いて日本語を学ぶことのできる環境を整備することを目的とし

て、在住外国人への日本語学習支援に関心のある方々を対象と

して、日本語学習支援に必要となる知識や技術の習得を目的と

した講座を開催した。

【開催地】

  浦河町、釧路市、別海町、網走市、雄武町、稚内市、留萌市

【開催回数等】

  各会場全３回、１回あたり約６時間

【講座内容】

  １回目：地域の外国人の状況と日本語学習支援者の役割、

  　　　　日本語学習の基礎知識

  ２回目：日本語の教え方（教授法・教材）、

  　　　　「やさしい日本語」によるコミュニケーション

  ３回目：日本語教室の活動内容と日本語学習支援者の役割、

  　　　　日本語学習支援を始めるために

【工夫点】

　日本語教育に関する専門的な知識を全く持たない受講者を想

定し、言語としての日本語に関する基礎的な知識等のほか、学

習者である外国人との間で共通言語を持たないときの教え方や

教材の入手方法などの教示、実際にその地域で日本語教室を開

設するのに必要なことを考えるワークショップ、在住外国人の

方々をゲストに招いた日本語教室の模擬体験など、受講後に身

近な外国人の方々へ日本語を教えるのに役立つ実践的な内容を

豊富に盛り込んだ。

【成果】

　６時間×３回というボリューミーな内容でありながら、７会

場で計１７７名もの方々に受講いただいた。

　また、受講後に実施したアンケートでは、「日本語を教えて

みたいと思った」との回答を多くいただき、受講者による日本

語教室や勉強会などが開催されるなど、本講座の開催が具体的

な日本語学習支援の取組に繋がった例も確認された。

実施主体

(所在市町村)

北海道

（受託者：（一社）北海道日本語センター）

事業名 日本語教育人材養成講座

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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実施主体

(所在市町村)
釧路市

事業名 釧路市多言語版ホームページの作成及び運用

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

【背景】

　従前、市ホームページにおける外国語での情報発信は英語の

みであったが、英語圏以外の在住外国人の増加に伴い、市から

の多言語での情報提供を求める声が高まってきたことを受け、

平成23年度の地域活性化交付金「住民生活に光をそそぐ交付

金」を活用し、整備を行った。

【目的】

　日本語がわからない市内在住の外国人の生活が、より快適で

安心なものとなるよう支援するため、多言語で市の基本情報及

び暮らしの情報を提供するウェブサイトを作成し、運用する。

【今後の課題】

・一般（日本人）向けのHPとの情報量に大きな差がある。

・緊急性のある情報であっても、多言語化での掲載に時間を要

する。

・近年需要が高まっている「やさしい日本語」版の未整備。

【将来に向けての展望等】

・技能実習生等、日本語レベルが初級～中級者の在住外国人の

増加が著しいことから、「やさしい日本語」版での掲載。

特徴
　市の基本情報や暮らしの情報などを市のホームページに多言語で掲載することで、日本語がわからない在住及び

観光等で訪れる外国人が、当市で生活・滞在する上での必要な情報を得ることができる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　平成24年4月1日より公開中。

【掲載言語】

　釧路市における在住外国人の構成と市との関連性から、英

語、中国語（簡体字・繁体字）、韓国語、ロシア語、ベトナム

語、日本語の6言語（実質7言語）としている。

【内容】

　「市の概要」「くらしの情報」「訪れる」「緊急時に」「連

絡先」のカテゴリーに分け、在住外国人の要望が高い ゴミの分

別についての情報、基本的な防災関連情報、転入・転出等各種

手続きなどを掲載している。

【工夫点】

・カテゴリー設定時、地元の国際交流団体に参画いただいた。

・校正作業等、市内在住の外国人にも参画いただいている。

・地震や津波などの災害対応等、防災情報の充実化を図った。

・社会教育施設や観光サイトの情報を紹介している。

・文字化け防止及び更新作業を円滑にするため、PDFと外部リ

ンクによる構成とした。

・定期的に内容の更新作業を実施している（年度末）。

・近年、技能実習生の来釧時オリエンテーション等において同

HPの紹介を行っている。

・COVID-19感染拡大の影響を受けた在住外国人向けに、特集

を組み、有益情報を多言語及びやさしい日本語で掲載した。

【成果等】

・地元の国際交流団体及び在住外国人、技能実習生の監理団体

等とのネットワークを構築できた。

・日本語がわからない在住外国人に行政サービスの情報提供が

可能となった。
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　ニセコ観光圏エリアでは、年間55.1万人（2019年実績）の外

国人宿泊者を受け入れており、宿泊施設等の事業所では、多く

の外国人スタッフを雇用している。特に冬場は、外国人スタッ

フの需要が急増するため、外国人スタッフ確保の難しさ（人材

不足）、外国人スタッフのサービスレベル維持などが課題と

なっている。

　そこで、外国人スタッフを対象に、交通マナーや日常生活

ルール等の基礎知識を含め、外国人観光客の受入環境向上に資

するおもてなしスキルを学ぶスタッフトレーニングを実施し、

外国人スタッフ人材の質の向上を図ることを目的とする。

　受講希望者が多く、特に「冬道ドライビング教習」は応募締

切を待たずに定員に達してしまい、毎年希望者をお断りしてい

る状況である。今後は、募集方法や受入体制を整備するなどし

て、研修会の規模や品質の維持・向上を図りたい。

特徴
　冬季にニセコ観光圏エリア（蘭越町、ニセコ町、倶知安町）で働く外国人スタッフ向けに、

生活や観光に関する研修会「ニセコ・ウィンター・スタッフ・トレーニング・プログラム」を開催している。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　１１月～１２月にかけて、冬季にスキー場・ホテル等で働く

外国人スタッフ向けに「ニセコ・ウィンター・スタッフ・ト

レーニング・プログラム」と称した研修会を開催している。講

義内容は、地域の基礎知識、ニセコの観光情報、交通手段、日

本の文化・マナー、安全に関するルール、雪国での生活につい

ての諸注意、ごみ出しのルールなど。講師は、リゾート関係企

業のオーストラリア人、在札幌オーストラリア領事、町商工観

光課職員などが務める。令和2年度については、密を避けるた

め実施できなかったが例年は、倶知安警察署の協力を得て、

「冬道ドライビング教習」も併せて開催している。

　令和2年度（2020年度）においては、コロナ禍の実施という

こともあり、オンラインでの受講を行った。

実施主体

(所在市町村)
ニセコ観光圏協議会（蘭越町・ニセコ町・倶知安町）

事業名 「ニセコ・ウィンター・スタッフ・トレーニング・プログラム」の開催

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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技能実習生の交通手段として、バス利用を身近なものとし、利

用することにより、生活の質をより良いものとする。

新型コロナウィルスの影響で、新規の技能実習生が少ないこ

と、すでにバスを利用している実習生が多いことから、来年度

以降の実施については見直すことを検討している。

特徴 市内路線バスの乗り方を学び、バス利用をより身近なものとする。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

市内路線バスの乗り方、運賃の払い方、バス乗車時のマナー、

時刻表・路線図の見方について学ぶ。

実際にバスに乗車して、実践的な乗り方を実施。

令和2年8月に実施。

参加者は、26名であり、新規で技能実習に来た実習生が多く、

バスを利用することにより行動範囲が広がり、生活に役立つ事

と認識した。

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 バス乗り方教室事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　2007年頃から外国籍住民の転入が増加し始め、転入者に対す

る窓口業務の円滑化と、日本で暮らす外国人の暮らしの基礎と

なるものが必要と考え、庁内に「倶知安生活ガイド編集会議」

を設置し掲載内容や部数等を検討、同年11月に初版を発行。

　近年は転入外国籍住民の多国籍化が進んでおり、多言語化へ

の対応が課題。

特徴 日本で暮らす外国籍住民に対し生活情報を英語で提供する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　英語版「生活の手引き」作成と配布。

　・転入者向けの生活の手引きについて英語を併記して作成

　・平成19年度から住民登録の際に配布

　・年間発行部数：1800部（令和2年）

　会議体を設置する際には、当時国際交流に関心のあった住民

をはじめ、町で暮らす外国籍住民も構成員となり、全国の自治

体の事例などを集め、倶知安町町らしい内容を盛り込んだ冊子

となるよう工夫した。

実施主体

(所在市町村)
倶知安町

事業名 Kutchan Living Guide(生活ガイドブック)の配布

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　外国人が本市で生活するに当たっては、国によって生活様式

や習慣などに違いがあるため、生活の基本となる情報を伝える

ことが必要であった。

　新たに外国人住民に向けて発信しなければいけない情報が出

てきた際には資料を更新し、最新の情報を提供できる体制とし

なくてはならない。

　日本語で意思疎通ができない定住者への即応性が課題であ

り、将来的には相談機能を持つ体制づくりを展開できればと考

えている。

特徴 転入する外国人に多言語で生活情報を提供。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　海外から登別市へ転入される方に向けて日本語・英語・中国

語（簡体字）・韓国語で生活情報資料を作成し、配布している

（住民基本台帳に登録している外国人住民を対象として想

定）。

　一般財団法人自治体国際化協会が提供している「多言語生活

情報」を紹介するほか、ごみ出しのルールや町内会、緊急ダイ

ヤルといった生活に密着した情報を掲載し、令和元年８月から

市民窓口等で配布を開始している。

　また、外国人従業員を受け入れている事業者が所属する登別

商工会議所や登別温泉旅館組合に対して資料を提供した。

実施主体

(所在市町村)
登別市

事業名 転入外国人向け配布資料の作成及び配布

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等

（表） （裏）
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　令和元年9月にベトナム出身の「枝幸町多文化共生アドバイ

ザー」を配置。大学時代にインターンシップで町内の保養施設

を訪れ、卒業後、同ホテルで2016年10月から勤務し、昨年9月

からアドバイザーとして外国人材と受入れ団体の橋渡しを展開

している。

　枝幸町では近年、水産加工業や酪農業で働く、中国やタイ、

ベトナムなどからの在留外国人が増加している。また、少子高

齢化や人口減少により需要が高まり人手不足となっている介護

分野や宿泊業などの新たな担い手として、さらに外国人材の確

保・育成と受入れ拡大が期待されている。こうした現状のな

か、在留外国人に地域へ定着して活躍してもらうため、また、

地域での理解を促進するため、仕事や生活、医療・福祉、教育

など、受入れや共生に関わるワンストップ相談窓口となる「枝

幸町多文化共生サポートデスク」を令和2年4月1日から開設し

ており、令和2年度のサポートデスク相談件数は「202件」と

開設の効果は見られることから、継続した相談受付や生活支援

を行って行く。

特徴
町内に在住する外国人材の生活と活躍を支援するため、

生活ガイドブック等を作成し、多文化共生を推進する。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　生活支援や文化を伝えるための生活ガイドブックとゴミ分別

マニュアルを作成。ガイドブックには枝幸町の概要をはじめ、

生活を始めるための各種申請方法や買い物・外食・マナー・施

設やイベント、さらには緊急時や災害時の対応方法など全32

ページ。ゴミ分別マニュアルは全28ページの構成となってい

る。

　色々なパンフレットなどを参考にゼロから作成。枝幸に住ん

で感じたことも組み込んでおり、令和3年度(以降）も随時、修

正・更新作業を行って行く。

実施主体

(所在市町村)
枝幸町

事業名 多文化共生の地域づくり

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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　市内に住む外国人技能実習生の人数は年々増加している。

しかしながら、本市は多言語化が進んでおらず、技能実習生

が、より安全に安心して暮らせるよう、緊急時の対応を周知す

ることが急務であったことから、作成に至った。

　記載されている情報の更新があった場合は、記載内容を精査

し、新しい情報を提供できるようにする。

特徴 緊急時の情報や日常に必要な情報を母国語で周知することで市内の外国人がより当市で住みやすくなる。

事業の概要 事業実施における工夫点・事業の成果等

　市内の外国人技能実習生に対し、生活に必要な情報を、母国

語で周知するために作成した「生活便利帳」をスマートフォン

用アプリ「紋活ナビ」として作成。

【対応言語】

　中国語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語

【記載内容】

・緊急時の対応（地震、火事、救急）

・119番のかけ方

・市内病院の紹介

・ゴミの出し方（分別方法や収集日）

・バスの乗り方

・情報提供サービス（市メール）の案内

・自分の情報記載欄

　誤った情報を伝えないため、すべて母国語で周知。

　市内の外国人技能実習生は、ほとんどがスマートフォンを

持っているので、スマートフォン上で必要な情報を使用できる

ように作成。

　PDFにて閲覧をすることにより、オフライン状態でも閲覧で

きるように作成した。

実施主体

(所在市町村)
紋別市国際交流サロン運営委員会（紋別市）

事業名 紋活ナビ作成事業

事業の背景・目的 今後の課題・将来に向けての展望等
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