
　　　　　　　

豊川市多文化共生推進プラン（2015-2019）進捗状況確認票

行動目標①：円滑なコミュニケーション環境の実現

市民協働国際課

Ｈ27年度～　外国語版広報や外国語版とよかわ安心メール、市協国課窓口、オリエンテーションセット（転入者
に配布）、定住外国人就労定着支援研修（年３回）などで登録方法を周知。
Ｈ29年度～　外国語版フェイスブックでも登録方法を周知。登録者：416人（ポ232・ス75・英217・中82）（h31.3現
在）

情報システム課
Ｈ27年度～　とよかわ安心メールへシステム移行。Ｈ29.3～システムのバージョンアップ。
R１.5～　外国語版対応にバージョンアップ。

防災対策課
Ｈ27年度～　とよかわ安心メールの登録方法のチラシを４カ国語（ポ・ス・英・中）で作成して周知。
平成28年度～　「災害に備えよう」というパンフレット（ポ・英）を作成して周知。
平成29年度～　弾道ミサイル落下時の行動についてのチラシ（ポ・英）を作成して周知。

市民協働国際課
Ｈ29年度～　外国語版フェイスブック（３カ国語：ポ・ス・英）を創設。ほぼ毎日行政情報を配信。災害時にも避難
情報等を配信。フォロワー数：758人（ポ618・ス54・英86）（ｈ31.3現在）。

情報システム課 システムに関して市民協働国際課に協力。

防災対策課 災害時情報等に関して市民協働国際課に協力。

国際交流協会 記事の内容や翻訳（ス）に関して市民協働国際課に協力。

Ｈ２７ Ｈ２７
市民協働国際課、
情報システム課、
防災対策課

SNSを活用し
た情報発信・
啓発

多くの外国人市民が利
用しているSNSを活用し
た行政情報及び災害情
報の提供を行います。

新規 Ｈ２８ Ｈ２９

市民協働国際課、
情報システム課、
防災対策課、国際
交流協会

2

主な関係課・機関 実績実施課・機関
実施
年度

予定
年度

1
多言語情報
提供配信シス
テムの充実

多言語情報提供配信シ
ステムへの登録を積極
的に周知し登録者を増
やすとともに、ポルトガ
ル語・スペイン語・英語・
中国語による行政情報
及び災害情報の提供を
行います。

拡充

NO. 施策 施策の内容 区分
→



　　　　　　　

市民協働国際課
Ｈ27年度～　ポルトガル語版ホームページの掲載量を増やし内容を充実。Ｈ29年度～　外国語版フェイスブッ
ク（３カ国語：ポ・ス・英）を創設。ほぼ毎日行政情報を配信。災害時にも避難情報等を配信。

市民課
H27年度～　内容を充実させたオリエンテーションセット（ポ・ス・英・中）の転入者への配付。
個人番号カードの利用に関する案内（ポ・英・中）の配付。
婚姻届の相談に来庁されたブラジル・ペルーの方へ渡すご案内にポルトガル語、スペイン語を併記。

子ども課
H27年度　ポルトガル語の保育園入所説明資料及び児童クラブ入所説明資料の作成。児童手当現況届（ﾎﾟ・
ｽ・英）を作成。

子育て支援課
H28年度　児童手当の提出・現況届の記入の仕方（英）、豊川こども調査（英）
H29年度　児童手当からの特別徴収制度について（ポ）、つどいの広場利用案内（ポ）
H30年度　児童クラブ入所申込について（ポ）

保育課
H29年度　病後児保育利用登録案内・利用案内（ポ）、私立幼稚園終焉奨励費関係書類（ポ）、諏訪・三蔵子・
中部・代田保育園等の園だより（ポ）

保険年金課

H27年度～　国民健康保険の手続きを説明したリーフレット（ポ・英・中）を窓口に設置。
H27年度　子ども医療費受給者証交付申請（英）
H28年度　国民健康保険簡易申請書（英）、国民健康保険証更新案内（英）、保険証差替依頼（英）、保険証更
新・保険料納付相談（英）

福祉課

H27年度～　ポルトガル語の「保護のしおり」を作成し活用。
H28年度　臨時福祉給付金（ポ・英）、福祉給付金（英）
H29年度　生活保護のしおり（ポ）
H30年度　資産申告書（ポ）

介護高齢課 H27年度～　介護保険料に関する記事を外国語版広報やHP・安心メール（ポ・ス）で周知。

収納課
納付計画等の書類について、ポルトガル語での様式を作成。それをもって説明、実施。平成２８年度も継続実
施予定。
H27年度～　納付計画等の様式（ポ）を作成して説明を実施。

清掃事業課

外国語版のごみカレンダー（ポ・ス・英・中・ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ）を継続して作成し、配布。市ＨＰでも公開。
H27年度　資源・不燃ごみ持ち去り行為禁止チラシ・警告書（ポ）を作成。ゴミカレンダー、ゴミ収集場について
の文書（英）を作成。
H29年度　勧告書：ごみの違法収集への注意喚起（ポ）の作成。
R1年度：ごみ分別アプリ（ポ）の導入。

建築課

H27年度　市営住宅入居募集要綱や収入申告等（ポ・英）を作成し市HPに掲載。
H27年度～　市営住宅の自治会のお知らせ（ポ・英）を作成。
H28年度　市営住宅入居者及び市営住宅申込者に説明文（ポ・英）を提示。市営住宅入居者に対して、工事・
委託の説明文（ポ・英）を提示。

医事課 H27年度～　病院で使用する書類等（ポ・ス）を随時作成し、問診や説明に活用。

保険センター
H27年度・28年度　乳幼児健診問診票、未熟児養育医療申請用紙、B型肝炎予診票、ロタ・おたふく予防接種
予診票（ポ・英）の作成。
H30年度　豊川歯科医師会の依頼により障害者歯科診療についての説明文（ポ）を作成。

国際交流協会
H27年度～　協会主催事業をHP・ポスター・チラシ（ポ・ス・英・中）で作成し掲載。
H29年度・30年度　市民協働国際課、子育て支援課、収納課、防災対策課、清掃事業課等の依頼により文書を
中国語・スペイン語で翻訳。

その他

H27年度～　商工観光課・防災対策課・公園緑地課・スポーツ課・中図書館・プリオ窓口センター・文化振興課・
農務課・資産税課等の文書をポルトガル語で翻訳。
H27年度～　秘書課・商工観光課・防災対策課・公園緑地課・スポーツ課・資産税課・水道整備課等の文書を
英語で翻訳。

3
外国人市民
への情報提
供の強化

市役所窓口での制度説
明文書等の多言語化
や、国際交流協会の情
報等の内容充実を行う
等、市政情報等の提供
の強化を図ります。ま
た、ポルトガル語版・英
語版のホームページ等
の内容の充実を図りま
す。

拡充 Ｈ２８ Ｈ２７

市民協働国際課、
市民課、保育課、
子育て支援課、保
険年金課、福祉
課、介護高齢課、
収納課、清掃事業
課、建築課、医事
課、保健センター、
国際交流協会他



　　　　　　　

4
日本語の学
習機会の提
供

日本語の学習機会の場
である「日本語教室」の
運営体制の充実を図る
ため、ボランティア指導
員を積極的に募集する
とともに、指導員のレベ
ルアップを行います。ま
た、「PECLA（ペクラ）」に
おいて母語や日本語を
指導し、コミュニケーショ
ン環境の向上を図りま
す。

拡充 Ｈ２８ Ｈ２７ 国際交流協会 国際交流協会

※日本語教室部会が日本語教室夜クラス（毎週土曜日）を開講し、日本語ボランティアが日本語教室ひるまク
ラス（毎週火・水・木曜日）を開講。ラテンアメリカ部会（ペクラ）が月３回（土曜日）ラテンアメリカにルーツのある
子ども向けの日本語教室と母語教室を開講。
H27年度～　上記ボランティア指導員を随時募集し、ボランティア指導員のレベルアップを図るためのスキル
アップ研修会（年3回ほど）を実施。受入受講者数を拡充。

市民協働国際課
通訳職員（ポ・ｽ・英）を継続して設置。H30年度～ポルトガル語職員を1人増設。
R1年度～中国語・英語職員を各1人増設予定。ﾀﾌﾞﾚｯﾄによる電話通訳導入予定。

収納課 通訳職員（ポ）を継続して設置。

医事課 通訳職員（ポ・ｽ）を継続して設置。

保健センター 通訳職員（ポ・ｽ）を継続して設置。

国際交流協会 通訳職員（英・中・ス）を継続して設置。

市民協働国際課
H28年度～　災害時通訳ボランティア養成講座を国際交流協会と協働して開催し、災害時通訳ボランティアを
募集。(H31.3現在：30名登録）
H29年度～　町内会長の要請に応じ町内会の集会・説明会などの地域社会活動への通訳派遣を実施。

学校教育課 外国人指導助手による小中学校での懇談会、説明会、保護者への通訳を実施。

国際交流協会

H28年度～　災害時通訳ボランティア養成講座を市民協働国際課と協働して開催し、災害時通訳ボランティア
を募集。
H29年度～　市と災害時の通訳ボランティアの派遣に関する協定を締結し派遣体制を整備。災害時通訳ボラン
ティア養成講座を主催し、通訳ボランティアを募集。(H31.3現在：30名登録）

5
多文化共生
推進員の設

置

市役所や市民病院等の
業務に関する通訳や翻
訳をポルトガル語・英語
等で行う多文化共生推
進員を引き続き設置しま
す。

継続 ― ―

Ｈ２８6
通訳派遣制
度の充実

多言語に対応できる通
訳ボランティアを募集
し、地域社会での通訳
派遣体制を整えます。

拡充 Ｈ２８

市民協働国際課、
収納課、医事課、
保健センター、国
際交流協会

市民協働国際課、
学校教育課、国際
交流協会



　　　　　　　

市民協働国際課 H2７年度～　南部中学校、市役所職員向けに「やさしい日本語」の出前講座を毎年実施。

市民課
H2７年度～　やさしい日本語アプリをスマホに入れて学習し、窓口の応対に活用する。
H2７年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

保育課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

子育て支援課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

保険年金課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

福祉課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

介護高齢課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

収納課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

清掃事業課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

建築課
市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」の内容及び「やさしい日本語」関連パンフレット等を課内で供覧
し、窓口（市営住宅申込者等）で活用。

医事課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

保健センター H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

学校教育課 H27年度～　市民協働国際課主催の「やさしい日本語研修」に参加し、課内で共有し、窓口で活用。

国際交流協会
H27年度～　日本語教室ボランティア指導員と市民に対し、「日本語ボランティアとは？～やさしい日本語で～」
と題し、やさしい日本語を使って教えるコツを学ぶ日本語ボランティア養成講座を実施。

市民協働国際課
外国人市民意識調査（H29年度、30年度）を実施し、多文化共生推進プラン策定委員会の委員に外国人市民
を公募登用（R元年度）するなど、外国人市民の意見や考えを聴く機会の創出を継続実施。

国際交流協会
外国人市民との相互理解を深めるため、日常生活で感じていることを語り合う会「ざっくばらんに話そう」や、日
本語教室受講外国人と豊川警察署の警察官が日本で生活する上で困っていることなどについて話す機会を継
続して実施。

7

外国人市民
の意見を聴く
機会の創出

外国人市民の抱える問
題や課題等を把握する
ため、外国人市民意識
調査や会議等における
外国人市民の委員への
登用等、外国人市民の
意見や考えを聴くことが
できる機会を創出しま
す。

継続 ― ―

Ｈ２７Ｈ２８新規

「やさしい日本語」の実
践的な活用を促すため、
市職員や市民等に対し
て、周知・啓発を図りま
す。

やさしい日本
語の活用啓

発

8
市民協働国際課、
国際交流協会

市民協働国際課、
市民課、保育課、
子育て支援課、保
険年金課、福祉
課、介護高齢課、
収納課、清掃事業
課、建築課、医事
課、保健センター、
学校教育課、国際
交流協会他



　　　　　　　

行動目標②：みんなで進める地域社会づくりの推進
【１】教育環境の整備

9

学齢期にある
外国人児童
生徒の就学
状況把握

学齢期にある外国人児
童生徒の就学状況等を
毎年度調査し、把握しま
す。

継続 ― ― 学校教育課 学校教育課 学齢期にある外国人児童生徒の就学状況等の調査を継続実施。

市民協働国際課
H27年度～　こぎつね教室の運営体制を見直して要綱を作成（受入期限：6か月、受入定員：20人、入室方法等
を明記）し、教育委員会や学校との連携を強化し、外国人児童生徒の小中学校への円滑な転入のサポート体
制を確立。

学校教育課
H27年～市民協働国際課との連携を強化し、外国人児童生徒の小中学校への円滑な転入のサポート体制を
確立。

市民協働国際課 「こぎつね教室」で小学校入学半年前の幼児に日本語の指導等をする「プレスクール」を継続実施。

学校教育課
市民協働国際課との連携を図り、「こぎつね教室」の「プレスクール」で学ぶ児童の情報共有を図り、公立小学
校への円滑な入学を実施。

市民協働国際課 「こぎつね教室」で日本語指導が必要な外国人児童生徒へのサポートを継続実施。

学校教育課
外国人日本語指導助手を小中学校に派遣し、日常会話や学習への理解が不十分解な外国人児童生徒の日
本語の指導を継続実施。

市民協働国際課

H28年度～　「こぎつね教室」での日本語習熟度テストに会話テストを追加し、内容を充実。
H28年度～　各学校への日本語能力検定試験及び補助事業の周知。日本語能力検定試験及び補助事業につ
いて、外国語版広報に加え、外国語版とよかわ安心メールや外国語版Facebook（H29年度～）でも周知。
H29年度～　日本語能力検定試験受験日補助を拡充（対象者増加）。

学校教育課 H28年度～　各学校への日本語能力検定試験及び補助事業の周知。

区分

Ｈ２７

―

Ｈ２８Ｈ２７

継続 ―

継続 ― ―

拡充

実施課・機関

市民協働国際課、
学校教育課

市民協働国際課、
学校教育課

市民協働国際課、
学校教育課

市民協働国際課、
学校教育課

主な関係課・機関 関係課・機関別実績

日本語が未熟で小中学
校に不就学や不登校と
なっている外国人児童
生徒に対して、「こぎつ
ね教室」で日本語の指
導や学習習慣の確保を
図り、公立学校等への
円滑な転入が行えるよう
にサポート体制を確立し
ます。

11
 プレスクール
の継続

「こぎつね教室」の中に
創設した小学校入学半
年前の幼児に日本語の
指導等をする「プレス
クール」を継続して行い
ます。

NO. 施策 施策の内容

10

不就学・不登
校外国人児
童生徒への
サポート

予定
年度

実施
年度

拡充 Ｈ２７

12

日本語指導
が必要な外
国人児童生
徒へのサ
ポート

教育委員会では、外国
人日本語指導助手を各
小中学校の要望に応じ
派遣し、日常会話や該
当学年の学習が十分理
解できなかったりする外
国人児童生徒の日本語
の指導にあたります。ま
た、「こぎつね教室」でも
日本語指導が必要な外
国人児童生徒へのサ
ポートを行います。

日本語習熟
度を測る技術
の導入・充実

13

「こぎつね教室」で指導
している外国人児童生
徒の日本語能力の習熟
度を計るため、独自の日
本語習熟度テストを実施
するとともに、日本語能
力検定試験の周知を積
極的に進める等、より効
果的な方法を導入し、内
容の充実を図ります。

→



　　　　　　　

市民協働国際課

H28年度～　学校教育課が実施する外国人児童生徒教育担当者会議（年3回）や外国人指導助手会議（毎月）
へ、「こぎつね教室コーディネーター」が毎回出席し、こぎつね教室に通う各学校の児童生徒や不就学児童生
徒、小学校入学前の幼児についての情報共有を密にし、外国人児童生徒に携わる教育担当者の指導力の向
上につながるよう連携を強化。

学校教育課

H28年度～　学校教育課が実施する外国人児童生徒教育担当者会議（年3回）や外国人指導助手会議（毎月）
へ、「こぎつね教室コーディネーター」の出席を依頼し、こぎつね教室に通う各学校の児童生徒や不就学児童
生徒、小学校入学前の幼児についての情報共有を強化するとともに、先進地の視察や情報入手を行い研修
内容を充実させ、外国人児童生徒に携わる教育担当者の指導力の強化を図った。

市民協働国際課
小中学校に通う外国人児童生徒のうち、日本語指導が必要な子どもに対し、「こぎつね教室」で日本語の指導
を継続実施。

学校教育課
市民協働国際課との連携を図り、小中学校に通う外国人児童生徒のうち、日本語指導が必要な子どもに対
し、「こぎつね教室」で放課後の日本語指導を継続実施。

16

外国人生徒を
対象とした進
路指導体制
の整備

外国人生徒が、将来さ
まざまな進路の選択が
可能となるように中学校
での高校進学や就職に
ついての説明会を実施
し、指導体制の整備を図
ります。

新規 Ｈ２８ Ｈ２７ 学校教育課 学校教育課

H2７年度　外国人児童生徒を対象にした進路指導説明会を市民協働国際課と共同開催。
H27年度～各学校で外国人指導助手を活用して進路指導説明会等を実施。
愛知県の高校進学について、愛知教育大学外国人児童生徒支援リソースルーム発行の多言語のガイドブック
を活用。

――

Ｈ２８Ｈ２８拡充
市民協働国際課、
学校教育課

市民協働国際課、
学校教育課

全小中学校に配置され
ている外国人児童生徒
教育担当者に対する研
修会の内容を充実させ
ることにより、指導力の
一層の強化を図ります。

小中学校の
外国人児童
生徒教育担
当者の指導
力の充実・強
化

14

15

外国人児童
生徒を対象と
した放課後の
学習支援

小中学校に通う外国人
児童生徒のうち、日本語
指導が必要な子どもに
対し、放課後に「こぎつ
ね教室」等で日本語の
指導を継続して行いま
す。

継続



　　　　　　　

【２】多文化共生の意識づくり

市民協働国際課 国際交流協会の交流事業への支援を継続実施。

国際交流協会

外国人市民との交流を図るキッズワールドサマースクールやワールドフェスティバル等のほか、日本の文化や
習慣を外国人に紹介しながら交流を深める七夕交流会やお月見交流会等を継続して実施。
H29年度　交流しながら身近な生活学習をする多文化共生課外事業「豊川の水ができるまでの学習」を新規で
実施。
H30年度　マレーシアの高校生、米国キュパティーノ市民との交流事業を実施。

市民協働国際課

H27年度～　市民協働国際課職員による中学校での多文化共生出前講座、市職員に多文化共生・やさしい日
本語講座を実施し、多文化共生意識の育成を図る。※市民向けの講座として生涯学習出前講座の紹介冊子
に「多文化共生・やさしい日本語出前講座」を掲載して周知。
H28年度・H30年度　中央図書館とのコラボにより、中央図書館エントランスホールにて多文化共生についての
パネル展と本の紹介を１ヶ月間行い、市民の多文化共生意識の育成を図る。

学校教育課 H27年度～　市民協働国際課職員による小中学校での多文化共生出前講座等への協力。

国際交流協会

市民の多文化共生と国際理解を図る国際理解講演会、世界の料理教室、講師を招き諸外国の紹介をする「ど
んな国シリーズ」を継続して実施。
H30年度　若い世代の国際理解・多文化共生意識の啓発を図るため、外国での生活経験のある若者が自身の
経験を語る「若者フォーラム」を初開催。

市民協働国際課

H27年度～　市民協働国際課職員による中学校での多文化共生出前講座、市職員に多文化共生・やさしい日
本語講座を実施し、人権尊重意識を啓発。
H28年度・H30年度　中央図書館とのコラボにより、中央図書館エントランスホールにて多文化共生についての
パネル展と関連本の紹介などを１ヶ月間行い、市民に人権尊重意識を啓発。

人権交通防犯課
H27年度～　「人権教育・啓発に関する豊川市行動計画」に外国人市民との共生、円滑なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝに関する
取組を盛り込み実施。
人権・男女共同参画講演会の開催やイベントでの啓発活動を実施。

学校教育課 H27年度～　市民協働国際課職員による小中学校での多文化共生出前講座等への協力。

市民協働国際課、
国際交流協会

区分

―
市民協働国際課、
学校教育課、国際
交流協会

18

国際感覚豊
かな多文化
共生意識を
持った日本人
市民の育成

小中学生等を含む幅広
い層の市民に、多文化
共生に関する出前講座
や国際理解講座等を実
施し、 国際感覚の豊か
な多文化共生意識を
持った日本人市民の育
成を図ります。

継続 ―

NO. 施策 施策の内容

17

日本人市民と
外国人市民と
の交流事業
の実施

外国人市民と日本人市
民との交流を図るため、
キッズワールドサマース
クールやワールドフェス
ティバル等の交流事業
を継続して行います。

継続 ― ―

主な関係課・機関 実施課・機関 関係課・機関別実績

市民協働国際課、
人権交通防犯課、
学校教育課

19

人権に関する講演会や
啓発活動、小中学校で
の道徳等の人権教育、
多文化共生に関する出
前講座等による人権啓
発活動を行います。

Ｈ２７Ｈ２８新規
人権尊重意
識の啓発

予定
年度

実施
年度

→



　　　　　　　

【３】地域社会への参加促進

市民協働国際課

H28年度～　ポルトガル語での町内会加入啓発クリアファイルを作成。４か国語（ポ・ス・英。中）の町内会加入
啓発チラシを作成。→窓口や外国人就労定着支援研修で配布。オリエンテーションセットへ封入し、転入者に
配布。
H30年度～　外国人就労定着支援研修で町内会の仕組みについて講義し、加入を依頼。

商工観光課 H28年度～　商工会議所、商工会等関係機関と情報連携を図るための体制を構築。

国際交流協会
H27年度～　協会のラテンアメリカ部会が中心となり、外国人市民が町内会イベントや小学校行事などの地域
社会活動へ参加。

市民協働国際課
Ｈ28年度～　国際交流協会への補助金を見直し、支援を拡充。
H31（R1）年度～　日本語教室の利用会議室の拡充支援。

国際交流協会
日本語教室部会とラテンアメリカ部会を支援。
H31（R1）年度～　日本語教室の利用会議室の拡充支援。

市民協働国際課 Ｈ27年度～　定住外国人就労定着支援研修で防災講習を実施。

防災対策課 H27年度～ 国際交流協会及び市民協働国際課からの要請により、外国人向け講話を実施。

国際交流協会
Ｈ27年度～ 市の総合防災訓練に部会をはじめとした外国人市民を募り、毎年10人ほどが参加。
H28年度　日本人市民と外国人市民が一緒に防災について学ぶ多文化共生防災講座を実施。

市民協働国際課
Ｈ28年度～　国際交流協会と協働して災害時通訳ボランティア養成講座を開催し、通訳ボランティアを募集。
(R1.3現在：３０名登録）

防災対策課
H28年度～　市民協働国際課・国際交流協会と協力して災害時通訳ボランティア養成講座で防災講習会を実
施。
H29年度～　コミュニケーション支援ボード・ガイドの作成及び避難所等への配置。

国際交流協会

Ｈ28年度～　市民協働国際課と協働して災害時通訳ボランティア養成講座を開催し、通訳ボランティアの募
集。
H29年度～　市と災害時の通訳ボランティアの派遣に関する協定を締結。災害時通訳ボランティア養成講座を
主催し、通訳ボランティアを募集。H30年度からは穂の国まちづくりネットワーク、社会福祉協議会と共催して実
施し、通訳ボランティアを募集。(H31.3現在：30名登録）

市民協働国際課
Ｈ２７年度～　定住外国人就労定着支援研修をで交通安全講習会、ごみ分別講習会、防災講習会を実施（年3
回）。

人権交通防 Ｈ２７年度～　市民協働国際課と協力して職員講師を派遣して交通安全講習会を実施。

国際交流協会
Ｈ２７年度～　警察署から講師を招き、交通安全啓発・意見交換会を実施。ワールドフェスティバルで豊川警察
署がブースを出展し、交通安全指導を実施。
H30年度　清掃事業課と協働し、外国人支援講座でごみ分別講習会を実施。

関係課・機関別実績実施課・機関NO. 施策 施策の内容 区分
予定
年度

実施
年度

20

外国人市民
の地域社会
活動への参
加促進

市民や町内会等の地域
や企業等の事業者の協
力を得て、外国人市民
に町内会の活動を紹介
する機会を設け、積極的
に町内会への加入を働
きかけ、地域社会への
参加促進を図ります。

新規 Ｈ２７Ｈ２８

市民協働国際課、
商工観光課、公共
職業安定所、商工
会議所、連区長会
他

主な関係課・機関

21

外国人市民を
支援する市民
活動団体の
育成支援

日本語教室を開催する
等、外国人市民を支援
する国際交流協会のボ
ランティア団体への支援
を行い、会員数の増加と
育成を図ります。

拡充 Ｈ２８Ｈ２８
市民協働国際課、
国際交流協会

22

外国人市民
参加の防災
講習会・防災
訓練の実施

外国人市民も参加する
防災講習会・防災訓練
を外国人市民が多く住
む地域等で実施し、防
災に対する意識や避難
方法等を外国人市民に
周知します。

拡充 Ｈ２８ Ｈ２７
市民協働国際課、

防災対策課他

23

災害時等に
おける通訳ボ
ランティア事
業の実施

地震や風水害等の災害
が発生した場合、日本
語の通じない外国人被
災者への支援を行うた
め、災害時通訳ボラン
ティアを募集し、講習会
や訓練等で養成します。

新規 Ｈ２８ Ｈ２８
市民協働国際課、
防災対策課、国際
交流協会

24

外国人市民
参加の交通
安全講習会
等の実施

外国人市民も参加する
交通安全講習会等を実
施し、地域社会で必要な
情報提供を行います。

新規 Ｈ２８ Ｈ２７
市民協働国際課、
人権交通防犯課、
国際交流協会他



　　　　　　　

市民協働国際課
H27年度～　定住外国人就労定着支援研修をハローワークと協力して実施（年3回）。外国語版広報、安心メー
ル、フェイスブックなどで就労につながる研修等の情報を提供。
H29年度～介護系職業訓練の受講お知らせをFacebookで発信。

商工観光課
H27年度～　ハローワーク、商工会議所等の関係機関と定期的に就労に関する情報交換や共有化を図り、就
労に必要な知識やスキルを習得する機会の外国語による情報提供等を実施。

農務課
H29年度～市民協働国際課を通して外国語版フェイスブックで農業就労塾等の就労につながる情報を外国人
市民に提供。

25
就労に向けた
情報共有と連
携強化

市や公共職業安定所、
商工会議所等の関係機
関が外国人市民の就労
に関する情報の交換や
共有化を図り、新たな雇
用を創出し安定就労や
就労機会の確保を図り
ます。また、就労に必要
な知識やスキルを習得
する機会を設け、外国人
市民の円滑な求職活動
を支援します。

拡充 Ｈ２８ Ｈ２７

市民協働国際課、
商工観光課、農務
課、公共職業安定
所、商工会議所他


