
＜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2　生活支援
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

2-1　居住

１
民間賃貸住宅等の
情報提供

外国人市民が円滑に住居を見つけ、入居できるよう
に、栄地下街「住まいの窓口」において外国人市民
の入居を受け入れている民間賃貸住宅などの情報提
供を行います。

外国人市民が円滑に住居を見つけ、入居できるよう
に、栄地下街「住まいの窓口」において外国人市民
の入居を受け入れている民間賃貸住宅などの情報提
供を行いました。

外国人市民が円滑に住居を見つけ、入居できるよう
に、栄地下街「住まいの窓口」において外国人市民
の入居を受け入れている民間賃貸住宅などの情報提
供を行います。

住宅都市局

２
市営住宅管理事務
所等での情報提供

外国人市民が市営住宅に居住する上での生活マナー
や必要な情報の周知を図るため、「市営住宅使用の
しおり」の外国語版（５言語）を配布します。ま
た、管理事務所等において、外国人市民の市営住宅
への入居相談を行います。

「市営住宅使用のしおり」の外国語版の配付及び相
談の実施

「市営住宅使用のしおり」の外国語版の配付及び相
談の実施

住宅都市局

2-2　教育

１
＜再掲＞
「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

２

＜再掲＞
「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

3
日本語指導講師の
派遣

日本語指導が必要な児童生徒の早期の学校生活への
適応を図るため、日本語指導が必要な児童生徒が多
数在籍する小中学校に非常勤講師を派遣します。

派遣校の数：延べ６３校 派遣校の数：延べ６２校 教育委員会

4
母語学習協力員の
配置

日本語指導が必要な児童生徒が特に多く在籍する小
中学校へ、児童生徒の母語と日本語のバイリンガル
である母語学習協力員を配置します。

母語学習協力員：２６名
　東区（中国語）、北区（中国語）、中区（フィリ
ピノ語）、中川区（ポルトガル語）、港区（ポルト
ガル語、中国語）、南区（ポルトガル語・中国
語）、緑区（ポルトガル語・中国語）、名東区（中
国語）

母語学習協力員：２８名を配置
　東区（中国語）、北区（フィリピノ語・中国
語）、中区（フィリピノ語）、中川区（ポルトガル
語）、港区（ポルトガル語、中国語）、南区（ポル
トガル語・中国語）、緑区（ポルトガル語・中国
語）、名東区（中国語）

教育委員会
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５
＜再掲＞
「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

６
日本語指導を必要
とする児童生徒指
導法講座

日本語指導を必要とする児童生徒の教育に必要な知
識や技能の習得を目的として、小学校、中学校、高
等学校の教諭・常勤講師を対象に、講座を開催しま
す。

日本語指導の専門講師による講義及び演習
中国語、フィリピノ語、ポルトガル後の言語グルー
プによる実践報告と指導法の協議
開催日 6月１９日、８月６日、１０月１３日
参加人数　６７人

日本語指導の専門講師による講義及び演習
中国語、フィリピノ語、ポルトガル後の言語グルー
プによる実践報告と指導法の協議
開催日 6月２８日、８月９日、１１月２２日
参加人数　７０人程度

教育委員会

７

＜再掲＞
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

８
不就学児童状況把
握

「入学のご案内」を送付したが、入学を申請しな
かった保護者に対して、３月に再度入学の案内を行
うとともに、就学の見込等の意向を調査します。
また、市立小中学校に就学していない児童生徒の現
状把握に努め、就学の支援を検討します。

入学案内を送付した保護者のうち市立小学校へ入学
をしなかった保護者に対して、再度入学案内を行う
とともに就学の見込み等を調査

入学案内を送付した保護者のうち市立小学校へ入学
をしなかった保護者に対して、再度入学案内を行う
とともに就学の見込み等を調査

教育委員会

９

入学のご案内及び
就学援助のお知ら
せの外国語版の作
成

小学校入学年齢前年に送付する「入学のご案内」の
外国語版（６言語）を作成し送付します。
在籍している児童生徒に対して就学援助についての
お知らせの外国語版（６言語）を作成し、配布しま
す。

平成２８年度小学校新入学年齢の保護者に対し「入
学のご案内」の送付を実施（H２7．８)
言語：中国語、ポルトガル語、英語、フィリピノ
語、ハングル、スペイン語
送付数：405枚
在籍している児童生徒に対して就学援助についての
お知らせの外国語版を作成し、配布
就学援助の申請書に不備があった場合に、外国語の
返戻文書を作成し、配布
言語：中国語、ポルトガル語、英語、フィリピノ
語、ハングル、スペイン語

平成２９年度小学校新入学年齢の保護者に対し「入
学のご案内」の送付を実施
言語：中国語、ポルトガル語、英語、フィリピノ
語、ハングル、スペイン語
在籍している児童生徒に対して就学援助についての
お知らせの外国語版を作成し、配布
就学援助の申請書に不備があった場合に、外国語の
返戻文書を作成し、配布
言語：中国語、ポルトガル語、英語、フィリピノ
語、ハングル、スペイン語

教育委員会



＜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2　生活支援
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

１０
外国人の子どもと
保護者のための進
路ガイダンス

外国人の子どもと保護者を対象に、中学卒業後の進
路についての情報提供と相談に対応するガイダンス
を、教育委員会、学校等の関係団体の協力のもとに
実施します。

開催日：8月2日　　参加者：108名
中学卒業後の進路についての情報提供と相談に対応
するガイダンスを、教育委員会、学校等の関係団体
の協力のもとに実施する。

観光文化交流局
教育委員会

２-3　労働環境

１

「外国人労働者の
適正雇用と日本社
会への適応を促進
するための憲章」
の普及

外国人市民の雇用について、企業での取り組みを促
進するため、愛知県・岐阜県・三重県等とともに企
業向けのセミナーを開催します。また、名古屋市独
自のセミナー開催を検討します。

「外国人の雇用を考えるセミナー」（主催:名古屋
市・愛知県）
開催日：１２月1６日
場所：名古屋国際センター
参加者数：１０６名
「外国人雇用の展望とこれからの企業経営」（主
催：岐阜県・名古屋市）
開催日：２月１２日
場所：じゅうろくプラザ（岐阜市）
参加者数：１２２名

外国人市民の雇用について、企業での取り組みを促
進するため、愛知県・岐阜県・三重県等とともに企
業向けのセミナーを開催するとともに、名古屋市独
自のセミナー開催する。

～27
観光文化交流局

28～
市民経済局

２
外国人留学生就職
フェアの開催

留学生の円滑・適正な日本企業への就職を支援する
ために、愛知労働局、名古屋中公共職業安定所、名
古屋外国人雇用サービスセンターと連携し、留学生
を対象とした合同就職説明会を開催します。

開催日：10月13日
場所：ウインクあいち　７階展示場
参加人数：225人

名古屋中公共職業安定所、名古屋外国人雇用サービ
スセンター、愛知新卒応援ハローワーク、愛知労働
局と共催で、外国人留学生就職フェアを開催予定。

観光文化交流局

３
留学生のための就
職活動支援セミ
ナー

日本での就職を希望する愛知県内の大学に在学する
留学生とその配偶者を対象に、面接試験対策等の就
職活動に役立つセミナーを開催します。

開催日：10月13日、１月２２日
参加人数：延べ２６人

留学生を対象に、就職活動支援セミナーを開催す
る。
実施時期：随時

観光文化交流局
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２-4　保健・医療・福祉

１
多言語での健康情
報等の作成

国民健康保険、エイズ予防、介護保険制度等、保
健・医療・福祉に関するパンフレットを多言語で作
成し、配布・周知します。また、多言語版の母子健
康手帳を交付します。

・外国語版「国保のてびき」
国民健康保険加入者向けパンフレット（英語、中国
語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、フィリ
ピノ語、ベトナム語）を５月に作成し、各区役所、
支所にて配布。
・エイズ予防リーフレット
エイズ予防リーフレット（英語、中国語、ハング
ル、スペイン語、ポルトガル語、フィリピノ語各
1,000部）を作成し、国際センター等に配置。
・外国語版介護保険制度パンフレット
パンフレット（英語、中国語、ハングル、スペイン
語、ポルトガル語）を作成し、各区役所、支所等に
配布。
・外国語版母子健康手帳の交付（英語版372冊、中
国語版105冊、ハングル語版14冊、スペイン語版
13冊、ポルトガル語版35冊）

・外国語版「国保のてびき」
国民健康保険加入者向けパンフレット（英語、中国
語、ハングル、ポルトガル語、スペイン語、フィリ
ピノ語、ベトナム語）を作成し、各区役所、支所に
て配布。
・エイズ予防リーフレット
エイズ予防リーフレット（英語、中国語、ハング
ル、スペイン語、ポルトガル語、フィリピノ語）を
作成し、国際センター等に配置。
・外国語版介護保険制度パンフレット
パンフレット（英語、中国語、ハングル、スペイン
語、ポルトガル語）を各区役所、支所等に配布。
・外国語版母子健康手帳の交付（英語版、中国語
版、ハングル語版、スペイン語版、ポルトガル語
版）

健康福祉局
子ども青少年局

２
あいち医療通訳シ
ステム

医療関係機関に通訳派遣・電話通訳・文書翻訳を行
う「あいち医療通訳システム推進協議会」に参加し
ます。また、市立病院への「あいち医療通訳システ
ム」の導入を進めます。

医療関係機関に通訳派遣・電話通訳・文書翻訳を行
う「あいち医療通訳システム推進協議会」に参加。
・名古屋市居住者利用実績
通訳派遣：３５８件、電話通訳：９３件、翻訳：５
件
（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィ
リピノ語、ハングル（電話通訳のみ））
・市立病院利用実績
通訳派遣：５件、翻訳１件

医療関係機関に通訳派遣・電話通訳・文書翻訳を行
う「あいち医療通訳システム推進協議会」に参加す
る。
東部医療センター・西部医療センタ-において、必要
に応じてあいち医療通訳システムの通訳派遣・電話
通訳・文書翻訳を利用していく。
（英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、フィ
リピノ語、ハングル（電話通訳のみ））

観光文化交流局
病院局

３
基本的医療情報の
多言語化

市立病院において、必要に応じて多言語の問診票を
用意します。また、市立病院における会議で「医療
機関等外国人対応マニュアル」の周知を図り、利用
を促進します。

・必要に応じて、問診票を配布
・局内会議において「医療機関等外国人対応マニュ
アル」の周知を図った。

東部医療センター・西部医療センタ-において、必要
に応じて他言語の問診票を用意する。
東部医療センター・西部医療センタ-であいち医療通
訳システムのホームページ内で公開されている「医
療機関等外国人対応マニュアル」を周知する。

病院局
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４
外国人こころの相
談ピアサポート事
業

外国人市民の精神的支えとなるよう、母国語で悩み
を共有し、仲間作りにつながるサロンを開催しま
す。また、サロンの一層の活用に向けて内容の充実
を図ります。

ピアサポートサロン
開 催 日：1月24日、3月20日
参加者数：延べ4名

外国人が孤独や孤立感を感じながら精神的に不安定
になることを未然に防ぐため、28年度は「こころの
相談」のニーズの多い子どもの発育や障害に焦点を
当て仲間づくり、居場所、悩みを共有する場として
のサロンを年4回開催する。

観光文化交流局

５
通訳の派遣および
配置

保健所における外国人結核患者の支援や、区役所等
での外国人女性のＤＶや児童虐待などの相談を行う
ため通訳を派遣します。また、外国人乳幼児が多い
保育所において、その保護者と保育士とのコミュニ
ケーションを円滑にするため、通訳を配置します。

【外国人結核患者の支援】
服薬支援のため、保健師の家庭訪問時等に通訳ボラ
ンティアを派遣。
派遣回数：実３回、延11回
内訳：タガログ語6回、中国語5回
【女性及び児童の相談援助への通訳の派遣】
派遣回数１４回
【保育所への通訳派遣】
港区の市立九番保育園に週３０時間の外国語通訳嘱
託職員１名を配置

【外国人結核患者の支援】
服薬支援のため、保健師の家庭訪問時等に通訳ボラ
ンティアを派遣。
【保育所への通訳派遣】
継続実施

健康福祉局
子ども青少年局

６
外国人ママの子育
て教室

子育て中の外国人ママが、不安や困難を乗り越え日
本で安心して子育てができるよう、また、外国人マ
マ同士のつながりができるよう、育児の基本やポイ
ントなど健康生活全般について説明する「外国人マ
マの子育て教室」を開催します。

「外国人ママの子育て教室（マミーズクラス）」を
年７回、外国人ママの栄養講習会を年１回実施。
日時：平成27年４月1６日、6月８日、7月６日、
８月1７日、10月７日、12月１4日、平成28年2
月8日
場所：中保健所    延参加者数：７３組８８名

「外国人ママの子育て教室（マミーズクラス）」を
年６回実施。助産師による妊娠・出産に対する衛生
教育。管理栄養士による試食付き離乳食講話。国際
センター職員をまじえた交流会の実施。
日時：平成28年５月３０日、7月４日、9月１５
日、１１月７日、平成２９年１月３０日、３月６日
場所：中保健所

中区

７ 外国人結核健診

病気の早期発見、予防、制度の周知啓発等を目的と
した無料健康相談会において、結核健診を実施し、
結核に関する知識の普及啓発および結核患者の早期
発見を行います。
（名古屋市、名古屋国際センター、NPOの3者共
催）

実施日：1月24日
受診者数：39名

無料健康相談会において、結核健診を実施。 健康福祉局

※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


