
＜第２次名古屋市多文化共生推進プラン進行管理シート＞

施策方針Ⅱ　誰もが参画する地域づくり
事業
番号

基本
ＮＯ

基本施策
施策
ＮＯ

施策 事業名 事業概要 平成29年度の事業目的 平成2９年度事業計画 平成2９年度事業実績
平成2９年度事業の評価

（目的の達成状況・改善点）
平成30年度

方向性
平成３０年度事業計画

（目的・内容）
所管局

２ ７
外国人市民
の地域への
参画促進

２１

外国人市民
の意見を施
策に反映さ
せる仕組み
の導入

外国人市民懇談会

外国人市民の現状及び課題・ニーズを把握し、名
古屋市が実施する多文化共生施策に対する意見を
聴取し、施策に反映させるために、外国人市民に
よる懇談会を開催します。

外国人市民の現状及び課題・ニーズを
把握し、名古屋市が実施する施策に対
する意見を聴取し、施策に反映させ
る。

年３回実施予定。

【第１回】
　開催日：平成２９年９月７日
　場所：市公館
　テーマ：・多文化共生を啓発するため
に、名古屋市がするべきこと
　　　　　・消費者トラブルについて
　参加者数：４名
【第２回】
　開催日：平成２９年１１月１３日
　場所：名古屋城本丸御殿
　テーマ：名古屋市の観光魅力について
　参加者数：５名
【第３回】
　開催日：平成３０年１月２５日
　場所：市公館
　テーマ：将来の名古屋について
　参加人数：４名

参加した外国人市民から各テーマにおい
て、外国人市民の目線で様々な意見をもら
うことができた。しかし、参加者につい
て、７名を事前に選考しているが、日程の
関係で７名全員が揃うことができなかった
ので、平成３０年度は多くの方が参加でき
るよう調整する。

継続
外国人市民の現状及び課題・ニーズを把握
し、名古屋市が実施する施策に対する意見
を聴取し、施策に反映させる。

観光文化交流局

３ ７
外国人市民
の地域への
参画促進

22
外国人市民
の地域への
参画促進

多文化共生推進モデル
事業

各区において地域のニーズを踏まえた多文化共生
関連事業を、企画運営に外国人市民が参加して実
施します。また、他の区においても事業を拡大し
ていきます。

各局区室において地域のニーズを踏ま
えた多文化共生関連事業を実施し、効
果的に多文化共生を推進する。

５事業を実施予定

【市民経済局中央卸売市場本場】
開催日：平成３０年２月６日
場所：東海小学校
テーマ：ブラジル人等児童とその保護者及
び日本人児童とその保護者が相互理解を深
め、心の交流を図る事業
参加者：延べ329名
【千種区】
テーマ：千種区に根差した資源の活用によ
る魅力向上・発信
実績：・発行部数2,000部
　　　・成果物を市公式ウェブへ掲載
【中区】
開催日：平成２９年８月３０日
場所：中区役所
テーマ：中区多文化共生推進講演会
参加者：１２０名
【中村区】
開催日：平成３０年２月１１日
場所：同朋大学
テーマ：「エスニックメディア祭典 名古
屋～多文化×情報発信について考えよう
～」
参加者：１５名
【港図書館】
開催日：平成２９年８月５日、８月６日
場所：港図書館
テーマ：絵本のひろばIN港図書館2017
参加者：３１４名

実施した５事業とも、地域の外国人市民と
関わりながら、地域のニーズを踏まえた独
自の事業を実施することができた。

継続

各局区室において地域のニーズを踏まえた
多文化共生関連事業を実施し、効果的に多
文化共生を推進することができるよう、５
事業を実施予定。

観光文化交流局

４ ７
外国人市民
の地域への
参画促進

22
外国人市民
の地域への
参画促進

外国人市民への町内
会・自治会のしくみ啓
発事業

町内会・自治会への加入を促進するため、町内
会・自治会の仕組みや活動内容について紹介した
「町内会・自治会加入促進チラシ」の外国語版
（６言語）を作成し、区役所や名古屋国際セン
ター等において配布します。

外国人住民の町内会・自治会への加入
促進・啓発を行う。

英語版は平成27年度に作成したものを、その他の言語は必要に
応じ印刷したものを配布する。

英語版は平成27年度に作成したものを、
その他の言語は必要に応じ印刷したものを
配布。

外国人市民の地域への参画促進に向けて、
さまざまな機会をとらえて町内会・自治会
への加入促進・啓発を行うことができた。

継続

外国人住民の町内会・自治会への加入促
進・啓発を行うため、英語版は平成27年
度に作成したものを、その他の言語は必要
に応じ印刷したものを配布する。

市民経済局

継続

市内を中心に活動する多文化共生推進団体
や行政機関が互いに顔の見える関係を築

き、災害等の非常時はもちろん、平常時か
ら連携・協力していける関係づくりをす

る。

観光文化交流局
多文化共生を進める団
体交流会

【企画会議】
開催日：平成２９年４月２５日
内容：今年度の団体交流会の取組内容につ
いて
参加者数：１8団体、33名
【第１回】
開催日：平成２９年５月２５日
内容：団体の活動紹介（３団体）
　　　活動紹介をした団体との交流
参加者数：１9団体、29名
【第２回】
開催日：平成２９年７月７日
内容：団体の活動紹介（３団体）
　　　活動紹介をした団体との交流
参加者数：１２団体、2４名
【第３回】
開催日：平成２９年８月２２日
内容：団体の活動紹介（３団体）
　　　活動紹介をした団体との交流
参加者数：１３団体、2５名
【第４回】
開催日：平成２９年１１月２日
内容：団体の活動紹介（１団体）
　　　事例検討「市内の公営住宅でおきて
いる課題を報告し、解決方を一緒に考え
る」
参加者数：２４団体、４１名
【第５回】
開催日：平成３０年１月２５日
内容：意見交換「多文化共生の担い手を増
やすには？」
参加者数：１６団体、２２名
【第６回】
開催日：平成３０年２月２７日
内容：意見交換「来年度の団体交流会の取
組テーマについて」
参加者数：１８団体、２６名
【ワークショップ】
開催日：平成２９年１２月９日
内容：「名古屋の多文化共生を進めるため
の大学・研究者・学生の役割とは何か」
参加者数：６６人

多くの団体・個人の方に参加していただく
ことができた。また、学生など幅広い世代
に参加してもらうことができた。今後は多
文化共生にまだあまり関わっていない方々

参加をしてもらえるよう検討する。

市内を中心に活動する多文化共生推進団体や行政
機関が互いに顔の見える関係を築き、災害等の非
常時はもちろん、平常時から連携・協力していけ
る関係づくりを目的として、意見交換を行う交流
会を開催します。

市内を中心に活動する多文化共生推進
団体や行政機関が互いに顔の見える関
係を築き、災害等の非常時はもちろ
ん、平常時から連携・協力していける
関係づくりをする。

・「多文化共生を進める団体交流会」企画会議を実施（４月）
・企画会議に基づき交流会を実施（年6回）。平成29年度は各
団体について理解を深めることを主な目的とし開催する。毎回
１～３団体の紹介やワーキング形式で意見交換を行う。

１ ７
外国人市民
の地域への
参画促進

２０

キーパーソ
ン及びネッ
トワークと
の連携
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【名古屋国際センター】
・防災サロン
実施日：平成29年11月26日、平成30年
3月11日
参加者数：延べ140名
・なごや市民総ぐるみ防災訓練
実施日：平成29年9月3日
参加者数：32名
・地域の防災フェスタへの出展
①災害ボランティアセンター設置・運営合
同研修
実施日：平成29年7月22日
②緑区防災フェスタ
実施日：平成29年11月11日

防災フェスタ2017in中村・中川
実施日：平成29年11月25日
④あそぼうさい　まなぼうさい
実施日：平成30年3月4日
⑤みどり多文化交流会
実施日：平成30年3月25日
・地域の日本語教室における防災出前講座
①防災出前講座＠ことばの会
実施日：平成29年11月29日
参加者数：37名
②防災出前講座＠在名古屋ペルー共和国総
領事館
実施日：平成30年3月15日
参加者数：11名
救急法基礎講習
実施日：平成29年12月15日、平成30年
1月25日
参加者数：22名

災害や防災について楽しみながら学べる内
容のため、日本語教室学習者を中心とする
外国人住民の多くの参加が得られた。より
多くの外国人住民に参加を促すため、今後
は、日本語教室だけでなく、教会など外国
人住民が集まる場などで講座を開催する。

継続

【名古屋国際センター】
地震や災害についての知識が十分でない外
国人市民に災害が自分にとって身近なもの
であると認識してもらい、防災・減災およ
び災害時の行動に関する情報提供を通して
個々の意識の向上を図る。
・防災サロン　1年に2回実施予定
・なごや市民総ぐるみ防災訓練
・地域の防災フェスタへの出展　1年に複
数回実施予定
・地域の日本語教室における防災出前講座
1年に2回程度実施の予定

防災危機管理局
観光文化交流局

【港防災センター】
　外国人に対する案内の方法を工夫し、解
説文や解説パウチ等を使用して、体験案内
サービスを実施するとともに、外国人企業
研修を実施した。
　外国人利用状況（団体）：3,831人

【港防災センター】
　外国人利用客が２８年度よりも９２１人
増加しており、引き続き、より多くの外国
人の方への防災啓発に努める。

継続

【港防災センター】
　外国人団体などへ施設利用のためのＰＲ
活動を、ホームページなどで提示し、予約
団体を中心に、それぞれの対象向けの体験
メニューを検討し、実施する。

防災危機管理局
観光文化交流局

6 ８
安心・安全
の地域づく

り
２３

災害への備
えと啓発

災害時における指定緊
急避難場所等の周知

指定緊急避難場所及び指定避難所や災害
時の避難の仕方等を分かりやすく説明し
た啓発用リーフレットについて、外国語
に翻訳したものを作成し、市公式ウェブ
サイトで案内するなど、災害時における
外国人市民等の適切な避難を図ります。

言語の違いによる窓口での外国人市民
の不便さを解消する。

市公式ウェブサイトに多言語に翻訳されたリーフレットを掲
載。（7月7日）
対応言語：英語、韓国語、中国語、ポルトガル語

市公式ウェブサイトに多言語に翻訳された
リーフレットを掲載。（7月7日）
対応言語：英語、韓国語、中国語、ポルト
ガル語

事業としては完了したが、適切な避難行動
について、今後も機会を捉えて、普及啓発
に努める必要がある。

-
                              ー
（H29年度に事業完了。今後も普及啓発に
努める。)

防災危機管理局

7 ８
安心・安全
の地域づく
り

２３
災害への備え
と啓発

外国人留学生向け防災
教室

自国で災害経験の少ない外国人留学生を対象に、
災害時の適切な行動や備蓄の重要性について学ぶ
防災教室

自国で災害経験の少ない外国人留学生
を対象に、災害時の適切な行動や備蓄
の重要性について理解を促す。

開催日：平成29年11月1日（水）
場所：港防災センター

開催日：平成29年11月1日（水）
場所：港防災センター
参加者数：12名（南山大学）

9名の留学生と1名の引率者が受講され、
アンケートでも好評を得ることができたた
め、十分に事業の目的を達成することがで
きた。

見直し 事業の廃止 昭和区

8 ８
安心・安全
の地域づく
り

２４

災害時の通
訳・各種ボ
ランティア
の育成・支
援、連携・
協働

地域及び各団体との
ネットワークづくり

災害発生時に地域や災害ボランティア団体・外国
人支援団体など各種団体と連携し、外国人への円
滑な情報提供ができるようにネットワークづくり
を行います。また、平常時においても、防災啓発
事業や外国人の防災関連事業への参加促進につい
て、協働して取り組みます。

災害発生時に備え、地域や災害ボラン
ティア団体・外国人支援団体など各種
団体との連携による防災ネットワーキ
ングを強化する。

・多言語情報ガイドラインに基づき、行政文書の「やさしい日
本語」化を進める。
・名古屋市の行政職員対象に「やさしい日本語」普及のための
研修を実施する。(計4回）
実施日：①8月17日午前　②8月17日午後
　　　　③８月18日午前　④8月18日午後
・名古屋市公式ウェブサイトの「やさしい日本語」のページを
運営し、「やさしい日本語」による情報提供を行う。

①地域における連携
・「なごや災害ボランティア連絡会」月例
会への参加（年12回）
・「ボランティアセンター立上げ訓練」へ
の参加
実施日：平成29年7月22日
・「防災啓発イベント」への参加
緑区防災フェスタ
実施日：平成29年11月11日
防災フェスタ2017in中村・中川
実施日：平成29年11月25日
あそぼうさい　まなぼうさい
実施日：平成30年3月4日
みどり多文化交流会
実施日：平成30年3月25日

②広域における連携
　東海北陸地域国際化協会連絡協議会の業
務研究会及び災害予防対策支援研究会等に
参加し、情報交換等を行った。
・「災害時における外国人ネットワーク」
における業務研究会
実施日：平成29年10月19日
・「ネットワークに関する協定」の情報交
換
実施日：平成29年10月20日
・災害時の相互支援等に関する意見交換
実施日：平成29年12月26日
・近畿ブロックとの合同シミュレーション
訓練
実施日：平成30年2月1日

名古屋国際センターの防災にかかる研修や
防災講座に災害ボランティアの参加を得る
ことができ、地域の日本語教室や外国人支
援者と災害ボランティアの顔つなぎをする
ことができた。また、地域の防災イベント
への参加により、災害語学ボランティアや
「やさしい日本語」について、地域住民や
防災関係者に広く周知できた。

継続

災害時外国人支援に備えた地域・広域にお
ける連携の実施
・東海北陸地域の地域国際化協会と定期的
に情報共有・協議を行うとともに、災害時
の活動についての研修・訓練等の開催に協
力する。
・防災啓発活動や研修・訓練の実施におけ
る災害ボランティア団体との協力を進め
る。

観光文化交流局

【名古屋国際センター】
・防災サロン　1年に2回実施予定
・なごや市民総ぐるみ防災訓練
　実施日：9月3日
・地域の防災フェスタへの出展　1年に複数回実施予定
・地域の日本語教室における防災出前講座　1年に2回程度実施
の予定

【港防災センター】
・外国人への防災講話の実施
・外国人への防災教室の実施
・外国人へのやさしい日本語での案内と掲示

地震や災害についての知識が十分でな
い外国人市民に災害が自分にとって身
近なものであると認識してもらい、防
災・減災および災害時の行動に関する
情報提供を通して個々の意識の向上を
図る。

外国人市民に対して、防災や災害に対
する基本的な知識を習得してもらうた
め、より学びやすい環境を整える。

外国人住民に対し、日本の災害についての情報
や、災害時の身の守り方など、防災や災害につい
ての基本的な知識を提供する啓発事業を実施しま
す。
また、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。

5 ８
安心・安全
の地域づく
り

２３
災害への備
えと啓発

外国人防災啓発事業
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（目的の達成状況・改善点）
平成30年度

方向性
平成３０年度事業計画

（目的・内容）
所管局

9 ８
安心・安全
の地域づく
り

２４

災害時の通
訳・各種ボ
ランティア
の育成・支
援、連携・
協働

災害語学ボランティア
制度の管理運営

名古屋国際センター登録ボランティアのうち、災
害語学ボランティアが、大規模災害時等において
避難所等で通訳・翻訳活動を行います。平時には
ボランティア研修を実施し、災害時に備えるとと
もにボランティア同士のネットワーク形成を促進
します。

地震等の大規模な災害時に、日本語の
理解が十分ではなく、必要不可欠な情
報を得ることが困難な外国人を支援す
るため、区役所や避難所での通訳・翻
訳、情報収集・提供等の活動を行うボ
ランティアを養成する。

＜募集＞
募集説明会(年5回)
＜研修＞
・災害語学ボランティア研修(年4回)
　うち、ベーシックコース2回、ステップアップコース2回
・災害時外国人支援ボランティア研修(年1回)
・なごや市民総ぐるみ防災訓練(年1回)

災害語学ボランティア登録者数
306名（平成30年3月末現在）
募集・登録説明会
実施日:平成29年5月21日、7月7日、11
月10日、平成30年1月14日
研修
・災害語学ボランティア研修
ベーシックコース
実施日：平成29年7月29日、平成30年2
月7日
参加者数：21名
ステップアップコース
実施日：平成29年10月12日、11月3日
参加者数：29名
救急法基礎講習
実施日：平成29年12月15日、平成30年
1月25日
参加者数：5名
・災害時外国人支援ボランティア研修
実施日：平成30年1月20日
参加者数：47名
・なごや市民総ぐるみ防災訓練
参加者数：10名

災害語学ボランティア活動の基本事項だけ
でなく、災害時に役立つ知識やスキルを提
供することができ、ボランティアのスキル
アップにつながった。

継続

地震等の大規模な災害時に、日本語の理解
が十分ではなく、必要不可欠な情報を得る
ことが困難な外国人を支援するため、区役
所や避難所での通訳・翻訳、情報収集・提
供等の活動を行うボランティアを養成す
る。
＜募集＞
募集説明会(年4回)
＜研修＞
・災害語学ボランティア研修(年4回)
　うち、ベーシックコース2回、ステップ
アップコース2回
・災害時外国人支援研修(年1回)
・なごや市民総ぐるみ防災訓練(年1回)

観光文化交流局

10 ８
安心・安全
の地域づく
り

２５

災害時の外国
人市民への情
報伝達手段の
多言語化、多
様なメディア
との連携

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。

災害発生時に外国公館を通じて外国人
へ円滑に情報を届ける。

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。

なし
引き続き、災害発生の外国公館との連携体
制を整える。

継続
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

11 ８
安心・安全
の地域づく
り

２５

災害時の外国
人市民への情
報伝達手段の
多言語化、多
様なメディア
との連携

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するほか、
「災害時多言語情報作成ツール」を活用するなど
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。

災害発生時に外国人へ迅速に情報を届
ける。

避難等に関する情報の定型文を用意し、災害時に市公式ウェブ
サイト（外国語版）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。

名古屋国際センターウェブサイトで多言語
及びやさしい日本語で災害情報を提供

達成 継続
名古屋国際センターウェブサイトで多言語
及びやさしい日本語で災害情報を提供

観光文化交流局

12 ８
安心・安全
の地域づく
り

２６
防犯と交通安
全の推進

防犯・交通安全に関す
る情報提供

学校や地域などにおいて、防犯・交通安全意識を
高めるための講習会を、通訳をともない実施しま
す。

犯罪及び交通事故の減少を目的と
して、外国人市民の防犯・交通安
全意識の高揚を図る。

外国人市民に知ってもらいたい防犯情報や自転車の交通
ルールをテーマとした講習会を通訳を伴い実施。

1回
関係部署と連携しながら、外国人の集まる
施設等に講習会の開催を働きかけていく必
要がある。

継続
学校や地域などにおいて、防犯・交通安全
意識を高めるための講習会を、通訳をとも
ない実施

市民経済局
観光文化交流局

※「外国人留学生向け防災教室」（事業番号１１）は、プランに掲載されていない多文化共生推進事業。


