
＜名古屋市多文化共生推進プラン実施計画　進行管理シート＞

施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

1-1　地域における情報の多言語化

１
多文化共生施策
ウェブサイトの運
営

名古屋市が実施する多文化共生施策をはじめとする
多文化共生に関する情報を集約したウェブサイトの
日本語版、外国語版、やさしい日本語版等を運営
し、情報提供を行います。

名古屋市公式ウェブサイトに、多文化共生に関する
情報を集約した日本語版ページを運営し、情報提供
を行った。

・名古屋市公式ウェブサイトに、多文化共生に関す
る情報を集約した日本語版ページを運営し、情報提
供を行う。
・国際交流課Facebookページを通じた情報提供を
行う。

観光文化交流局

２
多様な言語・手段
による情報提供

名古屋市外国語版ウェブサイト、名古屋生活ガイド
をはじめ、名古屋国際センターの情報カウンター、
ウェブサイト、ソーシャルメディア、ラジオ放送、
エスニックメディア等を活用した情報提供を行いま
す。

・多言語情報発信ガイドラインの策定（平成28年2
月）
・市外国語版ウェブサイトアクセス数640,167件
＜名古屋国際センター＞
・情報カウンター来場者数14,916人、情報提供数
13,233件
・ウェブサイトアクセス数3,388,917件
・ラジオ放送回数52回
・ニックニュース発行部数隔月10,000万部
・子ども版ニックニュース66,500部
・ナゴヤカレンダー（英語）発行部数5,500部
・ナゴヤカレンダー（ポルトガル語）発行部数
4,500部
・メールマガジン配信件数37,574件

・庁内の多言語情報化計画を取りまとめ、多言語情
報発信を推進する。
・市外国語版ウェブサイト、名古屋生活ガイド、名
古屋国際センターの情報カウンター、ウェブサイ
ト、ラジオ放送、ニックニュース（日本語）、子ど
も版ニックニュース(日本語）、ナゴヤカレンダー
（英語、ポルトガル語）、メールマガジン等による
情報提供を行う。

観光文化交流局



＜名古屋市多文化共生推進プラン実施計画　進行管理シート＞

施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

３
市政ガイダンスの
実施

市職員等が、通訳を伴い、外国人市民を対象に市
税・教育・福祉・健康・防災などの市政に関する説
明会を行います。また、外国人市民のニーズに合っ
た実施方法や制度の周知方法等を検討し、利用の促
進を図ります。

【外国人就労者対象のごみ・資源の分別説明会】
　開催日：平成27年5月22日～平成28年2月17日
（計8回）
　場　所：北区中国ビジネスセンター
　参加者：77人
【みなと国際交流のつどい参加者による救急医療情
報キット作成】
　開催日：平成27年8月29日
　場　所：港区九番団地
　参加者：20名
【名古屋市立大学留学生宿舎における説明会】
　開催日：平成27年9月11日
　場　所：名古屋市立大学留学生宿舎集会室
　参加者：7名
【日本語学校の学生向け説明会】
　開催日：平成27年10月26日
　場　所：名古屋経営会計専門学校日本語科
　参加者：26名
　開催日：平成27年10月30日
　場　所：愛知国際学院
　参加者：66名
【平成28年度小学校入学児童とその保護者に対する
説明会】
　日　時：平成28年2月16日
　場　所：港区九番保育園
　参加者：10人
【合計】
　開催回数：13回
　参加者計：206名

市職員等が、通訳を伴い、外国人市民を対象に市
税・教育・福祉・健康・防災などの市政に関する説
明会を行う。また、外国人市民のニーズに合った実
施方法や制度の周知方法等を検討し、利用の促進を
図る。
平成28年度からは、市政出前トーク（市長室広報課
が実施する市政について担当部署が説明を行う事
業）に外国語通訳者を派遣し、外国人の利用を促進
する。

観光文化交流局

４

「やさしい日本
語」を使った情報
提供

日本語が不自由な外国人市民にもわかりやすい「や
さしい日本語」の使用を広げるため、「やさしい日
本語ガイドライン」を作成し、研修を実施するなど
して、庁内および関係機関に対して普及します。

・在住外国人の母語の多様性を背景に、災害時のコ
ミュニケーション手段の確保や日常的なコミュニ
ケーションの促進を図るため、「やさしい日本語」
の概要を理解するとともに、日常的に使用できるよ
うになるための実践的な講座を実施した。
行政職員編
開催日：6月12日、26日、11月13日、27日
参加者数：延べ113人
地域住民編
開催日：３月１３日
参加者数：９６人
・多言語情報発信ガイドラインの策定

・多言語情報発信に基づき、行政文書のやさしい日
本語化を進める。
・「やさしい日本語」普及啓発事業
行政職員等を対象に「やさしい日本語」の概要を理
解するとともに、日常的に使用できるようになるた
めの実践的な講座を、年4回実施する。
開催日：未定
・名古屋市公式ウェブサイトに「やさしい日本語」
ページを作成し、「やさしい日本語」による情報提
供を行う。

観光文化交流局
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施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

５
多言語での相談の
実施

外国人市民を対象とした各種相談を多言語で行いま
す。
・海外児童生徒教育相談・外国人市政相談
・トリオホンによる相談・外国人法律相談
・外国人税務相談・外国人こころの相談
・外国人健康相談・行政書士による相談会
・外国人こころの相談ピアサポート事業
・子どもと保護者のための総合相談会
・外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス

・海外児童生徒教育相談：217件
・外国人行政相談：1,028件
・外国人法律相談：212件
・税務相談：67名
・外国人こころの相談：466件
・ピアサポートサロン：延べ4名
・外国人健康相談：延べ82名
・外国人の子どもと保護者のための総合相談会：5
名
・外国人の子どもと保護者のための進路ガイダン
ス：108名
・外国人生活相談出張サービス：12名

外国人市民を対象とした各種相談を多言語で行う。
・海外児童生徒教育相談
・外国人行政相談（トリオホンによる相談も含む）
・外国人法律相談
・外国人税務相談
・外国人こころの相談
・ピアサポートサロン
・外国人健康相談
・外国人の「心」と「からだ」総合相談会
・外国人の子どもと保護者のための進路ガイダンス
・外国人生活相談出張サービス

観光文化交流局

６
行政情報の翻訳、
語学ボランティア
派遣

各局区室において、行政文書の翻訳や多言語版パン
フレット作成を行います。
名古屋国際センターにおいて、外国人市民が日本語
でのサポートを必要とする生活場面や国際交流イベ
ントに語学ボランティアを派遣します。

・行政文書の翻訳件数：137件
・多言語版パンフレット：確認中
・ボランティア登録者数：22言語347名
（平成2８年3月31日現在）
・語学ボランティア派遣人数：延べ活動人数176
名、72件

各局区室において、行政文書の翻訳や多言語版パン
フレット作成を行う。外国人住民が日本語でのサ
ポートを必要とする生活場面や国際交流イベントに
語学ボランティアを派遣する。

観光文化交流局

７
区役所窓口への通
訳の配置

区役所窓口に中国語とフィリピノ語（中区）および
ポルトガル語（港区）の通訳を配置し、言語の違い
による窓口での外国人市民の不便さを解消します。

【中区】
・中国語　毎週水曜（９時～１７時）
　合計件数：201件（通訳　192件、翻訳　9件）
・フィリピノ語　毎週火曜（１３時～１７時）
　合計件数：160件（通訳　108件、翻訳　52
件）
【港区】
・ポルトガル語
　日曜開庁日、毎週月曜・木曜（9時～正午）
　通訳件数：1,535件

【中区】
・中国語　毎週水曜（9時～17時）
・フィリピノ語　毎週火曜（13時～17時）
【港区】
・ポルトガル語
　日曜開庁日、毎週月曜・木曜（9時～正午）

中区
港区

８
国民健康保険制度
概要及び会話文の
翻訳

ネパール語の国民健康保険制度案内の会話文と制度
概要の翻訳文を作成し、制度への理解の浸透を図り
ます。

・国民健康保険制度概要（ネパール語）
・国民健康保険制度案内の会話文（ネパール語）

未定 中村区

※事業番号8は「実施計画」に記載されていない多文化共生推進事業
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施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

1-2　日本語及び日本社会に関する学習支援

１
日本語教室「ＮＩ
Ｃ日本語の会」の
運営

ボランティアの運営協力のもと、日本語を母語とし
ない外国人市民を対象に、日常生活で必要となる基
本的な日本語の習得と生活情報を提供するため、外
国人市民向け日本語教室を開催します。

開催日：第１期　５月１７日～７月２７日　第２期
９月２０日～１１月２９日　第３期　１月１７日～
３月２７日
参加者数：延べ５０２９人

開催日：第1期　5月15日～7月24日　第2期　9
月18日～11月27日　第3期　1月15日～3月26
日

観光文化交流局

２
「子ども日本語教
室」の開催

ボランティアの運営協力のもと、日本語を母語とし
ない６歳から１５歳の子どもを対象に、学校や生活
で役立つ日本語の学習をするための日本語教室を開
催します。また、夏休み期間には「夏休み子ども日
本語教室」を開催します。

・子ども日本語教室
開催日：第１期　５月１７日～７月１９日　第２期
９月２０日～１１月２９日　第３期　１月１７日～
３月２７日
参加者数：延べ１２１８人
・夏休み子ども日本語教室
開催日：7月23日、26日、30日、8月2日、6日、
16日、20日、23日、27日、30日
参加者数：延べ２６２人

・子ども日本語教室
開催日：第1期　5月1５日～7月１７日　第2期　9
月1８日～11月2７日　第3期　1月1５日～3月２
６日
・夏休み子ども日本語教室
開催日：７月２４日～８月３１日（８月１４日、２
４日を除く）

観光文化交流局

３
「日本語教育相談
センター」の運営

日本語指導が必要な児童生徒の学校への受け入れを
円滑にすすめ、学校生活への早期適応を図るため、
児童生徒、その保護者のための就学相談、在籍校に
対する翻訳・通訳派遣を行います。

・児童生徒、保護者、学校からの相談に対応
　相談件数：２９５件
・ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリピノ
語、ハングルの翻訳依頼や通訳派遣に対応
   翻訳件数：2,608件　　通訳派遣数：127件

・児童生徒、保護者、学校からの相談に対応
・ポルトガル語、スペイン語、中国語、フィリピノ
語、ハングルの翻訳依頼や通訳派遣に対応

教育委員会

４

「初期日本語集中
教室」「日本語通
級指導教室」の運
営

日本語が全くできない児童生徒に基本的な日本語を
指導する「初期日本語集中教室」、生活言語をある
程度わかっていても教科学習に支障をきたしている
児童生徒に学習言語を指導する「日本語通級指導教
室」を運営し、地域性を配慮して充実させます。

初期日本語集中教室：教室数２、通級者数６９人
日本語通級指導教室　教室数16　通級者数７４人

初期日本語集中教室：教室数２
日本語通級指導教室：教室数１６

教育委員会

５
外国人児童・生徒
サポーター養成研
修

教育関係者、ボランティア、通訳、相談員等の関係
者を対象として、外国人児童生徒を支援するために
必要な知識や心構えを学ぶ講座を実施します。

入門編：6月7日・6月21日・7月5日
参加者数：延べ82人
実践編：12月26日・1月17日・2月20日
参加者数：延べ139人

これから外国人の子どもの支援に携わろうと考えて
いる人及び携わっている人を対象に、支援する際の
心構えや支援するための知識・スキルを学ぶ、計５
回程度の講座を実施する。

観光文化交流局
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施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

６
日本語ボランティ
ア研修・シンポジ
ウムの開催

日本語学習支援、多文化共生の担い手を育成するた
め、講演や講習等の日本語ボランティア研修を実施
します。また、ボランティアや関係者の情報交換と
ネットワーク構築を図るためシンポジウムを開催
し、市民へ日本語ボランティア活動を広めます。

・日本語ボランティア研修
開催日：４月11日、５月9日、６月13日、
             ７月11日、９月12日、10月10日、
             １月９日、２月13日、３月12日
参加者：延べ439名
・日本語ボランティアシンポジウム
開催日：１２月５日
参加者：２０５名

東海日本語ネットワーク(TNN)との共催により、東
海地域において日本語学習支援活動に携わるボラン
ティアの連携と情報交換を図るシンポジウムを開催
する。
実施時期：12月
日本語学習支援、多文化共生の担い手を育成する研
修をテーマごとに講師を招いて開催する。
実施時期：毎月第2土曜（８、１１、１２、１月を
除く）全８回程度

観光文化交流局

７
「みなみ文化日本
語教室」の開催

名古屋市南部地域に居住する中国残留孤児及びその
関係家族の中国帰国者並びに日本語を母国語としな
い人で、日本語並びに日本文化を学ぶ意欲を持つ人
を対象に、南生涯学習センターにおいて、「みなみ
文化日本語教室」を開催します。

平成27年4月～平成28年3月
毎週金曜日18:30～20:30　　49回開催
参加者　男性505人　女性264人　合計769人

平成2８年4月～平成2９年3月
毎週金曜日18:30～20:30　　4９回開催 南区

※事業番号7は「実施計画」に記載されていない多文化共生推進事業

1-3　防災

１
外国人防災啓発事
業

外国人市民に対して、防災や災害についての基本的
な知識を提供する講座等を開催します。また、名古
屋市港防災センターにおいて防災講話を実施しま
す。

【防災サロン in NIC日本語の会】
開催日：7月26日　参加者数：45名
【外国人防災サロン】
開催日：3月6日　参加者数：79名
【緑区防災フェスタ2015】
開催日：11月7日　参加者数：206名
【防災フェスタ2015 in 瑞穂】
開催日：7月5日　参加者数：386名
【多文化防災フェスタinみなと】
開催日：11月29日　参加者数：67名
【防災出前講座】
開催日：10月21日、12月4日　参加者数：78名
・その他、中村区災害ボランティアセンター立ち上
げ訓練（1名）、災害ボランティアセンター立ち上
げ訓練（3名）

外国人防災啓発事業「なごや災害ボランティア連絡
会」（各区の災害ボランティアコーディネータ団
体、社会福祉協議会、災害NPO、名古屋市で構成）
との連携や災害語学ボランティアの協力を得て、年
数回の防災サロンの他、なごや市民総ぐるみ防災訓
練への参加を促す。
また、地域の日本語教室と連携し、防災教室出前講
座を実施する。

防災危機管理局
観光文化交流局

港区
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施策方針１　コミュニケーション支援
事業
番号

事業名 事業概要 平成27年度事業実績 平成28年度事業計画 所管局

２
外国人市民の防災
訓練参加促進事業

名古屋市が毎年実施する防災訓練に、名古屋国際セ
ンターに登録している災害語学ボランティアと外国
人市民が参加します。また、港区の九番団地に居住
する外国人市民を対象とする防災訓練等を実施しま
す。

【なごや市民総ぐるみ防災訓練】
　開催日：9月6日　参加者数：26名
【九番団地自主防災訓練】
　開催日：３月１２日（土）参加者：４０名
・水消火器による消火訓練
・避難訓練として、ベランダ隔壁板の破壊体験
・住宅用火災警報器の維持管理
・救急救命訓練

【なごや市民総ぐるみ防災訓練】
　開催日：未定
【九番団地自主防災訓練】
　九番団地自主防災訓練等を実施支援
・津波避難訓練
・水消火器による消火訓練
・自助力向上啓発
・住宅用火災警報器の設置、維持管理
・応急手当要領

市長室
港区

消防局

３
「防災ノート」の
外国語版の作成

一人一人が地震、津波、台風、大雨等の災害から自
分の命を守ることができるように学習する「防災
ノート」の外国語版（６言語）を作成し、市立学
校・幼稚園における防災教育に活用します。

【なごやっ子防災ノート】
　小学１～３年生用・小学４～６年生用、中学生用
　　英語版・韓国語版・中国語版・フィリピノ語
　版・スペイン語版・ポルトガル語版
　電子配信

電子配信継続 教育委員会

４ 外国公館との連携

災害発生時に、外国人市民が一時避難や帰国の相談
をしたり、避難や医療の支援、安否確認などの生活
支援を受けたりすることができるように、外国人市
民の信頼が高い外国公館へ災害情報を提供するとと
もに、外国公館からの問合せに対応します。

外国公館へ提供すべき災害なし
災害発生時に外国公館へ災害情報を提供するととも
に、外国公館からの問い合わせに対応する。

観光文化交流局

５
災害語学ボラン
ティア制度の管理
運営

災害語学ボランティア制度を運営し、災害時には区
役所等にボランティアを派遣します。
ボランティア研修を実施し、ボランティア同士の
ネットワーク形成を促進します。また、外国語を母
語とするボランティアを積極的に募集し、外国人市
民コミュニティとの連携を広めます。

災害語学ボランティア登録者数：22言語260名
（平成2８年3月31日現在）
防災研修参加ボランティア数：延べ82名
・防災フェスタ2015 in 瑞穂
開催日：7月5日　参加者数：2名
・災害ボランティアセンター立上訓練
開催日：7月19日　参加者数：1名
・中区総合防災訓練
開催日：9月6日　参加者数12名
・災害時外国人支援ボランティア研修
開催日：1月24日　　参加者数：19名
・災害語学ボランティア研修（年4回）
開催日：6月14日、8月2日、10月15日、11月7
日
参加者数：延べ48名

・災害時外国人支援ボランティア研修
災害時、言葉の壁や防災知識の不足から必要な情
報・支援を得ることが困難な外国人をサポートする
ボランティアの養成を目的とした研修を実施す
る。・災害語学ボランティア研修災害時における国
際センターおよび災害語学ボランティアの役割や基
本的な支援活動の流れを学ぶ研修会を開催する。

観光文化交流局
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６
多様な手段による
災害情報の提供

避難等に関する情報の定型文を用意したり、「災害
時多言語情報作成ツール」を活用したりするなどし
て、災害時に、ウェブサイト、ソーシャルメディア
等の多様な手段によって多言語での災害情報を迅速
に提供します。また、やさしい日本語による情報提
供を行います。

情報提供すべき災害なし
避難等に関する情報の定型文を用意し、災害時に市
外国語版ウェブサイト等で多言語及びやさしい日本
語での災害情報を提供する。

観光文化交流局


