
事業実施計画 予算額（千円） 事業実績 決算額（千円）

 

1 「静岡市のあらまし」英語併記
外国語による情報提供の充実を図るため「静岡市のあらま
し」に英語を併記する。

平成28年８月12日に市ホームページにて平成28年
度版を掲載する。 0

平成28年８月12日に市ホーム
ページにて平成28年度版を掲
載した。

0 企画課

2 静岡市英文表記要領の整備
組織機構の改正等に伴い「静岡市英文表記要領」を改訂す
る。

新年度における組織機構改正に伴い、英文表記要
領の参考資料を修正する。
・組織機構の英文表記
・職名の英文表記等

0

　組織機構改正に伴い、英文
表記要領の参考資料を修正し
た。
・組織機構の英文表記
・職名の英文表記等

0 行政管理課

3
市広報紙「静岡気分」外国語版の作成・配
布

市広報紙「静岡気分」を英語と中国語に翻訳し、配布する。
市広報誌の外国語版「Shizuoka Jin」（英語・中国語）
を毎月発行し、関係課及び関係団体へ配布する。 16

毎月１回発行
・英語　　445部
・中国語　95部

0 男女参画・多文化共生課

4 条例の外国語版パンフレットの作成・配布
「静岡市男女共同参画推進条例」の理解を図るため9言語に
翻訳したパンフレットを作成し配布する。

「静岡市男女共同参画推進条例」の理解を図るため
9言語に翻訳する。 0

課内カウンターに配置し、周知
を図った。 0 男女参画・多文化共生課

5
市役所庁舎内課名表示板へのふりがな・英
語併記

市役所庁舎内課名表示板へのふりがな・英語併記
組織機構に変更があった場合には、適宜看板の表
示を修正している。

修繕料に含む
機構改正に合わせた変更を
行った。

修繕料に含む 管財課

6 街区表示板のローマ字表記 ローマ字表記の街区表示板を継続設置
住居表示地区に設置する街区表示板について、町
名がローマ字で併記されているものを引き続き設置
する。

0

街区表示板について町名が
ローマ字で併記されているも
のを設置した。

0 戸籍管理課

7 口座振替に関する通知へのローマ字表記 口座振替に関する通知にローマ字表記を行う。
口座振替不能通知に、「静岡市役所納税課」を
「Shizuoka　City　Tax　Collection　Division」と英語で
併記する。

0 実施計画通りに実施した。 0 納税課

8 通知用封筒への問合せ先のローマ字併記 通知用封筒の問合せ先にローマ字併記を行う。
納付書や通知を送付するための封筒に、「静岡市役
所納税課」を「Shizuoka　City　Tax　Collection
Division」と英語で併記する。

0 実施計画通りに実施した。 0 納税課

9
住民税にかかる外国語版パンフレットの作
成・配布

住民税にかかる外国語版パンフレットの作成・配布を行う。
英語、ポルトガル語、中国語の３カ国語のチラシを
250部作成し、配布する。 8

英語、ポルトガル語、中国語の
３カ国語のチラシを作成・配布
した。

3 市民税課

10 通知用封筒への問合せ先のローマ字併記 通知用封筒の問合せ先にローマ字併記を行う。
通知用封筒の問合せ先にローマ字併記を行い、納
税義務者等に送付する。 1,286

（軽自動車税）191,000枚
（法人市民税）41,000枚
（事業所税）2,000部

1,286 市民税課

11
外国語版「国民健康保険概要」の作成・配
布

外国語版「国民健康保険概要」を作成し配布する。 外国語版「国民健康保険概要」を作成し配布する。 0

・年１回改訂
・各区保険年金課窓口等に配
架
・英語、ハングル等６ヶ国語+
日本語版を作成

0 保険年金管理課

12 通知用封筒への問合せ先のローマ字併記 通知用封筒の問合せ先にローマ字併記を行う。 通知用封筒の問合せ先にローマ字併記を行う。 0

保険証や納付通知書など様々
な通知に使う封筒の問合せ欄
にローマ字併記した。

0 保険年金管理課

13

案内板の外国語、ローマ字表記（静岡市民
文化会館、静岡市清水文化会館、静岡科学
館、静岡市美術館、静岡市立芹沢銈介美術
館、中勘助文学記念館）

館内の案内板に外国語、ローマ字表記を継続 館内の案内板に外国語、ローマ字表記を継続 0
館内の案内板に外国語、ロー
マ字表記を継続した 0 文化振興課

14 封筒へのローマ字及びルビの併記 封筒にローマ字及びルビの併記を行う。
介護サービスを必要とする外国人に適切な情報を提
供する。 0 継続実施 0 介護保険課

15 介護保険パンフレット等のルビ併記 介護保険パンフレット等にルビの併記を行う。
介護サービスを必要とする外国人に適切な情報を提
供する。 0 継続実施 0 介護保険課

16
介護保険制度の外国語版パンフレットの作
成・配布

日本語が理解できない人に対して、介護保険制度の理解・
周知を図るため外国語版のパンフレットを作成し、配布する。

介護サービスを必要とする外国人に適切な情報を提
供する。 0

外国語版のパンフレット配布
の継続実施 0 介護保険課

17
保健所案内板の外国語、ローマ字表記と外
国語併記道路案内標識の設置

保健所案内板に外国語、ローマ字を表記し、外国語併記道
路案内標識の継続設置

保健所案内板に外国語、ローマ字を表記し、外国語
併記道路案内標識の継続設置 0

保健所案内板に外国語、ロー
マ字を表記し、外国語併記道
路案内標識の継続して設置し
た。

0 保健予防課

18 スポーツ施設案内板の外国語表記 スポーツ施設内の案内板の外国語表記を継続 案内板の外国語表記の継続 0 案内板の外国語表記の継続 0 スポーツ振興課

19
産学交流センターのフロアサインの英語表
記

産学交流センターのフロアサインに英語表記を継続 産学交流センターのフロアサインに英語表記を継続 0 実施済み 0 産業政策課

20
外国語版労働相談窓口案内パンフレットの
配布

外国語版労働相談窓口案内パンフレットを配布する。
外国語版労働相談窓口案内パンフレットを窓口に配
架する。 0

外国語版労働相談窓口案内
パンフレットを窓口に配架し
た。

0 商業労政課

21
市有建築物への耐震性能表示ラベルの外
国語表記

市民へ周知するために「市有建築物の耐震性能」を表示した
ラベルに外国語（英語、中国語、韓国・朝鮮語、ポルトガル
語）を表記する。

耐震対策を実施した市有建築物について、随時、ラ
ベルを更新する。 0 ７施設１３枚配布 0 建築総務課

22
市有建築物の建築計画における案内板等
の外国語、ローマ字表記の推進

市有建築物の案内板等に外国語、ローマ字表記を行う。
津波避難２施設（長田南１、３）において、英語・中国
語・ハングル語・ポルトガル語の案内表記をする。

工事費に含む

津波避難３施設（三保１、長田
南１、３）において、英語・中国
語・ハングル語・ポルトガル語
の案内表記した。

工事費に含む 公共建築課

23 公共サイン整備事業

市街地の主要交差点・主要施設周辺において、周辺地図に
公共施設等の目的地、目的地までのバリアフリー経路をピク
ト表示などを用いてわかりやすく表記するとともに、四カ国語
（日本語、英語、中国語、韓国語）で表記し、高齢者や障害
者、外国人にも適応した案内を提供する。

・既設公共サイン補修40基程度
・地図データ更新 1,300

既設公共サイン部分補修（18
基：55箇所） 886 市街地整備課

24
静岡マラソンホームページ（エントリー手続
き）の多言語化対応

掲載情報を多言語で提供する（英語、中国語（繁体字））。
静岡マラソン大会公式ホームページ上において、掲
載情報を英語、中国語（繁体字）で提供する。

事業補助金の一部

静岡マラソン大会公式ホーム
ページ上において、掲載情報
を英語、中国語（繁体字）で提
供した。

事業補助金の一部
スポーツ振興課
（静岡マラソン実行委員会）

25

市内外に市スポーツ施設を紹介するホーム
ページ（スポシズ）及びパンフレットの多言語
対応

掲載情報を多言語で提供する（英語、中国語（簡体字、繁体
字）、韓国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語）。

市内外に市スポーツ施設を紹介するホームページ
（スポシズ）及びパンフレットの掲載情報を多言語（英
語、中国語（簡体字、繁体字）、韓国語、フランス語、
ドイツ語、スペイン語）で提供する。

委託料の一部

市内外に市スポーツ施設を紹
介するホームページ（スポシ
ズ）及びパンフレットの掲載情
報を多言語（英語、中国語（簡
体字、繁体字）、韓国語、フラ
ンス語、ドイツ語、スペイン語）
で提供した。

委託料の一部 スポーツ振興課

26
静岡市上下水道局庁舎案内パンフレット（英
語版）の作成・配布

静岡市上下水道局庁舎案内パンフレットを英語に翻訳し、配
布する。

静岡市上下水道局庁舎案内パンフレットを英語に翻
訳し、配布する。 0

・海外からの視察受入時に配
布した
・課内カウンターに配置した

0 水道総務課

平成28年度

所管課

平成28年度進捗状況一覧

施策名・事業番号・事業名

（基本理念）異なる文化や価値観を認め合い、その違いを社会の豊かさと捉え
　　　外国人と日本人の住民双方が地域社会を担う対等な

　　　　　　　　パートナーとしてともに暮らせる多文化共生のまちづくり

（８年後の目指す姿）誰もが　安心して暮らせ　ともに創る多文化共生のまち
　　　　　　～文化や習慣の違いを社会の活力に～

事業概要

①外国人住民へのわかりやすい情報伝達

　1　　 ともに生きる
　　　　生活の安定につながる生活基盤の整備・充実

（１）外国人住民が情報を確実に理解するための取組み

1 



事業実施計画 予算額（千円） 事業実績 決算額（千円）

平成28年度

所管課施策名・事業番号・事業名 事業概要

27 通知用封筒への問合せ先の英語併記 通知用封筒の問合せ先に英語併記を行う。
納付書や通知を送付するための封筒に、「静岡市役
所滞納対策課」を「Shizuoka City Delinquent Tax
Collection Division」と英語で併記する。

0 実施計画通りに実施した。 0 滞納対策課

28 多言語によるホームページ作成
「お茶のまち静岡市」ホームページのリニューアルに伴い、掲
載している情報を多言語化して提供する（英語、中国語、韓
国語に自動翻訳）。

4言語（日本語、英語、中国語（簡体字、繁体字）、韓
国語）によるホームページを作成する。 297

「お茶のまち静岡市」ホーム
ページ上において、多言語自
動翻訳サービスを提供した。

297 農業政策課

（２）より多くの外国人住民への生活情報の提供

29 ホームページの多言語化対応
掲載情報を多言語化で提供する（英語、中国語、韓国語等
に自動翻訳）。

市ホームページ上において、多言語自動翻訳サービ
スを提供する。

ＣＭＳサーバー保守
委託料に含まれるた
め、予算額・決算額
とも算出不可

市ホームページ上において、
多言語自動翻訳サービスを提
供した。

ＣＭＳサーバー保守
委託料に含まれるた
め、予算額・決算額
とも算出不可

広報課

30 静岡市公衆無線LAN事業

無料（フリー）で利用できる公衆無線ＬＡＮを、官民連携して
静岡市内各所に整備し、携帯電話（スマートフォン、タブレッ
ト）等でインターネットを気軽に利用できる環境を整えること
により、観光施策の推進、地域活性化、災害対応力を向上さ
せる。

官民あわせてアクセスポイントを350箇所以上の設
置 0

官民連携で事業を推進し、市
内の累計アクセスポイント設置
数は379箇所となった。

0 ＩＣＴ推進課

31
市広報紙「静岡気分」外国語版のホーム
ページでの公開

市広報紙「静岡気分」を英語と中国語に翻訳し、ホームペー
ジで公開する。

市広報誌の外国語版「Shizuoka Jin」（英語・中国語）
を毎月発行し、ホームページで公開する。 0

毎月１回発行し、ホームページ
へ掲載した。 0 男女参画・多文化共生課

32 多言語によるホームページ作成
生活情報の提供など目的とした多言語によるホームページ
を作成し活用する。

生活情報の提供など目的とし、6言語（日本語、、中
国語、英語、ポルトガル語、スペイン語、フィリピン
語）によるホームページを作成する。

169

おおよそ週1回の更新。6言語
（日本語、中国語、英語、ポル
トガル語、スペイン語、フィリピ
ン語）によるホームページを作
成した。

189
男女参画・多文化共生課
（SAME)

33 パンフレットの英語版をホームページで公開
こころの健康センターで作成したパンフレット（こころの健康セ
ンターの御案内、こころの講座シリーズ）の英語版をホーム
ページに掲載する。

アルコール依存症パンフレット英語版を掲載（継続）
する。 0

ホームページにてこころの講
座シリーズ（アルコール依存
症）の英語版を掲載した。

0 こころの健康センター

34
多言語インターネットＴＶ（動画サイト）での
情報発信

生活に関する情報と防災情報の配信
生活に関する情報と防災情報の配信を6言語（やさし
い日本語、中国語、英語、ポルトガル語、スペイン
語、フィリピン語）で行う。

672
6言語で、月1回4件（合計48
件）の情報を配信した。 597

男女参画・多文化共生課
（SAME)

35
清水区暮らしのガイドブック(多言語版)の作
成

清水区で生活する外国人を対象に、暮らしに必要な地域情
報や防災情報等を掲載した実用的なガイドブックを配布す
る。

英語・中国語・ポルトガル語の三カ国語併記版を
4,000部作製する。 1,858

4,000部を作成し、2,600部を配
布済み。配布者を対象に利便
性等のアンケートを実施中。

573 清水区地域総務課

36 外国人住民のための生活相談体制の充実 外国語相談員を配置する（英語、中国語）。
外国語相談員（英語・中国語）を常時配置し、窓口等
での案内や手続きの通訳を行う。 0

外国語相談員（英語・中国語）
を常時配置し、窓口等での案
内や手続きの通訳を行った。

0 男女参画・多文化共生課

37 外国人住民のための生活相談体制の充実 外国語相談員を配置する。
語学に堪能な相談員（５言語：英語、ポルトガル語、
スペイン語、中国語、フィリピン語）が対応し、また、
担当窓口や案内の通訳を行う。

3,403

相談員５ケ国８人が対応し、担
当窓口や案内の通訳を行っ
た。
実績　805件

2,913
男女参画・多文化共生課
（SAME)

38
専門家による外国人住民のための生活相
談会の開催

法テラス・行政書士会と連携し、弁護士、行政書士による、外
国人住民のための生活相談会を開催する。

弁護士、行政書士による外国人を対象とした相談会
を年3回開催。全５言語（英語、ポルトガル語、スペイ
ン語、中国語、フィリピン語）で対応する。

54

第１回相談：７月23日　８件
第２回相談：11月13日　５件、
第３回相談：３月５日　４件

54
男女参画・多文化共生課
（SAME)

39
外国人のための無料健康相談会内「保険相
談コーナー」への職員派遣

他団体主催の外国人のための無料健康相談会で行われる
「保険相談コーナー」に職員を派遣し相談に応じる。

開催要望のあった際に対応する。（葵区保険年金課
と駿河区保険年金課で１年ごと交互に対応） 0

・年１回、葵区保険年金課の職
員が１人参加
・相談者：９９人

0 保険年金管理課

（２）生活の課題解決を支援する取組み

40
国際交流員等による窓口対応時の通訳支
援

窓口で外国人住民に対応する際、必要に応じて、国際交流
員および中国語相談員が通訳を行う。

窓口で外国人住民に対応する際、必要に応じて、国
際交流員および中国語相談員が通訳を行う。 0

窓口で外国人住民に対応する
際、必要に応じて、国際交流
員および中国語相談員が通訳
を行った。

0 男女参画・多文化共生課

41 外国人労働者に関する情報収集
外国人労働者に関する情報収集を行い、今後の国際化施策
に反映する。

静岡労働局が発行する「 外国人雇用の届出状況」
他、引き続き情報収集を行う。 0

静岡労働局の発行する「外国
人雇用の届出状況」の収集を
行った。

0 商業労政課

42 静岡市外国人高齢者福祉手当の支給 静岡市外国人高齢者福祉手当を支給する。
対象者に対して月額11,000円を３期に分けて支給す
る。 3,118 19名支給 2,387 高齢者福祉課

43 静岡市外国人障害者福祉手当の支給 静岡市外国人障害者福祉手当を支給する。
対象者に対し、月額27,000円を３期にわけて支給す
る。 324 受給対象者無し 0 障害者福祉課

44
静岡朝鮮初中級学校教材等整備事業補助
金の交付

静岡朝鮮初中級学校教材等整備事業補助金の交付を行う。
義務教育年齢の子どもへの教育を実施している学
校法人に対し、静岡朝鮮初中級学校教材等整備事
業補助金の交付を行う。

438

教材・教具及び書籍の購入等
の補助金を交付。事業実績報
告を受け現地調査を実施し
た。

432 幼保支援課

45
外国人用「静岡市のごみの出し方」パンフ
レットの作成・配布

外国人住民に対し、ごみの出し方や収集日程等を周知する
ことを目的としてパンフレットを作成、区役所戸籍住民課や静
岡市国際交流協会の窓口などに設置し配布する。

外国人住民に対し、ごみの出し方や収集日程等を周
知するパンフレットを配布し、ごみの適正排出の保
持、可燃ごみの減量及び資源ごみのリサイクル化の
推進を図る。

468

毎年１回発行
・葵区・駿河区版 　3,000部
・清水区版　　　　　2,500部
区役所戸籍住民課や静岡市
国際交流協会の窓口などに設
置し配布した。

163 収集業務課

46
外国語版消費生活相談窓口案内ちらしの作
成・配布

外国語版消費生活相談窓口案内ちらしを作成し配布する。 適宜修正し、関係課へ配布する。 0
内容を見直し、5言語の外国語
のチラシを作成、配布した。 12 生活安心安全課

47 外国語版「母子健康手帳」の配付 外国語版「母子健康手帳」を配布する。
希望者に対し、外国語版「母子健康手帳」を配布す
る。 85 希望者に対し、発行36部 28 子ども家庭課

48 外国語資料による予防接種の情報提供
「予防接種とこどもの健康」の外国語訳資料を用いて予防接
種に関する情報提供を行う。

希望者に対し「予防接種とこどもの健康」の外国語訳
資料を用いて予防接種に関する情報提供を行う。 0

希望者に対し、随時外国語訳
資料を用いて情報提供を行っ
た。

0 保健予防課

49 エイズ予防に関する啓発事業
・エイズに関する無料相談・検査を受け付ける。
・エイズ予防に関する外国語版パンフレットの配布を行う。

.エイズに関する無料相談・検査を受け付ける。

.希望者に対して、エイズ予防に関する外国語版パン
フレットを配布する。

0
外国籍の希望者1名にパンフ
レットを渡した。 0 保健予防課

50
外国語版「子ども医療費助成制度の案内」
の作成・配付

外国語版「子ども医療費助成制度の案内」を作成し配布す
る。

現行の制度について、外国語版「子ども医療費助成
制度の案内」を作成し、各区子育て支援課に配布す
る。

0

各区子育て支援課に配布し、
窓口で必要に応じて外国人へ
の説明に使用、または希望者
に配布

1 子ども家庭課

51 外国語版市営住宅入居案内の作成・配布
外国語版市営住宅入居案内(英語・中国語・ポルトガル語)を
作成し配布する。

平成２２年度に作成済み。今年度は修正計画なし。
配布は随時行っている。 0

入居案内窓口に配置し、随時
配布した。 0 住宅政策課

52
路上喫煙禁止地区における各種表示の外
国語表記

路上喫煙禁止地区における各種表示の多言語表記等によ
る周知を行う。

・路上喫煙による被害等の防止に関する条例に関す
る各種表示の多言語表記等による周知
１．路上喫煙禁止地区表示に英語表記、禁煙サイン
を記載
２．啓発リーフレットへの英語、中国語表記の記載

800

・路上喫煙による被害等の防
止に関する条例に関する各種
表示の多言語表記等による周
知
  １．路上喫煙禁止地区表示
に英語表記、禁煙サインを記
載
  ２．啓発リーフレットへの英
語、中国語表記の記載

381 生活安心安全課

53 自転車等放置防止指導業務（路面表示）
自転車等放置禁止・規制区域を示す路面表示板に英語表記
を行う。

路面標示板100枚購入 300 実施なし 0 交通政策課

②外国人住民の安定した生活基盤に資する行政サービスの充実

（１）自立支援のための多言語による生活相談の充実

2 
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54 自転車等放置防止指導業務（指導札） 放置自転車等に貼付する「指導札」にふりがな表記を行う。 放置防止指導札10000枚作成 消耗品に含む 予定どおり実施した。 消耗品費に含む 交通政策課

55 自転車等駐車場管理業務
市営駐輪場及び自転車等放置禁止・規制区域図に英語表
記を行う。

平成28年度新規に設置の予定なし 0 実施なし 0 交通政策課

各区戸籍住民課窓口に訪れた外国人住民へ市の情
報提供を行う。 0

各区戸籍住民課窓口に訪れた
外国人住民へ、市の情報提供
を行った。

0

（１）災害への備えと防災意識の啓発

57
（再掲）多言語インターネットＴＶ（動画サイ
ト）での情報発信

生活に関する情報と防災情報の配信
生活に関する情報と防災情報の配信を6言語（やさし
い日本語、中国語、英語、ポルトガル語、スペイン
語、フィリピン語）で行う。

672
6言語で、月1回4件（合計48
件）の情報を配信した。 597

男女参画・多文化共生課
（SAME)

58
外国人住民を対象とした防災・消火訓練及
び防災情報の提供と防火講話

防災・防火意識の向上につながる防災・消火訓練及び防災
情報の提供と防火講話

災害時多言語支援センターの設置・運営訓練と定住
外国人を対象とした防災セミナーを実施する。 107

2月に災害時多言語支援セン
ター設置訓練を行い、18人が
参加した。また、3月に定住外
国人を対象とした防災セミナー
を実施し、19人が参加した。

114

男女参画・多文化共生課
（SAME)、危機管理総室、予
防課

59 避難地標識板の絵文字化とローマ字化 避難地標識板に絵文字とローマ字表記を行う。 多言語表示の避難地標識板を５か所設置する。 1,000 ５ヶ所修繕済み 780 危機管理総室

（２）非常時の性格なコミュニケーションの確保

60 外国語対応可能な医療機関情報の提供
外国語対応可能な医療機関リストを作成しホームページで
情報提供する。

静岡市の医師会を通じ情報収集し、外国語で受診可
能な医療機関をリスト化。情報をホームページに掲
載することにより在住外国人が安心して診療を受け
られる体制を整える。

6

ホームページに医療機関53件
を掲載した。総合病院5件・一
般病院48件

0
男女参画・多文化共生課
（SAME）

61
「外国人（５言語）対応受付システム」及び
「位置情報通知システム」の活用

・「外国人（５言語）対応受付システム」を使用し外国人住民
からの通報に対応する。
・「位置情報通知システム」により、119番通報者発信位置の
特定を行う。

外国人住民からの119番緊急通報の際、外国人（５
言語）対応受付システム及び位置情報通知システム
を活用し、通報内容の把握及び緊急車両要請場所
の特定に努める。

委託料の一部
使用料の一部

119番等取扱い件数50,560件
のうち、外国人対応受付ｼｽﾃﾑ
及び外国人通報による位置情
報通知ｼｽﾃﾑの使用実績０件。

0 指令課

62 外国語による救急対応カードの活用

外国人が救急自動車を要請した際、氏名や主訴を聴取する
ため、日本語と対訳式の６ヵ国語（スペイン語・ポルトガル語・
ハングル語・タガログ語・中国語・英語）の救急対応カードを
活用する。

・外国人救急搬送にて救急隊が対応する
・毎朝車両点検時カードの配置状況確認

0

外国人救急搬送にて救急隊が
対応した。
（平成28年度救急搬送人員
36857人の内235人）

0 救急課

63
被災建築物応急危険度判定ステッカーの英
語表記及び色分け

危険度判定後の立ち入り禁止等の表示をするためのステッ
カーに英語表記を行う。

応急危険度判定ステッカーは既に色分け、英語併記
のものを作成し、使用できるようにしてある。 0

英語併記及び色分けステッ
カー配備済み。 0 建築指導課

64
基本的な日本語の読み書きの習得を目的と
する日本語講座の開講

基本的な日本語の読み書きの習得を目的とする日本語講座
を開講する。

生活に密着した日本語を学ぶことを通じ、日本で外
国人が自立・安定した生活を送れるよう支援する 201

学習者のニーズに、基づいた
テーマで、日本語サポーターと
学習。プライベート又は、少人
数制のグループレッスンを行っ
た受講者数46人（延べ人数）

143
男女参画・多文化共生課
（SAME)

65 日本語学習支援団体による日本語講座
日本語学習支援団体と連携し、外国人住民に日本語を学べ
る機会を提供する。

日本語ボランティア「ひらがな」と「清水日本語交流
の会」の活動を助成する。 1,500

日本語ボランティア「ひらがな」
と「清水日本語交流の会」の活
動を助成した。

1,500
男女参画・多文化共生課
（SAME)

（２）児童・生徒の学習環境の充実

66 日本語指導教室の設置・運営
日本語指導が必要な児童・生徒に対し、日本語指導を継続
的に行い、日常生活に必要な日本語の習得を支援するとと
もに、学校生活全般への適応支援を行う。

・通級指導：日本語指導教室を設置（3教室）して、日
本語の指導を行う。１人あたり年間30回程度（１回２
時間）
・訪問指導：諸事情により日本語指導教室に通えな
い日本語初期・初級レベルの児童・生徒を対象に、
指導員を学校へ派遣して、日本語の指導を行う。１
人あたり年間10回（時間）程度
・適応相談：適応相談員を学校等へ派遣して、適応
状況に係る相談及び指導を行う。１人あたり年間３
回程度

6,626

・通級指導：児童数27人、生徒
数21人に対して、年間60時間
程度の指導実施。
・訪問指導：児童数30人、生徒
数４人に対して、10～15回の
指導実施。
適応相談：22回42時間の実
施。

6,240 学校教育課

67 日本語・学習支援学生ボランティアの派遣
大学と連携して、学生ボランティアを学校へ派遣し、当該児
童生徒の学習及び生活の適応を支援する。

支援要請のあった学校に対して、連携大学の日本語
指導学生ボランティアを派遣する。 0

参加人数178名
受入校42校 0 学校教育課

68
帰国・外国人児童生徒における日本語指導
担当者会の実施

当該児童生徒の支援に関わる教員を対象とした研修会を行
い、各校における日本語の指導や受入れ体制の整備・充実
を図る。

帰国・外国人児童生徒における日本語指導担当者
会の実施する。 10

市内小中学校43校44人の教
員に対して、実施。 10 学校教育課

（１）学校教育制度の理解促進

69 （再掲）日本語指導教室の設置・運営
日本語指導が必要な児童・生徒に対し、日本語指導を継続
的に行い、日常生活に必要な日本語の習得を支援するとと
もに、学校生活全般への適応支援を行う。

・通級指導：日本語指導教室を設置（3教室）して、日
本語の指導を行う。１人あたり年間30回程度（１回２
時間）
・訪問指導：諸事情により日本語指導教室に通えな
い日本語初期・初級レベルの児童・生徒を対象に、
指導員を学校へ派遣して、日本語の指導を行う。１
人あたり年間10回（時間）程度
・適応相談：適応相談員を学校等へ派遣して、適応
状況に係る相談及び指導を行う。１人あたり年間３
回程度

6,626

・通級指導：児童数27人、生徒
数21人に対して、年間60時間
程度の指導実施。
・訪問指導：児童数30人、生徒
数４人に対して、10～15回の
指導実施。
適応相談：22回42時間の実
施。

6,240 学校教育課

70
「外国語版の静岡市の教育についての手引
書と学校通知等の文例集の作成・配付」

当該児童・生徒に対して、外国語版の静岡市の教育につい
ての手引書と学校通知等の文例集を作成して支援する。

該当児童・生徒の入学・転入時に、本手引書と学校
通知等の文例集を学校に送付するとともに、ホーム
ページでも公開する。

0

該当児童生徒の入学、転入時
に手引書および、文例集を送
付した。

0 学校教育課

71
日本語の習得レベルが初期・初級の児童生
徒向け教材の作成・配付

当該児童・生徒に対して、日本語の学習をしながら日本の学
校生活を理解できる教材を作成して支援する。

日本語がまったくできない児童・生徒を対象に、本教
材を送付するとともに、ホームページでも公開する。 0

日本語が全くできない児童生
徒対象に本教材を送付した。
ホームページでも公開した。

0 学校教育課

（２）本人の意思と能力に応じた進学支援

葵区戸籍住民課、駿河区戸
籍住民課、清水区戸籍住民
課

56

③外国人住民の命を守る危機管理

　２　　ともに学ぶ
　　　　多文化共生の意識が豊かな人材育成

⑤外国人家庭への支援

④外国人住民への学習支援

各区戸籍住民課窓口における情報提供
外国人住民が多く立寄る各区戸籍住民課窓口において市の
情報提供を行う。

（１）日常生活を円滑にする日本語の習得支援

3 
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72
日本語を母語としない子とその保護者のた
めの高校進学ガイダンス

当該児童・生徒及びその保護者を対象に、高校進学ガイダ
ンスを開催して、日本の高校進学に関する知識を深める。

日本語を母語としない親子のために、日本の教育制
度、費用、等進学に関する説明会と相談を行う。協
会相談員が通訳としてサポートする。

20

８月１日（土）開催
２７人（６か国－日本、中国、ブ
ラジル、フィリピン、ボリビア、タ
イ）が参加

7
学校教育課、男女参画・多文
化共生課（SAME）

（１）多文化共生意識の向上促進

73 人権啓発活動 人権啓発等をテーマにした各種啓発活動を実施する。

人権全般に係る啓発事業の実施
①スポーツ組織と連携した人権啓発事業の実施
②人権擁護委員の日及び人権週間に啓発活動の実
施
③保育園における人権教育事業の実施
④人権啓発講演会の実施

5,617

人権全般に係る啓発事業の実
施
①人権サッカー教室１回実施
81人参加、ホームゲームでの
啓発活動１回実施
②２回実施
③実施園６園
④１回実施　870人参加

4,423 福祉総務課

74
国際理解に関する市政ふれあい講座の開
催

国際理解に関する出前講座を開催する。
静岡市の国際化の現状について、生涯学習施設等
で講座を実施し、国際理解の推進を図る。 0

４回開催　149人受講
・ＣＩＲ　４回　149人
・中国　０回

0 男女参画・多文化共生課

75 国際交流員等による国際理解講座
国際交流員（ＣＩＲ）と中国語相談員を幼稚園、保育園等に派
遣し、国際理解の促進を図る。

市内の幼稚園・保育園等に国際交流員・中国語相談
員を派遣し、国際理解を図る。 38

84回開催　1,944人受講
・ＣＩＲ　 65回　1,501人
・中国　19回　   443人

0 男女参画・多文化共生課

76 国際理解授業の実施
総合的な学習の時間における国際理解、または外国語活動
における言語や文化について体験的理解を図る授業を実施
する。

総合的な学習の時間等における国際理解の授業に
おける依頼があれば外国語指導助手を派遣する。 0

総合的な学習の時間における
国際理解、または外国語活動
における言語や文化について
体験的理解を図る授業を実施
した。

0 学校教育課

77 外国語指導助手招致事業 外国語指導助手を招致する。 ALT（外国語指導助手）38名 166,364
ALT36名（JET参加者19名、独
自招致者17名）を招致した。 161,271 教育総務課

78 外国語指導助手活用事業 外国語指導助手を活用する。
中学校に、学校規模に応じて１ｹ月～１２ｹ月外国語
指導助手を派遣する。小学校に年間7回外国語指導
助手を派遣し、ティーム・ティーチングを実施する。

3,135

中学校に、学校規模に応じて
１ｹ月～１２ｹ月外国語指導助
手を派遣した。小学校に年間7
回外国語指導助手を派遣し、
ティーム・ティーチングを実施し
た。

2,994 学校教育課

79 給食献立における外国料理の提供 異文化理解教育として給食の献立に外国料理を提供する。

シズオカ×カンヌウィークにあわせたフランス風献
立、日本・スペインシンポジウムにあわせたスペイン
風献立、オリンピックにあわせたブラジル風献立など
を給食として提供する。

0

市内イベントやオリンピックに
あわせたフランス風献立（鶏肉
のフリカッセ等）、スペイン風献
立（スペイン風オムレツ等）、ブ
ラジル風献立（コーヒープリン
等）の提供を実施

0 学校給食課

80 教員海外派遣研修事業
姉妹都市に教員を長期派遣し、資質向上を図る。また、現地
社会との交流を図り姉妹都市交流の一翼を担う。

シェルビービル市に教員を１名派遣する（８月～３
月） 1,147

シェルビービル市へ教員１名
を派遣（8月17日～３月21日ま
で）

959
教育総務課、教職員課、教
育センター

81 看護学生への語学教育、国際理解教育
・語学教育の推進（英語・中国語）
・国際理解教育の推進

前期（４～９月）に１年生49人に英語又は中国語を２
年生38人に英語の講義を行い、語学及び国際理解
教育の推進に努める。

744

１年生英語30人30時間、１年
生中国語19人30時間、2年生
英語38人30時間

737 静岡看護専門学校

82 看護学生への語学教育、国際理解教育
・語学教育を推進する（英語）。
・国際理解教育を推進する。

年間授業時間
・英会話（２年前期）　 ３０時間
・医療英語（２年後期）１５時間
・国際情報論（３年前期）３０時間
　※うち外部講師１４時間

562

年間授業時間
・英会話（２年前期）　 ３０時間
・医療英語（２年後期）１５時間
・国際情報論（３年前期）３０時
間
　※うち外部講師１４時間

562 清水看護専門学校

83
生涯学習施設における国際理解講座の開
催

生涯学習施設において、異なる文化・習慣を学び、多文化共
生意識を育む講座を開催する。

生涯学習施設において、異なる文化・習慣を学び、
多文化共生意識を育む講座を開催する。

生涯学習センター指
定管理料、生涯学習
交流館指定管理料
の一部

無人館を除く37施設中30施
設で開催

生涯学習センター指
定管理料、生涯学習
交流館指定管理料
の一部

生涯学習推進課

84 静岡音楽館自主事業
静岡音楽館において多様な音楽事業を実施し、国際理解を
深める。

指定管理者により、国際理解を深める事業を含むコ
ンサートを開催する。

指定管理料に含まれ
る

民族楽器を用いたコンサート
や、ある曲にまつわる講演会
を実施し、音楽を通して当時の
時代背景等を学ぶことができ
る事業を展開した。

指定管理料に
含まれる

文化振興課

85 外国語資料の収集・貸出し（御幸町図書館）
外国語資料（7カ国、約8,140点）の収集、貸出し
多文化関連行事の実施

資料３２０点の新規購入
ネイティブスピーカーによる読み聞かせ会の実施 850

資料375点の新規購入
ネイティブスピーカーによる読
み聞かせ会の実施

710 中央図書館

86 英語多読コーナーの充実（北部図書館）
英語多読用絵本、読本(約1300点）の収集、貸出し
英語多読学習の啓発

英語多読相談会の開催（年１０回） 50 英語多読相談会　７１人 50 中央図書館

87 姉妹都市青少年の派遣及び受入事業
市内中高生がアメリカの姉妹都市との青少年交流を通じて、
アメリカの生活、文化について理解を深める。

姉妹都市（ストックトン市、シェルビービル市）へ市内
の中高生を派遣し、各姉妹都市から派遣された中高
生を受け入れる。
姉妹都市（オマハ市）より、市立高校に通学する留学
生を５か月間受け入れる。

2,396

【派遣】
○ストックトン
期間：7/25-8/8
参加者：中高生5人、引率者1
人
○シェルビービル
期間：8/10-8/17
参加者：中高生12人、引率者3
人

【受入】
○ストックトン
期間：7/5-7/14
来静者：中高生5人、引率者1
人
○オマハ
期間：8/2-11/15
来静者：高校生1人
○シェルビービル
期間：6/10-6/15
来静者：高校生5人、引率者8
人

2,158

MICE・国際課
教育総務課
（ＳＡＭＥ）

88 高校生の海外修学旅行の実施 国際交流事業として台湾への修学旅行を実施する。 平成28年12月に台湾への修学旅行を実施する。 2,546
12月6日から10日にかけ台湾
への修学旅行を実施した。 2,380 清水桜が丘高等学校

89 科学探究科海外修学旅行

米国の大学や研究機関など最先端の研究に触れる機会を
設け、科学技術に対する考え方を学ぶ。
現地の高校生との交流を通して異文化理解を深め、その体
験から豊かな感受性を育む。

現地高校生や研究者との交流及び研究機関での研
修を実施することで、英語でのコミュニケーション能
力の向上や科学技術分野に対する学習意欲向上へ
つなげる。

10,290

・地元高校生との交流
・ヨセミテ国立公園での研修プ
ログラムの実施
・スタンフォード大学での講義
への参加及び研究室訪問

10,038 市立高等学校

90 青少年国際親善交流事業
青少年に国際交流の機会を提供することで、外国人との相
互理解と友好を深め、広い国際的視野と国際協調の精神を
養う。

・留学生の市内家庭へのホームビジット受け入れ 713

・小中学生のいる市内家庭に
よる留学生のホームビジット受
入（11家庭）

4 青少年育成課

91 姉妹都市市民訪問団の受入れ・派遣事業 姉妹都市市民訪問団の受入れと派遣を各市５年毎に行う。
本年は、フランス、カンヌ市との姉妹都市提携25周
年記念の年であるため、静岡市訪問団の派遣を行
う。

3,109

【派遣】
期間：10/2-10/9
参加者：20人

【受入】
無し

2,912 MICE・国際課（SAME)

⑥日本人住民への多文化共生を学ぶ機会の提供

（２）国際理解の向上につながる活動の推進

4 
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92 生徒海外派遣研修 生徒をオマハやアメリカ西海岸の都市に派遣する。
オマハでのホームステイ、現地高校生との交流及び
語学研修を実施し友好関係を広めていく。 11,798

オマハ市長への表敬訪問及び
地元高校生やホストファミリー
との交流会を実施。

11,424 市立高等学校

93
全国少年少女草サッカー大会への参加希
望海外チームの受入

全国少年少女草サッカー大会実行委員会の運営を補助す
る。

全国少年少女草サッカー大会への参加希望海外
チームの受入 17,669

大会参加288チームのうち
・香港1チーム
・台湾1チーム

9,968 スポーツ振興課

94 「シズカン」プロジェクト推進事業
・「シズオカ×カンヌウィーク2016」開催助成
・「シズオカ×カンヌウィーク2016」プロモーション及び姉妹都
市・カンヌ市の紹介・交流促進事業

「シズオカ×カンヌウィーク」を開催することにより、
静岡市とカンヌ市が姉妹都市であることを周知する。 8,414 来場者数　145,000人 8,346 観光交流課

95 大道芸ワールドカップ　ｉｎ　静岡の開催 大道芸ワールドカップ　ｉｎ　静岡を開催する。
ボランティアスタッフの活動を通じて、外国語での対
応が必要な来場者や外国人アーティストと交流を図
る。

102,180 来場者数　2,050,000人 102,180 観光交流課

96 清水港客船誘致事業
清水港客船誘致委員会を通じ、外国客船を誘致するとともに
歓迎事業を実施する。

清水港に外国客船を誘致するとともに、外国人観光
客に対し、お茶会や着物、食文化などさまざまな日
本文化に触れていただけるような体験コーナーを設
置し歓迎する。
あわせて、ボランティア通訳を募り、市民と外国人観
光客との交流の場を設ける。

31,500

外国船１１隻に対し、お茶会、
着付け体験、通訳ボランティア
を実施

31,500 清水港振興課

97
「異文化コミュニケーション体験フェア」の開
催

世界各国の文化や料理、踊りとともに団体活動の紹介等を
通じて、市民と外国人との交流を図る。

外国人住民と日本人が、国籍をこえ、気軽に交流
し、異なる文化や生活習慣を体験できる場所を提供
する。

2,259

静岡市と静岡市国際交流協会
の共催で実施した。7,680人の
来場者を得、多くの市民の皆さ
んに多文化共生の気づきを提
供できた。

2,002
男女参画・多文化共生課
（SAME)

⑦外国人住民の地域への参加と行政への参画の促進

（１）地域活動等への参加促進

98
外国人住民に対する自治会・町内会への加
入促進

外国人住民に自治会・町内会への加入を働きかける。
市内転入時、加入促進パンフレットを渡すなど外国
人住民に対し自治会・町内会への加入促進を働きか
ける。

0

転入者に加入促進パンフレット
を配布し、また不動産協会等
を通じても配布を依頼し、外国
人住民に対しても自治会・町
内会への加入促進を働きかけ
た。

0 市民自治推進課

99
自治会等地域活動への外国人住民の参画
の促進

自治会・町内会に、自治会・町内会等が実施する防災訓練
や清掃活動など地域への活動への外国人住民の参加促進
を働きかける。

自治会・町内会に、自治会・町内会等が実施する防
災訓練や清掃活動など地域への活動への外国人住
民の参加促進を働きかける。

0

【葵区】区の窓口として、自治
会からの相談に対する受入体
制を整備するなど、自治会・町
内会が実施する外国人住民の
参加促進を働きかけた。
【駿河区】平成29年３月に外国
人向け防災講座を実施した。
【清水区】自治会から加入者に
行事等を案内するとともに、非
加入者には加入を促してい
る。

0

葵区地域総務課、駿河区地
域総務課、清水区地域総務
課

100 地域イベントへの外国人住民の参加促進
自治会・町内会に、自治会・町内会等が実施する夏祭り、運
動会、地域環境美化等の地域イベントへ外国人住民の参加
促進を働きかける。

自治会・町内会に、自治会・町内会等が実施する夏
祭り、運動会、地域環境美化等の地域イベントへ外
国人住民の参加促進を働きかける。

0

【葵区】区の窓口として、自治
会からの相談に対する受入体
制を整備するなど、自治会・町
内会が実施する外国人住民の
参加促進を働きかけた。
【駿河区】イベント等説明にお
ける窓口対応向上のため、ＳＳ
Ｐにおいて区役所内で外国語
を話せる人をまとめ、共有し
た。
【清水区】自治会から加入者に
行事等を案内するとともに、非
加入者には加入を促してい
る。

0

葵区地域総務課、駿河区地
域総務課、清水区地域総務
課

（２）行政への参画促進

101 静岡市多文化共生懇話会の開催 静岡市多文化共生懇話会を開催する。
第７期懇話会委員を推薦・公募によって決定し、年3
回程度の会議開催と、他都市の外国籍住民による
代表者会議との意見交換会を実施する。

472

多文化共生の実現に向け、３
次総に掲げる「世界に輝く静
岡」の実現につながる視点で
の提言がとりまとめられ、市長
へ提言書が渡された。

216 男女参画・多文化共生課

102
多文化共生懇話会提言の取組状況調査の
実施

多文化共生懇話会の提言を基に、各課での取組状況を調査
し、各課との調整を図る。

多文化共生懇話会の提言を基に、各課での取組状
況を調査するとともに、関係団体及び各課との調整
を図る。

0

関係団体および各課との連携
の取組み等の多文化共生懇
話会の提言実施内容を同懇話
会の委員に説明し、次回の提
言に向け参考とした。

0 男女参画・多文化共生課

103 自治基本条例における外国人住民の参画 外国人住民の参画ができる自治基本条例のPRを行う。
平成21年度から、ふりがなを付した条例の公表を
行っている。 0

平成21年度から、ふりがなを
付した条例の公表を行ってい
る。

0 企画課

⑧外国人住民を支える関係機関等との連携

（１）関係機関と行政の連携・協働の推進

104 外国人住民施策連絡会議の開催 外国人住民施策連絡会議を開催する。
外国人施策に関係する各機関との情報交換や、連
絡の緊密化を図るため、外国人住民施策連絡会議
を開催する。

0
11月１日実施
参加機関　19 0 男女参画・多文化共生課

105
（一財）自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）の多文
化共生メニューの活用

ＣＬＡＩＲの静岡市支部を設置し、多文化共生に資するメ
ニューを活用する。

CLAIR静岡市支部から、関係各課に多文化共生事
業の情報提供をし、制度や研修の活用とともに国際
化の推進を図る。

0

自治体国際化協会が提供する
メニューの中から「ALT招致事
業」や「国際化アドバイザー派
遣事業」など８件の事業を活用
し、計画どおり実施することが
できた。

0 男女参画・多文化共生課

106
（再掲）専門家による外国人住民のための
生活相談会の開催

法テラス・行政書士会と連携し、弁護士、行政書士による、外
国人住民のための生活相談会を開催する。

弁護士、行政書士による外国人を対象とした相談会
を年3回開催。全５言語（英語、ポルトガル語、スペイ
ン語、中国語、フィリピン語）で対応する。

54

第１回相談：７月23日　８件
第２回相談：11月13日　５件、
第３回相談：３月５日　４件

54
男女参画・多文化共生課
（SAME）

（２）地域住民と行政の連携の促進

107 日本語ボランティアの育成 日本語ボランティア養成講座を開催する。
日本人配偶者や就労者として来日した外国人が、安
心して生活することができるよう、生活に必要な日本
語学習のサポートするボランティアを養成する。

200

外国人と対等ばパートナーとし
て外国人学習者と人間関係を
構築し、学習者のニーズに応
じたテーマで対話活動を行うた
めの方法を学んだ。受講者24
人

129
男女参画・多文化共生課
（SAME)

（１）協会の活動に関する広報の強化

⑨国際交流協会の機能充実

　３　　ともに創る
　　　　外国人住民の自主的参加と連携・協働による多様性の強みを活かした地域づくり

5 
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108
国際交流協会「日本語情報誌『SAME』」の
発行

国際交流協会や団体の活動を周知し、市民に活動への理解
と協力や参加を呼びかける目的で、情報誌を発行する。

国際交流協会や団体の活動を周知し、市民に活動
への理解と協力や参加を呼びかける目的で、情報誌
を発行する。

986

国際交流協会や市内で活動す
る国際交流、多文化共生団体
の活動のイベント告知、在住
外国人のインタビューなどを掲
載した。
毎月１回発行（ただし、12月・1
月は合併号）　2,500部

950
男女参画・多文化共生課
（SAME)

109 インターネットWebサイト

国際交流協会概要、イベント情報、主催事業実績、関連機関
リンク、日本語学校リスト、静岡生活ガイドブック、救急当番
医票、SAME news、市からのお知らせ、団体のお知らせ、そ
の他官公署等からのお知らせを掲載する。

国際交流協会概要、イベント情報、主催事業実績、
関連機関リンク、日本語学校リスト、静岡生活ガイド
ブック、救急当番医票、SAME news、市からのお知ら
せ、団体のお知らせ、その他官公署等からのお知ら
せを掲載する。

169

国際交流協会概要、イベント
情報、主催事業実績、関連機
関リンク、日本語学校リスト、
静岡生活ガイドブック、救急当
番医票、SAME news、市から
のお知らせ、団体のお知らせ、
その他官公署等からのお知ら
せを掲載し、広く情報提供をし
た。

189
男女参画・多文化共生課
（SAME)

110 国際交流協会「外国語ニュース」の発行
多言語で生活情報、行政サービスの紹介、国際交流イベン
ト、団体活動状況の情報発信を行う。

多言語での情報を発信する事で、地域居住外国人
に積極的に国際交流イベント等への参加を促した
り、日本での生活情報の提供に役立ててもらう。

48

毎月1回発行
英語　　　　　　　450部
中国語　　　　　 180部
スペイン語　     180部
ポルトガル語    220部
フィリピン語       200部

0
男女参画・多文化共生課
（SAME)

111 Facebookでの情報発信 主催事業告知、実績レポートを掲載する。 主催事業告知、実績レポートを掲載する。 0
26件の主催事業告知、実績レ
ポートを掲載した。 0

男女参画・多文化共生課
（SAME)

（２）多文化共生団体との連携・協働の支援

112 国際交流関係団体連絡会議の開催
市内で活動する国際交流・多文化共生団体の情報交換の場
として、連絡会議を開催する。

市内で活動する国際交流・多文化共生団体の情報
交換の場として、連絡会議を開催する。また、ゲスト
スピーカーを迎え、国際交流・多文化共生の知識を
深める。

54
3月23日（木）　開催
8団体13人参加 3

男女参画・多文化共生課
（SAME)

113
（再掲）日本語学習支援団体による日本語
講座

日本語学習支援団体と連携し、外国人住民に日本語を学べ
る機会を提供する。

日本語ボランティア「ひらがな」と「清水日本語交流
の会」の活動を助成する。 1,500

日本語ボランティア「ひらがな」
と「清水日本語交流の会」の活
動を助成した。

1,500
男女参画・多文化共生課
（SAME)

114 フィリピン大使館臨時静岡出張所
フィリピン人団体と連携し、通常は東京の大使館で行う諸手
続きを市内で行えるように便宜を図ることで、フィリピン人の
経済的負担を軽減する。

フィリピン人団体と連携し、通常は東京の大使館で
行う諸手続きを市内で行えるように便宜を図ること
で、フィリピン人の経済的負担を軽減する。

36

3月5日開催
参加：196人 24

男女参画・多文化共生課
（SAME)

⑩外国人住民の社会貢献活動への支援

（１）外国人住民の自発的な貢献活動の支援

115 外国人人材バンクの活用
事前登録をしている、特技、通訳、イベント参加の協力が可
能な在住外国人を必要に応じて紹介する。

異文化交流やまちづくりなど外国人人材の照会が
あった際に、人材バンク登録者を紹介する。 0

登録者47人。警察署へのベト
ナム語通訳ほか6件に外国人
人材を紹介した。

0
男女参画・多文化共生課
（SAME)

116 （再掲）フィリピン大使館臨時静岡出張所
フィリピン人団体と連携し、通常は東京の大使館で行う諸手
続きを市内で行えるように便宜を図ることで、フィリピン人の
経済的負担を軽減する。

フィリピン人団体と連携し、通常は東京の大使館で
行う諸手続きを市内で行えるように便宜を図ること
で、フィリピン人の経済的負担を軽減する。

36

3月5日開催
参加：196人 24

男女参画・多文化共生課
（SAME)

（２）多文化共生団体の情報発信支援

117
（再掲）国際交流協会「日本語情報誌
『SAME』」の発行

国際交流協会や団体の活動を周知し、市民に活動への理解
と協力や参加を呼びかける目的で、情報誌を発行する。

国際交流協会や団体の活動を周知し、市民に活動
への理解と協力や参加を呼びかける目的で、情報誌
を発行する。

986

国際交流協会や市内で活動す
る国際交流、多文化共生団体
の活動のイベント告知、在住
外国人のインタビューなどを掲
載した。
毎月１回発行（ただし、12月・1
月は合併号）　2,500部

950
男女参画・多文化共生課
（SAME)

118 （再掲）インターネットWebサイト

国際交流協会概要、イベント情報、主催事業実績、関連機関
リンク、日本語学校リスト、静岡生活ガイドブック、救急当番
医表、SAME news、市からのお知らせ、団体のお知らせ、そ
の他官公署等からのお知らせをホームページに掲載する。

国際交流協会概要、イベント情報、主催事業実績、
関連機関リンク、日本語学校リスト、静岡生活ガイド
ブック、救急当番医表、SAME news、市からのお知ら
せ、団体のお知らせ、その他官公署等からのお知ら
せをホームページに掲載する。

169

国際交流協会概要、イベント
情報、主催事業実績、関連機
関リンク、日本語学校リスト、
静岡生活ガイドブック、救急当
番医票、SAME news、市から
のお知らせ、団体のお知らせ、
その他官公署等からのお知ら
せを掲載し、広く情報提供をし
た。

189
男女参画・多文化共生課
（SAME)

119 （再掲）外国語ニュースの発行
多言語で生活情報、行政サービスの紹介、国際交流イベン
ト、団体活動状況の情報発信を行う。

多言語での情報を発信する事で、地域居住外国人
に積極的に国際交流イベント等への参加を促した
り、日本での生活情報の提供に役立ててもらう。

48

毎月1回発行
英語　　　　　　　450部
中国語　　　　　 180部
スペイン語　     180部
ポルトガル語    220部
フィリピン語       200部

0
男女参画・多文化共生課
（SAME)

120
（再掲）「異文化コミュニケーション体験フェ
ア」の開催

世界各国の文化や料理、踊りとともに団体活動の紹介等を
通じて、市民と外国人との交流を図る。

外国人住民と日本人が、国籍をこえ、気軽に交流
し、異なる文化や生活習慣を体験できる場所を提供
する。

2,259

静岡市と静岡市国際交流協会
の共催で実施した。7,680人の
来場者を得、多くの市民の皆さ
んに多文化共生の気づきを提
供できた。

2,002
男女参画・多文化共生課
（SAME)

121 （再掲）国際交流関係団体連絡会議の開催
市内で活動する国際交流・多文化共生団体の情報交換の場
として、連絡会議を開催する。

市内で活動する国際交流・多文化共生団体の情報
交換の場として、連絡会議を開催する。また、ゲスト
スピーカーを迎え、国際交流・多文化共生の知識を
深める。

54
3月23日（木）　開催
8団体13人参加 7

男女参画・多文化共生課
（SAME)

6 


