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Ⅰ

開催概要

（１） 目

的

令和元年 10 月 1 日現在、都内の外国人登録者数は約 57 万人で全体の約 4.1％を占めてい
ます。経済のグローバル化、少子高齢化が進展する中で、在住外国人の増加と定住化の傾向は
今後ますます進んでいくと考えられます。
このような在住外国人を取り巻く課題や問題点、国際協力の在り方などについて、国際理解
を促進し問題解決への認識を深める機会とします。
（２） 実施方法
分科会方式（４分科会）
（３） 内

容

A)

出入国管理法改正の影響と多文化共生社会のこれから

～日本語・人・地域社会～

B)

在住外国人の医療・保健について

C)

災害時の「やさしい日本語」、どう“まち”に根付かせるか？

D)

国際協力の現場から考える多文化共生

～通訳・相談・診療の現場から～

（４） 日

時

令和２年２月８日（土）１０：００～１６：００

（５） 場

所

なかのＺＥＲＯ

（６） 定

員

200 人

西館 （中野区中野 2-9-7）

（７） 参 加 費

無

料

（８） 主

催

東京都国際交流委員会

（９） 共

催

東京都

（10） 後

援

独立行政法人国際協力機構

国際交流・協力ＴＯＫＹＯ連絡会

日本国際連合協会東京都本部
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一般財団法人自治体国際化協会

Ⅱ

実施概要

Ａ分科会
●テ ー マ ：

出入国管理法改正の影響と多文化共生社会のこれから ～日本語・人・地域社会～
日本の生産年齢人口の減少に伴う深刻な人手不足に歯止めをかけ、人材を確保
するために改正出入国管理法が 2019 年 4 月に施行され、約 1 年が経過しまし
た。今後、法律に基づき、生活者としての外国人を支援する「外国人との多文化
共生社会の実現に向けた取組」がなされていきます。
基調講演では、人口減少で迫られる諸問題と今後を主題とし、法改正の背景等
について理解を深めます。
続いて、生活者としての外国人に対する支援のうち、外国人を対象とした相談
窓口、日本語の学習支援と居場所、企業での外国人労働者の受け皿づくり等、法
改正の影響と多文化共生社会のこれからについて、三つの現場から報告します。
さらに、登壇者への質疑応答を通じて、今後の方向についても理解を共有し、
議論を深めていきます。

●基調講演： 「人口激減時代と外国人受入れ新政策－日本は移民社会に向かうのか？」
毛受 敏浩
公益財団法人日本国際交流センター 執行理事
●報 告 ① ： 「外国人相談から」
新居みどり
NPO 法人国際活動市民中心（CINGA） コーディネーター
●報 告 ② ： 「東京における日本語学習支援」
梶村 勝利
東京日本語ボランティア・ネットワーク 代表
●報 告 ③ ： 「企業側の外国人労働者の受け皿づくりは」
中山眞理子
NPO 法人多文化子ども自立支援センター 代表理事
●参 加 者

65 名

基調講演 「人口激減時代と外国人受入れ新政策−日本は移民社会に向かうのか？」
毛受

敏浩

公益財団法人日本国際交流センター

執行理事

減り方は大きく異なり、加速していく。国立社会
保障・人口問題研究所は、2020 年代には 550 万
人減り、その後も減少が続くと予測している。10
年経たないうちに、四国の人口（380 万人）を上
回る人口減少が想定されている。東京では縁のな
い話のようだが、
広島県安芸高田市（人口約３万人）
では 2035 年には 80 歳以上が一番多くなり、人
口ピラミッドが逆転する。日本人だけでは地域社会
が維持できないとして、市長が移民政策の必要性
日本にとって非常に大きなテーマである人口減

を公言している。これは特殊な事例ではなく、地方

少については、2010 年代と 2020 年代の人口の

都市では県レベルも含めて持続可能性が危ぶまれ
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る状況だ。秋田県は日本で一番人口減少が厳しく、

四年制大卒は就職にほぼ支障がなく、留学生に日本

減少をなだらかにしようと努めているが、一向に

で働いてくれと言っている状況だが、ブルーカラー

止まらない。

は基本的に受け入れないというのが方針。だが、人

国は、2013 年から年間 1 兆円を使って①出生

口減少によってブルーカラーの分野こそが人手不

率を 1.8 まで上昇させること、②地方から出生率

足で困っている。先日、運輸関係の労働組合の人と

が低い東京圏への人の流れを止めることを目標と

話をした。日本の運送業がピンチになる日が年に

して地方創生に取り組んできた。しかし、出生率

２回あるという。それは、日本語能力検定試験の

は 1.42 から変わらず、人の流れは 9 万人から 12

日だという。現実問題、外国人がいないとまわら

万人に増え、効果が出ていない。例え少しばかり

なくなっている。従来、
日本では、
本来ブルーカラー

出生率が上がったとしても、現在の人口構成では

の分野で就労目的の外国人の受入れは認めてこな

出産する年齢幅の女性の数自体が減っているので、

かった。ブルーカラーの分野での人手不足が厳しく

人口は増えない。

なる中で、労働はあくまで特例であるはずの留学

平成 28 年から平成 30 年の間に人口が増えた

生に労働力として依存するといった特異な状況が

のは７都県のみ（※ p ６）であり、この増加の内

起こっているが、他の国ではありえない現象といえ

訳の半分以上は外国人である。日本の人口構図を

る。もうひとつ、ブルーカラーの分野での労働力と

単純に示すと、底に穴があいたプールのようなも

して技能実習生があるが、この制度は国際貢献を

ので、毎年 20 万人ずつ外国人が増える一方、日本

目的とした制度で、技能実習法には日本の雇用調

人が 51 万人減少している。この穴はどこまで大き

整のためではないと明記されている。だが現実は、

くなっていくのか。国の機関のデータからは、年

安い、若い労働力を必要とする企業が使っている。

間 100 万人を超えると予測されている。

この状況に対応するため、特定技能という制度が

日本の人口が減っても大丈夫という意見もある。
人口が小さくてもスイスや北欧のように豊かな国

できた。働くことを目的とした制度ができた点で、
画期的である。

もあると言うが、それらの国はもともと人口が小さ

ポイントの 2 つ目は、特定技能で来日して、試

く、移民も沢山いる。更に、日本には高齢化の問題

験に合格すれば、家族の帯同と定住が認められた

もあり、2060 年を超えて高齢化率は上がってい

こと。この 2 号について、移民政策ではないかと

くが、ヨーロッパの小さい国は移民を受け入れて

国会で揉めた。その結果、２号に移る道筋が曖昧

いるので日本ほど高齢化率が高くない。最大の問

なままである。

題は、日本には 1 千兆円をこえる借金があること。

3 つ目は、定住外国人に対する総合的な対応策

人口が減ったら、どうやってこの借金を返してい

を行うこと。最近改訂版が出された。論点は沢山

くのか。清貧に暮らしていけばよいとは言えない。

あるが、みなさんの関心が高いところでは、昨年

政府は人口１億人維持を明言しており、借金の返

6 月に日本語教育推進法ができた。外国人に対す

済にはその規模が必要だが、人口減少が続いてい

る日本語教育が国の責務であることが明記された

るのが現実である。

意味は大きい。現在文化庁では 3 つの取り組み（①

在留外国人の傾向を見ていくと、アジアの方が

地域日本語教室の空白地帯を埋めること、②日本語

非常に多い。近年増加しているベトナム人は技能

教師の国家資格化、③ヨーロッパのセファールのよ

実習生、ネパール人は日本語学校が多いと言われ

うな日本語教育の参照枠を設け指標を統一するこ

ている。

と）を行っており、３月には報告が出る。日本語教

改正出入国法と新方針のポイントについては、1

師の資格については法制化されるだろう。外国ルー

つ目に、在留期間の上限を 5 年とする就労を目的

ツの青少年の教育については、今まで非常に遅れ

とした新たな在留資格、特定技能ができた。日本は

ていたところ。

ホワイトカラーに対しては世界的にもオープンで、
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では、なぜ移民政策をとらないのか。人口減少

は悪化していき、移民政策は必要不可欠と私は考え

はあまり触れられてこなかったが、今後は避けて

る。法改正にあたって国会議員に説明する機会が

通れない。四国も九州も、そもそも外国人人口が

あったが、その必要性はわかってもらえる。それで

少なかった地域では、こういった急変でトラブル

も政府が入管法改正を移民政策と異なるとする理

も生じている。

由は 2 つある。1 つ目は、実際はそんなことはな

これから外国人住民をどう考えていくかという

いのだが、これまで、一部の人たちが「外国人が増

と、人口減少を補う貴重な住民であり、地域経済を

えると治安が悪くなる」と言っていたことを受け

維持する貴重な労働力、地域社会の持続性を維持

た国民感情への配慮。2 つ目は、
外国人や移民といっ

する貴重な若い活力である。一時的な労働者とし

たことにアレルギーのある自民党内部右派勢力へ

てではなく、優秀な人材に定着してもらうことを

の配慮。移民政策と異なるとしなければ自民党内

考えていかないといけない。そのためには、
自治体、

部がまとまらなかった。ただ、これではアクセル

地域の役割が大きい。人口減少の下では外国人は欠

とブレーキをいっぺんに踏んでいる、どちらの方

かせない存在であるという自治体の長のメッセー

向を向いているかわかならい状況だ。

ジが必要。東京も 2025 年に人口のピークを迎え、

平成の 30 年間に在留外国人はどう変わったか

そこからは減少していくことに加え、高齢化のス

というと、人数は 170 万人増えて直近では 280

ピードも非常に速い。また、
日本は自然災害が多い。

万人になり、平成元年では国籍は韓国朝鮮の方が

政府は高齢者同士が助け合うと言っているが、限

70％で、この大半は在日の方だったが、現在は多

界がある。昨年の台風などで亡くなった方の７割が

様化した。しかし、
この間、
政府は何もしてこなかっ

高齢者だったことを考えると、地域社会に国籍を

た。外国人はいつか帰る人たちと想定されていた

問わず若い人が入っていることは大切。外国人の

ので、基本的な統計もなかった。最近になって慌

人たちが地域の消防団に入ってくれるような体制、

てて外国人の子供たちの不就学について調査した。

一緒に暮らしていく地域になることを自治体の長

自治体・市民に丸投げされていた 30 年のうちに、

から明確に示すことで、住民の意識変革にもつな

日本語も母語もできないタブルリミティッドの人

がる。

たちが、子どもを持つようになった。ひとつの事例

最後に、失敗と成功の２つのシナリオを示した。

として、日系ブラジル人と日本・フィリピンのダブ

失敗するケースでは、外国人を安い労働力とみな

ルの人の子で、日本語能力が非常に弱い子がいる。

し、企業も低賃金労働に依存することでイノベー

30 年間の政策空白は、そういう状況を生んだ。ド

ションを怠るようになる。日本語能力も改善され

イツや韓国では、外国人への言語学習を義務付け

ず、ダブルリミティッドも進む。成功するケースで

ているが、日本は地域日本語教室にも空白がある

は、日本語、職能ともに高い優秀な外国人が日本

状態で、まだ途上にある。

で働く、受け入れ企業での生産性の向上、地域社

次に、2020 年代にどうなるかというと、日本

会への貢献拡大、日本人への刺激、相乗効果、地

人の人口は減少するが、外国人は今後 10 年間で

域社会への持続性の向上と閉塞感の打破といった

200 万人以上増えるだろう。技能実習生は現在年

ことが考えられる。外国人は、今の閉塞感を打破

間 8 万人くらい増えており、東京では非常に少な

する可能性を持っている人たちだが、いずれのシ

いが、20 の道府県では在留資格の第一位である。

ナリオになるかは、どうやって受け入れていくか

四国では、名物のうどんも蜜柑も鰹も技能実習生

次第である。

なしには成り立たない。徳島県では外国人の 6 割

日本国際交流センターでは、総合的対応策を裏

が技能実習生。技能実習生は急速に増加しており、

付ける法律の必要性、その具体的な法案について

九州も福岡を除く全ての県で技能実習生の割合が

法務大臣に提言をした。

一番高い。今まで、多文化共生の中で技能実習生
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᱁䠄≉ᐃᢏ⬟䠅䜢
䜢タ䛩
䛩䜛
䠄䠎䠅ᅾ୰䛻⾜䛖ヨ㦂䛾ྜ᱁⪅䛻䛿ᐙ᪘ᖏྠ䛸ᐃఫ䜢ㄆ䜑䜛䠄䠄≉ᐃᢏ
⬟2ྕ
ྕ䠅
䠄䠏䠅ᐃఫ䛧䛶䛔䜛እᅜே䛻ᑐ䛧䛶⏕ά⪅䛸䛧䛶䛾⥲ྜⓗ䛺ᑐᛂ⟇䜢䛸䜛

2019ᖺ6᭶⌧ᅾ 䝥䝷䝇䛿1ᖺ㛫䛾ቑຍ⋡

→䞉䞉䝤䝹䞊䜹䝷䞊䛾ศ㔝䛷ึ䜑䛶䛾ᑵປ┠ⓗ䛾ᅾ␃㈨᱁
䞉ἲ௧䛻ᇶ䛵䛛䛺䛔䛜䚸ᅾ␃እᅜேయ䜈䛾ᨻᗓ䛸䛧䛶ึ䜑䛶䛾ᑐᛂ
⟇ᥦ♧

ୖ䠍䠌䛛ᅜ䞉ᆅᇦ䛾䛖䛱䠈ቑຍ䛜㢧ⴭ䛺ᅜ⡠䞉ᆅᇦ䛸䛧䛶䛿䠈䝧䝖䝘䝮䛜䠏䠓䠍䠈䠓䠑䠑ே
䠄ᑐ๓ᖺᮎẚ䠐䠕䠎䠌ே䠄䠍䠎䠊䠐䠂䠅ቑ䠅䠈䜲䞁䝗䝛䝅䜰䛜䠒䠍䠈䠌䠑䠍ே䠄ྠ䠐䠈䠓䠌䠑ே䠄䠔䠊
䠐䠂䠅ቑ䠅
9

10

䛺䛬䡞⛣Ẹᨻ⟇䛃䜢ᨻᗓ䛿䛸䜙䛺䛔䛸
䛔䛖䛾䛛䠛

⥲ྜⓗᑐᛂ⟇
1䠊᪥ᮏㄒᩍ⫱
䛂᪥ᮏㄒᩍ⫱᥎㐍ἲ䛃 2019䠊6
ᙜ㠃䚸ᆅᇦ᪥ᮏㄒᩍᐊ䛾ᅜᒎ㛤䚸᪥ᮏㄒᩍᖌ䛾ᅜᐙ㈨᱁䚸
᪥ᮏㄒᩍ⫱䛾ཧ↷ᯟ䠄ᨻᗓ䛸䛧䛶䛾᪥ᮏㄒ⬟ຊᣦᶆ䠅

ேཱྀῶᑡ䛿⥅⥆ᝏ䛧䚸䛭䜜䛸䛸䜒䛻እᅜேཷධ䜜䛾ᣑᚲせ
䛧䛛䛧 ᨻᗓ䛿䛂⛣Ẹᨻ⟇䛸␗䛺䜛䛃䛸ㄝ᫂

2䠊እᅜ䝹䞊䝒㟷ᑡᖺ䛾ᩍ⫱

2䛴䛾⌮⏤
1䠊ᅜẸឤ䜈䛾㓄៖ 䛂⛣Ẹ䜲䝁䞊䝹≢⨥⪅ணഛ㌷䛃䛾䜲䝯䞊䝆
2䠊⮬Ẹඪྑὴໃຊ䜈䛾㓄៖

3䠊 䛭䛾
ປാ䚸་⒪䚸⏕ά➼

→ᨻⓗ䛺ጇ༠䛾⏘≀䚹䛧䛛䛧䚸Ṕྐⓗ䛺㌿ᶵ䚸๓㐍䜈
11

12
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䛂30ᖺ㛫䛾ᨻ⟇✵ⓑ䛃ၥ㢟
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䝛䝟䞊
䝹
3%

ફ

ᖹᡂඖᖺ

ͤ䝗䜲䝒䛷䛿30ᖺ㛫䛾ᨻ⟇ᅾ䛻䜘䛳䛶䝖䝹䝁⣔ఫẸ䛜♫䛾ୗᒙ䜈䚸䝗
䜲䝒ே䛸䛾☜ᇳ䚸♫䛾Ᏻᝏ䛾ᠱᛕ䜒
→2004ᖺ䛾᪂⛣Ẹἲᚋ䚸⤫ྜᨻ⟇䛾ᚭᗏ
600㛫䛾䝗䜲䝒ㄒᏛ⩦⩏ົ䛵䛡
100㛫䛾䝗䜲䝒♫䛻䛴䛔䛶䛾Ꮫ⩦⩏ົ䛵䛡

㡑ᅜ
18%
䝧䝖䝘
䝮
10%

䝣䜱䝸䝢
䞁
10%

ᨻᗓ䛾㛵䛾䛺䛛䛷⮬య䚸ᕷẸ䜈ᢞ䛢
䝎䝤䝹䝸䝭䝔䜱䝑䝗ୡ௦䚸᪥ᮏㄒ䛜䛷䛝䛺䛔䚸ᮍᑵᏛᏊ䛹䜒䛯䛱䛾ቑຍ
䛭䛾Ꮚ䛹䜒䛜ᡂ㛗䛧䚸⤖፧䛧䚸Ꮚ䛹䜒䜢ᣢ䛴௦䛻
᪥ᮏ䛷༑ᖺ௨ୖᬽ䜙䛧䛺䛜䜙᪥ᮏㄒ䛜䛷䛝䛺䛔እᅜேᡂே



ᖹᡂ29ᖺ
ᖺ

Japan Center for International Exchange

13
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䠎䠌䠎䠌ᖺ௦䛻㉳䛣䜛ேཱྀ⃭ື

⮬య䛾እᅜఫẸ䜈䛾ᇶᮏⓗ䛺䝇䝍䞁䝇
䠍䠊ேཱྀῶᑡ䜢⿵䛖㈗㔜䛺ఫẸ
䠎䠊ᆅᇦ⤒῭䜢⥔ᣢ䛩䜛ᇶㄪ䛺ປാຊ
䠏䠊ᆅᇦ♫䛾ᣢ⥆ᛶ䜢⥔ᣢ䛩䜛㈗㔜䛺ⱝ䛔άຊ

䠍䠊ேཱྀ⃭ῶ
• 20ᖺ௦䛻550ேῶᑡ䠄ᅄᅜ䛾ேཱྀ䛾1.4ಸ䠅

ի

䠎.እ
እᅜே䛾ᛴቑ

ඃ⚽䛺ேᮦ䜢䜃㎸䜏ᐃ╔䛧䛶䜒䜙䛖

1䠅200䡚300ே䠛䠄ᖹᡂ31ᖺ㛫䛾ቑຍ170ே䠅
2䠅ᢏ⬟ᐇ⩦⏕䛾ᛴቑ 80ே䡚100ே䠛
䛩䛷䛻20㐨┴䛷ᅾ␃㈨᱁1䚸2䛜13┴䚸3䛜7௳
15

16

ᢏ⬟ᐇ⩦ไᗘ䜢䛹䛖䛸䜙䛘䜛䛛䠛

እᅜேᮦ䜢ᐃ╔䞉ά㌍䜢ಁ䛩䛻䛿

ㄢ㢟
䠍䠊ဨ䠏䡚5ᖺ䛷ᖐᅜ ไᗘୖ䛾ቨ
䠎䠊ἲປാ䛜ᴟ䜑䛶ከ䛔䠄᭱ప㈤㔠௨ୗ䚸㐣ᗘ䛺ṧᴗཬ䜃ᮍᡶ䚸
ຎᝏ䛺⏕ά⎔ቃ䛺䛹䠅
䠏䠊ప㈤㔠䛻౫Ꮡ䛩䜛㏵ୖᅜᆺ䛾⏘ᴗᵓ㐀䜈䠄䠎䠌㐨┴䛷ᅾ␃㈨᱁䠍䠅
䠐䠊᪥ᮏ䛻ᑐ䛧䛶ᝏ䛔䜲䝯䞊䝆䠄ᮏேཬ䜃ẕᅜ䠅䚸ኻ㋑䛾ቑຍ
ի
㏱᫂ᛶ䛾☜ಖ

䠍䠊⮬య䛸䛧䛶እᅜேḼ㏄䛾ጼໃ䜢ෆእ䛻බ⾲
㛗䛾䝯䝑䝉䞊䝆䛂ேཱྀῶᑡୗ䛷እᅜேఫẸ䛿Ḟ䛛䛫䛺䛔Ꮡᅾ䚹ᙼ
䜙䜢᪂䛯䛺௰㛫䛸䛧䛶㏄䛘䚸ᆅᇦ♫䛾Ⓨᒎ䜢┠ᣦ䛩䛃

䠎䠊ከᩥඹ⏕ᴗ䛾᥎㐍
䠉᪥ᮏㄒᩍ⫱䚸Ꮚ䛹䜒䛾ᩍ⫱䚸ປാ䚸་⒪➼
䠉እᅜே䛾♫㈉⊩᥎㐍
䠉᪥ᮏேఫẸ䛾ព㆑ᨵ㠉 ᚰ䛾䜾䝻䞊䝞䝹᥎㐍

䠍䠊⮬య䛾㛗ദ䛾Ḽ㏄➼
䠎䠊ᕷẸ䛻ᑐ䛩䜛⤂䠄ᕷ䛾ᗈሗ➼ά⏝䠅
䠏䠊㞠⏝ᴗ䜈䛾༠ຊせㄳ䛸༑ศ䛺㛵ᚰ䜢♧䛩䠄ඃⰋᴗ⾲ᙲไᗘ䠅
17

18

-8-

᪥ᮏᅜ㝿ὶ䝉䞁䝍䞊

䠎䛴䛾䝅䝘䝸䜸

እᅜேཷධ䜜䛻㛵䛩䜛༟㆟

䠍䠊ኻᩋ䛩䜛䜿䞊䝇
䞉 እᅜே䜢Ᏻ䛔ປാຊ䛸䜏䛺䛩
䞉 ᭷⬟䛺እᅜே䛜᪥ᮏ䛻㞟䜎䜙䛺䛔
䞉 ᴗ䛿ప㈤㔠ປാ䛻౫Ꮡ䛧䜲䝜䝧䞊䝅䝵䞁䜢ᛰ䜛
䞉 ᪥ᮏㄒ⬟ຊᨵၿ㐍䜎䛪䚸䝎䝤䝹䝸䝭䝔䜱䝗ୡ௦䛾ᣑ
䠎䠊
䞉
䞉
䞉
䞉

እᅜே䛾ᮃ䜎䛧䛔ཷධ䜜䛾䛒䜚᪉䜔ᐃఫ䜈䛾ᑐᛂ䚸䛥䜙
䛻䛿ᑗ᮶䛾᪥ᮏ䛾䝡䝆䝵䞁䛻䛴䛔䛶ᅜẸⓗ䛺㆟ㄽ䛜ᚲ
せ䛸䛥䜜䛶䛔䜛䚹
༟㆟䛿䚸♫ྛᒙ䜢௦⾲䛩䜛᪉䚻䛜Ⓨ㉳ே䛸䛺䜚䚸
୰㛗ᮇ䛺ど㔝䛻❧䛳䛶䚸ከ㠃ⓗ䚸ໟᣓⓗ䛺㆟ㄽ䜢⮬⏤㜏
㐩䛻⾜䛔䚸᪥ᮏ䛾ᑗ᮶䛻ྥ䛡䛶䛾᪉ྥᛶ䜢♫䛻♧䛧
䛶䛔䛟䚹

ᡂຌ䛩䜛䜿䞊䝇
᪥ᮏㄒ䚸⫋⬟䛸䜒䛻㧗䛔ඃ⚽䛺እᅜே䛜᪥ᮏ䛷ാ䛟
ཷධ䜜ᴗ䛷䛾⏕⏘ᛶ䛾ྥୖ䚸ᆅᇦ♫䜈䛾㈉⊩ᣑ
᪥ᮏே䜈䛾่⃭䚸┦ຠᯝ䡞ከᩥ䝟䝽䞊䛃
ᆅᇦ♫䛾ᣢ⥆ᛶ䛾ྥୖ䛸㛢ሰឤ䛾ᡴ◚
19

20

䛂እᅜே䛾ཷධ䜜䛻㛵䛩䜛༟㆟䛃䛾
2䛴䛾ᥦゝ䠄ᒣୗἲົ⮧䛻ᥦฟ䠅

ཧ⪃㈨ᩱ
䛄㝈⏺ᅜᐙ―ேཱྀῶᑡ䛷᪥ᮏ䛜㏕䜙䜜䜛
᭱⤊㑅ᢥ䛅䠄ᮅ᪥᪂᭩䚸2017䠅

䠍䠊䛂እᅜே䛸䜛᪥ᮏ䛾ᮍ᮶䝡䝆䝵䞁䛃
᪥ᮏ䛸䛧䛶䛹䛾䜘䛖䛺ᅜ䜢䜑䛦䛩䛾䛛䠛
䠎䠊䛂ᅾ␃እᅜேᇶᮏἲ䛃
እᅜே䛾♫䛷䛾⨨䛵䛡䛸ᨻᗓ䚸⮬య䛾
ᙺ䛾᫂☜

䛄⮬య䛜䜂䜙䛟᪥ᮏ䛾⛣Ẹᨻ⟇䠉
ேཱྀῶᑡ௦䛾ከᩥඹ⏕䜈䛾ᣮᡓ䛅
䠄᫂▼᭩ᗑ䚸2016)

http://www.jcie.or.jp/japan/2019/03/26/post-3293/

䛄ேཱྀ⃭ῶ ᪥ᮏ䛻⛣Ẹ䛿ᚲせ䛷䛒䜛䛅
(᪂₻᪂᭩䚸2011䠅

2019.3.25 ᒣୗἲົ⮧䛻ᥦฟ
21

22

報告①「外国人相談から」
新居みどり

NPO 法人国際活動市民中心（CINGA） コーディネーター
ている専門家集団で、2004 年にできた NPO で
ある。法で定められた外国人技能実習機構の母国
語相談センターの他、東京入管主管の３つの相談
センターの運営を受託している他、15 年以上法律
や労働、教育など専門家が対応する相談会を毎月
実施してきている。本報告では、法改正の相談現場
への影響について報告する。あわせて、CINGA の
自主事業で行っている全国 50 数か所のワンストッ
プセンターを訪問のヒアリング結果を報告する。

国際活動市民中心（CINGA）は外国人相談を行っ

法改正後、相談センターで相談件数は増加して

-9-

いるのではないか。全国のワンストップセンターで

ただ、最近の相談傾向は、
「所得税と書いてある

も件数は増えており、顕著な例として、ある県の

が何のことか？」といったシンプルな内容が多く、

センターでは、
2018 年度は年間 70 数件だったが、

基礎的なことがわからない人は多い。とても簡単

今年度は 1 か月で 100 件近くにもなった。

なことでも、それを聞くことができる人が職場な

なぜ相談件数が増えているのか。外国人の場合
は、困っていることの相談というより、
「制度が変

どに身近なところにいないのだろうということを
感じる。

わったと聞いたが、どういうこと？」など、情報

先日は、
「子どもを産むことにどれだけお金が必

を知りたいという内容が多い。技能実習機構の場

要ですか？」という相談があったが、話を聞いてみ

合は、全ての技能実習生が持っている技能実習手

ると、
妊娠を理由に解雇されていた。そのような時、

帳に相談センターについて記されていることから、

入管庁の『生活・仕事のガイドブック』は有用で

相談機関の存在が当事者に届き始めたと感じる。法

あると知った。日本人にとっては当たり前の内容

改正による影響は、日本人からの相談が圧倒的に増

だが、これの目次を相談者に見せると、
「こういう

えたことに現れている。ニュース等の報道を通じ

ことが知りたかった！」という方が多い。重要な

て、外国人が入ってくることや相談センターのこ

問題になる前に、
「予防」が必要で、外国人が自分

とを知った住民の意識化。その他、自治体関係者

を守るための知識が必要である。

（生活困窮者や女性など対人支援）から、外国人に

今後何が大事になるか。地域日本語教室とワン

係る相談案件がセンターにつながってくるように

ストップセンターの連携が不可欠である。うまく

なった。

いっている相談センターでは、
「困ったらワンス

都内では、外国人支援ネットワークが連携し

トップへ」の周知を地域日本語教室に向けて丁寧

て長年、持ち回り式のリレー専門家相談会行って

に進めたことがある。外国人本人というより、周

きている。CINGA の実施状況からは、対面での相

りにいる日本人に伝わった。今後作られていくの

談は減っている。2004 年の立ち上げの頃は毎回

であろう言語保障としての日本語や、まちづくり

40 ～ 50 件あったそうだが、2018 年 12 月は１

としての地域の日本語には、企業も含めた外国人

件であった。

が関わる機関の関係作りが必要。それが、豊かで

困ったことが起きた時に聞く人がいないのだな

安全なセイフティネットにつながる。また、これ

と感じる。昔は、
相談会場まで行くしかなかったが、

までは「外国人支援」と捉えてきたところがあるが、

今は、まずネット検索をするなど、自分たちで解決

外国人だけを分けて考えることには限界がある。女

できる時代になってきた。また、単身者が増えて

性、子ども、高齢者がいて、それぞれの人間として

いることも相談件数の減少に影響しているだろう。

のライフスタイルで生じる問題を抱える人の中に、

日本人も同様だが、家族を持つことで教育や生活

外国人がいるという視点を持った方が、より広が

などで困ることも生じてくる。

りがでてくるだろう。
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報告②「東京における日本語学習支援」
梶村

勝利

東京日本語ボランティア・ネットワーク

代表

で韓国から来ました。 来たくて来た日本ですが日
本語をほとんど話せないので苦労しています。 そ
れで会話中心の日本語をぜひ学びたいです。来週に
ある授業に参加できますか。
」
、
「わたしの妻で最近
日本に移住したベトナム人なのですが今、日本語を
勉強しています。今のところ独学と私自身が教え
ていますが、なかなか難しい。また、出来れば同
じ学習をする友人を作って欲しいと思っています。
可能であれば、参加させていただきたいのですが、
東京日本語ボランティア・ネットワーク（TNVN）

お教室の内容や受講者数の定員などをお教え頂け

は、25 年間、ボランティア教室のネットワーク活

ましたら幸いです。
」等、色々な問い合わせがある。

動を続けている。TNVN で発行しているガイドに

初心者でありながら、立派な日本語で問い合わせ

は１９７団体を掲載しており、HP からは各ボラン

をしているが、翻訳機能が使われているようだ。

ティア教室に問い合わせができるようになってい

学 習 者 は、 口 コ ミ、 役 所、 イ ン タ ー ネ ッ ト、

る。この 1 年間の問い合わせなど TNVN での調査

TNVN ガイドを通じて学ぶ場を探している。ネッ

の結果から、都内の地域日本語ボランティア教室

ト経由が増えており、TNVN の HP を介して、年

の状況を報告する。

間で 1,555 件。地域では、新宿区、練馬区、渋谷

はじめに、外国人に係る東京都の取り組みにつ

区が多い。相談者は、中国、韓国、ベトナムが多い。

いて。2016 年に「東京都多文化共生指針」が出

立場は、家族のことが多い。
「勉強したい」はもち

され、その施策目標のひとつに「日本人と外国人が

ろんだが、
「参加したい」という言葉からは、コミュ

共に活躍できる環境の整備」がある。この展開例

ニケーションを求めていることがわかる。また、ボ

として日本語学習支援の充実や地域活動やボラン

ランティア側では、学習者の意欲の高さと同時に、

ティア等への参加促進が挙げられている。国では、

様々なレベルがあるために支援の難しさを感じて

円滑な日本語でのコミュニケーションの充実とし

いることがわかった。教室は、練馬区、足立区な

て、文化庁の 2019 年度予算に地域日本語教育の

ど、
区が力を入れているところに数が多い。運営は、

総合的な体制づくり推進事業がある。

市民活動団体グループが一番多く、85％がボラン

東京の日本語教室の状況。TNVN の HP には、

ティア活動によるもの。受け入れは随時で、オープ

区部 165、市部 73 の教室を掲載している。実際

ンに行っているところがほとんどだが、一部は在住

の問い合わせを紹介すると、
「ネパール人の初心者

や在勤の要件がある。教室は、ボランティアが 10

で、ひらがなカタカナが読める程度なのですがク

～ 30 人くらいの団体が多い。

ラスの空きありますか？」
、
「Hello, I am Chinese,

ボランティア教室の抱える問題としては、60 ～

and I am not good at Japanese. I want to

70 代のボランティアが多く、高齢化している。教

find a place to practice my spoken Japanese.

室は、入門・初級が多く、どう支援していくかは

If you could give me this chance, I will be so

ボランティア教室だけでは対応しきれない。資金

happy.」
、
「チュニジア人の主人が日本語がまった

面では、学習者だけでなく、ボランティアも資金

く話せませんので、日本語教室を探していますが、

を出しているケースもある。場所の確保も抽選に

参加可能でしょうか。
」
、
「ワーキングホリデービザ

なるなど課題がある。オリンピック後にボランティ
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アをどう生かしていくかは都の課題でもある。

結果を反映してほしい。TNVN は行政と地域の日

今後は、文化庁の取り組みの中で都の自治体が
地域の日本語学習支援活動の 実態を調査し、その

本語教教室との コミュニケーションをとりながら、
東京で求められる形を話し合い、考えていきたい。
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[b] Hello, I am Chinese,and I am not
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could give me this chance,I will be so
happy.
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報告③「企業側の外国人労働者の受け皿づくりは」
中山眞理子

NPO 法人多文化子ども自立支援センター

代表理事

義務付けられていることだが、実習生にも保障し
ている。その他、
光熱水費も含めて社員寮無償など、
報道とは違った待遇である。
日本語研修は、約 20 人の実習生を 3 つのグルー
プに分け、3 人の講師で指導している（毎週日曜日
に 3 時間、
年間 144 時間実施）
。日本語のレベルは、
かなレベルから自国で 2 級を取得している者まで
バラバラで、19 ～ 38 歳、高卒～大卒の人がいる。
実習生は 1 回 1,000 円、費用負担がある。
世間一般で技能実習制度の悲惨な状況が伝えら

トラバース社では、内規により 4 級を取得する

れているが、それは本当なのか。企業での技能実

と、あと 2 年滞在できる。２級を取得すると、ベ

習生への日本語研修の経験から、実態をお伝えし

トナムホーチミン市の現地法人での正社員の途が

たい。

ある。賃金は日本人と同等の最低賃金からスタート

技能実習制度では、現地で事前研修が 3 ～ 6 か

するが、N ５取得で 30 円、N4 で 50 円、N3 で

月間行われ、国同士の取り決めでは税金や国保等

100 円、N2 で 150 円、N1 で 200 円と、日本

の日本の諸制度について教えることになっている。

語能力検定の合格によって時給をアップする仕組

研修に係る経費は日本の企業が出していることも

みがあり、社が支援して取得させる種々の国家試験

そこで教えなければならないはずだが、それらが

合格に対しても時給の上乗せで努力をひょうかす

完全になされていない場合が多く、多くの問題を

る。研修は千葉で実施しているので、遠方の支社で

生んでいる。問題は日本側が研修内容について干

通えない実習生のために同社に特化した通信教育

渉できないことにある。そこで、
相手国の派遣機構・

システム構築が依頼され、開発して、実施中である。

研修組織が要求し相場でベトナム 150 万円、中国

技能実習制度の受け皿はどうあるべきか。報道

120 万円と言われる額を実習生が払って借金を背

で目にするのは一方に利するものであり、まずは、

負っているということもある。そのことを実習生達

制度の悪用をなくしていくことが必要。次に、労働

が知らないことが問題を起こす要因である。来日

者の労働意欲・学習意欲を支えるシステムの構築。

後は協同組合等が受け入れ、
1 か月間の事前研修後、

トラバース社で実践しているように、日本語力や

各企業に配属される。現地と日本国内のシステムが

国家資格の取得によって時給が上がっていく仕組

統一されておらず、現地研修の内容等に課題もあ

みは、非常にやる気を起こさせる。3 番目に、双方

るため、日本での受け入れ後の状況も様々である。

（個人個人、企業と従業員、２つの社会、２つの国）

多文化子ども自立支援センターでは、３年前か

がウィンウィンである関係の構築。4 番目に、関

ら技能実習生を受け入れている会社（㈱トラバー

連組織との綿密な連携と協働。現地での研修や派

ス、 千 葉 県 市 川 市、 測 量 業、 社 員 約 1,000 人、

遣組織、来日後のこと、協同組合等の連携、そして、

14 支社、ベトナムに現地法人あり）での日本語研

受け入れ後の日本語をはじめとした色々な支援が

修を受託している。受け入れ企業のモデルケースと

必要だ。5 番目に、各地のボランティア教室への期

して、2017 年には国交省から企業研修に対する

待。実習生に地域日本語支援グループの門戸を開く

助成金を受けている会社である。同社では、実習生

こと、地方自治体や地域企業群と協働することで、

に最低賃金を保障している。これは、特定技能に

地域の生き残りや活性化につながる。受け入れ企業
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の規模の大きさは必ずしも研修の充実につながる

「共生」ではなく、
「相互依存」
、相互に依存しあっ

ものではない。それを可能にするのは、東京を始め

て助け合っていく拠点になっていただくとよいと

地域の支援活動グループには苦労もあることを理

思う。

解しているが、ぜひ担い手になっていただきたい。
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〇質疑応答
Q：リレー式専門家相談会とは？
新居氏：都内の国際交流協会、自治体や NPO は、専門家によるワンストップの相談会を開催している。
各団体では年 1 回ずつ程度しか行えないが、日程を調整することで、相談の機会を効果的に生か
せるようにしている。都国際交流委員会の HP で、日程等多言語で案内している。予約不要だが、
通訳の手配上予約した方がよいだろう。
Q：ワンストップセンターのことを初めて聞いた。どのようなものか？
新居氏：総合的対策に位置付けられ、2019 年度に始まった事業。都道府県、政令市、外国人数の多
いまちに 100 か所を作るとされている。未設置は東京都と沖縄県のみ。相談は無料で予約不要。
Q：ワンストップセンターについて素晴らしいと感じた点は？
新居氏：沢山あるが、地域によって在留資格等が異なるので、一般化できるものではなく、それぞれ
の状況に合わせて実施していることがよい。ベテランの相談員が多いところは安定感があってす
ごいと思う。
Q：具体的な相談事例のデーターベースはあるか？
新居氏：相談機関は入管から事例を配布されているが、公開されているかはわからない。
Q：日本語教室の学習者からの相談に、ボランティアとして気の重い場面もある。どこまで担ったらよ
いのか？
新居氏：自分だけで受け止めることなく、国際交流協会等、その他の相談機関につないでほしい。在
留資格等細かいところは専門家しか対応できない。ボランティアは抱えないで、専門家へのつな
ぎ手になってほしい。その上で、つないだら終わりではなく、その後も解決に向けて、寄り添っ
てほしい。「聞いてもらう」は身近な人にしかできないこと。
Q：日本語ボランティアの不足への対応は？
梶村：ボランティア募集には、行政中心／個別対応がある。講習会や養成講座を行う場合、現場を知っ
た方が講師になり、実体験を伝えることが大切。TNVN でも出前講習会を行っている。日本語教
師の資格においても、ボランティア教室への極短期の研修参加だけでは不十分で、一定期間長期に、
現場に触れることが大切。ボランティア教室側からも門戸開放をしていかなければならない。
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Q：ボランティアになる資格は？
梶村氏：ほとんどの教室は資格要件を設けていないが、日本語教師養成 420 時間の講習受講を要件と
する教室もある。今後、地域における日本語コーディネーターがどう調整していくか。
Q：ボランティアの高齢化について
梶村氏：働き方改革に伴い、年金が少なくなり、70 歳まで仕事をやりなさいという方向になっている。
現在、定年後にある程度の生活ができる方がボランティアをやっている事が多いので、定年が 70
歳になると定年の数が減ってしまう。将来外国の方が増えていく中で、地域におけるボランティ
アの在り方が問題になる。日本語教室とお茶等の一般の教室が同列に考えられているが、外国の
方にどういう居場所を作るか、外国人支援を考える中で、行政にはもっと力を入れて考えてもら
いたい。
Q：トラバース社での４８回の日本語研修、どのように実践しているのか？
中山氏：グループ分けは、出身国や来日時期、人事異動などに応じて分ける。ほとんど個別対応。現
在は内規に応じて日本語能力試験合格に向けた内容を行っている。
Q：トラバース社の通信教育教材はどのようなものか？
中山氏：グループ分けは、来日時期・人事異動などに応じて分ける。それぞれ能力が異なるのでほと
んど個別対応。現在は内規に応じて日本語能力試験合格に向けた内容を行っている。
Q：トラバース社の通信教育教材はどのようなものか？
中山氏：必要な文法を教えて行くが、本文の会話等は会社の組織・上下関係等に応じ企業に特化した
ものにしている。練習、テストもありテストは採点しフィードバックを行う。
Q：地域ボランティアから外国人へのよいはたらきかけは？
中山氏：口コミが一番。教室から相談機能を持っているところにつなげる関係がよいのでは。
Q：日本語学校で教師をしているが、学習者は全員中国人で、日本人との交流が少なく困っている。
中山氏：国際交流協会等のイベントへの参加はどうか。いずれはボランティアとして参加していけれ
ばよいのではないか。
Q：外国人の防災を担当しているが、個人情報保護法で外国人とのコンタクトが難しい。
毛受氏：外国人の間では母語の SNS が活発。新宿区のまちづくり会議では、外国人のコミュニティの
中心となっているキーパーソンが会議のメンバーになっている。日本のこれまでの情報の出し方
ではなく、キーパーソンと相談しながらやっていくのがよい。
Q：外国人を増やしても、東京への人の流れを変えなければ地方の活力にならないのでは？
毛受氏：東京も家賃の面など問題はある。技能実習生が来たら市長が歓迎会を開く等、地域全体で歓
迎していることを示すのがよい。労働力のために呼ばれているということは、相手にも見えている。
今日参加している皆さんのように関心を持つ方たちを増やしていくこと、また、企業にも関心を
持って支援をしてもらうことが必要。
Q：ジェンダーギャップ等人権意識の低い日本で、外国人への関心は難しいのでは？
毛受氏：人権問題としての観点は勿論必要だが、外国人の活躍は、人権にかかわらず私たちの生活にとっ
て死活問題という視点は、一般に受け入れやすいと考えている。
Q：自治体で日本語教育推進計画を立てることになっているが、どのような意味を持つか？
毛受氏：計画作成により交付金で予算化できる。文化庁の予算は増えている。５年、10 年で劇的に変
わっていくのでは。
Q：国家資格を持つ日本語教師とボランティアのすみ分けをどう考えるか？
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毛受氏：違いは出てくるが、有資格者だけで解決できることではなく、地域日本語教室が必要である
ことは変わらない。日本語はできるが話す相手がいないということもある。
Q：国語教科書の長文が読めるが理解できない生徒もいる。教科書をやさしい日本語に変えることはで
きるか？
毛受氏：外国人が増えてやさしい日本語が増えることで、日本語が変わっていく転機にもなるかと言
語学者と話をしたことがある。企業がわかりやすい日本語を使うことで、その企業には優秀な外
国の人材が集まるかもしれない。
Q：入管局は今後どうしたらよいか？
毛受氏：現場の人がいる場に足を運び、声をくみ取り、学んでいくことが一番重要。
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B 分科会

●テ

ー

マ：

在住外国人の医療・保健について ～通訳・相談・診療の現場から～
近年、都内の外国人人口は急増しており、出入国管理法の改正などに伴って今
後さらに増えていくことが予想されます。そのような中で、在住外国人の医療・
保健に関する相談や問合せの件数も増加傾向にあります。
適切な治療のためには、患者と医療機関等による円滑なコミュニケーションが
不可欠です。言葉が通じないと、症状や診断が正確に伝わりません。また、患者
が持つ多様な文化的背景への配慮も必要です。
本分科会では「通訳」、「相談」、「診療」の視点から、在住外国人の医療・保健
をめぐる現状を確認し、それぞれの現場における課題を提示します。後半のパネ
ルディスカッションでは、全体的な課題を整理するとともに、支援に携わる様々
な主体の役割や連携の可能性について、考察を深めていきます。基調講演

：

「人口激減時代と外国人受入れ新政策－日本は移民社会に向かうのか？」
●ファシリテーター：

高田 友佳子

Our Foreign Neighbors We Care 代表

●登

壇

者

①：

西村 明夫

RASC コミュニティ通訳支援センター

●登

壇

者

②：
②：※杉田 理恵

東村山市市民相談・交流課多文化共生相談員

●登

壇

者

③：

阿部 裕

四谷ゆいクリニック

●登

壇

者

④：

村田 陽次

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課

代表

院長

※当日諸事情により欠席。
●参 加 者 数

４９名

登壇者プロフィール
西村 明夫（にしむらあきお）

ＲＡＳＣコミュニティ通訳支援センター

代表

神奈川県・医療関係団体・ＭＩＣかながわとの協働で医療通訳派遣システムを構築（2002 年）
、
その後（財）
自治体国際化協会の医療通訳ボランティア研修プログラムの開発に従事。現在、医療通訳システムに関す
る研修企画、アドバイス、調査研究を行っている。
著作等：
『外国人診療ガイド』著（メジカルビュー社）
、
「医療通訳士に求められる共通基準」中村安秀・
南谷かおり編『医療通訳士という仕事』
（大阪大学出版会）
、
『医療通訳学習テキスト』
（創英社／三省堂書
店）ほか
学会：移民政策学会（企画委員）
委員等：
（公財）自治体国際化協会（ＣＬＡＩＲ）地域国際化推進アドバイザー

阿部

裕（あべゆう）

四谷ゆいクリニック

院長

1950 年群馬県生まれ。1990 年、スペイン留学から帰国してから日系ラテンアメリカ人の支援に取り
組んでいる。2006 年 3 月、四ツ谷に外国人を中心に診療する多文化クリニックを開設。多文化間精神
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医学会前理事長、日本外来精神医療学会福理事、日本精神衛生学会理事、
（一社）多文化社会専門職機構
副代表、NPO 法人国際活動市民中心（CINGA）副代表。
著書に、
『ドン・キホーテの夢』星和書店（1996 年）
、
『多民族化社会・日本』
（共著）
、
『外国人相談の
基礎知識』
（共編著）松柏社（2015 年）
、
『実践医療通訳』
（共編著）松柏社（2015 年）
、
『あなたにも
できる外国人へのこころの支援』
（共著）岩崎学術出版（2016 年）
、
『多文化精神医療－自然、風土、文化、
そして、こころ』ラグーナ出版（2019 年）などがある。

村田 陽次（むらたようじ）

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課

課長代理

山口県宇部市生まれ。
1999 年東京都庁採用。
これまで担当した業務は都立のチャレンジスクール
（定時制・
単位制・総合学科高校）開設準備、美術館・博物館等の管理運営、首都圏のホール・劇場と実演芸術団体
によるネットワークの推進など。2018 年 4 月からは生活文化局都民生活部で共助社会づくり推進担当
として、多文化共生施策強化や共助社会づくりのための体制づくり、
「やさしい日本語」推進などに取り
組んでいる。好きな飲み物はホッピー。

高田 友佳子（たかだゆかこ）

Our Foreign Neighbors We Care

代表

東京都生まれ。米国で Master of Social Work を取得後、Licensed Social Worker として子供専門病
院で重度の精神疾患の子供達のカウンセリングとライフサポートに従事。帰国後は外国人相談や自治体の
多文化共生ボランティア事業の立ち上げに携わりつつ、在住外国人のライフサポートを目指して、2016
年 11 月に Our Foreign Neighbors We Care を設立。医療通訳関連のワークショップや在留外国人の
居場所作り、病院スタッフへの英語研修などの事業を展開しつつ、多文化共生コーディネーターとして在
住外国人のための多岐にわたる活動に関わっている。
NPO 法人 国際活動市民中心（CINGA）コーディネーター、
（一社）多文化社会専門職機構

「東京都における在住外国人の現状」
村田 陽次

東京都生活文化局都民生活部地域活動推進課

課長代理

しする。ここでは、外国籍を持っている方のこと
を「外国人」とする。外国にルーツを持っている
が、後に日本国籍を取得した方、元々日本国籍を
持っているが、海外で生まれ育ったという方は含
まれていない。
都内の外国人人口は、この５年間で約 19 万
人増加し、今年 1 月 1 日現在で 57 万 8,000 人
だった。昨年 12 月に東京都が出した『
「未来の
東京」戦略ビジョン』では、
このままのペースだと、
2040 年には都内在住の外国人人口が 125 万人

◯ 都内外国人人口の急増
最初に在住外国人の状況について概要をお話

に上ることが見込まれている。
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都内には専門的・技術分野や留学の資格を持つ人

◯ 在住者の国籍と在留資格
外国人の国籍も多様化しており、国や地域の数

が多い。傾向としては、永住者・家族滞在・日本

は 194 に及んでいる。近年は特にベトナムやネ

人の配偶者や定住者などの長期在住がより増えて

パールなどが増加している。在留資格別に見ると、

いく見込みである。
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相談対応の現場から
（１）薦田 庸子 氏

公益財団法人 武蔵野市国際交流協会

コーディネーター

応できていない。医療現場では緊急性が高いもの
が多く、高度な専門性や責任問題のことも考える
と、なかなか手が出せない。現状では、外国人と
交流のある日本語教室の支援者や、
「むさしのファ
ミリープログラム」
（留学生向けのホームビジッ
ト）のホストファミリーなどが病院に付き添い、
通訳者としてではなく「何かお手伝いをする」と
いう形で対応をしている。ホストファミリーから
は「留学生の具合が悪くなったので、自分のかか
武蔵野市国際交流協会では長年にわたり相談事

りつけの医者に連絡をして連れて行った。受付な

業を行っており、現在は 18 言語 50 名の方が語

どの書類を書くお手伝いはしたが、診察室には同

学ボランティアとして協力してくださっている。

行せず、診察室から出てきたときに励ましてあげ

その中で最近多いのが、通訳者の派遣依頼である。

た。
」という報告も寄せられた。今後はそういっ

年間の依頼件数は例年 100 件ほどだが、今年度

た場面でも医療通訳の力が発揮されるようになっ

はすでに 140 件に達している。市外に通訳者を

てほしいと考えている。

派遣することもあるが、医療通訳にはほとんど対
-26-

（２）西尾 加朋 氏 （一社）OC Net（外国人とともに生きる大田市民ネットワーク）相談員
ではあったが、これ以上の支援を続けることが
難しいことを伝えたところ、その方は「私はも
う病院にも行けないということか。」と泣き出
してしまった。その後、中国人の互助的な組織
の方に通訳を頼んで病院に行くようになったそ
うだ。
普通に日本に住んでいれば、本来誰でも享受
できる医療を、ことばの橋渡し役がいないとい
う理由で享受できない。私たちはこの事実に大
私たちの団体は大田区内で 20 年以上にわた

きな壁を感じた。また、その方は、「指定難病

り外国人の支援を行っており、医療通訳をする

の医療助成費を受けたら、永住権を取ることが

こともある。

できなくなる。」と思い込んでいた。いろいろ

その中で、印象に残っている事例を一つ紹介

な制限を受けながら生活をしている外国籍の人

したい。その方は中国出身で、平日の午前中に

自身が、こころに壁を作ってしまっていること

通院を希望していたが、対応できるボランティ

を、私たちは非常に重く受け止めた。なんとか

アが見つからず、外部の団体の方の協力を得て

その壁を乗り越えられるように、私たちは努力

通訳者を手配していたが、やがて本人の希望通

していく必要がある。

りに対応することが難しくなった。苦渋の決断

高田

友佳子

Our Foreign Neighbors We Care

代表

きく分類される。今回のフォーラムでは「日本
に暮らす在住外国人」に焦点をあてて議論を進
めていく。
同資料の中で、杉田氏は「外国人相談事例か
ら 考 え ら れ る 在 住 外 国 人 の 医 療・ 保 険 に 関 し
ての解決策提起」を挙げている。一つ目に「医
療通訳に関する仕組みづくり」とあるが、やは
り「ことばの壁」は非常に大きい。けがをした
ときや具合が悪いとき、日本人であれば当たり
杉田氏の資料にある「外国人相談事業からみ

前に病院に行くが、そういうことができない人

る在住外国人の医療・保険の現状と課題」を見

たちのために「医療通訳」が必要なのではない

ていただきたい。外国人患者は「日本に暮らし

か。西尾氏から中国語通訳者の事例が紹介され

ている在住外国人」（技能実習生や日本人の配

たが、患者や医療従事者が安心して頼める医療

偶者など）、「医療目的で来日する外国人」、「観

通訳者が必要であり、そのための人材育成が必

光 目 的 で 来 日 し、 そ の 滞 在 中 に 病 気 や け が を

要だ。

負って医療機関を受診する外国人」の 3 つに大
-27-

三つ目に「高収入ではない生活者」とある。

医療目的で来日する人たちは、比較的お金に余

で 3,000 円」で利用できたとしても、継続医

裕がある。医療通訳にかかる費用について、例

療の場合は通院回数が重なり、通訳費用だけで

えば「１時間で 1 万円」と言われたとしても、

３〜 4 万円、それに加えて医療費がかかるため、

すぐに支払うことができる。しかし、日本で暮

非常に大きな負担となる。この状況を改善する

らす外国人にとって、仮に医療通訳を「１時間

ための議論も必要である。
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「医療通訳システムの概要」
西村

明夫

RASC コミュニティ通訳支援センター

代表

医師側とことばのやりとりができないと、サポー
トもできない。
◯ ことばの違いを乗り越える方法
ことばの違いを乗り越える方法として、まず、
医療従事者自身が通訳をするという方法がある
が、現実は担当業務だけで手いっぱいであり、限
られた人数の中で持ち場を離れることも難しい。
次に、多言語問診票などの翻訳ペーパーを活用す
これまでの話を受けて、東京都ではどのような

るという方法もある。定型的な内容のものには活

医療通訳システムが求められているのか、そして、

用できるかもしれないが、実際の患者が抱える状

そのシステムを作るために必要なこと、あるいは

況は様々であり、症状や重篤度、治療方針も人に

現実問題として、どのように作れるのか、といっ

よって違うため、全てに対応できるわけではない。

たことを考えるための材料を提供したい。

そもそも、外国人患者の数が極めて少ない診療科
や病院では、その保管場所が忘れられてしまい、
取り出すまでに時間がかかってしまう。また、最

◯ 医療にとってことばの意味
医師は患者に対して正しい診断を行い、最適な

近は、音声翻訳の機器や翻訳アプリなども発達し

治療をしたいと考えている。例えば、
母国でもらっ

てきている。英語や中国語などは訳例も豊富で、

た薬などの服用状況を確認できないと、手戻りが

精度もかなり上がってきているが、それ以外の言

生じ、治療が違う方向に行ってしまう恐れがある。

語になると誤訳も非常に多い。これらの機器は明

検査技師は、検査前に患者がきちんと絶食してい

瞭な音声で入力しなければ翻訳できない。正確性

るかどうかを確認しなければならない。もし朝食

に難があり、間違ってしまうことによるリスクも

を摂っていたらその日は検査ができず、翌日以降

高い。そうなるとやはり医療通訳が求められる。

に流れてしまう。CT や MRI の検査時には、
「20
分間じっとしていてください、指先も動かさない

◯ 医療通訳とは・・

でください。
」とことばで説明する。それができ

医療通訳とは、医療現場における医療従事者と

なければ、良い画像は得られない。病棟の看護師

患者やその家族の、異なる言語間の橋渡しのこと

などは、患者が安心して前向きになれるように、

である。
「異なる言語間の橋渡し」とは、一言語

いろいろなケアを行うが、ことばが通じないと声

間ではなく、違う言語のやりとりであるという点

がけの回数が自然と減ってしまう。

がポイントだ。医療現場は、
同じ患者でも時々刻々

患者や家族にとっても、ことばの持つ意味は大

と状況が変わる。診察室に一度入ると業務から逃

きい。インフォームド・コンセントが発達してい

がれられず、通訳者の居場所が十分にあるとも限

る国の人は、自分の病気のことをきちんと知らせ

らない。ビジネスの現場では、対等な関係性が保

てほしいと願っている。ことばが通じないと「日

持されるが、医療の場合、通訳の利用者は患者と

本の医療は違う、話してくれない、通じない。
」

医療従事者であり、その立場の差は歴然としてい

と感じてしまい、なかなか前向きになれない。ま

る。また、より丁寧で正確な通訳が求められる。

た、家族が患者のために支援をしたいと思っても、

「痛くない」と「あまり痛くない」は同じ意味で
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はない。診断とことばの関係も考慮しなければな

われた処置に対して付与される。そのため短い時

らない。医師は主訴（症状の訴え）を聞いてから、

間でより多くの患者を診察すれば利益につなが

「この病気は何だろう。
」と考え始める。主訴の聞
き取りが不十分だと、必要な検査数が増えてしま

る。また、通訳が入ることによって医療現場が混
乱してしまう可能性もある。

う。医師は本人だけでなく家族の病歴も聞きなが
ら、重病の可能性から順に打ち消し、疑われる病

◯ 医療通訳システムの分類

気の範囲を絞り込む。その上で検査を実施し、最
終的な診断をする。

医療通訳システムの形態は大きく 4 つに分類
できる。一つは医療機関が通訳者を雇用する形態。
決められた日に特定言語の通訳者が待機し、患者
も安心して通院することができる。院内に通訳者

◯ 医療通訳のリスク
医療通訳トレーニングを受けないと、短期記憶

がいれば、診療各科にも医療通訳が認知され、利

のスキルやノートテーキングの技術が身につかな

用機会も増え、要請に応じてすぐに現場に駆けつ

い。医療用語知識の不足や患者からの依存という

けることも可能となる。しかし、雇用には費用が

面でもリスクがある。例えば、患者に通訳者が自

かかるため、対応言語数は限定的になってしまう。

身の連絡先を教えてしまうと、時間に関係なくい

また、病院そのものには通訳ノウハウがないので、

ろいろな相談を持ちかけられるようになってしま

通訳者のレベル確認ができない。

うこともある。重い症状や予後が悪いときには、

二つ目は医療機関におけるボランティア通訳者

通訳者自身も気持ちが沈み、引きずってしまう。

の登録制度の形態である。登録を呼びかけていろ

患者の子どもが通訳をするケースも多いが、子ど

いろな言語の人を集めることができる。しかし、

もは学校を休むことになる。子どもは日常の中で

病院が通訳者のレベルを確認することはできな

外国籍であることを理由に偏見や差別を経験し、

い。救急対応も困難である。

ストレスを感じているかもしれない。そこに通訳

三つ目は電話・タブレットによる通訳の形態

者としてのストレスが加わる。重病宣告の場面で

である。多言語対応が可能となり、通訳者の移動

は病気が治らないかもしれないということを、子

時間も不要である。しかし、アクセス手続きや機

どもの口から愛する家族に伝えることになり、心

器の操作が面倒である。また、対面通訳では、寄

の負担は厳しいものがある。

り添ってもらえるような安心感を患者は得られる
が、電話・タブレットによる通訳では難しい。タ
ブレット等の機器を導入する医療機関側から契約

◯ 医療現場の受入姿勢
医療従事者側は医療通訳に慣れていない。通訳

先の通訳者のレベルを確認することはできない。

者は「ゆっくり、短く切って話してほしい」と思

四つ目の通訳者派遣システムの場合は、比較的

うが、なかなか希望どおりには進まない。また、

多くの言語に対応することができる。注目すべき

医療通訳者の地位や身分が確立されていないた

は、派遣システムの中で、通訳者を育成すること

め、通訳者は患者の身の回りの世話をする人とし

ができるという点である。しかし、通訳料と事務

て扱われ、雑用を頼まれてしまうこともある。

局運営費のための財源確保が課題である。また、

病院側にも経営上の心配がある。診療費の未
払いや待ち時間の長時間化などが挙げられる。通

通訳者の移動時間も考慮に入れなければならず、
救急対応も困難である。

訳が必要となる場合、診察時間は通常の２倍かか

これらの分類を踏まえて、東京都ではどのよう

るので敬遠される場合がある。通訳が入らない方

なシステムが求められるのかを考えていただきた

がもっと時間がかかるのではないかと思うが。医

い。

療機関は診療報酬で経営を維持している中で、診
療報酬の点数は診察にかかった時間ではなく、行
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んでしまう。最も辛い思いをするのは患者である。

◯ 医療通訳システムの稼働地域

「医療通訳研修・選考」のポイントは三つある。

全国で医療通訳システムがどの程度稼働してい
るか。現在、NPO や自治体、国際交流協会など

きちんとしたプログラムやカリキュラムがあるこ

は「派遣」という形で医療通訳システムを稼働さ

と、きちんとした講師がいること、きちんとした

せている。一覧を見ると、政令指定都市やそれら

教科書があることである。さらに会場が確保され

を抱える県などが目立つ。その一方で、財政力の

ればより望ましい。学校教育においても、学習指

弱い小さな自治体もそれなりに頑張って取り組ん

導要領があり、資格を持つ教諭がいて、検定教科

でいる。

書がある。学校には施設基準もある。研修時間は
トータルで 20 時間程度がよい。これ以上長くな
ると参加できる人が少なくなり、言語の種類も絞

◯ 外国人患者受入れ病院の現状
外国人患者受入れ病院の状況は、厚生労働省が

られてしまう。また、お金もかさんでくる。まず

補助金を出す医療通訳拠点病院、JMIP（外国人

は 20 時間程度を土台として、その後の育成期間

患者受入れ医療期間認証制度）の認証病院、従来

の中で人材を育てていくという考え方である。教

から医療通訳スタッフを配置している病院などが

科書としては、我々が作成した『医療通訳学習テ

あるが、全国的にはそれほど数が多いわけではな

キスト』が使われていることが多い。テキストが

い。地図上に点在している状態で、面にはなって

あれば研修だけでなく自己学習にも使える。研修

いない。東京都の状況を見ても、総人口 1,400

の中ではロールプレイを行う模擬通訳トレーニン

万人のうち外国人が 4% という状況の中で、そ

グが不可欠である。
研修修了者（選考合格者）の育成にも様々な取

の数は決して多いとは言えない。

り組みが必要である。資格試験に合格した翌日か
ら、すぐに一人前として働けるわけではない。最

◯ 医療通訳システムづくりのポイント
大きなポイントは四つある。一つ目は「医療通

初はインターンシステムの中で難易度の低い通訳

訳研修・選考の実施」である。通訳者のレベルを

から経験を積んでいく。たとえば、慢性疾患の通

確認しながら人材を確保するためには不可欠であ

院ケースから始めて、医療方針の説明、重病系の

る。二つ目は「研修修了者（選考合格者）の育成」

ケース、手術前説明などの難易度の高いものへと

である。研修をして終わりではなく、その後の育

経験を積みながらステップアップしていく。言語

成が大切である。三つ目は「一般病院の通訳者受

別のフォローアップ研修や、座学内容の復習も必

け入れ理解」である。医療機関において医療通訳

要である。

はまだまだ認知されていない。大きな拠点病院と

病院側は、外国人患者が増えることによる診察

いうよりは、一般病院に受入れの理解を示しても

の停滞、日本人患者の減少、治療費未払いの増加

らえるように取り組む必要がある。四つ目は「財

などを懸念している。また、通訳者の派遣要請に

源の確保」である。日本語が話せないことを自己

かかる費用、通訳者のレベルに対する不安と医療

責任とする考え方が一般的であるため、患者は自

過誤リスクなども、通訳者の受け入れを阻む一因

分で通訳者を連れて来ることを求められ、その費

となっている。受け入れ理解のステップを考えて

用を負担しなければならないのが現状である。そ

いかなければならない。

れで適切な医療を実施することができるのだろう

財源の確保も大きな課題である。少数言語の場

か。通訳費用を気にして患者が初期医療にかかる

合は、通訳者自身も就労しているため、安価なボ

ことをためらうと、その間に病状が進行してしま

ランティア価格で対応を求めるのは困難である。

い、重症化してから病院に来ることになる。早期

専門職の価格としては、2 時間で１万円程度は用

の治療ができないことで医療機関側も困ってしま

意する必要がある。派遣調整事務人件費というの

う。また、症状が重くなってしまうと医療費も嵩

は、難易度が低いものから難しいものまで、それ
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ぞれの通訳者に見合った案件をマッチングする

を払って研修を受講する。研修実施機関は受講料

コーディネーターの雇用にかかる費用のことであ

収入から講師のレベルアップや教材の開発に取り

る。年間 100 件以下の場合であれば兼務できる

組む。それが通訳者のレベルアップにつながり、

かもしれないが、それ以上になると専任の人材を

さらに外国人患者の安全・安心にもつながる。通

雇用する必要がある。事務局の運営費用もかかる。

訳者の社会的評価も上がり、医療機関もそれに見
合った通訳料を支払うという循環ができること
で、より良い通訳を実施できるようになる。ぜひ

◯ 医療通訳の好循環をめざそう
医療機関が通訳者に適正な通訳料を支払うよう
にしてほしい。通訳者はその中から適正な受講料

皆さんで、東京都の医療通訳システムを作ってい
ただきたい。
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「外国人こころの医療−診療現場から」
阿部

裕

四谷ゆいクリニック

院長
チャーショックである。身体的な症状は、心身症
やうつなどの症状として見られることもある。他
の診療科で異常が見られず、精神科の診察を受け
るというケースが多い。
◯ 多文化クリニック
私のクリニックは 2006 年に診療を開始した。
2018 年 2 月までの 12 年間で、外国人初診患
者数は 1,523 人、平均すると年間約 120 人で
あった。しかし、ここ 2 年間は患者数が急増し、

◯外国人が抱えるこころのストレス
私のクリニックには、こころの問題を抱える患

年間で 250 人ほどの患者が来院している。労働

者が来るが、身体合併症と思われるケースも多く、

者と留学生が急激に増えたことがその背景にあ

全体の約 10% にその症状が見られる。身体的な

る。
一番の課題は外国語での対応である。医師だ

問題と精神的なものは密接に関わっている。
「多文化ストレス」には様々なものがある。職

けが外国語を話せても意味がない。例えば、診察

場でのトラブルも多い。上司とのコミュニケー

の翌日に薬の副作用に関する相談が寄せられたと

ションが上手くいかないという話も聞く。親子間

き、事務スタッフが電話で対応しなければならな

の問題には、子どもは日本語ができるが、親はで

い。医療通訳は患者の通院時だけに生じるもので

きないという状況も見られる。学校における子ど

はない。そういったところまで考えて、医療通訳

もの悩みも、現在大きな問題になっている。親が

は必要である。
現在、クリニックでは医師をはじめ看護師や臨

日本語ができないと、なかなか解決できない。発

床心理士・心理士、事務スタッフも外国語で対応

達障害の問題もある。
来日当初は見るもの全てが新鮮に思えるが、だ

できる体制が整えられている。英語とスペイン語

んだん日本に嫌気がさしてくるようになる。カル

については、いつでも対応可能である。ボルトガ
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ル語、中国語、韓国語、フランス語についても、

ンマーが続く。この２年分のデータを加えると、

所定の曜日に対応できるようになっている。それ

英語圏の数が一気に増えてくることが予想され

以外の言語については、初回の診察だけは医療通

る。都外から来院する患者もいる。疾患別に見る

訳者を派遣してもらう。精神科では初診に 1 時

と、
うつ病の患者が最も多く、
誘因として「多文化」

間ほどかかる。ネパール語やベトナム語の通訳者

と「家族」が重なっているケースも多い。職場に

に来てもらうことが多い。２回目以降はテレビ電

おける対人関係、些細な事件や事故によるものも

話による通訳システムを使う。英語、スペイン語、

見られる。実際には、遠方からの通院に費用がか

ポルトガル語、中国語、ベトナム語、韓国語につ

かってしまう、家族のサポートが少ないといった

いては、パソコンのスイッチを入れるだけで 24

理由から、治療がなかなか継続せず、途中で終わっ

時間いつでも利用できる。その他にも、電話通訳

てしまうことも多い。

で 19 言語に対応している。通訳利用にかかる費
用は高く、小さい規模の医療機関には大きな負担

◯ 多文化共生社会の構築に向けて

となる。医療は時間をかければかけるほど、真面

医療通訳をするにしても、我々はこの社会で外

目に患者を治療すればするほど利益が減ってしま

国人と共に暮らしているということを認識してい

う。

なければならない。そのためには、情報、言語、

最近は知人・友人からの情報で来院するケース

コミュニケーションの問題や自己効力感、他者と

が多いが、様々なルートの紹介で来院に至ってい

のつながり感、地域の中で助け合える力を持つこ

る。ホームページを見て来る人も多い。１２年間

とが大切であり、それがネットワークの構築・活

における患者の国籍を見ると、ペルー、コロンビ

用やレジリエンスの強化につながっていく。ダイ

アなどのスペイン語圏が多い。次にブラジルなど

バーシティの価値を認めながら、アンチスティグ

のポルトガル語圏、アメリカ、韓国、中国、ミャ

マの問題をきちんと考えることも必要である。
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パネルディスカッション
質問１：東京都ではどのような対応をしているか。
「やさしい日本語」を医療従事者に広めることも大
切ではないか。
村田 氏
東京都では、大きな柱の一つとして福祉保健局が「ひまわり」などの外国人向けの医療情報提供サー
ビスを実施している。また、
医療機関に対する支援も行っている。JMIP の取得補助、
問診票やホームペー
ジの多言語化、病院として医療通訳者を育成する場合の経費補助や、救急医療向けの通訳サービスなど
がある。支援対象は、一定規模以上の拠点的な病院や救急医療などが中心である。点としての支援は行
われているが、面としての支援にまではなっていない。
オリンピックの開催を控えているため、在住外国人よりも来訪、インバウンド対応のウエイトが重く
なっている。医療政策としては、在住外国人が初期診療を目的に一般病院に通院するための支援がまだ
十分ではなく、生活文化局が取り組む多文化共生分野の視点で言えば、コミュニティ通訳が医療とつな
がっていない現状にある。
東京都自身も都立病院を運営している。規模の大きい病院が多く、全病院に映像通訳タブレットや翻
訳機などが導入され、外国人患者や救急患者が多い広尾病院などには医療コーディネーターや医療通訳
者が配置されている。職員向けの語学研修や異文化理解研修も実施されているが、少数言語対応などの
課題もある。病院側への意識づけや、通訳を利用する前に、いかに日本語でやさしく伝えるかという視
点も重要である。診察室の中だけではなく、受付や各種案内などにおいても「やさしい日本語」が役に
立つのではないか。
都域全体で非英語圏の在住外国人が増えていることを考えると、英語、中国語、韓国語だけでは、コミュ
ニケーションに支障が出てしまうため、東京都では今年度から本格的に「やさしい日本語」の取組を開
始し、区市町村等を対象に研修を行っている。今後様々な分野において「やさしい日本語」の活用を進
めたいが、外国人の困りごとの上位に必ず出てくるのが医療である。医療政策を担当しているところに
も今後働きかけをしていきたい。
質問２：医療通訳体制の整備について、診療報酬改定の議論などはあるのか。また、各診療科目の専
門用語について、通訳者はどのように勉強をしているか。養成講座などでフォローアップが
行われているのか。
西村 氏
おそらく厚生労働省の中央社会保険医療協議会が決めていくものと思われるが、これまでのところ診
療報酬改定の議論はないようだ。厚生労働省の立場としては、診療報酬点数に医療通訳は含まれない。
最近出た医療機関向けマニュアルの中にも、通訳費用は患者負担とすることができるという内容の記述
が見られる。この議論も元々は保険の話からきている。日本の場合は医療費の３割が自己負担である。
通訳費用にも患者負担分が生じてしまう点が課題となる。さらに原理的には、保険は大数の原理に基づ
いており、自分もいつか医療を受けることになるかもしれないと思うから皆保険料を支払っているので
ある。日本人がいずれ外国語しか話せなくなるということは起こりえない。原理原則を考える人もいる
ため、保険のシステムに組み込むのは難しい。
各診療科目の専門用語を扱う研修を実施しているところもあるが、東京都の場合は、これから仕組み
を考える段階にあり、研修や養成講座はまだ行われていない。民間組織や団体等が実施しているのが現
状だ。
『医療通訳学習テキスト』を使って自分で勉強することもできる。このテキストには医療用語が
６言語で 1,000 単語ほど掲載されている。
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質問３：「日本では治療費がどのくらいかかるかわからない。
」、「自国では薬局で買える薬でも、日本
では処方箋がないと買えない。
」、「日本の病院での診療の流れがわからないので、なかなか病
院に行けない。
」といった声をよく聞くが、何か良い解決策はないか。また、精神科の診療現
場では今後どのような人材が求められるのか。
阿部 氏
日本と外国の医療システムには違う点もある。医療通訳者として、日本の医療システムや精神科のシ
ステムなどの基本的なところは学んでおく必要がある。また、処方箋なしで抗うつ剤や抗生物質が買え
てしまう国もある。日本では処方箋がないと買えない。その違いについて、患者にきちんと説明をしな
ければならない。日本の医療費は３割負担、精神科の場合は自立支援医療の扱いとなり１割負担である。
海外で買い求めるよりも安く手に入ることから、長期間日本を離れる前に、まとまった量の薬を処方し
てもらう人もいる。日本の場合、原則３か月分までは薬を処方することができるが、抗不安薬や睡眠薬
などは１か月分までと決められている。そのような薬に関する決まりについても理解しておく必要があ
る。
先ほどから「ことばの壁」と言っているが、
「こころの壁」もある。精神科に限らず、どの診療科に
おいても、患者や医師との信頼関係ができているかどうかで、通訳の内容が同じだとしてもその通じ方
が違ってくる。精神科の場合は、患者が自分で自身の状態を医師に伝えることができない。通訳者は患
者のこころの状態に配慮しながら、
「こころの通訳」をしなければならない。その人が持っている感情
やこころを伝える必要がある。医師が話したいこと、医師のこころをどうやって患者に伝えるかという
のも考える必要がある。
高田 氏
医療通訳と一言で言っても、実際には病院の診察室でただ通訳をすればいいというわけではない。国
による医療システムや薬の違いなど、
様々なことに気を配らなければならない。外国人に十分な医療サー
ビスを提供するために、医療通訳はどのようにあるべきか。人材育成はどのようにしたら良いのか。
西村氏
「通訳者」と「支援者」を混同しがちである。医療現場では「通訳者」寄りの立場になるが、
学校現場では、
子どもや教師との関係の中で、その他の業務も増えてくるようだ。通訳者が「支援者」寄りの立場で、
いろいろなことをやったほうが良いのかどうかを、東京都でもぜひ議論していただきたい。
2010 年に神奈川と京都の医療通訳者で合同協議会を作り、医療通訳共通基準を作成した。これは医
療通訳の学習すべき項目を検討したもので、人材育成はこの基準に則って行うとよい。大きな柱として
①知識編（医療、
費用、
多文化などに関する知識）
、
②通訳技術（短期記憶など）
、
③ソーシャルワーク理論、
④倫理（やるべきこと・やってはいけないこと、守秘義務など）が挙げられる。先ほど紹介したテキス
トは、この共通基準をもとに作られた。協議会のメンバーはこれまでに何百件もの通訳をこなした経験
のある通訳者で、当時で既に神奈川では累計で 1 万件以上、京都でも何千件という規模の活動実績があっ
た。これらの豊富な経験がベースになっている。厚生労働省のホームページに掲載されている「医療通
訳カリキュラム基準」は、この共通基準を発展させた形で作られたものである。
高田 氏
言語の分け方として「英語、
中国語、
それ以外の言語」のように表現されることが多いが、
東京都のデー
タを見ると、そこまで英語や中国語が多いというわけではない。少数言語の通訳者の中には、その言語
のネイティブで日本語ができるという方たちもたくさんいるが、その言語ができるからという理由だけ
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で、通訳の専門的な訓練を受けないまま、医療現場で患者に付き添い通訳をしているケースも多い。
「何
を学んだらいいかわからない」という声もある。医療従事者側から見た場合、どのような医療通訳者が
求められるのか。
阿部 氏
一般的に「医療通訳者は中立であれ」と言われているが、状況によって、必ずしも中立である必要は
ないと私は思っている。患者と医者の双方が言いたいことをきちんと伝えられる状況であれば、中立で
あって良いと思うが、患者が自分で症状を伝えられないときなどは、患者寄りのポジションでサポート
をしても良いのではないか。特にこころの医療通訳の場合は、患者との信頼関係ができていないと、診
察室に入っても患者は何も喋らない。基本的には中立であっても、柔軟な対応のできる医療通訳者が必
要である。倫理の問題、プライバシーを厳守することも大切である。小さなコミュニティでは、患者と
通訳者が知り合いというケースもある。その患者の治療に関して、医療現場以外の場所では一切話して
はならない。がんや HIV の告知のように深刻なケースの場合には、通訳者も動揺してしまう。病名告知
は大変なことである。もし可能であれば、予め医師と通訳者が連絡を取り、告知の仕方などを話し合っ
ておくなどの体制を作ったうえで、患者への告知に臨むことが必要である。
高田 氏
医師が使う日本語自体が難しすぎてわからない、訳しづらいということもある。通訳者側から医師に
対して、わかりやすいことばを使うように言っても問題はないだろうか。また、医師会などの中で、わ
かりやすいことばを推進するような動きはあるのか。
阿部 氏
それは医師が外国人の診療に慣れていないということである。医師の方からわかりやすく話すように
心がけることが必要だ。ことばが難しいと感じるときは、わかりやすく話してほしいと医師に伝えて構
わない。医師会ではわかりやすいことばを推進するような動きは今のところ見られない。外国人支援の
観点から呼びかけを行うことはあるが、対応の具体的な内容までは触れられていないのが現状だ。
高田 氏
保健の分野にも同じことが言えるのではないか。たとえば、新型コロナウイルスについても、東京都
の取組はどうなっているのか。
村田 氏
現状、在住外国人が実際に目にするようなメディアに、わかりやすい日本語や多言語で書かれた情報
は掲載されていない。東京都では、区市町村や国際交流協会に直接ステートメントを渡して説明してい
るが、今回初めて試みていることなので、時間がかかっている。今回の新型コロナウイルスに限らず、
今後同じようなことが起きた場合に備えて、在住外国人向けの情報提供をよりスムーズに行うための
ルートを作る必要がある。
高田 氏
医療通訳者の質の担保については、学会や各種財団、協会が認定試験を行っているのが現状で、国家
資格ではない。今後、資格試験等によって認定されていない人は、医療通訳ができなくなるのだろうか。
既に現場での通訳経験があるのに、認定試験を受けなければならないということが起こるのか。
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西村 氏
国際臨床医学会が
「医療通訳士認定試験」
を実施している。認定試験に合格すればすぐにプロになれる、
医療通訳者としての仕事が回ってくると誤解してしまう人が出てくるおそれもある。そのためにも、認
定するだけではなく、
「育成」のシステムが内蔵されていることが大切である。そして、
「英語認証」の
ように頭に言語名をつけるなどして、通訳者としての認証範囲をそれぞれの言語に限定すべきである。
少数言語の場合は、通訳者が「いないよりまし」論もある。通訳者のレベルチェックはできないが、
その言語を喋れる人がいた方が良いのか、それともそういう人は派遣しない方が良いのか。東京都のシ
ステムを考えるとき、この点についても早い段階から考えておく必要がある。山間地域などで起こりう
るのは、その言語を話せる人が一人しかいない、その人はコミュニティ通訳の経験はあるが医療通訳は
やったことがないというケースである。医療通訳をするために資格や検定試験が必要ということになれ
ば、窮地に陥ってしまう患者も出てくる。全く日本語が話せない患者と病院側のコミュニケーションを
どのように確保するのか。これは非常に重要な議論である。
阿部 氏
患者の伝えたいことを汲み取ろうとする医師であれば、完璧な通訳でなくても良いのではないか。私
も通訳の質に不安を覚えたことがあったが、通訳がないよりはあった方が良いと私は思っている。一方、
理解のない医師であれば、かえってマイナスになるのではないかと思う。最終的に誤診した場合、それ
は医師の責任である。医療通訳は医療の保険の枠内で入ってくるので、医療機関側の責任になるだろう。
高田 氏
今までの議論の中で、ポイントとなる点が二つあった。一つは医療従事者側の教育が必要であるとい
うこと。患者とのコミュニケーションの中で、相手にわかることばで伝えていくことの大切さを理解し
ておかなければならない。もう一つは医療通訳者側の質を担保するための教育も非常に重要であるとい
うこと。ことばだけではなく、患者に寄り添い、安心を届けられるようなコミュニケーションをサポー
トでき、それなりに知識のある通訳者が望ましい。医療従事者側としても、自分が言ったことが本当に
伝わっているのかどうか非常に不安である。患者と医療従事者の双方から見て、安心して通訳を頼める
通訳者が多く育ってほしい。
村田 氏
東京都は、現在多文化共生施策の拡充を進めつつあり、たとえば外国人相談についても、昨年度のこ
のフォーラムの分科会で取り上げたが、その議論をきっかけとして事業を拡大していく予定である。新
しい窓口を設置し、都内にある各外国人相談窓口との連携を進めていくような仕組みを立ち上げたいと
考えている。これからますます増えていく在住外国人を、医療面に限らず支えていくための体制を作る
のは、
東京都の役割であるが、
皆さんの協力なしにはできない。本日のこの場をキックオフの機会として、
これからぜひご協力をいただきたい。
高田 氏
医療通訳のシステムを作るために、
今後多くの議論を重ねていかなればならない。東京都の状況やニー
ズに合った仕組みが作られていけば、予算化にもつながる。本日来場された皆さんにもいろいろなお知
恵をいただきながら継続的に議論をしつつ、
「東京システム」のようなものを築いていけると良い。
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C 分科会

●テ

ー

マ：

災害時の「やさしい日本語」、どう“まち”に根付かせるか？
災害発生時に自治体などから発信される日本語の情報は、日本人でも普段は使
わない特殊な単語が頻出し、必要な情報が十分に伝わらない場合が多い。災害時
に外国人が情報弱者にならないよう、外国人が理解できる「やさしい日本語」の
研究や実践が自治体や NPO 法人などの分野で広がっているが、まだまだ“まち”
に根付いているとはいえない状況である。
本分科会では、まず基調講演で災害時の「やさしい日本語」の現状にスポット
を当て、全体の課題や問題点を概観する。そのあと 3 人のパネリストのうち、日
本人の登壇者から、日ごろの取り組みについて報告後、2 人の外国人パネリスト
に日常や災害時に経験した日本語などについて感想を述べてもらい、全パネリス
トで今後どのようにしたら「やさしい日本語」を根付かせることができるか議論
する。併せて、会場との意見交換を行う。基調講演

： 「人口激減時代と外国

人受入れ新政策－日本は移民社会に向かうのか？」
●基調講演・ファシリテーター：庵

功雄

一橋大学

パ

ネ

リ

ス

ト

①

：
：田島

パ

ネ

リ

ス

ト

②

：
：アレクサンドラ・シュワルツ

中央大学

パ

ネ

リ

ス

ト

③

：
：岡本

豊実株式会社

●参 加 者

亮子

公益財団法人栃木県国際交流協会

麗

７１名

基調講演
庵

教授

功雄

一橋大学

教授
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ドイツ語講師
代表取締役

１．はじめに—外国人が増えてきているという事実—
どれくらいの外国人が日本にいるか、一番多いのは東京で 18 人に一人。すでに都市部でも地方でも
外国人抜きでは経済活動が成り立たなくなってきている。外国人の受入れは不可避である。
２．「やさしい日本語」という取り組み
外国人を受け入れる際の色々な問題がある。その中でも「ことば（日本語）
」の観点からこの問題を
考えると、その中心的な役割を担うのが「やさしい日本語」という概念である。基本的には日本語に何
らかの意味での制限を加えるということ。これは日本語話者向けでもあり、外国人向けでもある。
３．「やさしい日本語」前史
日本語母語話者向け対策は明治の初め頃からある。福沢諭吉も明治の初めに、
「難しい漢字、言葉を
使うために、江戸時代は知識というものが一部の学者に独占されることになったが、そういうことはよ
くない。従って、難しい言葉を使うな」ということを言っている。明治時代には漢字自体を使わない方
がいいということで、全部ローマ字で書くとか、仮名で書くという言語運動が起こり、今でもそういう
運動が続いている。
3.1

減災のための「やさしい日本語」

現代の「やさしい日本語」は、25 年前の阪神淡路大震災の時の経験から生まれたものである。
復興の過程で色々な情報が出た。これらの情報は日本語と英語では 24 時間体制で出たが、それ以外
の言語では出ず、言語が分からない人は「どこへ行ったら水がある、食料がある」かもわからない状態
に置かれた。例えば掲示にも
（1）
「容器をご持参の上、中央公園にご参集ください。
」と書かれたものがあったと言われている。こ
れを初級修了レベルの非漢字圏の人が見ても聞いても意味が分からない。仮にこれにルビを振って、
よう き

じ さん

うえ ちゅうおうこうえん

さんしゅう

（2）
「容器をご持参の上、中央公園にご参集ください。
」としてもほとんど意味がない。
分かるようにするには、
（3）
「入れるものを持って、中央公園に来てください。
」というぐらいに言わないと分からない。
つまり、復興の過程で外国人が、家が潰れるといった被災だけでなく、情報からも取り残される、と
いう形で二重に被災したのである。そういう状況を見た言語学者や放送関係者たちが手を組んで「結局
は共通でわかる言葉というのは簡略化された日本語だ。災害時における外国人への情報提供の手段とし
て、簡略化された日本語を使う。
」ということを考えた。その時にこういう簡略化された日本語を「や
さしい日本語」としたのが、専門用語として「やさしい日本語」という言葉が使われるようになった最
初の例である。そういうふうに、
言い換えるのが有効だということを示す実験結果が、
松田ほか（2000）
という論文の中で次のように示されている。
A ＜原文＞ けさ 5 時 46 分ごろ、兵庫県の淡路島付近を震源とするマグニチュード 7.2 の直下型の
大きな地震があり、神戸と洲本で震度６を記録するなど、近畿地方を中心に広い範囲で、強い揺れに
見舞われました。
Ｂ ＜言い換え文＞ 今日、朝、5 時 46 分ごろ、兵庫、大阪、などで、とても大きい、強い地震があり
ました。地震の中心は、
兵庫県の淡路島の近くです。地震の強さは、
神戸市、
洲本市で、
震度が６でした。
A はごく普通の地震の報道文であるが、非漢字圏の外国人が聞いた場合に 30％ぐらいしか内容が分
からなかった。しかし、
これを B に言い換えると、
90％ぐらい内容が理解できた。という実験結果である。
世界にはかなりの場所で、生まれてから一度も地震を経験したことがない人もいる。神戸も大阪も、
ほとんど地震などなかった。地震があることを想定していない。そういうところで、
1 月の朝 5 時 46 分、
真っ暗な中で地震が起きた。生まれてから一度も地震を経験したことがない人が、そういう時に情報を
得るのは日本語でも英語でも難しいが、B には以下のような工夫が見られる。
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・ 「けさ」という、
初級日本語学習者（
「外国人」
）には難しいと考えられる単語を、
「今日」
「朝」という、
知っている単語で言っている。
・ 「淡路島付近を震源とするマグニチュード 7.2 の直下型の」という部分は、
「とりあえず何があった
のか」を知りたい時には要らない。
日本語母語話者は、不要な所は聞き流すことができるが、まだ日本語に慣れていない人には必要
な情報だけに絞ってあげないといけない。
・ 「～を記録する」
「強い揺れに見舞われました」も、
「です」と言い換えても意味はほとんど変わらない。
「震度 6 でした。
」
「揺れは強かったです。
」と言ってもほとんど同じなので削除する。
日本語母語話者は A を聞いても実質的には B の情報ぐらいしか取っていないということもある。例
えばマグニチュードなど、どうでもいい。実は日本人も聞いていない。そういうものを抜いて情報を出
すと、日本語初級程度のレベルであっても、ほぼ聞いてわかる。情報というのは、相手の立場に立って
出さないといけない。
3.2

災害時から平時へ—〈やさしい日本語〉の誕生—

災害時の情報提供は重要な課題だが、平常時の外国人に対する情報提供の方策を考える必要もある。
こちらを我々の研究グループの研究対象を指すものとして、
〈やさしい日本語〉と呼んでいる。
４．外国人に対する情報提供と〈やさしい日本語〉
外国人に対する情報提供全体に関して、
〈やさしい日本語〉を見ていくと、いくつかの区別をしてい
く必要がある。先ず、災害の時か普通の時か。普通の時は、対象者が短期滞在なのか定住目的なのかと
いう二つの側面から考える必要がある。
4.1

災害時の場合

災害時については、可能な限り多言語で情報を出すようにすべきである。外国語で情報を提供する場
合、必要とする言語が非常に多いので機械翻訳自体は必要である。ただし、機械翻訳はまだ、普通の文
のままで入れて、自動的に出てくるというようなレベルではない。従って、先ずわかりやすい日本語に
言い換える必要がある。
これは、
先日の台風 19 号の時に実際にあった例である。元々意図した文（4）が、
機械翻訳したら（5）
になってしまったという。
（4）○○川周辺に避難勧告が出ました。
（5）○○川周辺への避難勧告が出ました。
（4）は、
「○○川の近くに住んでいる人は別の所へ逃げなさい。
」と言いたかったのであるが、実際に
訳されたのは、
「～川の近くの方に避難しなさい。
」になってしまった。これは日本語で見ても「に」と
「への」の違いだけなので、機械翻訳すると、
（4）が（5）になっても全くおかしくない。現状ではこ
れを機械的に排除することは難しい。従って
（4）
をそのまま機械翻訳にかけてはいけないのである。
（4）
を先ず（6）のように言い換える必要がある。
（6）○○川の近くに住んでいる人に、避難勧告が出ました。
ただし、避難勧告が命令（7）なのか、アドバイス（8）なのかを決めないと正確には訳せない。
（7）○○川の近くに住んでいる人は、××に避難してください。
（命令）
（8）○○川の近くに住んでいる人は、××に避難した方がいいです。
（アドバイス）
これを決めることが非常に重要であり（専門家が決める）
、それの発信が必要である。
「命を守る行動をとってください。
」というのも、これだけでは情報として十分ではない。その情報を
聞いた人が家の中にいるか、家の外にいるのか。家の中にいるとしたら、その家はどこにあるのか。川
のそばなのか、そうでないのか。木造なのか、鉄筋なのか。平屋なのか、二階建てなのか。家の外にい
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るのであれば、その人は歩いているのか、車の中にいるのか。状況によって、命を守るためにとらなけ
ればいけない行動は全部違う。一律に「命を守る行動をとってください。
」と流しても、実際には命を
守る行動をとることは難しい。
情報を出す側に必要なのは、言葉の問題だけではなく、それぞれの人に情報を与えて自分で介助でき
るような形で、情報を出すことである。スマホでもパソコンでも、自分が今どこにいて、どういう状態で、
そして今避難レベルが何であるかを入れれば「あなたがとるべき行動というのは、こうです。
」と出て
くる。かつそれが日本語だけではなく、色々な言語で出てこないと「命を守る行動」はとれないはずで
ある。
情報を出す側と情報を言い換える側、そしてそれを外国人に伝える側が連携して決めないとだめなの
である。そういう形でカスタマイズされた情報提供が必要だということだ。もう一つには、各言語に詳
しい人を事前にインターネットを通して組織化しておく。言語によっては、そこにいる人だけで訳すに
は全く手が足りないことがある。様々な言語を訳せる人を、日本中、世界中で組織化しておくことが、
多言語で情報を出すために必要である。そういう多言語の一つとして〈やさしい日本語〉でも情報を出
す必要がある。
4.2

平時の場合

平時における情報提供については、外国人がどういう人であるかによって方法が変わってくる。
まず、旅行者や短期滞在者に対しては、英語での正確な情報提供が重要である。和製英語を使っては
いけないのである。例えば「アイドリング・ストップ」
。この”idling stop”を強いて英語に直すと、
「ア
イドリングしながら停まりなさい。
」となるが、正しい英語は”no idling”である。
情報は、その情報が必要な人の立場から提供されていないといけない。英語での指示というのは本来、
「日本語は分らないが英語は分かる」という人のためのものである。和製英語はその趣旨に反して、
「日
本語が分かる人にしか分からない」英語なのである。
同様に、何が言いたいのかよく分からない掲示がある。
（図 3 緊急交通路）
これは首都圏の幹線道路で見られる看板だが、非常に問題である。最初の「緊急交通路”Emergency
Road”
」を見ると「地震の時にはこの道に来なさい」という意味に思う。ところが下を見ると「地震災
害時、一般車両通行禁止“Closed”
」とある。
「地震の時にはここに来てはいけない」のである。である
のに、50 ㎞ /h 道で走りながら見る掲示の一番上に一番大きな字で書いてある情報が、いかにも「こ
こへ来なさい。
」という情報になっている。ナマズのイラストも、日本人の大人以外には、これが地震
だということは恐らくわからないので要らない。
この中で重要なのは、
「地震の時にはここへ来てはいけない。
」という情報であり、そのことを大きく
書かなければいけない。さらに今、地震以上に問題なのは水害の時であるから、水が多く出た時には、
ここを走ってもいいのか、いけないのかということを書かなければいけない。つまり、災害の時に本当
に重要な情報がほとんど載っていない。しかも逆の情報が載っている。そういうことを避けなければい
けない。
定住外国人（定住や長期滞在を目的とする外国人）に対する情報提供の手段としては、1）英語 2）
多言語 3）それ以外で出す、の 3 つが考えられる。
１）の英語だけでは不十分なことは、
国立国語研究所（立川）が全国規模で外国人にアンケケートを取っ
た調査でわかっている。
「あなたが自分の言葉以外でわかる言語は何ですか。
」と聞いた時に「英語で
す。
」と答えた人よりも「日本語です。
」と答えた人の方がずっと多かったという結果がある。
（岩田
2010）
2）の多言語では、非常に多くの言語が必要になり、その保障にかかるコストは巨大なものになると考
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えられる。自動翻訳であれば、何言語で出そうが、ほとんどコストがかからないからよいかもしれな
いが、まともな訳になることはない。これだけのものを人手で翻訳しようとすると、その言語が訳せ
る人が住んでいる地域でのみ、その言語での情報が得られることになる。本来、多言語で出すという
のは、その方が公平であるという主旨で始まっているはずなのに、かえって地域間の格差が生じるこ
とになりかねない。以上の２つがだめだとすると、日本語をやさしくしたバージョン、すなわち〈や
さしい日本語〉でなければだめだということになる。
５．どう“まち”に根付かせるか
以上を踏まえた上で、
『災害時の < やさしい日本語 > をどう、まちに根付かせるか。
』を考えてみる。
5.1

地域社会の共通言語としての〈やさしい日本語〉

少なくとも以下の 3 つ全てが必要である。
1．地域社会の共通言語としての〈やさしい日本語〉を普及する。
2．
〈やさしい日本語〉には 2 種類あり、これを整理する。
3．提供する情報を整理し、災害に事前に備える。
定住外国人が増えるということは、地域社会に外国人たちが生活するようになるということであり、
地域社会に住んでいる日本語母語話者との間に何らかの共通言語が必要になる。その場合、外国人側も
日本人側も、どちらも上手く使えないと思っている英語は共通言語としては不適当である。次に日本語
話者が調整を加えない日本語、いわゆる「普通の日本語」も不適当である。英語も普通の日本語もだめ
だとすると、それは日本語母語話者が一定の調整を加えた日本語、つまり〈やさしい日本語〉しかあり
えない。
5.2

2 つの〈やさしい日本語〉

これは実際にお知らせとして配布されていたものである。
（10）保育園の入園基準（一部）
1．昼間に居宅外で労働することを常態としている場合
2．昼間に居宅内で乳幼児と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている場合
3．妊娠中であるか又は出産後間がない場合
これでは外国人だけでなく、日本人にも意味がよくわからない。こういうものを普通に日本語として
わかるレベルに、例えば（11）くらいには書き換えなければならない。
（11）1．保護者が、昼間、会社などで働いている場合
2．保護者が、昼間、自営業で働いている場合
3．母親が、妊娠しているか、出産してすぐの場合
この、わかりやすい日本語に翻訳したものを〈やさしい日本語〉1 と呼ぶ。専門用語ばかりで何のこ
とを言っているかわからない日本語を、ごく普通の日本語として理解できるレベルにすることによって、
日本語母語話者ならわかる。外国人でも、日本人が日常使っている文章であればわかるという人は、こ
れを読めばよい。読んでわからない人用には、初級修了ぐらいの日本語のレベルに書き換えた〈やさし
い日本語〉を英語や中国語に訳すのと同じレベルで設ける。これを〈やさしい日本語〉2 と呼ぶ。この
2 つはどちらも必要である。地域社会の共通言語というのは、この〈やさしい日本語〉2 の方である。
5.3

災害に事前に備える

災害時には多言語で情報を出すことを前提とした上で、その 1 つとして、
〈やさしい日本語〉2 でも
情報を出す必要がある。これは地域社会の共通言語として〈やさしい日本語〉を認知させることにつな
がっている。地域で〈やさしい日本語〉が通じるようになれば、
そのレベルに翻訳して出すことによって、
外国人もわかるようになる。少なくとも、
「どこがわからないか」を日本人に聞くことができるように
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なる。
先ずは行政、気象などの専門家が事前に、災害の時どうするか、水害は実際に避難レベルいくつ、と
いうものに対して個別的に避難行動を類型化し、それぞれに対応した避難勧告の文面など、情報の原案
を作成しておく。それを言語学や翻訳の専門家が〈やさしい日本語〉1 に翻訳する。さらにそれを色々
な言語に訳していく。その中に〈やさしい日本語〉2 も入る。そうしておいて、災害の状態がどうで、
自分が今どこにいて、今何ができるのか、ということをあわせてインターネットに入力したら、それに
合った情報が出てくるような形で情報を整理しておく必要がある。
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⅏ᐖࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
ࠊ
̿࠺͆ࡲࡕ͇᰿ࡏࡿ㸽̿
୍ᶫᏛᅜ㝿ᩍ⫱ὶࢭࣥࢱ࣮ᩍᤵ ᗡ ຌ㞝
isaoiori@courante.plala.or.jp
http://www12.plala.or.jp/isaoiori/
㸯㸬ࡣࡌࡵʗእᅜேࡀቑ࠼࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺ᐇʗ
 ㏆ᖺࠊእᅜேࡢጼࢆぢࡅࡿᶵࡀቑ࠼ࡓឤࡌ࡚࠸ࡿ᪉ࡶከ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞ࢁ࠺ࠋᮾ
ி࡛ࡶࢥࣥࣅࢽ࡞࡛እᅜேᗑဨࢆぢࡅ࡞࠸᪥ࡣ࡞࠸࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⌧ᅾࡢ᪥ᮏࡣ᪤ከࡃࡢእᅜேࡀᬽࡽࡋ࡚࠾ࡾࠊ㒔ᕷ㒊࠾࠸࡚ࡶᆅ᪉
࠾࠸࡚ࡶࠊእᅜேᢤࡁࡣ⤒῭άືࡀᡂࡾ❧ࡓ࡞ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࠸࠺⌧≧ࡀ࠶ࡿࠋ
㸰㸬ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࠸࠺ྲྀࡾ⤌ࡳ
 ࡇࢀࡽࡢ᪥ᮏ♫ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊእᅜேࡢཷࡅධࢀࡣྍ㑊࡛࠶ࡿࠋእᅜேࡢཷࡅධ
ࢀᙜࡓࡗ࡚ࡣᵝࠎ࡞ၥ㢟ࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࢃࢀࢃࢀࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊࡑࡢ୰
࡛ࡶࠕࡇࡤ㸦᪥ᮏㄒ㸧
ࠖࡢほⅬࡽࡇࡢၥ㢟ࢆ⪃࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ㝿୰ᚰⓗ࡞ᙺࢆᢸ࠺
ࡢࡀࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࠸࠺ᴫᛕ࡛࠶ࡿࠋ
㸱㸬ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ๓ྐ
 ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ࡣࠊࠊ✺↛⌧ࢀࡓࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡇࢀࡲ࡛ࡶࡇࢀ
㢮ࡍࡿ⪃࠼᪉ࡣᏑᅾࡋࡓ㸦ヲࡋࡃࡣᒾ⏣ 2013 ཧ↷㸧ࠋࡇࡇ࡛ࡣࠊࡑ࠺ࡋࡓ⪃࠼᪉ࢆࡈࡃ
⡆༢ぢ࡚࠾ࡃࠋ
 ῶ⅏ࡢࡓࡵࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
 1995 ᖺࡢ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏࡛ࡣከࡃࡢேࡀ⿕⅏ࡋࡓࡀࠊእᅜேࡶ⿕⅏ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊࡑࡢ
୰ࡣࠊ᪥ᮏㄒࡸⱥㄒ࡛ሗࢆྲྀࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⯆ࡢ㐣⛬࡛ᚲせࡉࢀ
ࡿྛ✀ሗࡽ㜼ᐖࡉࢀࡓேࡓࡕࡶᩘከࡃᏑᅾࡋࡓࠋ
࠼ࡤࠊḟࡢᥖ♧ࡣ㜰⚄ῐ㊰㟈⅏ࡢࡁᐇ㝿ࢃࢀࡓࡶࡢࡔࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸦1㸧ᐜჾࢆࡈᣢཧࡢୖࠊ୰ኸබᅬࡈཧ㞟ࡃࡔࡉ࠸
 㸦1㸧ࡣࠊỈࡸ㣗⣊ࡀᚲせ࡞ேࡢࡧࡅࡢᥖ♧ࡔࡀࠊẕㄒ₎Ꮠࢆᣢࡓ࡞࠸㠀₎Ꮠᅪ
ࡢእᅜேࠊ≉᪥ᮏㄒ⬟ຊࡀࡲࡔึ⣭ࣞ࣋ࣝ⛬ᗘࡢேࡣࠊࠕ୰ኸබᅬࠖ௨እࡣ࠾ࡑࡽࡃ⌮
ゎ࡛ࡁ࡞࠸ᛮࢃࢀࡿࠋ₎Ꮠᅪࡢே࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㡢࡛⪺࠸ࡓሙྜࡣ⌮ゎ࡛ࡁ࡞࠸ࡶࡋࢀ
࡞࠸ࠋ㠀₎Ꮠᅪࡢேࡗ࡚ࡢ㞴ࡋࡉࡣḟࡢࡼ࠺ࣝࣅࢆࡘࡅ࡚ࡶኚࢃࡽ࡞࠸ࠋ
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ࡼ ࠺ ࡁ

ࡌ ࡉ ࢇ

࠺࠼

ࡕࡹ࠺࠾࠺ࡇ࠺࠼ࢇ

ࡉࢇࡋࡹ࠺

㸦2㸧ᐜჾࢆࡈᣢཧࡢୖࠊ୰ ኸ බᅬࡈཧ 㞟 ࡃࡔࡉ࠸
 㠀₎Ꮠᅪࡢேࢃࡿࡼ࠺ࡍࡿࡣࠊᚋ㏙ࡍࡿ⪃࠼᪉ἢࡗ࡚ࠊḟࡢࡼ࠺ゝ࠸࠼
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࠸

ࡶ

ࡕࡹ࠺࠾࠺ࡇ࠺࠼ࢇ

ࡁ

㸦3㸧ධࢀࡿࡶࡢࢆᣢࡗ࡚ࠊ୰ ኸ බᅬ᮶࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
 ௨ୖ㏙ࡓࡼ࠺࡞ែࢆཷࡅࠊゝㄒᏛ⪅ࡸᨺ㏦㛵ಀ⪅࡞ࡀඹྠ࡛ࠊ⅏ᐖࡢእᅜே
ᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡢᡭẁࡋ࡚⡆␎ࡉࢀࡓ᪥ᮏㄒࢆ࠺ࡓࡵࡢ◊✲ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑ࠺ࡋࡓ┠
ⓗ࡛ࢃࢀࡿ᪥ᮏㄒࡣࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖྡ࡙ࡅࡽࢀࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓ⅏ᐖࡢሗᥦ౪
≉ࡋࡓࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣࠕῶ⅏ࡢࡓࡵࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࠖࡤࢀࡿࠋࡇࢀࡀᑓ
㛛⏝ㄒࡋ࡚ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡀࢃࢀࡓ᭱ึ࡛࠶ࡿࠋ
ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢ᭷ຠᛶࢆල
యⓗ♧ࡋࡓࡢࡀᯇ⏣㸦2000㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢㄽᩥ࡛ࡣࠊA ࡢሗ㐨ᩥࢆ B ᭩ࡁ࠼ࡿࡇ࡛ࠊ⪥࡛⪺࠸ࡓ㝿ࡢ⌮ゎ⋡ࡀ 30㸣㸦A㸧
ࡽ 90㸣㸦B㸧ୖࡀࡗࡓࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸦B ࡢሙྜࠊㄞⅬ࡛࣏࣮ࢬࢆࡗ࡚ㄞࡴ
ࡇࡶ㔜せ࡛࠶ࡿ㸧ࠋ
A

ࡅࡉ 5  46 ศࡈࢁࠊරᗜ┴ࡢῐ㊰ᓥ㏆ࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.2 ࡢ┤ୗᆺࡢ

ࡁ࡞ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࠊ⚄ᡞὪᮏ࡛㟈ᗘ㸴ࢆグ㘓ࡍࡿ࡞ࠊ㏆␥ᆅ᪉ࢆ୰ᚰᗈ࠸⠊ᅖ࡛ࠊ
ᙉ࠸ᦂࢀぢ⯙ࢃࢀࡲࡋࡓࠋ
㹀 ᪥ࠊᮅࠊ5  46 ศࡈࢁࠊරᗜࠊ㜰ࠊ࡞࡛ࠊ࡚ࡶࡁ࠸ࠊᙉ࠸ᆅ㟈ࡀ࠶ࡾࡲࡋ
ࡓࠋᆅ㟈ࡢ୰ᚰࡣࠊරᗜ┴ࡢῐ㊰ᓥࡢ㏆ࡃ࡛ࡍࠋᆅ㟈ࡢᙉࡉࡣࠊ⚄ᡞᕷࠊὪᮏᕷ࡛ࠊ㟈
ᗘࡀ㸴࡛ࡋࡓࠋ
 B ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ᕤኵࡀぢࡽࢀࡿࠋ
࣭
ࠕࡅࡉࠖ࠸࠺ึ⣭᪥ᮏㄒᏛ⩦⪅㸦ࠕእᅜேࠖ㸧ࡣ㞴ࡋ࠸⪃࠼ࡽࢀࡿㄒࢆࠕ᪥ࠖ
ࠕᮅࠖ
࠸࠺᪤▱ㄒゝ࠸࠼ࡿࡇ࡛ࠊ⌮ゎྍ⬟ࡍࡿࠋ
࣭
ࠕ㏆ࢆ㟈※ࡍࡿ࣐ࢢࢽࢳ࣮ࣗࢻ 7.2 ࡢ┤ୗᆺࡢࠖ࠸࠺㒊ศࡣࠊ
ࠕࡾ࠶࠼ࡎఱࡀ࠶ࡗ
ࡓࡢࠖࢆ▱ࡾࡓ࠸እᅜேࡣせ࡞ࡢ࡛๐㝖ࡍࡿࠋ
࣭ࠕࢆグ㘓ࡍࡿࠖࠕᙉ࠸ᦂࢀぢ⯙ࢃࢀࡲࡋࡓࠖࡣࠊࠕ࡛ࡍࠖゝ࠸࠼࡚ࡶሗ㔞ࡣኚࢃࡽ
࡞࠸ࡢ࡛ࠊ๐㝖ࡍࡿࠋ
B ࢆูࡢゅᗘࡽぢࡿࠊẕㄒヰ⪅ࡀ A ࢆ⪺࠸ࡓ㝿ᐇ㝿ሗࡋ࡚ྲྀࡾධࢀ࡚࠸ࡿ
ࡢࡣ B ⛬ᗘࡢෆᐜ࡛࠶ࡿࡶゝ࠼ࡿࠋࡑࢀ࡞ࡽࠊB ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛ሗࢆᥦ౪ࡍࡿࡇࡣࠊ
ẕㄒヰ⪅ࡗ࡚ࡶၥ㢟࡞ࡿࢃࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒࡢ⌮ゎ⬟ຊ㝈ࡾࡀ࠶ࡿእᅜேࡣ B
ࡢ᪉ࡀ᫂ࡽ᭷┈࡞ࡢ࡛ࠊB ࡢࡼ࠺࡞ᙧ࡛✚ᴟⓗሗࢆᥦ౪ࡍࡁࡔ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࠋ
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 ⅏ᐖࡽᖹ̿ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡢㄌ⏕̿
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊ⅏ᐖࡢሗᥦ౪ࡣ㔜せ࡞ㄢ㢟ࡔࡀࠊእᅜேࡀ㐣ࡈࡍᅽಽⓗከࡃࡢ㛫
ࡣᖹ࡛࠶ࡿࠋࢃࢀࢃࢀࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࡣࠊࡇࡢⅬ␃ពࡋࠊᖹ࠾ࡅࡿእᅜேᑐ
ࡍࡿሗᥦ౪ࡢ᪉⟇ࢆ◊✲ᑐ㇟ࡋࡓࠋࡇࡢព࡛ࠊ௨ୗ࡛ࡣࠊࢃࢀࢃࢀࡢ◊✲ࢢ࣮ࣝࣉ
ࡢ◊✲ᑐ㇟ࢆᣦࡍࡶࡢࡋ࡚ࠊࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ࠸࠺⾲グࢆ⏝࠸ࡿࠋ
㸲㸬እᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ
 እᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡣḟࡢ 2 ࡘࡢഃ㠃ࡽ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ1 ࡘࡣࠊ⅏ᐖᖹ
࠸࠺ሗࡢෆᐜ㛵ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡾࠊࡶ࠺ 1 ࡘࡣࠊ▷ᮇᅾ⪅ᐃఫࢆ┠ⓗࡋ࡚࠸ࡿ
࠸࠺ᑐ㇟⪅㛵ࡍࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ
 ⅏ᐖࡢሙྜ
ࡲࡎࠊ⅏ᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊከゝㄒ㸦ⱥㄒࢆྵࡴ㸧࡛ሗࢆฟࡍࡼ࠺ࡍ
ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࡑࡢ㝿ࡣࠊᙜ↛ࡢࡇ࡞ࡀࡽࠊෆᐜࡢṇ☜ࡉࡀಖ㞀ࡉࢀ࡚࠸ࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢほⅬࡽࠊᶵᲔ⩻ヂ↓᮲௳㢗ࡿࡢࡣ༴㝤࡛࠶ࡾࠊ⅏ᐖࡣ㸦᭱ప㝈㸧
ḟࡢ 2 Ⅼࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
➨୍ࠊⓎಙࡍࡿᩥ᭩ࢆ๓ࢃࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ┤ࡋ࡚࠾ࡃࠕ᪥᪥⩻ヂࠖ㸦᪥ᮏㄒ
ࡽ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂ㸧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊᶵᲔ⩻ヂࢆ㏻ࡋ࡚ࡶෆᐜഛࡀ⏕ࡌࡿ
ྍ⬟ᛶࢆᖜῶࡽࡍࡇࡀྍ⬟࡞ࡿࠋ
࠼ࡤࠊ
㸦4㸧㸦5㸧ࡣୗ⥺㒊ࡀ㐪࠺ࡔࡅࡔࡀࠊ
㸦4㸧ࡣࠕۑۑᕝ࿘㎶ఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣู
ࡢᡤ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠖ࠸࠺ෆᐜ࡛࠶ࡿࡢᑐࡋࠊ㸦5㸧ࡣࠕ㸦ۑۑᕝ࿘㎶௨እఫࢇ
࡛࠸ࡿே㸧ۑۑᕝ࿘㎶㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋࠖ࠸࠺ෆᐜ࡛ࠊྲྀࡿࡁ⾜ືࡀࡃ␗࡞ࡿࠋ
㸦4㸧ۑۑᕝ࿘㎶㑊㞴່࿌ࡀฟࡲࡋࡓࠋ
㸦5㸧ۑۑᕝ࿘㎶ࡢ㑊㞴່࿌ࡀฟࡲࡋࡓࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓ㐪࠸ࢆ⮬ື⩻ヂ࡛ṇ☜⾲ࡍࡇࡣ㞴ࡋࡃࠊㄗヂࡀ⏕ࡌࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ゝ࠼
ࡿ㸦ᐇ㝿ࠊᖺࡢỈᐖ㸦4㸧ᙜࡓࡿཎᩥࡢᣦ♧ࡀ⮬ື⩻ヂ࡛㸦5㸧ᑐᛂࡍࡿᩥ⩻
ヂࡉࢀ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡓࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡗࡓࡇࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࠋࡇ࠺ࡋࡓㄗヂࢆ㑊ࡅࡿࡣࠊ
๓ࠊ㸦4㸧ࢆ㸦6㸧ࡢࡼ࠺࡞ࠕࢃࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒࠖ㸦ᚋ㏙ࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ2㸧┤
ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦6㸧ۑۑᕝࡢ㏆ࡃఫࢇ࡛࠸ࡿேࠊ㑊㞴່࿌ࡀฟࡲࡋࡓࠋ
 ࡞࠾ࠊࡇࡢሙྜࠊእᅜேࡣࠕ㑊㞴່࿌ࠖࡢពࡀ㸦ẕㄒ࡛⪺࠸࡚ࡶ㸧ࢃࡾࡃ࠸ྍ
⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡇࡶ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡘࡲࡾࠊ
㸦6㸧ࢆ⩻ヂࡋࡓࡋ࡚ࡶࠊ
ࠕ㑊㞴່࿌ࠖࡀ
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㸦7㸧
㸦8㸧ࡢ࠸ࡎࢀࡢព࡞ࡢࢆࠕ᪥ᮏㄒࡋ࡚ࠖỴࡵ࡞࠸ࠊṇ☜ሗࢆఏ࠼ࡓࡇ
࡞ࡽ࡞࠸ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㸦7㸧ۑۑᕝࡢ㏆ࡃఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣࠊ㑊㞴ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠋ
㸦8㸧ۑۑᕝࡢ㏆ࡃఫࢇ࡛࠸ࡿேࡣࠊ㑊㞴ࡋࡓ᪉ࡀ࠸࠸࡛ࡍࠋ
ᐇࡣࠊࡇࡢⅬࡣࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡗ࡚ࡶྠᵝࡢၥ㢟ࡀ⏕ࡌ࡚࠾ࡾࠊࠕ㑊㞴່࿌ࠖࡀఱ
ࢆពࡍࡿࢆලయⓗつᐃࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸦ྠᵝࠊࠕࢆᏲࡿ⾜ືࢆྲྀࡿࠖࡘ࠸
࡚ࡶࠊࡑࡢேࡀࡇ࠸ࡿ㸦ᐙࡸᘓ≀ࡢ୰࡞ࡢࠊ⮬ື㌴ࢆ㐠㌿୰࡞ࡢ࡞㸧࡛ྲྀ
ࡿࡁ⾜ືࡀ␗࡞ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡾࠊࡑ࠺ࡋࡓⅬࡘ࠸࡚ࡶಶูࡋࡓሗᥦ౪ࡀồࡵࡽࢀࡿ㸧
ࠋ
⅏ᐖ⪃៖ࡍࡁ➨ࡢⅬࡣࠊྛゝㄒࡀ࡛ࡁࡿ⩻ヂ⪅ࢆࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ㏻ࡋ࡚⤌⧊
ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡼࡾࠊ⅏ᐖࡢ⌧ሙࡑࡢゝㄒࡀ࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶࠊ
ሗࡢṇ☜ࡉࢆᢸಖ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ᖹࡢሙྜ
 ḟࠊᖹ࠾ࡅࡿሗᥦ౪ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࡀࠊࡇࡢሙྜࡣᑐ㇟⪅ࡢ㐪࠸ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋ
᪑⾜⪅ࠊ▷ᮇᅾ⪅ᑐࡍࡿሗᥦ౪
 ᖹ࠾ࡅࡿእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪࠸࠺ሙྜࠊᑐ㇟⪅ࡀၥ㢟࡞ࡿࠋලయⓗࡣࠊ
᪑⾜⪅ࡸ▷ᮇᅾ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿሙྜࠊᐃఫࡸ㛗ᮇᅾࢆ┠ⓗࡍࡿእᅜேࢆᑐ㇟ࡍ
ࡿሙྜศࡅ࡚⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ᪑⾜⪅ࡸ▷ᮇᅾ⪅ࢆᑐ㇟ࡍࡿሙྜࡣࠊṇ☜࡞ⱥㄒࡢ⏝ࡀ㔜せ࡞ࡿࠋࡑࢀࡣࠊࡇ
࠺ࡋࡓሙྜࡣᅜ㝿ඹ㏻ㄒࡋ࡚ࡢⱥㄒࡢ㔜せᛶࡀ㧗࠸ࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾࡢ
᪥ᮏᅜෆࡢබⓗ࡞ᥖ♧≀ࡣ〇ⱥㄒ⪃࠼ࡽࢀࡿ⾲グࡀ࡞ࡾࡢ㢖ᗘ࡛ぢࡽࢀࡿࠋࡑࡢ
୍ࠕࢻࣜࣥࢢ࣭ࢫࢺࢵࣉࠖࡀ࠶ࡿࠋ

 ᅗ 1 ࢻࣜࣥࢢ࣭ࢫࢺࢵࣉ

ᅗ 2 No Idling

 ᅗ 1 ࡢࡼ࠺ࠊ᪥ᮏㄒࡢࠕࢻࣜࣥࢢ࣭ࢫࢺࢵࣉࠖࡣ࢚ࣥࢪࣥࢆษࡿࠊࡘࡲࡾࠊ
ࠕ
ࢻࣜࣥࢢࢆࡋ࡞࠸ࠖࡇࢆពᅗࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊࡇࢀࡣ〇ⱥㄒ࡛ࠊࡶࡋⱥㄒ࡛”idling stop”ࢆ
ᙉ࠸࡚ゎ㔘ࡋࡼ࠺ࡍࢀࡤࠊ
ࠕࢻࣜࣥࢢࢆࡋ࡞ࡀࡽ㌴ࡍࡿࠖ࠸࠺ពࡋ࡞ࡽࡎࠊ

-54-

᪥ᮏㄒࡢࠕࢻࣜࣥࢢ࣭ࢫࢺࢵࣉࠖᑐᛂࡍࡿ⾲⌧ࡣᅗ 2 ࡢࡼ࠺”no idling”࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࢁ࡛ࠊබⓗ࡞ᥖ♧≀ࡣㄡࡢࡓࡵࡢࡶࡢࡔࢁ࠺ࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓᥖ♧≀ࡀᚲせ࡞ࡢࡣࠊࡑࡢᅵᆅヲࡋ࠸ே࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡑࡢᅵᆅෆ࡞ே࡛
࠶ࡿࡇࡣ᫂ࡽ࡛࠶ࡾࠊⱥㄒ࡛ࡢ⾲グࡣࠕ᪥ᮏㄒࡀࢃࡽ࡞࠸ேࡀࢃࡿࠖࡓࡵࡢࡶࡢ
࡛࠶ࡿࡇࡀࢃࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡇ࠺ࡋࡓሙྜࠕ〇ⱥㄒࠖ㸦᪥ᮏㄒࡀࢃࡿேࡋ
ࢃࡽ࡞࠸ⱥㄒ㸧ࢆ࠺ࡇࡣࡇ࠺ࡋࡓᥖ♧≀ࢆタࡅࡿ㊃᪨ࡍࡿࠋࡑࡢព࡛ࠊබⓗ
࡞ᥖ♧≀࠾ࡅࡿ〇ⱥㄒࡢ⏝ࡣࡍࡄࡸࡵࡿࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ྠᵝࡢࡇࡣࠊᆅୗ⾤࡞࠾ࡅࡿෆࡢ⾲♧ࡸ㟁㌴࡞ࡢ㌴ෆᨺ㏦ࡘ࠸࡚ࡶゝ
࠼ࡿࠋ๓⪅ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⾲♧ἢࡗ࡚ṇࡋࡃࡾ࠼ࡿࡇࡀ࡛ࡁࡿࢆ
ᐇ㝿Ṍ࠸࡚☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋᚋ⪅ࡘ࠸࡚ゝ࠼ࡤࠊḟࡢ㥐ࡢྡ๓ࡸࡾ࠼ࡿ㊰⥺
ྡ࡞ࡣ⪺ࡁྲྀࢀࡿ㡢㔞࡛ᨺ㏦ࡋࡓࡾࠊᩥᏐࡼࡿ⾲♧ࢆྠ⏝ྍ⬟ࡋࡓࡾࡍࡿࡇ
࡞ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓሗࡣࡑࡢᅵᆅヲࡋ࠸ேࡢ┠⥺࡛ࡋ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡇࡀࡼࡃ࠶ࡿ㸦࠼ࡤࠊ㌴ෆᨺ㏦ࡢ㡢㔞ࡀᑠࡉࡃ࡚㥐ྡࡀ⪺ࡁྲྀࢀ࡞࠸㸧ࠋࡋࡋࠊࡇࢀ
ࡽࡣࠊእᅜே㝈ࡽࡎࠊࡑࡢᅵᆅ័ࢀ࡞᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡸࠊどぬࡸ⫈ぬ࡞㞀ᐖࢆ
ᣢࡘேࡗ࡚ࡶ㔜せ࡞ሗ࡛࠶ࡿࡇࢆ⌮ゎࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
௨ୖࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢ௨እࡶࠊእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪࠸࠺ほⅬࡽၥ㢟࡞ࡿࡶࡢࡀ
࠶ࡿࠋࡑࡢ୍ࡋ࡚ḟࡢ┳ᯈࡀ࠶ࡿࠋ

ᅗ 3 ⥭ᛴ㏻㊰
 ࡇࢀࡣ㤳㒔ᅪࡢ㐨㊰࡛ࡼࡃぢࡽࢀࡿࠕ⥭ᛴ㏻㊰ࠖࡢ┳ᯈࡔࡀࠊእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ
౪࠸࠺Ⅼࡽ࠸ࡃࡘࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ࡛ࡁࡿࠋ
 ࡲࡎࠊᣦ♧ࡢࢃࡾࡃࡉࡀ࠶ࡿࠋࠕ⥭ᛴ㏻㊰ࠖ”Emergency Road”࠸࠺⾲グࡽࡣ
ࠕ⥭ᛴࡣࡇࡢ㐨㊰ࢆ㏻⾜ࡏࡼࠖ࠸࠺ពࡢࡼ࠺ឤࡌࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡢୗࡣࠕᆅ㟈
⅏ᐖࠊ୍⯡㌴୧㏻⾜⚗Ṇࠖ᭩ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡘࡲࡾࠊࡇࡢ┳ᯈ࡛ఏ࠼ࡓ࠸ሗࡣࠕ⥭ᛴ
ࡣࡇࡢ㐨㊰ࢆ㏻⾜ࡍࡿ࡞ࠖ࠸࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑ࠺࡛࠶ࡿࡢ࡞ࡽࠊࠕ⥭ᛴ㏻⾜⚗Ṇࠖ
ࡔࡅ᭩ࡅࡤࡼࡃࠊࡢሗࡣ↓㥏࡛࠶ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㧗㏿࡛⛣ື୰ぢࡿ┳ᯈ࡛࠶ࡿࡔ
ࡅ㸦ࡗࡉࡢุ᩿ࢆㄗࡾࡡ࡞࠸Ⅼ࡛㸧༴㝤࡛ࡍࡽ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࡢ┳ᯈࡣࢼ࣐ࢬࡢ⤮ࡀࡁࡃᥥࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢼ࣐ࢬࡽᆅ㟈ࢆ㐃ࡍࡿ
ࡢࡣ᪥ᮏேࡄࡽ࠸ࡔࢁ࠺ࡋࠊ᪥ᮏேྥࡅࡋ࡚ࡶࢼ࣐ࢬࡢ⤮ࢆ࠺ᚲせᛶࡣᑡ࡞࠸㸦㏆ᖺ
࡛ࡣᆅ㟈ࡼࡾࡶ㞵ࡢ᪉ࡀၥ㢟࡞ࡿࡇࡀከ࠸㸧ࠋእᅜே㸦᪥ᮏㄒ࡛ሗࡀྲྀࢀ࡞࠸ே㸧
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ᑐࡍࡿሗᥦ౪࠸࠺ほⅬࡽࡣࠊࢼ࣐ࢬࡢ⤮ࢆᾘࡋ࡚ࠊࡑࡢࢫ࣮࣌ࢫ”Closed in
Great Earthquake or in Heavy Rain”ࡢࡼ࠺࡞ሗࢆࡁ࡞ᩥᏐ࡛᭩ࡃࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ᐃఫࡸ㛗ᮇᅾࢆ┠ⓗࡍࡿእᅜே㸦ᐃఫእᅜே㸧ᑐࡍࡿሗᥦ౪
 ୍᪉ࠊᐃఫࡸ㛗ᮇᅾࢆ┠ⓗࡍࡿእᅜே㸦௨ୗࠊᐃఫእᅜேࡪ㸧ᑐࡍࡿሗᥦ
౪ࡢᡭẁࡋ࡚ࡣࠊ1㸧ⱥㄒ 2㸧ከゝㄒ 3㸧ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢ 3 ࡘࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 1㸧ࡢⱥㄒࡣࠊୖグࡢࡼ࠺ࠊ▷ᮇᅾ⪅ࡣ㔜せ࡞ࡶࡢࡔࡀࠊᐃఫእᅜே㛵ࡋ࡚ࡣࠊ
᪥ᮏᅜෆࡢእᅜேࢆᑐ㇟ࡍࡿつᶍㄪᰝࡢ⤖ᯝ࡞ࡽࠊᙼ㸭ᙼዪࡽࡢከࡃࡣⱥㄒࡀሓ
⬟࡛ࡣ࡞࠸ࡇࡀࢃࡗ࡚࠸ࡿ㸦ᒾ⏣ 2010㸧ࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡗ࡚ࡶⱥㄒࡣᢅ࠸
ࡸࡍ࠸ゝㄒࡣゝ࠼࡞࠸ࠋࡇࢀࡽࡢࡇࡽࠊ1㸧ࡣ㐺ษ࡞㑅ᢥ⫥ࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ
 ḟࠊ2㸧ࡢከゝㄒࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿࠋ
⅏ᐖࡘ࠸࡚ࡣࠊከゝㄒࡼࡿሗᥦ౪ࡀ㔜せࡔࡀࠊᖹࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡣᑡࡋ
␗࡞ࡿ⪃࠼᪉ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡎࠊ⌧≧࡛ࡶ᪤ࠊⱥㄒࠊ୰ᅜㄒࠊ㡑ᅜ࣭ᮅ㩭ㄒࠊࢫ࣌ࣥㄒࠊ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ࡞࡛
ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ⮬యࡀ࡞ࡾࡢᩘᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇ࠺ࡋࡓὶࢀࡣ⥅⥆ࡍࡁ࡛࠶
ࡿࠋࡑࢀࢆ๓ᥦࡋࡓୖ࡛ࠊ௨ୗࡢࡇࢆ⪃࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ⌧Ⅼ࡛ࡣࠊ⮬ື⩻ヂࡣ༑ศᐇ⏝⪏࠼ࡿࣞ࣋ࣝ࠶ࡿࡣゝ࠼࡞࠸ࠋ≉ࠊⱥㄒ௨
እࡢゝㄒࡢ⩻ヂࡘ࠸࡚ࡣࠊᐇୖࠊ᪥ᮏㄒࡽⱥㄒヂࡉࢀࡓࡶࡢࢆⱥㄒࡽࡑࡢゝ
ㄒヂࡍᙧࡀྲྀࡽࢀ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࡛ࠊⱥヂࡼࡾࡶࡉࡽၥ㢟ࡀࡁ࠸ゝ࠼ࡿࠋ
⮬ື⩻ヂࡀᐇ⏝⪏࠼ࡿࣞ࣋ࣝ㐩ࡍࢀࡤࠊከゝㄒࡣᮃࡲࡋ࠸ゝ࠼ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸
ࡀࠊ⌧≧࡛ࡣࠊḟࡢࡼ࠺࡞ၥ㢟Ⅼࡀᣦ࡛ࡁࡿࠋ
 ከゝㄒ࠸࠺ࡇࢆཎ⌮ⓗ⪃࠼ࡿ࡞ࡽࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛ࡢ⏝ேཱྀࡀ 10 ࡢゝㄒ 11 
ࡢゝㄒࡢ㛫ᕪࡀ࠶ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡣࡎࡔࡀࠊᐃఫእᅜேࡢᅜ࣭ᆅᇦู
ࡢேཱྀ㞟ィୖ 20 㸦ᐃఫእᅜேࡢேཱྀࡢ 95㸣ࢆ࢝ࣂ࣮㸧ࡢᅜࡢබ⏝ㄒࡣ 17 ゝㄒ࠶ࡿࠋ
ࡉࡽࠊࡇࢀࢆேཱྀࡢ 99㸣ࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿேཱྀ㞟ィୖ 50 ᗈࡆࡿࠊබ⏝ㄒࡣ 37 ゝㄒ
࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࡀ࡚ᚲせ࡛ࡣ࡞࠸ࡋ࡚ࡶࠊ┦ᙜᩘࡢゝㄒࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢಖ㞀
ࡿࢥࢫࢺࡣᕧ࡞ࡶࡢ࡞ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇࢀ㛵ࡋ࡚ࡣࠊࢥࢫࢺࡀࡗ࡚ࡶከゝㄒ࡛ࡢሗᥦ౪ࢆಖ㞀ࡍࡁࡔ࠸࠺⪃࠼᪉
ࡀ࠶ࡿࡶࡋࢀ࡞࠸ࠋ☜ࠊ⮬ື⩻ヂࡀᐇ⏝⪏࠼ࡿࣞ࣋ࣝ࡞ࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊࡇ࠺ࡋࡓ
ᙇࡣጇᙜࡔᛮࢃࢀࡿࡋࠊ⅏ᐖࡣྍ⬟࡞㝈ࡾࠊከゝㄒ࡛ࡢሗⓎಙຊࢆᑾࡃࡍ
ࡁࡔࡀࠊ⌧≧࡛ࡣ⮬ື⩻ヂࡀྍ࡛࠶ࡿ௨ୖࠊከゝㄒ࡛ᑐᛂࡍࡿࡍࢀࡤࠊேᡭ࡛⩻ヂࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡋࡋࠊࡑ࠺ࡍࡿࠊࡑࡢゝㄒࡢ⩻ヂࡀ࡛ࡁࡿேࡀఫࢇ࡛࠸ࡿᆅᇦ࡛ࡢ
ࡳࠊࡑࡢゝㄒ࡛ࡢሗࡀᚓࡽࢀࡿ࠸࠺ࡇ࡞ࡾࠊከゝㄒࢆ㐍ࡵࡿࡇࡀ࠼ࡗ࡚ᆅ
ᇦ㛫ࡢሗࡢ᱁ᕪࢆቑࡉࡏࡿ༴㝤ᛶࡀ࠶ࡿゝ࠼ࡿࠋ
 ࡇࡢࡼ࠺ࠊⱥㄒࡸከゝㄒ࡛ࡢᑐᛂࡀ㐺ษ࡛࠶ࡿࡇࡽࠊሗᥦ౪ࡣ᪥ᮏㄒ࡛⾜࠺
ࡁࡔ࠸࠺ࡇ࡞ࡿࡀࠊ࠸ࡁ࡞ࡾ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀ᪥ᖖࡗ࡚࠸ࡿࠕᬑ㏻ࡢ᪥ᮏㄒࠖ
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㸦ࠕᬑ㏻ࠖ࠸࠺ㄒࡣࡑ࠺࡛࡞࠸ࡶࡢࢆࠕ≉Ṧࠖ⪃࠼ࡿࡇࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ㐺ษ࡛ࡣ࡞
࠸ࡀࠊ㐺ษ࡞⏝ㄒࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊᩒ࠼࡚ࠕᬑ㏻ࠖ࠸࠺ㄒࢆ⏝࠸ࡿ㸧ࢆ࠺ࡇࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
ⱥㄒࡸゝㄒ࡛ࡢᑐᛂࡀ⪃࠼ࡽࢀ࡚࠸ࡿ⫼ᬒࡣࠊᙜ↛ࡇࡢⅬࡢㄆ㆑ࡣ࠶ࡿࡣࡎ࡛࠶ࡿࠋ
 ௨ୖࡢࡇࡽࠊᐃఫእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡢᡭẁࡋ࡚ࡣࠊ3㸧ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
ࡼࡿࡶࡢࡀ᭱㐺࡛࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
 ࡇ࠺ࡋࡓࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࢆ⏝࠸ࡓእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡣࠊ⮬య
ࡀⓎ⾜ࡍࡿබⓗᩥ᭩ࡢ᭩ࡁ࠼㸦ᒾ⏣ 2016㸧ࡸ NHK ࡢ News Web Easy1࡞ࡀ࠶ࡿࠋ
㸳㸬࠺͆ࡲࡕ͇᰿ࡏࡿ
 ௨ୖࡢ㆟ㄽࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⅏ᐖࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡼࡿሗᥦ౪ࢆࡢࡼ࠺ࡲࡕ
᰿ࡏࡿ࠸࠺ၥ㢟ࡘ࠸࡚⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
 ᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒࡋ࡚ࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ
 ึࡵࠊ⅏ᐖࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࢆࡲࡕ᰿ࡏࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡇࢆ⪃࠼ࡿࠋ
➨୍ᚲせ࡞ࡢࡣࠊእᅜேࡀᆅᇦ♫ࢆࠕᒃሙᡤࠖឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡛࠶ࡿࠋ
ᐃఫእᅜேࡀࠊ᪥ᮏ♫ࡢ୰࡛⢭⚄ⓗᏳᐃࡋࡓ⏕άࢆ㏦ࡿࡓࡵᚲせ࡞ࡇࡢ࠺ࡕࠊ
᭱ࡶ㔜せ࡞ࡇࡢ 1 ࡘࡣࠊ᪥ᮏ♫ࢆ⮬ࡽࡢࠕᒃሙᡤࠖឤࡌࡽࢀࡿࡇ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀ
ࡣࠊ⮬ศࡀࠕẕㄒ࡛࡞ࡽゝ࠼ࡿࡇࢆ᪥ᮏㄒ࡛ࡶゝ࠼ࡿࠖࡼ࠺࡞ࡿࡇࡀ㔜せࡔ⪃࠼
ࡽࢀࡿࠋࡇࢀࡣࠊ⚾ࡓࡕࡀఱࡽࡢ⌮⏤࡛㛗ᮇ㛫ᾏእ࡛⏕άࡍࡿࡇ࡞ࡗࡓ㝿ࠊ⮬ศࡀ
ゝ࠸ࡓ࠸ࡇࠊ᪥ᮏㄒ࡛࡞ࡽᙜ↛ゝ࠼ࡿࡇࢆࠊࡑࡢᅜࡢゝㄒ࡛ゝ࠼ࡿࡼ࠺࡞ࡗ࡚࠸ࡿ
ሙྜࡑ࠺࡛࡞࠸ሙྜ࡛ࠊᚰ⌮ⓗ࡞Ᏻᚰឤࡀࢀ␗࡞ࡿࢆീࡍࢀࡤࠊ⌮ゎࡋ࡚
࠸ࡓࡔࡅࡿࡔࢁ࠺ࠋࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡀᣢࡘࡇࡢពࡢᶵ⬟ࢆࠕᒃሙᡤసࡾࡢࡓࡵࡢࠑࡸ
ࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࠖࡪࡀࠊࡇࢀࡣḟࡢ 3 ࡘࡢഃ㠃ࡀ࠶ࡿ2ࠋ
㸦9㸧a. ึᮇ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢබⓗಖ㞀ࡢᑐ㇟ࡋ࡚ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
b. ᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒࡋ࡚ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
c. ᆅᇦᆺึ⣭ࡋ࡚ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
 ࡇࡢ࠺ࡕࠊᅇࡢෆᐜ᭱ࡶ㛵ಀࡍࡿࡢࡣ㸦9b㸧࡛࠶ࡿࠋ
 ᐃఫእᅜேࡀቑ࠼ࡿ࠸࠺ࡇࡣࠊᆅᇦ♫ᙼ㸭ᙼዪࡓࡕࡀ⏕άࡍࡿࡼ࠺࡞ࡿ࠸
࠺ࡇ࡛࠶ࡿࠋࡑࡇࡣࠊఱࡽࡢඹ㏻ゝㄒᚲせ࡞ࡿࡀࠊᒾ⏣㸦2010㸧ࡑࡢࡢ◊✲⤖
ᯝࡽࠊⱥㄒࡀࡑࡢᙺࡣ❧ࡓ࡞࠸ࡇࡀ᫂ࡽ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
 ➨ࡢೃ⿵ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀఱࡢㄪᩚࡶຍ࠼࡞࠸᪥ᮏㄒࡔࡀࠊࡇࢀࡶྍ࡛࠶ࡿࠋࡑ

https://www3.nhk.or.jp/news/easy/
ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡣࠊࡇࢀ௨እእᅜ࣮ࣝࢶࢆᣢࡘᏊࡶࡸࢁ࠺ඣࢆᑐ㇟ࡍࡿࠕࣂ
ࣃࢫࡋ࡚ࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࠖ࠸࠺ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿ㸦ᗡ 2016ࠊᚿᮧ⦅ 2019a, bࠊᏳᮾ࣭ᒸ 2019㸧ࠋ

1
2
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ࢀࡣࠊࡇ࠺ࡋࡓ❧ሙࢆ᥇ࡿࡇࡣࠊእᅜேࢆㄒᏛ⬟ຊࡔࡅุ࡛᩿ࡍࡿࡇࢆពࡋࠊࠕከᩥ
ඹ⏕ࠖ࠸࠺⪃࠼᪉ྜ⮴ࡋ࡞࠸ࡽ࡛࠶ࡿ㸦ୖグࡢࡼ࠺ࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀఱࡽ
ࡢ⌮⏤࡛ᾏእ࡛⏕άࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓ㝿ࠊ⮬ࡽࡢ⬟ຊࢆࡑࡢᅜࡢࡇࡤࡀ࡛ࡁ
ࡿ࠺ࡔࡅุ࡛᩿ࡉࢀࡓࡽࡢࡼ࠺ឤࡌࡿࢆ⪃࠼࡚ࡳ࡚ࡋ࠸㸧ࠋ
㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬 㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬㸬
 ࡑ࠺ࡍࡿࠊㄽ⌮ⓗ⪃࠼࡚ࠊᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒࡀ⏕ࡲࢀࡿࡍࢀࡤࠊࡑࢀࡣࠊ᪥ᮏ
ㄒẕㄒヰ⪅ࡀ୍ᐃࡢㄪᩚࢆຍ࠼ࡓ᪥ᮏㄒࠊࡍ࡞ࢃࡕࠊࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡋ࠶ࡾᚓ࡞࠸ࡇ
࡞ࡿࠋࡑࡢሙྜࡢࣔࢹࣝࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅㸺ཷࡅධࢀഃࡢ᪥ᮏே㸼
  Ў
   

ࢥ࣮ࢻ㸦ᩥἲࠊㄒᙡ㸧ࡢไ㝈ࠊ
᪥ᮏㄒࡽ᪥ᮏㄒࡢ⩻ヂ

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ㸦ᆅᇦ♫࠾ࡅࡿඹ㏻ゝㄒ㸧
 Ќ

࣑ࢽ࣐࣒ࡢᩥἲ㸦ࢫࢸࢵࣉ 1, 2㸧ㄒᙡࡢ⩦ᚓ

 ᪥ᮏㄒࢮࣟࣅࢠࢼ࣮㸺ᐃఫእᅜே㸼
㸦ᅗ 4㸧ᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ
 ࡓࡔࡋࠊࡇࢀࡣࠊඹ㏻ゝㄒࡀ࡛ࡁࡿࡍࢀࡤࠊࡢヰ࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡣᡭࡑ࠺࡞ࡿ࠸
࠺ࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡀᐇ⌧ࡍࡿ࠺ࡣ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡢព㆑ḟ➨࡞ࡢ࡛࠶ࡿࠋ
  ࡘࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ
 ḟᚲせ࡞ࡢࡣࠊࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ⮬య㛵ࡍࡿᤊ࠼᪉࡛࠶ࡿࠋ
 ୍㒊ࡢ⮬య࡛ࡣࡁ࡞ᨵၿࡀぢࡽࢀࡿࡣ࠸࠼ࠊ⮬యࡀฟࡍሗࡣ౫↛㞴ゎ࡛࠶ࡗ
ࡓࡾࠊ↔Ⅼࡀ⤠ࢀ࡚࠸࡞ࡗࡓࡾࡍࡿࡶࡢࡀከ࠸ࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊࡲࡎࡣࠊሗࢆࠕ᪥ᮏㄒ
ẕㄒヰ⪅ࡀᬑ㏻⌮ゎ࡛ࡁࡿ㸭ㄞࡴẼ࡞ࡿࠖࡶࡢ᭩ࡁ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠼ࡤࠊ
㸦10㸧
ࢆ㸦11㸧ࡢࡼ࠺᭩ࡁ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸦10㸧ಖ⫱ᅬࡢධᅬᇶ‽㸦୍㒊㸧
   1㸬㛫ᒃᏯእ࡛ປാࡍࡿࡇࢆᖖែࡋ࡚࠸ࡿሙྜ
2㸬㛫ᒃᏯෆ࡛ஙᗂඣ㞳ࢀ࡚᪥ᖖࡢᐙ௨እࡢປാࢆࡍࡿࡇࢆᖖែࡋ࡚࠸
ࡿሙྜ
3㸬ዷፎ୰࡛࠶ࡿཪࡣฟ⏘ᚋ㛫ࡀ࡞࠸ሙྜ
㸦11㸧1㸬ಖㆤ⪅ࡀࠊ㛫ࠊ♫࡞࡛ാ࠸࡚࠸ࡿሙྜ
   2㸬ಖㆤ⪅ࡀࠊ㛫ࠊ⮬Ⴀᴗ࡛ാ࠸࡚࠸ࡿሙྜ
   3㸬ẕぶࡀࠊዷፎࡋ࡚࠸ࡿࠊฟ⏘ࡋ࡚ࡍࡄࡢሙྜ
 㸦11㸧
㸦ᙜࡓࡿࣞ࣋ࣝࡢᩥ᭩㸧ࡣࠊึ⣭ಟࣞ࣋ࣝࡢእᅜேࡀ┤᥋ㄞࡵࡿࡇࢆᐃࡋ
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࡞ࡃ࡚ࡶࡼ࠸ࠋࡑࢀࡼࡾࡶࠊࠕ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅࡞ࡽ⣮ࢀ࡞ࡃㄞࡵࡿࠖࡶࡢࢆ┠ᣦࡍࡁ࡛࠶
ࡿࠋࡑ࠺ࡋࡓᙧ࡛ࠊཎᩥࡢ」㞧࡞᪥ᮏㄒࢆࢃࡾࡸࡍ࠸᪥ᮏㄒ⩻ヂࡍࡿࡇࡼࡗ࡚ࠊ
ᶵᲔ⩻ヂ࡞ࡶ࠸ࡸࡍࡃ࡞ࡿࠋࡇ࠺ࡋࡓࠕ୰㛫㸦ẁ㝵ࡢ㸧ゝㄒࠖࡶࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ
ࡋ࡚ᤊ࠼ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ௨ୖࢆᅗ♧ࡍࡿḟࡢࡼ࠺࡞ࡿࠋ
㞴ゎ࡞ᩥ᭩
Ў              ᪥᪥⩻ヂ
ࢃࡾࡸࡍ࠸ᩥ᭩㸦ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1㸧
                                  ከゝㄒ⩻ヂ
ⱥㄒ ୰ᅜㄒ ࣏ࣝࢺ࢞ࣝㄒ͐͐ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ2 
ᅗ 5 2 ࡘࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ
ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1 ࡣ୍⯡ࡢ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡀㄞࢇ࡛ᐜ᫆⌮ゎ࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ึ⣭ಟࣞ࣋ࣝࡢ᪥ᮏㄒຊࡢእᅜேࡀ┤᥋ㄞࡵࡿᚲせࡣ࡞࠸3ࠋ୍᪉ࠊࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ2
ࡣⱥㄒࡑࡢࡢእᅜㄒྠᵝࡢࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊከゝㄒᑐᛂࡢゝㄒࡢ 1 ࡘぢ࡞ࡉࢀࡿࡶࡢ࡛
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ᚲせᛶࢆ⌮ゎࡍࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
 ⅏ᐖ๓ഛ࠼ࡿ
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ࡇࢀࡽຍ࠼࡚㔜せ࡞ࡇࡋ࡚ࠊྍ⬟࡞㝈ࡾࠊ⅏ᐖࡢࣃࢱ࣮ࣥࢆ๓ண

ࡋ࡚ࠊ㑊

㞴່࿌ࡢᩥ㠃࡞ࢆᐃᆺࡋ࡚࠾ࡁࠊࡑࢀࡒࢀࡘ࠸࡚ࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1 ∧ྛゝㄒ
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ᛂࡋࡓሗࡢཎࢆసᡂࡋ㸦ࡇࢀࡣᅗ 5 ࡢࠕ㞴ゎ࡞ᩥ᭩࡛ࠖࡶࡲࢃ࡞࠸㸧ࠊࡑࢀࢆゝㄒᏛ
ࡸ⩻ヂࡢᑓ㛛ᐙࡀࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1 ⩻ヂࡍࡿࠋࡉࡽࠊࡑࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1 ∧
ᇶ࡙࠸࡚ࠊ࡛ࡁࡿࡔࡅ㸦ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ2 ࢆྵࡴ㸧ከゝㄒࡼࡿሗ㓄ಙࡢཎࢆస
ᡂࡋ࡚࠾ࡁ㸦ࡇࡢ㝿ࠊᚲせᛂࡌ࡚⮬ື⩻ヂࡶ⏝ࡍࡿ㸧
ࠊ⅏ᐖࡣྛேࡀࣥࢱ࣮ࢿࢵ
ࢺࢆ㏻ࡌ࡚ሗࢆ㑅ᢥ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

3

ࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ1 ࡣࠊබⓗᩥ᭩ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊἲᚊ⏝ㄒ㸦ἲᘐ㏻ヂ㛵㐃㸧ࡸ་⒪⏝ㄒ㸦་
⒪㏻ヂࡸࣥࣇ࢛࣮࣒ࢻࢥࣥࢭࣥࢺ㛵㐃㸧࡞࠾࠸࡚ࡶᚲせ࡞ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡽࡣ
እᅜேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ᪥ᮏㄒẕㄒヰ⪅ࡗ࡚ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
4 5.2 ࡢࠕᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒࠖࡋ࡚ࡢࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡣࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒ2 ᙜࡓࡿࠋ
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㸴㸬࠾ࢃࡾ
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 ⅏ᐖࡢၥ㢟ࡋ࡚㔜せ࡞ࡢࡣࠊ⅏ᐖࡢ㢮ᆺᑐᛂࡋࡓᙧ࡛⅏ᐖฟࡍሗࢆ๓
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 ᆅ⌫

ᬮࡢᙳ㡪࡛つᶍ࡞Ỉᐖࡣᚋẖᖺࡢࡼ࠺㉳ࡇࡿࡇࡀணࡉࢀࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ

ᑡࡋ࡛ࡶ⿕ᐖࢆῶࡽࡍࡓࡵࡣࠊ⅏ᐖࡀ᮶ࡿ๓ྍ⬟࡞㝈ࡾሗࢆᩚ⌮ࡋࠊᑐᛂሗࡢ
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ཧ⪃ᩥ⊩
ࣝࢡ㸦2019㸧ࠕࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࡢୡ⏺ࠖࠗ᭶ห᪥ᮏㄒ࠘ࣝࢡ
http://www12.plala.or.jp/isaoiori/alc-yasashii-nihongo.pdf
Ᏻᮾ᫂⌔ⰼ࣭ᒸ ᰤ㸦2019㸧ࠕࢁ࠺ඣࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒࠖᗡ⦅㸦2019㸧ᡤ
ᗡ ຌ㞝㸦2013㸧ࠗ᪥ᮏㄒᩍ⫱࣭᪥ᮏㄒᏛࡢࠕḟࡢ୍ᡭࠖ࠘ࡃࢁࡋ࠾ฟ∧
ᗡ ຌ㞝㸦2016㸧ࠗࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ̿ከᩥඹ⏕♫̿࠘ᒾἼ᪂᭩
ᗡ ຌ㞝┘ಟ㸦2010㸧ࠗࢇࡈࡇࢀࡔࡅ㸟1࠘ࢥࢥฟ∧
ᗡ ຌ㞝┘ಟ㸦2011㸧ࠗࢇࡈࡇࢀࡔࡅ㸟2࠘ࢥࢥฟ∧
ᗡ ຌ㞝࣭࣭ࣚࣥࢫࢡ࣭᳃ ⠜Ⴙ⦅㸦2013㸧ࠗࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣఱࢆ┠ᣦࡍ̿ከᩥ
ඹ⏕♫ࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࠘ࢥࢥฟ∧
ᗡ ຌ㞝࣭ᒾ⏣୍ᡂ࣭బ⸨⌶୕࣭ᰡ⏣┤⨾⦅㸦2019㸧ࠗࠑࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠒከᩥඹ⏕࠘
ࢥࢥฟ∧
ᒾ⏣୍ᡂ㸦2010㸧
ࠕゝㄒࢧ࣮ࣅࢫ࠾ࡅࡿⱥㄒᚿྥ̿ࠕ⏕άࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏㄒ㸸ᅜㄪᰝࠖ⤖
ᯝᗈᓥࡢࡽ̿ࠖ
ࠗ♫ゝㄒ⛉Ꮫ࠘13-1ࠊ♫ゝㄒ⛉Ꮫ
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ᒾ⏣୍ᡂ㸦2016㸧ࠗㄞࡳᡭఏࢃࡿබ⏝ᩥ࠘ಟ㤋᭩ᗑ
ᚿᮧࡺࡾ⦅㸦2019a㸧ࠗ୰Ꮫ⏕ࡢࢇࡈ Ꮫᰯ⏕ά⦅࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᚿᮧࡺࡾ⦅㸦2019b㸧ࠗ୰Ꮫ⏕ࡢࢇࡈ ♫⏕ά⦅࠘ࢫ࣮࢚࣮ࣜࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ᯇ⏣㝧Ꮚ࣭๓⏣⌮ెᏊ࣭బ⸨அ㸦2000㸧
ࠕ⅏ᐖࡢእᅜேᑐࡍࡿሗᥦ౪ࡢࡓࡵࡢ᪥ᮏ
ㄒ⾲⌧ࡑࡢ᭷ຠᛶ㛵ࡍࡿヨㄽࠖ
ࠗ᪥ᮏㄒ⛉Ꮫ࠘7ࠊᅜ❧ᅜㄒ◊✲ᡤ
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事例紹介① 「災害時の外国人支援」と「やさしい日本語」の取り組み
田島

亮子

公益財団法人栃木県国際交流協会
に登録している方に発信したりした。但し、これ
だけだと外国人に情報を届けるには十分ではない
ので「災害時外国人キーパーソン」とのネットワー
クを活用した。
外国人キーパーソンというのは、国際交流協
会が出す情報をそれぞれのネットワークで情報を
広める、という役割をお願いしている方々であ
る。現在 16 か国 40 名程度の方にお願いしてい
る。私たちは日本語、英語、中国語、ポルトガル

栃木県に住む外国人は約 4 万人。115 の国と

語、スペイン語、やさしい日本語で配信している

地域から来ており、県人口の 2.08％になる。多

が、それ以外の言語については、キーパーソンの

い国は中国、ベトナム、フィリピンや南米の国。

方々に自身の母国語に翻訳して拡散してもらって

全体の約半分を永住者や技能実習生が占めてい

いる。私たちが一方的に情報を発信するというこ

る。

とだけではなく、キーパーソンの方々からも、そ

昨年 10 月の台風 19 号の時、栃木県の南の方

れぞれの地域の状況等の情報をもらった。私たち

の栃木市や佐野市等において、川が決壊して非常

が手探りの中、どういう情報を出そうか検討する

に深刻な浸水被害などがあった。栃木県の地域防

時に非常に参考になり、
「台風が近づいてきます。
」

災計画に基づいて、国際交流協会の中に「災害多

という注意喚起や、災害ゴミ、罹災証明書のこと、

言語支援センター」が立ち上がり、多言語と「や

入管からのお知らせなどを案内した。
今回の台風 19 号で被災した外国人の声の中で

さしい日本語」で情報提供の相談対応などを行っ

多かったものを 3 つ挙げる。

た。
職員が手分けして、自治体のホームページを見

１．
「家に居た方がいいのか、避難所に行った方

たり、関係機関に問い合わせたりして情報収集を

がいいのか、そのタイミングも含めて、迷った。
」

した。プリントアウトしたものをパネルに貼って

近くに住む人に「○○の避難所はもう一杯で入

情報を整理し、どの情報を発信していくか検討し

れないみたいだ。
」と、教えてもらったという

た。発信する情報を決めたら、日本語の原稿を作

人もいた。やはり、災害時に近所の人と話がで

成し、それを各言語に翻訳、また「やさしい日本

きるというのは大変心強い。全体的な情報は何

語」に書き換え、配信する。これは時間との戦い

とか手に入れられたとしても、
自分が今いる「こ

である。ここで一番大切なのは、日本語の原稿の

こはどうなんだ」と、とても不安になることが

作成である。外国人に向けた文であることを意識

ある。

して、文を短くし、分かりやすい表現で、伝えた

２．
「台風が来ることを具体的にイメージできな

いことがはっきりわかる文を作るということであ

かった。
」母国の災害と違っている場合もある。

る。また、地名などの固有名詞には必ず振り仮名

具体的にイメージしてもらえるように伝えるこ

を付ける。こうすることで翻訳する時に速く翻訳

とが必要だと思う。

ができ、間違いも少なくなって、非常に効率が良

３．
「どこで情報を得られるか分からなかった。
」

くなる。この様にして作成した情報はホームペー

こういうことは事前に準備ができる場合もあ

ジ等で公開したり、関係機関に流したり、メール

る。今後の支援の課題として参考にしていきた
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くなる、という効果を狙っている。

いと思っている。
「やさしい日本語」を広めることにも日頃から

私たちは日本語の専門家ではないが、国際交流

取り組み、ハンドブックやさっと説明できる簡単

協会として伝えられることはあると考えている。

なリーフレットなどを作成している。
『やさしい

出前講座でよく紹介しているのは、東日本大震災

日本語で話してみよう』
（監修：庵先生）は日本

時の外国人からの相談内容だ。計画停電、原発・

語を話す人向けに作ったものだ。また、外国人と

放射能に次いで、3 番目に多かったのが「ボラン

日本人が、
「やさしい日本語」で話しながらゲー

ティアがしたい、寄付したい」というもの。また

ムをするというワークショップを行った際は、外

先日の台風 19 号の際もネパール人のグループが

国人からは「いつもより、たくさん話せた。
」
「安

片付けのボランティアをしていた。これらは、日

心して話せた。
」という声が上がった。聞いて分

本人が外国人を支援するということだけでなく、

かるということも大事だが、
「自分自身が話せた」

お互いに助け合うという視点を教えてくれるもの

という内容のコメントがたくさん寄せられた。そ

だ。

の他、
「やさしいにほんご」ロゴマークを作って

去年立ち上げた「やさしい日本語」普及員バン

普及に努めている。また、
「私たちはやさしい日

クは、
「やさしい日本語」が良いと思った一人一

本語で話します。
」という言葉を 10 言語で翻訳

人が広めていくという主旨だ。
「やさしい日本語」

したものをカウンターに置いたり、建物の入り口

で積極的にコミュニケーションしたいという人た

に貼ったりして、外国人がそれを見て、安心して

ちを増やしていくためには、市民レベルでの力、

その場所を利用できる、スタッフに話しかけやす

影響力というのが大きいのではないかと思う。

事例紹介②
アレクサンドラ

シュワルツ

中央大学

中央大学文学部独文学科非常勤講師
とんどなので、訓練のチャンスもない。仕事で来
ている人は職場の訓練があるが、その家族は日本
語が出来なければ自治会にも入れず訓練もできな
い。小学生から防災教育を受けている日本人と比
べて、防災知識の差が激しい。
私も日本に来た時、最初の 10 年間は 1 回も
防災訓練に参加したことが無かった。10 年過ぎ
たところで、家の裏山が崩れて土砂崩れに遭っ
た。初めて本当に災害が起きることを身をもって

本に来ている外国人の多くは日本が天災大国で

知り、避難バックをその日のうちに用意した。毎

あることはよく知っている。津波や地震は海外で

年 9 月になると、防災訓練と共に、その避難バッ

も大きなニュースになっており、ガイドブックな

グを出して、全部中身を取り出して賞味期限など

どには書いてある。けれども日本人に比べ、防災

を確認して、もう一度詰め直す。それからも避難

意識、防災訓練や避難に対する備え、知識は不充

訓練できる場所が少なかった。子供に「ママは一

分であり、防災教育の場がないのも課題である。

番に死ぬ。訓練していないから。
」と言われ、非

防災訓練は学校や自治会の主催になっている。
例えば留学生は自治会に入っていないケースがほ

常に深刻な状態だと思い、その当時私が図書委員
をしていた学校にお願いして、毎月防災訓練に参
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日本語の難しさは、とても曖昧なことである。

加させてもらうようになった。
言語の問題もある。最近では英語や中国語、韓

例えば、主語がなくても、誰が何をやったかは分

国語などの言語が追加されている表記が多くなっ

かるようだ。また、アドバイスを貰う時には「し

てきているのはかなりの進歩だと思う。英語さえ

たらどう？」とか、
「しましょう。
」または「考え

理解できれば多くの情報を得ることが出来る。但

たらよいかもしれません」などと言われる。防災

し、地震とか、土砂崩れの時の緊張感を考えてみ

の時はこのような言葉は危険性、緊急性、必要性

ると、自分の母語でない言語で、どれだけ分かる

を伝えにくいと思われる。受け取る側は”避難訓

か問題である。だから、外国人でも、ある程度の

練は必ず必要です。
“と言われたら、その重要性

レベルの日本語をマスターすることは日本で生活

に気が付き、行動につながりやすいだろう。指示

する上で欠かせないことだと考える。

がはっきりした方が良い。敬語の「してよろしい

生活に必要な日本語は、優先して教えてもらう

ですか？」
「していただけますか？」
「やっていた

と助かる。日本語を学ぶ時、最低限の日本語とし

だけないでしょうか？」
「いかがですか？」も外

て 1,000 単語ぐらいは必要だとされている。そ

国人にとって分かりにくい難しい言い回しであ

の 1,000 単語の単語選びに生活に必要な単語を

る。どうしたらよいのかが分からなくなる時があ

中心に考えることができればベストである。もち

る。また「ない」が入ってくると分からない。
「寒

ろん、日本の四季、風習、歴史など知ると生活は

い？」と言われれば分かるが、
「さむくない？」

楽しくなり、楽になることも多いが、災害が頻繁

と言われると「私は寒いけれど、あなたは寒くな

に起こる日本では、主に生活に欠かせない単語を

いの？」
と思う。
「さむくなくない？」
になるともっ

日本語の教科書に載せると良いと思う。初心者向

と分からない。

けの教科書には「地震」という単語は載っている

分かりやすい文法と分かりやすい単語が求めら

が、
「余震」は載っていない。私は地震の仕組み

れている。分かりやすい日本語は、
「～ください。
」
、

は分かっていたが、地震を体験したことはほとん

「～お願いします。
」
、
「…必要です。
」これははっ

どなかった。地震の後にまた地震が来るというこ

きりする。
「余震」は、そもそも余震があること

とは、教科書で学んだことはあったが、本当に来

を分かっていない人が多いので、
「地震の後に来

るとは全く想定できなかった。また「避難」は載っ

るほかの地震」と言う。
「土砂崩れ」は「山が崩

ているが、
「避難場所」
は載っていない。
「避難場所」

れる」にする。
「避難場所」ではなく、
「安全なと

は、私の中では 1 つの決まった所だった。でも

ころ」にする。そうすると、指定した場所ではな

実は「避難場所」は決まっていない。河原から逃

く、自己判断を踏まえた上で、自分で一番安全な

げて来る、それとも川へ行かなくてはならないの

ところが出てくるのではないだろうか。ちょっと

か、
「避難場所」は条件によって変わることは習っ

工夫をしたら、そもそも難しい日本語も必ず理解

ていない。

しやすくなると思う。
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報告③
岡本

麗

豊実株式会社

代表取締役
を覚えられないから、分かりやすく、正しい文法
での日本語をあなたに教える。
」と言って教えて
くれた。
私の仕事場には外国の人がとても多い。英語圏
の人はあまり多くなく、ベトナム、ペルー、フィ
リピンの人が多い。私は仕事上、指導したりする
が、先日、
「赤い札を貼り出した部屋を全部片付
ける。緑の札を貼り出したら、
片付けなくてよい。
」
という指示をした。すると、ベトナム人の担当者

私は 1997 年 4 月に来日し、翌月 5 月に出産

はどちらの部屋も片付けてしまった。だが、実は

した。来日した時、日本語は全く分からなかった

その人は間違っていないのだ。私の言葉が曖昧な

が、日本人の夫は仕事を持っていた為、子供が病

部分があったから両方片付けてしまったのだと私

気になったり、検診の際は自分で対応しなければ

は思う。私が「赤い札を貼り出したら全部片付け

ならなかった。日本語が全くわからない中、先生

て、緑の札を貼り出したら、片付けない。
」と言

が、私に子どもの病状を説明する際、専門用語を

えば分かりやすかった。ベトナム人の担当は、
「片

使ったのか、
「やさしい日本語」を使って話して

付けなくてよい」と言ったのを「片付けてもよい」

くれていたのか、どういうふうに説明してくれた

と理解していたのだ。震災の時にも同様の勘違い

のか、正直全く分からなかった。私はペンと紙を

や分かり難さは実は色々出て来きていると私は思

出して「子どもの病状とか、薬とか、メモを書い

う。

てください。
」と先生にお願いし、帰ったら夫や

話す言葉は、その言葉が分からなければ、他の

母に見せようと、自分なりの方法を考えてきた。

言葉、同義語を探して言い換えて、その人が分か

今、私は八王子国際協会で医療ボランティアを

るように伝えられる。

している。今は医療の現場で、私が通訳していて

または、最終的には身振り手振りで伝えること

も、先生たちも外国の方にできるだけ専門用語を

が出来ます。皆さんのやさしい気持ち、且つ「や

避けて、分かりやすく話したり、説明したりして

さしい日本語」を伝えたい気持ちは、私たち外国

くれている。私は、機械翻訳は本当に頼ってはい

人にも大変伝わってくる。そこからコミュニケー

けないと考えている。庵先生の講演にあった「川

ションも生まれると思う。ですが、文章において

へ」とか「川に」の表現方法は、避難する話と同

は一度作り出したチラシや、放送テロップ、市政

じように使ったらもっと危険だと思う。特に医療、

の文章においての通知はなかなか書き直すとこが

防災、法律の現場では使わなくていいのではない

ない。そのため正しい文法でわかりやすい日本語

かと考えている。多くの日本人は外国の言語が分

が不可欠。災害の時は正確な日本語を求められる。

からない。機械翻訳が正しく伝わっているかどう

今、庵先生始め多くの方々が、日常でも災害時で

か分からずに使っていると思う。

も、より分かりやすい、尚且つ正しい文法の「や

私の義理の母はとても熱心な人で、仕事が終

さしい日本語」を日本人にも外国人にも提供する

わって帰宅しても私と筆談で話をしたりするだけ

ことに力を入れて関わってくれていることに、外

では物足りなく、どうやって私に日本語を分から

国人の立場として大変感謝している。近い将来、

せようかと考え、小学生用の教科書を一通り用意

震災の時だけではなく、日常でも「やさしい日本

してくれた。義母の日本語は分かりやすく、
「単

語」が“まち”に社会全体に根付いてくれること

語だけ並べても、あなたはいつになっても日本語

を信じている。
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< 質疑応答、意見交換＞
Q １：< やさしい日本語 > が普及するには、日本人の意識を変える必要があるということだが、日本人
の教育現場に導入することが不可欠ではないか。
庵氏：その通りである。実際に高校教育などにどういうふうに持って行くかということが必要になっ
てくる。色々な研究グループでも研究を始めている。
Q ２：将来 AI が進めば、何とでもなるのではないか。
庵氏：言語学的な立場からすると、恐らく日本語は無理だと思う。
Q ３：災害時と生活用語を伝える時の < やさしい日本語 > に差があるか。
庵氏：緊急時に限定すると、文法に拘る必要は無い。一方、普通の時は < やさしい日本語 > でも文法を
踏まえた体系的なものでなければならない。
Q ４：通常の日本語を〈やさしい日本語〉1 に翻訳する時、やさしくなっているかどうかの目安は具
体的にあるか。
庵氏：私たちのホームページで公開している「やさしいチェッカー」である程度できる。
Q ５：こういうことをやるには行政との連携が必要だと思うが、そういう取り組みがあったら教えて
ほしい。
庵氏：横浜市と連携している。横浜市のホームページの < やさしい日本語 > に、ある程度出ている。
Q ６：新型コロナウイルスのサイトの記事を機械翻訳したら、全く理解できない訳になった。
庵氏：いいソフトがあるかということだが、私が把握しているところでは現状ではあるとは言えない
状況である。
Q ７：日常生活で「やさしくない日本語」は必要ないだろうか。
庵氏：「やさしくない日本語」がどういうものなのかにもよるが、英語では公的文書は plain English
という分かり易い英語で出さなければいけないことになっている。情報伝達を目的とした場合、
plain Japanese と言えるようなものでないといけないだろうと考える。それが〈やさしい日本
語〉1 に当たるものである。
Q ８：< やさしい日本語 > のテキストとして何がいいか。
庵氏：『にほんご

これだけ！』（庵

功雄監修

ココ出版）を推奨する。

Q ９：AI 翻訳を想定して、〈やさしい日本語〉1 を作るという観点もあるか。
庵氏：あるといえばあるが、限られた部分に特化して情報を出すには良いが、AI のレベルは日本語の
処理としては、母語話者のレベルには遥かに及ばないのが現状である。
Q10：キーパーソンはどういう方にお願いしているか。
Q10：キーパーソンはどういう方にお願いしているか
田島氏：我々の様々な事業に参加してくれた方で、信頼できると思える方、基本的に日本語をできる
方読める方にお願いしている。個別に声がけしている他、市、町の役所、国際交流協会に、地
元で活躍している方を推薦してもらい、定期的に声がけして、キーパーソンになってもらって
いる。
Q11：「やさしい日本語」を広めるための関係機関へのアプローチはどうしているか。
田島氏：自治体へのアプローチは、市町の国際交流協会を通じたり、県が主催する関係機関の会議な
どで「やさしい日本語」を紹介する。さまざまな分野にお知らせしても、思う通りにはいかな
いことはある。出前講座などを開催し、例えば教育関係では外国人保護者とのコミュニケーショ
ンをテーマして「やさしい日本語」を紹介している。
Q12：外国人への情報の周知が難しいがどうすればいいか。
田島氏：外国人キーパーソン以外に、もう一つのキーパーソンは、日本語ボランティアだと思う。ボ
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ランティアの皆さんは学習者とつながりがあり、外国人のことをよくご存知だ。また、日本人
側が知らせたい情報と外国人が必要としている情報が違うこともある。外国人のニーズがどこ
にあるか真摯に耳を傾ける必要もある。
Q13：外国人の方が良く見るネット情報サイトはどういうものか。
シュワルツ氏：ネットを見る人はデジタルな人。私は自分で一番情報が入りやすいのは目と耳。一番
簡単なのはラジオである。場所を確認したい時は情報の正しさ、スピードを考えると NHK を見
る。どういう情報が一番良いかは非常に個人差があると思う。
Q14：機械による翻訳は医療や災害時には危険だと言っているが、人手不足などにより機械に頼る必
要がある場合には、どのような配慮やサポートが必要か。
岡本氏：今は、スカイプ、ウイチャット、ラインなどで遠距離翻訳を取りこんでいるところがあると聞く。
自治体等、情報を伝える人が普段からそういう所を把握しておく必要があると思う。中国人と
しては、機械が使えないのなら、筆談で字を書いてほしい。それならば大分わかると思う。
Q15：今、< やさしい日本語 > に取り組もうというのは日本人からであるが、外国人に求められること
はあるか。
庵氏：最低限このレベルまでは日本語をやってもらわないと困るというレベルがある。初級修了の日
本語力があれば、日本語で十分コミュニケーションができる。分からないことをお互いに確か
め合える。
Q16：全く日本語が話せなければ行き場がないということか。
庵氏：本来は税金を使って、
〈やさしい日本語〉2 のレベルまで持ってくるようにしなければいけない。
それが現状でできないなら、地域の日本語教室や日本語学校がある程度有償でもやっていくこ
とが必要だと思う。
Q17：税金を使って、日本人は反発しないだろうか。
庵氏：多文化共生とか < やさしい本語 > というのは、ある意味では負担を伴うものであり、反発を買う
ものでもある。そういうふうにして、外国人と一緒に暮らしたいのか、そうでないのか、その
結果外国人が全く来なくなってどうしようもなくなるということもある。日本人側が覚悟とし
て決めることであると思う。

-68-

D 分科会

●テ

ー

マ：

国際協力の現場から考える多文化共生
異文化の中での生活には大きな心理的ストレスが伴います。日本においても外
国人の長期滞在・定住化が加速し、各自治体や国際交流協会が設置する生活相談
窓口の重要性は増すばかりです。相談内容が多様化・深刻化すると同時に、相談
を受ける側や社会としての困りごとも増えてきています。多様なバックグランド
を持った人々とのコミュニケーションや心のケア、そしてその人たちを支えるサ
ポーターの心のもちようについて、これまで国内外で異なる文化を持った人々の
心と向き合ってきた国際協力 NGO の経験を共有いただくと共に、双方が気持ち
よく共生するための実用的なコミュニケーション・スキルを紹介します。

●事 例 報 告 ①

：

山下

育

特定非営利活動法人日本紛争予防センター（JCCP）
プログラム・オフィサー

●事 例 報 告 ②

：

山本

裕子

特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会
在日外国人支援事業担当

保健師・看護師

●ワークショップ：

渡辺

眞里子

JICA 東京 研修員カウンセラー

●ワークショップ：

佐藤

優子

JICA 東京 研修員健康管理センター

●参加者

臨床心理士
看護師

３５名

●前

半

：

JCCP, シェアによる事例報告

●後

半

：

より実践的な JICA 東京の取り組みとワークショップ

事例報告①
山下

育

特定非営利活動法人日本紛争予防センター（JCCP） プログラム・オフィサー
の間に世界的にピークを迎えた。最近は弱体し
たといわれ、若干減少傾向にある。だが、アフ
リカに特化してみると 2000 年から 2010 年の
10 年間で死亡者数 8900 人に対し、2011 年
から 2016 年の 5 年間で 33000 人死亡してお
り、アフリカ地域でのテロは激化している。そこ
で、
JCCP ではアフリカで暴力の過激化「予備軍」
となり得る若者を対象に過激化を予防する活動を
下記のように展開している。

ケニアにおける心のケアを通じた紛争予防に焦

1．紛争予防・紛争解決
2．被害者の保護、自立支援

点を当てて活動中。
世界のテロの現状は、2010 年から 2015 年

3．対立集団の共存促進
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ケ ニ ア で は、2013 年 か ら 2015 年 だ け で

の心の相談窓口として活動する。カウンセリン

108 件のテロがあり、466 人が死亡している。

グ数は年間のべ 380 人に上り、カウンセリン

背景には過激派組織「アルシャバーブ」がソマリ

グを通して実際に暴力過激派組織への加入を阻

アからケニアに流入し、活動拠点を広げているこ

止した例もある。相談相手がいない、仕事がな

とにある。JCCP が活動するイースリー地区は、

い、自信がない、帰属意識を求めてなど、小さ

ナイロビ市街地から５ｋｍしか離れていないが、

なきっかけで過激化することがわかっており、

ソマリ系住民が多く居住する地区ということもあ

それを防止するための活動として大切である。

り、過激派組織の活動の温床として見られている。

②暴力的過激化予防の啓発活動・コミュニティ行

それによりケニア政府による行き過ぎた取り締ま

動計画の策定。女性と少女への暴力をなくすた

りも発生している。

めの啓発活動として地区の若者 200 人を巻き

JCCP では過激化予防の観点から、心理社会

込んだマーチング活動などを行った。また地区

的支援、暴力過激化予防のためのコミュニティイ

で意思決定権をもつステークホルダーへも働き

ニシアティブの策定、経済能力支援の３つの柱で

かけ、行政、警察、学校、平和委員会との会議

活動を行っている。

を開催し、コミュニティの行動計画を策定する
ことを目指しており、コミュニティとしてそれ

活動の対象とするのは、地区の若者であるが、
その理由として、アルシャバーブのような暴力過

ぞれのアクターが暴力過激化予防のために取り

激派組織が勧誘のターゲットとする人の 53％が

うる行動指針を作っている。

17 歳から 26 歳の若者であることが分かってい

③若者への就業とキャリア構築に関する情報提

るためである。地区の若者を対象に、彼らが暴力

供。偽の求人広告や奨学金情報などで、過激派

的に過激化しないよう活動を実施している。

組織に勧誘されてしますケースがある。そもそ

①カウンセリングの実施。30 人の心理社会的コ

も雇用に関する情報や行政から受けられる支援

ミュニティワーカー（カウンセラーとして国家

など何も知らない若者が多い。知識のギャップ

資格を持つものではなく、ボランティアとして

を埋め、次のステップへつなげるために大学や

地区の住民にカウンセリングを提供するもの）

訓練学校の紹介、起業に関して利用可能な支援、

を選定し、心理社会的支援チームを組織。地区

サービスの情報提供などセミナーを通じて実施

内にセラピールームを設置し、そこで地区住民

している。

質疑応答
Q：ケニアの事例をご紹介いただいたが、同じようなことは他の国でも？
A：トルコでもシリア難民を対象に同様の活動をしている。トルコに受け入れられたものの情報不足で
不安を抱える方の仲介役となり、病院や学校、施設につなぐことをしている。
Q：カウンセリングというとテクニックが必要のように思うが、一般人がカウンセリングできるように
なるためにどんな方策があるんですか？
Ａ：コミュニティワーカーは月１回の技能研修を受けスキルを磨いている。例えばコミュニティワー
カーより年配のクライアントが自分よりも若い人に相談できないと言ったときは、チームの年長
者が対応しセッションを継続することができた。コミュニティワーカーの宗教構成としてはクリ
スチャンとムスリムが半々ぐらいだが、宗教の違いでクライアントから受け入れられないことも
ある。宗教の違いによるカウンセリングについては技能研修でも扱われ、対応方法について技術
的に学んでいる。また言葉で表現できないクライアントには、アートセラピー手法を用いるなど、
個別のケースに応じた対応ができるよう研修と実践を通じてスキルを磨いている。
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事例報告②
山本

裕子

8

日本に住む外国人に対する母子保健のとりくみ
特定非営利活動法人シェア＝国際保健協力市民の会在日外国人支援事業担当 保健師・看護師
こなかった。これからは病気になってからの支援
ではなく、妊娠期から地域や自治体とつながりを
増やすことで長期的な予防・健康増進へつなげて
いきたい。外国人妊婦はスタート時点から情報不
足による格差がある。外国人夫婦の場合、先に夫
が来日し、日本語も少し話せるようになってから
妻を呼び寄せるケース多い。そのため、医療機関・
保健センターにも夫が通訳がわりに同行し、妻の
真のニーズがくみ取られないこともある。そんな

シェア＝国際保健協力市民の会は、すべての

中、ネパール人学校のある杉並区は 23 区内で 4

人が心身ともに安心して暮らせる社会を目指し、

番目にネパール人が多いため、シェアは杉並区と

37 年前から活動している。

その周辺地域をターゲットに「外国人母子の保健

カンボジアのプレアビヒア州（栄養不良児が多

サービスアクセス改善プロジェクト」の活動を開

い）では胎内に命が宿ってから 2 歳の誕生日を

始した。

迎えるまでの「子供の栄養改善 1000 日アプロー

①資料の開発：母子保健サービスがわかる、コン

チプロジェクト」を実施。東ティモールでは「住

パクトな資料を作り、
チェックリストを作成（母

民参加によるプライマリ・ヘルスケア強化プロ

子健康手帳と同じ大きさにし、挟めるように工

ジェクト」を実施し、低い予防接種率を改善した。

夫している）
。

また、日本では日本に住む外国人が安心して保健

②保健ボランティアの育成：勉強会（妊娠性糖尿
病と体重増加など）を開催している。

医療サービスを受けられるよう「在日外国人支援：
保健医療アクセス改善プロジェクト」を実施した。

③保健ボランティアとの妊産婦母親訪問・母子保

外国人の「母と子」の健康について、課題があ

健サービスアクセスのための調整・橋渡し：保

ることはわかっていても長年あまり取り組まれて

健センター・保健師が何かわからない方に、地
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域で健康を守る看護師さんを説明するところか

導などを実施している。
母子保健・医療に関する電話相談の例として、

ら始める。予防接種の情報がわからない方、乳
幼児健診も母国に同じシステムがなくてわから

親の在留資格にかかわりなく予防接種が受けられ

ない方への説明や相談先の情報不足についてな

ることを知らない、言葉の障壁で発達障害の診断

ども補助する。

がつけられない、親から子へのネグレクト・性虐

④自治体と連携した妊産婦セミナー開催

待などがある。健康は「人権」として最低限守ら

以上がプロジェクトの主な活動である。

れるべきものであり、母子保健サービスに適切に

活動の中で、保健センターや病院との連携、保

アクセスできる環境は国内外問わず最も重要なこ

育園入園の相談にも対応している。通訳を付けた

との一つである（日本は遅れている）
。
“お互い様

沐浴指導や離乳食指導、予防接種の勉強会プラス

精神”で、双方から歩み寄り、相手を尊重し、理

個別相談（ケースが多様で個別にしか対応できな

解を深めることが重要。国籍に関係なく住みやす

い）の他、保健センターではネパール人を対象に

い社会は日本人にとっても暮らしやすい社会であ

した母親学級（年 2 回）
、栄養学級、歯科衛生指

る。

質疑応答
Ｑ：支援を始めた頃は文化の違いがわからなかったと思うが、どこでわかったか？
Ａ：訪問活動を通訳付きでボランティアさんと一緒に行い、話すことで見えてきた。「沐浴を知りたい
が言葉が通じず教室に行けない」などの生の声を拾うことができた。
Ｑ：発達障害の誤診は大きな問題と感じている。この頃全国的に支援学級に入れてしまうと聞くが、
誤診が判明した後はどうしているか。
Ａ：外国人の相談なので後追いはできていない。診断がついた後の支援も問題。
通訳が必要な場面に通訳が派遣できない局面も多い。介護などで通訳が必要な場面もある。国を
挙げて医療通訳に対応しないとならない局面に来ていると認識している。
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䷷
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䷸

䢢䢷䢮䢲䢲䢲

僃僔
儣儈
元兇兗兂兠
儈兗儭
⡿ᅜ
ྎ‴
儱儵兠兏
儹儇兎儸兗
儽儬儮兄
㡑ᅜ
୰ᅜ

䢢䢯

儱儵兠兏ேୡᖏ凯ᐃఫᛶ傲㧗傪
凚ኵ凬ᑵປ傎ጔᏊ凬ᐙ᪘ᅾ凚儆兏儴儈儬凛凛

ᮡ୪༊僕䢴䢵༊ෆ働䢶␒┠僑儱儵兠兏ே傲ከ傪傏༊ෆ働僕୰ᅜ兟㡑ᅜ僔ḟ僑ከ傪

䢳䢳

12

www.***.com

እᅜே Ꮚ僔ಖ儙兠儷儝儆儓償儝ᨵၿ
እᅜேẕᏊ
ၿ儻兑儜
儋儓儬

www.***.com

ゼၥ傱僯ぢ傮僌
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ᦠ傽僅ዷ⏘፬償元儮兠㛤ദ
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 䯔傰傪ᵝ⢭⚄䯕僸ᛀ僲僐傪
 ఫẸ僎ಖ儙兠儷儝ᥦ౪傿僱ഃ傲傎✚ᴟⓗ僑傱傱僵僰僸ቑ僪傿傹僎
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ワークショップ
佐藤

優子

JICA 東京

研修員健康管理センター

看護師

JICA 東京では開発途上国から日本に来る研修員を受け入れている。全体では年間 10000 人以上、
JICA 東京所管地域では年間 4000 人。全体で 100 か国以上から受け入れており、アジア・アフリカ
地域が多く、8 割程度を占めている。
研修員が、具合が悪くなった際、医療機関に連れて行くと、見た目（黒い、大きい、言葉が通じない、
感染症が怖いなど）で診療拒否されることもある。4 年間のデータをとってみたが、特異な感染症は少
なく、ほとんどは一般的な内科の病気である。頭痛やめまい、耳なりなど身体症状を訴えてクリニック
に来ること多いが、所見がない場合（週に 3 回医師が診療）
、臨床心理士渡辺カウンセラーにつなぐこ
とが多い。精神科というとハードルを感じる方も多いため「リラクゼーションセラピスト」
「ストレス
マネジメント」
「メディテーション」などと表現している。
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ワークショップ
渡辺

眞里子

JICA 東京 研修員カウンセラー

臨床心理士

私は 1980 年代から 90 年代にかけてＪＩＣＡ職員として研修員のマネジメントなど担当していた。
その頃湾岸戦争が勃発した。戦争の渦中にある国々から国の代表として来日していた研修員たちは、帰
国したら政治犯となる可能性もあり、殺されるかもしれず、家族の安否もわからない、そんな深刻な
状況に陥った。まだ 20 代前半だった私は、そんな研修員にどう声をかけてよいかわからず、悔しくも
どかしい思いをした。その経験から、ＪＩＣＡを退職してアメリカの大学院で臨床心理の勉強をした。
20 数年前から再び JICA で、海外から日本に来る研修員カウンセリングを行っている。今までに百数
十か国、30000 人以上の方のカウンセリングを行ってきた。
今日の内容は来日直後の方に行っているワークショップである。どんな形で日本に来た方も、生活の
基盤はコミュニケーションになる。これを身に着けていただくために実施している。
文化とは何か？心理学的理論から見た文化を使い、実用的なワークを行いたい。
まず、行動の背景には期待がある、その期待を作るのが価値観 ( 適切か不適切か )、価値観に影響す
るのは社会的背景 ( 家族、教育、生活経済環境 )。法律や風習も影響する。
「名誉殺人」はイスラム教国で娘が父親や夫にたてついただけで殺してよいという風習だ。帰国する
と空港で待ち構えて殺されるからどうしたらいいかと相談を受けたこともある。また、お辞儀をするこ
とは日本人にとって当然のことだが、社会背景によるものでもある。例えば、ムスリムはアラーの神に
しかお辞儀をしてはいけない。彼らに対してお辞儀して下さいなどとは言えない。
20 年以上のカウンセリングの経験から、
「文化」とは「当たり前だと思っていること」と仮説を立て
ている。異文化とは、
「当たり前」が異なることと定義している。体で体験してみてほしい。
◎腕組み体験
・いつものやり方で組んでもらう ( 迷わず、すぐにできる )
・いつもと反対の組み方をしてもらう（時間がかかり、ぎこちない、違和感がある）
。
これが異文化体験。来たばかりの研修員がよく「自分が馬鹿になった気がする」
「頭の回転が鈍くなっ
た」
「イライラする」と言うが、これは当然のことで、能力のせいではなく慣れてないだけだから、ま
ずはリラックスして、と説明している。
「異文化」は外国人のことと考えている方も多いかもしれないが、異文化は脳の数だけ存在する。ひ
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とりひとり、夫婦でも親子でも文化は違う。文化摩擦は、対外国人だけではなく自分以外のすべての人
との間に存在すると考えたほうが安全である。人の数だけ「普通」が存在する。
「普通」が出たら要注意。
「いや、普通こうするでしょ？」は異文化摩擦で、お互いの普通がかみ合っていないときに生じる。
「相
手がおかしい」と思う時は、大抵その相手もあなたのことを「おかしい」と思っている。自分が普通、
相手が間違っている、と判断する前にできることがある。これが「異文化理解」
。相手がおかしいと思っ
た時点で摩擦のままで終わってしまう。
「異文化コミュニケーション」は異なることについて、柔軟に話し合えることだ。文化は脳の数だけ
ある、違うことは仕方ないこととして受け入れ、
「違う」ことをオープンにし、違うという前提に話し
合うこと、を今日ここでは「異文化コミュニケーション」と呼びたい。
日本に来たばかり 1 週間くらいの人から相談をよく受けるケースを紹介する。
ロールプレイ：
外国人と日本人の場合。出会いがしら、外国人が親しげに挨拶し、日本人は目をそらす。
～今どう感じましたか？～
外国人「日本人は私を無視する。人種差別？」
日本人「普通知っている人にしかあいさつしないでしょ？」
ここで何が起きていたのか、文化のピラミッドで見てみる。
「出会った人には必ず挨拶をする」のが
当然の社会から来た外国人と、
「知っている人と出会ったら挨拶する」のが当然の社会から来た日本人。
社会的背景を見ると、お互いに「当然のこと」をしたのだと納得できる。行動でびっくりしたら、立ち
止まって、背景に思いをはせてほしい。それだけで変わってくる。どこにいるか、どんな状況にいるか
で「いい」
「わるい」は変わっていく。そのことを知っているだけで楽になる。
異文化理解・3 ステップは、
大変シンプルだが知っているといないでは大違いになる。
「相手がおかしい」
と思った時、ひとは心の中で相手を指さしている。その手をイメージしてください。
ステップ１．まず自分を理解する（3 本指）何に反応している？何を期待していたのか？それは自分自
身のどんな価値観や社会的背景から来ているのか？自分に問いかけるだけでだいぶ落ち着く。怒ってい
るときは「私が正しい」
「相手が悪い」と主観的になっているが、そんな時は 3 本指を思い出し、まず
自分のことを考えて落ち着こう。
ステップ２．次に相手を理解する（人差し指）何故これが起きているのだろう？先方の期待は何だろう？
それはどんな価値観や社会的背景から来ているのか？相手に思いを馳せる。それでも理解ができないと
きはステップ３へ。
ステップ３．第三者の助けを借りる（親指）
。自分だけで抱えないことが大事。人ではなくインターネッ
トなどの情報でもよい。
3 ステップのコツ
・アクションの順番
良いか悪いかの判断をする前に、相手に「尋ねてから」こちらのことを「伝える」
。先に聞く、とい
う順番を変えるだけでコミュニケーションは変わる。誤解されている、
と思った時も
「それは違います」
「そんなつもりじゃありません」という前に「あれ、私今何か変なこと言いましたか？」
「何が起きて
いるか教えていただけますか？」と言うだけで変わってくる。
・
「Why」ではなく「What」で聞く。
「どうして」遅れたの？ではなく、
「何が」あったの？問い詰めるのではなく、何が起きたかを聞く。
心理学的には、Why は個人にその理由説明を求める、What は状況の説明を求める。What と聞かれ
た方が安心して話ができる。
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・伝えるときには、あなたが～ではなく、私が～だから。
「あなたが傷つけたのよ」ではなく「私は今傷ついているの」
、Please help me to understand you
という感じで。相手のせいにするのではなく、自分に責任があるように伝えると相手を安心させるこ
とができる。
ワークシート記入（※別紙資料 « ワークシート » 異文化の例に記入）
「自分の当たり前と相手の文化が違ってびっくりした例」
「自分がなぜ当たり前と思っているか」
「相手
の行動の背景を考える」を 3 分間で記入して欲しい。
神奈川県濱小路さんのびっくりした例：
「他人のボケには突っ込みを入れるのが当たり前と思っていたのに関東では突っ込んでもらえない」自
分の期待は「突っ込みまで終わらせて笑ってほしい」
、価値観は「誰かがぼけたら突っ込む、と小さい
頃から習ってきた。近所の人もみんなそうだったし生活に根付いている」
。関東ではそのまま一緒に笑っ
たり、スルーしたりする。面白いことがあったら一緒に笑うが、強めに返すのは失礼、という配慮、背
景があるのかもしれない。
ワーク前、突っ込んでもらえなかった時どう思っていたか？
→自分が面白くない、と自信がなくなる。
（被害者）
このワーク後に変わりましたか？
→自分のせいじゃなかったのかも。自分に向いていた視点が相手のことも考えられるようになった。案
外いい人たちなのかもと気持ちが変わった。
行動だけで判断すると被害者と攻撃者にしかなれないが、ステップ 1 でなぜ自分がそうなのかを理解し、
ステップ 2 で相手にも思いを馳せることにより被害者、攻撃者から降り、客観的になることができる。
普段のワークショップでは皆に結果を発表してもらうが、文化のお披露目会のようになって興味深い。
4 つのコミュニケーションパターン紹介のロールプレイ（※資料参照）
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異文化理解の曲線
来日当初は高揚しても、平均 3 か月ぐらいで落ち込む時期が来る。いいところだけではなく、違う面が
見えて初めて統合できるため、これはチャンスでもある。
だが、もう一度やってみたけれども乗り越えられないという時期も来る。
大事なのは完璧でなくてよいと思えること。
異文化に慣れていく道は一生続く。
「それなりにやれる！」現実を受け入れ乗り越えていく。
今日帰ってからご家庭で、明後日から職場で 3 つのステップを取り入れてほしい。
文化摩擦は国境に関係なく生じる。
摩擦を乗り越える 3 つのステップを実践し、ご活用ください。
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Ⅲ

国際化市民フォーラム in TOKYO アンケート結果
ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ in TOKYO ࣥࢣ࣮ࢺ⤖ᯝ
ࢺ࣮ࢣࣥیᅇ⤖ᯝ ࡢ㸯㸵㸰ྡ㸦ཧຍ⪅ࡢ㸰㸰㸮ྡ㸧    ᅇ⋡㸸㸵㸶㸣
     
ᮍグධ
2%

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸
4%
‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
1%

ኚ‶㊊
47%

‶㊊
47%

ኚ‶㊊ 80 ྡ
‶㊊   80 ྡ
‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ 2 ྡ
ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸ 7 ྡ
ᮍグධ  3 ྡ

ࠓ࡞ឤࠔ
ڦ㸿
㸿ศ⛉
ኚ‶㊊
z

Ⰽࠎ࡞⌧ሙࡢኌࡀ⪺ࡅࡓࡽࠋ

z

ྠࡌࣅࢪࣙࣥࢆᣢࡗ࡚࠸࡚ࡶࠊⰍࠎ࡞ศ㔝Ⰽࠎ࡞ᅋయࡉࢇࡀάືࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡔ࡞࠶
ᐇឤࡋࡓࠋ⮬ศࡣ͆Ꮫ⩦ᨭ͇ࡢே㛫ࡔࡀࠊᬑẁ⪺ࡅ࡞࠸どⅬࡽࡢ࠾ヰࡀ㠀ᖖ⯆
῝ࡗࡓࠋ

z

ࡇࢀࡔࡅࡢෆᐜࢆ୍ᗘ⪺ࡅ࡚᭷ព⩏ࠋ

z

ᵓᡂࡶࣂࣛࣥࢫⰋࡃࠊ᪥ᮏࡢ⛣Ẹᨻ⟇ࡽ⌧ሙࡢኌࡲ࡛ໟᣓⓗᏛࡪࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ

z

୰㔝༊ᅜ㝿ὶ༠࡛᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸࢆࡋ࡚࠸ࡿ⪅࡛ࡍࠋእᅜேࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡣᐇឤࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋᏛ⩦⪅ࡶ᪥ᮏே᪥ᮏㄒࢆヰࡍᶵࡀᑡ࡞ࡃࠊᩍᐊ࡛ヰࡍ㛫ࢆᣢ
ࡕࡓ࠸ேࡶከ࠸ࠋᆅᇦୖᡭࡃ⁐ࡅ㎸ࢇ࡛ࠊάື⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡃⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ┦
ㄯ❆ཱྀࡢヰࡶ࡚ࡶලయⓗ࡛ࠊฟ∧ࡋ࡚࠸ࡿᮏࡀ᪥ᮏㄒᩍᐊ⨨࠸࡚࠶ࡿⰋ࠸࡞ᛮ
࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ᇶㄪㅮ₇ࢆࡉࢀࡓẟཷᵝࡢᩥⱁ⛅ࡢᑐㄯグࡸ᪂⪺グࢆㄞࢇࡔࡇࡀ࠶ࡗ࡚ࠊ୍ᗘ
࠾ヰࢆఛ࠸ࡓ࠸㢪ࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࠋእᅜேཷࡅධࢀࡢᚲせᛶࡢ⥲ㄽⓗ࡞࠾ヰࢆఛ࠼࡚‶
㊊ࡋࡲࡋࡓࠋ᪂ᒃᵝࠊᲚᮧᵝࠊ୰ᒣᵝࡢ࠾ヰࠊࡑࢀࡒࢀ㐪ࡗࡓゅᗘࡽࡢࡈሗ࿌࡛ど
㔝ࡀᗈࡀࡾࡲࡋࡓࠋ

z

ኚᐇࡋࡓศ⛉࡛ࡋࡓࠋከᩥඹ⏕♫ࡢᐇᒎᮃࡘ࠸࡚ἑᒣࡢࢆ▱ࡿࡀ
ฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ⚾ࡀⓎಙฟ᮶ࡿࡶ࠸ࡃࡘぢ࠼࡚᮶ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ࡢ᪉ࠎࡶ㠀ᖖࢃࡾࡸࡍࡃࠊ⌧≧ㄢ㢟ࢆⓗ☜ヰࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ

z

⌧ᅾ⮬ศࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿ࣎ࣛࣥࢸάືཧ⪃࡞ࡿ࠾ヰࡀᇶㄪㅮ₇ࠊሗ࿌(3 ࡘ)࡛⪺
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ࡅࡓࡣ࡚ࡶⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ
z

ᒁⓗほⅬࡽࡢ࠾ヰࡀఛ࠼ࠊኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

እᅜேཷࡅධࢀࡢⅭࡢⰍࠎ࡞ᅋయࡢάືࡀ▱ࢀ࡚ཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

ࡑࢀࡒࢀ㐪ࡗࡓどⅬࡽࡢⓎ⾲࡛ࡋࡓࡀࠊ᰿ᖿ࡛࡚⧅ࡀࡗ࡚࠸ࡿࡀⰋࡃศࡗࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᩍ⫱ᢏ⬟ᐇ⩦⏕㛵ᚰࡀ࠶ࡾࠊ⾜ᨻࡢᛂࡣ࠺ࡶ㕌࠸Ⅽࠊࣄࣥࢺࡀ↓࠸ࢆ
⪺ࡁࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

ヲࡋ࠸⌧≧ࡇࢀࡽࡢண ࢆ⪺࠸࡚ࠊ⮬ศࡀⅭࡍࡁࡀࢃࡾࡲࡋࡓࠋ

z

᪥ᮏㄒᏛᰯົࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋከࡃࡢ␃Ꮫ⏕ࡣᏛ㐍Ꮫࢆ┠ᣦࡋࡲࡍࡀࠊᑵ⫋ࢆᕼ
ᮃࡍࡿᏛ⏕ࡶ࠸ࡲࡍࠋࡑࡢᵝ࡞୰࡛ࠊࡢᵝᏛ⏕ᑐᛂࡍࡿࡁᝎࡳࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ
ධᅜἲࡢᨵṇࡼࡾࠊᏛ⏕ࡀ┠ᣦࡍ᪉ྥࡶኚࡋࡘࡘ࠶ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋᅇࡢ࠾ヰࡢ୰
࡛≉ẟཷࡉࢇࡢෆᐜࡀᚋᏛ⏕㛵ࢃࡿ୰࡛࡚ࡶཧ⪃࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

እᅜேཷࡅධࢀᙜࡓࡗ࡚ࡢㄢ㢟ࡀⰋࡃࢃࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢᙺࡘ࠸࡚ࠊⰋ
ࡃ⪃࠼࡞ࡀࡽάືࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

⮬ศࡢព㆑ࡢపࡉࠊ▱㆑ࡢ↓ࡉࢆ③ឤࡍࡿෆᐜ࡛ࠊኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

᪥ᮏࡢ⌧≧ࠊࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࠊᕪࡋ㏕ࡗࡓ≧ἣࡀⰋࡃࢃࡾࡲࡋࡓࠋᚋࠊ⮬ศࡀ࠺
㈉⊩ฟ᮶ࡿࡢࠊ⪃࠼ࡿᶵ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

▷࠸㛫࡛ࠊᵝࠎ࡞❧ሙࡢ᪉ࡢヰࡀ⪺ࡅࠊኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

ேཱྀࡀῶࡗ࡚࠸ࡃࡢࡣ☜࡛ࡍࠋ㧗㱋ࡶ㐍ࢇ࡛࠸ࡲࡍࠋࡇࡢ♫ࢆᨭ࠼ࡿࡢࡣⱝ࠸ே
࡛ࡍࠋࡑࡢⅭࡣእᅜࡢ᪉ࠎࡢຊࡀᚲせ࡛ࡍࠋࡑࢀ࡞ࡢࠊ⛣Ẹࢆཷࡅධࢀ࡞࠸ࡢࡣ
࠺ࡋ࡚ᛮ࠸ࠊཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ

z

4 ேࡢ᪉ࠎࡽ᪉㠃ࡽࡢᐇయ㦂ࢆ࠾⪺ࡁࡍࡿࡀฟ᮶࡚ࠊཷㅮࡋ࡚Ⰻࡗࡓᛮ
࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ព㆑ᨵ㠉ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᮾி㒔⤠ࡗ࡚ࡢㄝ᫂ࡀ࠶ࡾࠊලయⓗ࡛Ⰻࡗࡓࠋ≉ẟཷ
ඛ⏕ࡢࠕࢿࢵࢺሗࡢࢃࡾࡸࡍࡉࠖࡢ࠾ヰࡣẼࡁ࡛ࡋࡓࠋࢃࡾࡸࡍ࠸ SNS 㓄ಙࢆ
ᚰࡀࡅࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

‶㊊
z

ᆅᇦ(Ụᡞᕝ༊)࡛ࠕከᩥඹ⏕ࠖྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉࢭࣥࢱ࣮ࡢタ❧ࢆ┠ᣦ
ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

z

ẟཷࡉࢇࡢㅮ₇ࡣⰋࡗࡓࠋேཱྀῶᑡࡣࠊ㔠ࢆᢪ࠼ࡓ᪥ᮏࡗ࡚┳㐣ฟ᮶࡞࠸ၥ㢟
࡛࠶ࡿࡀࢃࡗࡓࠋ୰ᒣࡉࢇࡢᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢヰࡣࠊ࣐ࢫࢥ࣑ሗ㐨ࡀ୍㠃ࡋᤊ࠼࡚࠸
࡞࠸ࡢྠࡌᵝࠊᢏ⬟ᐇ⩦ไᗘࡢ㐠⏝ࢆṇࡋࡃ⾜ࡗ࡚࠸ࡿ୍㒊ࡢࢆሗ࿌ࡋࡓ㐣ࡂ
࡞࠸ឤࡌࡓࠋ

z

୍ᗘ 4 ྡࡢㅮ₇ࢆ⪺ࡅࡓࡢ࡛ࠋ

z

ෆᐜࡀ⃰ࡗࡓࠋ⃰ࡍࡂࡶࠋ

z

TNVN ࡀㄪᰝ⤖ᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡓࡽࠋ

z

͆እᅜேࡿ᪥ᮏࡢᮍ᮶͇ࢆ᪩ᛴᥦ♧ࡍࡿᚲせࢆឤࡌࡲࡋࡓࠋእᅜேࡢඹ⏕ࡀᚲ
せ᪥ᮏேࡀẼ࠸ࡓࢿ࢞ࢸࣦ࡞࣓࣮ࢪࡀᑡ࡞ࡃ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋእᅜேࡢ
ඹ⏕㛵ࡍࡿྲྀ⤌ࡳࡀᕷẸయ࡛࠶ࡾࠊබࡢྲྀ⤌ࡳࡀ㊊ࡋ࡚࠸ࡿᛮ࠸ࠊṧᛕ࡛ࡋࡓࠋ

z

CINGA ࡢ᪂ᒃࡉࢇࡢ࠾ヰࡀ࡚ࡶⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋᡃࡀ༊ࡶ㒔ࡢ᪉ࡽ࣡ࣥࢫࢺࢵࣉ
ࢭࣥࢱ࣮ࢆసࡽ࡞࠸ヰࡀ࠶ࡿࡑ࠺࡛ࡍࡀࠊࡑࢀࡀఱᨾ࡞࡞㐍ࡲ࡞࠸ࡢࠊ࠸ࡘ
ࡶ༊(⾜ᨻ)ࡢ᪉ࠎࡢ⪃࠼᪉ࡢಙࠊ⾜ືࡢ㐜ࡉࢆឤࡌࡲࡍࠋ(ẟཷᵝ)ᅜᐙ㈨᱁ࡋ࡚
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ࡢ᪥ᮏㄒᩍᖌ㈨᱁ࡀฟ᮶ࡓሙྜࠊኻ⫋ࡍࡿ᪉ࡀฟࡿࡢ࡛ࡣ㸽㈨᱁㸻⣲ᬕࡽࡋ࠸ᩍᖌࡣ
ᚲࡎࡋࡶゝ࠼࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠾ࡶ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠋᡤㅝ㈨᱁ࡣ↓ࡃࡶࠊ㛗ᖺࡲࡓࡣࡑ
ࡢ᪉ࡀᣢࡘᢏ⾡ⓗே㛫ⓗ࡞㈨㉁ࡣ࠺

ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ࣎ࣛࣥࢸᩍᖌࡢ㈨᱁ࡣ

࠺࡞ࡿࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋ
z

⓶ឤぬ࡛ឤࡌ࡚࠸ࡿࢆゝⴥࡋ࡚ᩚ⌮ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

z

ᢏ⬟ᐇ⩦ไᗘࡢゎㄝࡢ┠ⓗࡣఱࡔࡗࡓࡢ࡛ࡋࡻ࠺ࠋⰋ࠸ࡤࡾ࡛ࡣ࡞ࡃࠊᝏ࠸ࢆ
ྲྀࡾୖࡆࠊ᥀ࡾୗࡆࡿࡁ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡑ࠺࠸࠺ࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ᭱ᚋࡢ᪉ࡣ
ࠕࡅ㊊ࡋࠖឤࢆචࢀ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ձ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸάື(㒔ෆ 3 ࣨᡤ)ࢆ 10 ᖺ๓ࡽ⥆ࡅ࡚࠾ࡾࠊᮾி࡛ࡢ⌧≧ࢆᴫほ
ฟ᮶ࡓⅬࠋղᚋࡢᡃᅜࡢேཱྀືែࡢၥ㢟Ⅼࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ

z

እᅜேࡢཷࡅධࢀࡀᚋቑࡋ࡚࠸ࡃ୰ࠊᵝࠎ࡞᪉ࡀດຊࡋ࡚࠸ࡿឤࡌࡲࡋࡓࠋᚋ
ࡣ୍ᒙ⮬యࠊᕷẸᅋయࠊᴗࠊಶேࡢ㐃ᦠࡀᚲせࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ẟཷඛ⏕ࡢᇶㄪㅮ₇ࡢၥ㢟ᥦ㉳ࡣ⯆῝ࡗࡓࠋ୰ᒣඛ⏕ࡢㅮ₇ࡣෆᐜࡀⷧࡗࡓࠋ4
ࡘࡢㅮ₇ࡣෆᐜ࡞ࡾᕪࡀ࠶ࡗࡓࠋ

z

ࢪࣕࣥࣝタᐃࡀኚⰋࡗࡓࠋඹ㏻ࡢㄢ㢟ࡀぢ࠼࡚᮶ࡓᵝ࡞Ẽࡀࡋࡓࠋ

z

ᇶㄪㅮ₇ἢࡗࡓࡑࢀࡒࢀࡢሗ࿌ࠊ࣮࣏࢟ࣥࢺࡀ᫂☜ࢃࡾࡲࡋࡓࠋ㛫ⓗࡣ༑
ศゝ࠼ࡎࠊࡶ࠺ᑡࡋ㛫ࡀࡾᙜ࡚ࡽࢀࡓࡽ࣋ࢱ࣮ࡔᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ձእᅜேᨭࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢព⩏ࢆ☜ㄆࡋࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋղ
TNVN㸸ㄢ㢟(Ꮫ⩦⪅ቑᑐࡋ࡚ᨭ⪅ࡀᑡ࡞࠸ࠋᩍᐊ(ሙᡤ)ࡀ↓࠸)ᑐ⟇ࡘ࠸࡚ᩚ⌮
ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡗࡓࠋЋQ&A ࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡀ͐ࠋ

z

ձẟཷࡉࢇЍJLPT ࢆศᩓࡉࡏࡿ➼ࠊ㍍࠸ⓎゝࡣⰋࡃ࡞࠸࡛ࡍ(᪥ᮏㄒᩍ⫱ࢆ㤿㮵ࡋ࡚
࠸ࡲࡍ)ࠋࣈ࣮࣮ࣝ࢝ࣛࡢࣅࢨࢆྲྀࢀ࡞࠸せᅉࡣእᅜேഃࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡶ࠾ㄪୗࡉ
࠸ࠋࡲࡓࠊ࣍࣡ࢺ࣮࢝ࣛࡢேࡶࣅࢨྲྀᚓࡀࡣᅔ㞴࡛ࡍࠋẟཷࡉࢇࢡࣛࢫ࡞ࡽ⤒῭Ꮫ
ⓗどⅬࡽࡢヰࡶࡋ࡚ḧࡋࡗࡓࠋᇶㄪㅮ₇ࡣࡶࡗ᪂ࡋ࠸ሗ࣭▱㆑ࢆヰࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ
࡚▱ࡗ࡚࠸ࡿࠊㄪࢀࡤࢃࡿࡤࡾ࡛ࡋࡓ͐ࠋಟኈㄢ⛬࡛㆟ㄽ῭ࠋղ୰ᒣඛ⏕ࡢ
࠾ヰࡣ┿ᐇࠊࡑࡋ࡚ᚋࡸࡽ࡞࠸࠸ࡅ࡞࠸࡛ࡍࠋඃⰋ࡞ཷࡅධࢀᴗࡣ᭷ࡾࡲࡍࠋ
ࡋࡋࠊႠࡋ㏣ồࡋ࡞࠸┘⌮⤌ྜࡶከࡃᏑᅾࡋࡲࡍࠋࢺࣛࣂ࣮ࢫࡢᵝ࡞ྲྀ⤌ࡳࡣ⤯
ᑐᚲせ࡛ࡍࠋ⮬ศࡀ㢳ၥࢆࡋ࡚࠸ࡿࢭࣥࢱ࣮⤒Ⴀ⪅ఏ࠼ࡓ࠸ࠋճCINGA ࡢᏑᅾࡣ
ࡶࡗⓎಙࡋ࡚࠸ࡃࡁЍ≉᪥ᮏㄒᏛᰯ࿘▱ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

z

CINGA ࡢㄝ᫂ࡀᑡࡋෆᐜஈࡋ࠸༳㇟ࠋ

z

(ᰴ)ࢺࣛࣂ࣮ࢫࡢᵝ࡞ࡁࡕࢇࡋࡓᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢཷࡅධࢀయไࢆᩚ࠼࡚࠸ࡿᴗ⤂ࡢ
ࡀ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ㛫ࡢไ㝈ࡶ࠶ࡿ୰࡛ኚࡔᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊA ศ⛉࡛ࡣ
ࢩࢫࢸ࣒ࡸไᗘࡢヰࡀከࡗࡓࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ⌧ሙࡢࢽ࣮ࢬࡸኌࡶ⤂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡅࡿ
Ⰻࡗࡓࠋࡓࡔࠊࢩࢫࢸ࣒ࡸไᗘࠊᮾி㒔యࡢྲྀ⤌ࡳࡢᴫἣࡀࡼࡃࢃࡾࠊ࡚ࡶཧ
⪃࡞ࡗࡓࠋ

z

እᅜேቑຍࡢ⌧≧ࡸ᪥ᮏㄒᩍ⫱ᨭࡘ࠸࡚ᵝࠎ࡞࠾ヰࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶࡚࡚ࡶຮᙉ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒ࣎ࣛࣥࢸάື⯆ࢆᣢࡕࡲࡋࡓࠋ

z

᪥ᮏ࡛ാࡃእᅜேࡑࡢᐙ᪘ࡀἑᒣ࠸ࡿࡢࠊᢏ⬟ᐇ⩦⏕࠸࠺ไᗘ࡛᮶᪥ࡍࡿேࡀ࠸
ࡿ➼ࠊྍゎ࡞ࡀከࡃ࠶ࡾࡲࡋࡓࡀࠊⰋࡃࢃࡾࡲࡋࡓࠋCINGA ࡢᏑᅾࡀ▱ࢀࡓ
ࡣⰋࡗࡓࠋ

z

ᚲせ࡞ሗࡀᚓࡽࢀࡲࡋࡓࠋ
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z

ᅜࡢᨻ⟇ࡀࢃࡗ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

ࡇࡢᮇᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢᐇࢆ▱ࡿࡀฟ᮶࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࡇࢀࡽࠊ᪥ᮏࡶእᅜேࡀቑ࠼࡚࠸ࡃࡢ࡛ࠊぬ࠼࡚࠾࠸ࡓ᪉ࡀⰋ࠸ᛮࡗࡓࡽࠋ⮬
ศࡢᆅᇦࡶእᅜேࢆᨭࡋ࡚࠸ࡿேࡀ࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑࡢேࡢⱞປࢆᑡࡋ࡛ࡶ▱ࡾࡓࡗ
ࡓࠋ

‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
z

ձⓏቭ⪅ࡀ᪥ᮏேࡤࡾ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᵝ࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡣᙜ⪅࡛࠶ࡿእᅜேࡢពぢࢆ
⪺ࡃᶵࡀ⤯ᑐᚲせ࡛ࠊᙜ⪅ࢆእ㒊⨨࠸࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿ A ศ⛉ࡣᐇୖኻᩋ
ࡔ⪃࠼ࡿࠋ⏬⪅ࡢぢ㆑ࢆ࠺ࠋղእᅜேࡀᨭࠊಖㆤࡉࢀࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿ࠸࠺(ᬯ㯲
ࡢ)๓ᥦࡀぢ࠼ࡍࡂ࡚࠸࡚(ࡑࡢᵝ࡞㠃ࡀ࠶ࡿࡣྰᐃࡋ࡞࠸ࡀ)እᅜேࢆぢୗࡋ࡚࠸ࡿࡢ
ࡀᛌࠋእᅜேࡣ୍ᐃࡢ⮬ᕫᡂ㛗ࡸ♫㈉⊩ࢆࡋࡼ࠺ࡋ࡚࠸ࡿᏑᅾ࡛࠶ࡿࢆᛀࢀ࡞
࠸ᵝ㸟

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸
z

⌧ሙࡢሗ࿌ 3 ྡࡣ㛫㊊ࠋ3 ྡ୰ 2 ྡࡣㅮ₇ෆᐜࡢᩚ⌮ࡀ༑ศࠋ

ࡑࡢࡢࡈពぢ
z

1 ྡᙜࡓࡾࡢㅮ₇㛫ࡀ▷࠸(ẟཷࡉࢇࡔࡅ㛗ࡃ࡚බᖹឤࡀ͐)ࠋཷ࣓࣮ࣝࡀḧࡋ
࠸ࠋ࣎ࣛࣥࢸ୰ᚰࡢෆᐜࡔࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏㄒᏛᰯࡢヰࡶࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ

z

ࡲࡓᶵࡀ࠶ࢀࡤཧຍ⮴ࡋࡲࡍ㸟

z

࠾⑂ࢀᵝ࡛ࡋࡓࠋ

z

ኚⰋ࠸ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡍࡢ࡛ࠊྛศ⛉ 50 ྡࡢᐃဨࡣᑡࡋᑡ࡞࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓ(80㹼
100 ྡ)ࠋ

z

࠶ࡾࡲࡏࢇࠋ㛫㏻ࡾ࡛⣲ᬕࡽࡋ࠸ࠋ

z

㉁ၥ⚊ࢆฟࡉࡏࡿᙧᘧࡣຠ⋡ⓗ࡞㛫ࡢ㐠Ⴀ᪉ἲ࡛Ⰻ࠸ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

᭷ព⩏࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋࡶ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᏑࡌࡲࡍࠋ

z

㉁ᛂ⟅ࡢ㛫ࡀࡶ࠺ᑡࡋ࠶ࢀࡤⰋ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

ᅜ㝿ὶ༠࡛እᅜே㜵⅏ࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
͆ಶேሗ͇ࡢቨ᭷ࡾࠋࡘࡲࡾᙼࡽࢡࢭ
ࢫࡍࡿࡀ㠀ᖖ㞴ࡋ࠸ࠋఱⰋ࠸᪉ἲࡣ↓࠸≀㸽

z

࡚ࡶ᭷ព⩏࡞ࣇ࢛࣮࣒࡛ࣛࡍࡢ࡛ࠊࡶࡗ࣐ࢫࢥ࣑࡛ࡢᐉఏࠊࡲࡓࠊࣇ࢛࣮࣒ࣛᅇᩘ
ࡢቑຍࢆ⪃࠼࡚㡬ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

㡢㡪ࡢၥ㢟ᛮ࠸ࡲࡍࡀࠊࢧ࣮ࡗࡋࡓ㡢(ࢫࣆ࣮࣮࢝ࡽὶࢀ࡚࠸ࡿ͐㸽)ࡀࡎࡗ⪺
ࡇ࠼࡚࠸࡚ࠊᑡࡋ⪥ඃࡋࡃ࡞࠸ឤࡌࡲࡋࡓࠋㅮ₇⪅ࡢ࠾ヰ㔜࡞ࡗ࡚ࠊ⪺ࡁ㎞ࡗ
ࡓ࡛ࡍࠋ

z

㈨ᩱࡢ PC ࣇ࡛ࣝࡢࢲ࣮࢘ࣥࣟࢻ(බ㛤)ࡣྍ⬟࡛ࡋࡻ࠺ࠋ

z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࢆ࠼࡚ࡢࡈㅮ⩏ࠊኚឤືࡋࡲࡋࡓࠋ᪩㏿ᚰࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ

z

୰㔝ࢮࣟࡣᘓ≀ࡀ࠸ࡃࡘࡶ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ㛤ദࡉࢀࡿሙᡤ࡛࣏ࢫࢱ࣮➼ࡀ࠶ࡿⰋࡗࡓࠋ


ڦ㹀
㹀ศ⛉
ኚ‶㊊
z

Ⰽࠎ࡞ຮᙉࢆࡍࡿࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ㏻ヂࡘ࠸࡚ࠊⰍࠎ࡞ཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

ࡲ࡛ࡇࡢᵝ࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛཧຍࡋࡓࡀ↓ࡗࡓࡢ࡛ࠊᵝࠎ࡞ศ㔝ࡢᑓ㛛ᐙࡢ࠾ヰࡀ
ఛ࠼࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋࡇࡇ࡛ࡢពぢࡀ་⒪㏻ヂࡢࢩࢫࢸ࣒సࡾ⧅ࡀࡿࢆᮇᚅࡋࡲࡍࠋ
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་⒪㏻ヂࡣከゝㄒࢥ࣮ࣝࢭࣥࢱ࣮ࡢ୍㒊ࡢᴗົࡋ࡚ᦠࢃࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ㏻ヂࡢ㉁ࢆୖࡆࠊ
♫ࡢᙺ❧࡚ࡿࡼ࠺ດຊࡋ࡚࠸ࡁࡲࡍࠋ
z

Ⓩቭ⪅ࡢ᪉ࡀࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙᑐᛂࢆࡉࢀ࡚࠸ࡿ᪉࡛ࠊᐇ㝿ࡢᑐᛂࡀࢃࡗ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

⮬ศࡀᬑẁ㛵ࢃࡾࢆᣢࡓ࡞࠸ศ㔝ࢆᏛࡓࠋ

z

ᴗ⏺ࡢᇶᮏⓗ࡞▱㆑ࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊᐇ㝿ࡢ⌧ሙࡢኌࡸ≧ἣࡀヲ⣽┒ࡾ㎸ࡲࢀ࡚࠾ࡾࠊ
ኚຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᮾி㒔ᅜ㝿ὶጤဨࡉࢇࡢ㐃ᦠࡼࡾࠊ࣏ࢪࢸࣈ࡞㠃ࡀ
ᚋቑ࠼࡚ࡃࡿࢆᮇᚅࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ

z

ࡣࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ㡑ᅜㄒ㏻ヂෆኈࡢ㈨᱁ࢆᣢࡗ࡚࠾ࡾࠊ་⒪㏻ヂ㛵ᚰࡀ࠶ࡗ࡚
ཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ་⒪㏻ヂࡀ࠸㞴ࡋ࠸ࡢ⌮ゎฟ᮶ࡲࡋࡓࡀࠊ⌧ᅾ࣎ࣛࣥࢸࢢࣝ
࣮ࣉ࡛እᅜே᪥ᮏㄒࢆᩍ࠼࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㜿㒊ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡀᏛ⩦⪅ࢆᨭ࠼ࡿୖ࡛ኚཧ
⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࡢ᭱ඛ➃ࡢ⌧ሙࡢヰࢆ⪺ࡃࡇࡀฟ᮶ࡓࠋ

z

ᐇࡋࡓ 2 㛫࡛ࡋࡓࠋከࡃࡢࢆᏛࡪࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊሙࡢⓙࡉࢇࡢ㉁ၥ
ࡘ࠸࡚ࡶࠊኚཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓݓ

z

⮬యࡢ᪉ࠎࡢ┦ㄯ㏻ヂࡢ⌧≧ࢆྵࡵࠊᮾி㒔ࡢྲྀ⤌ࡳࠊ་⒪㏻ヂࡢ⫱ᡂ(㣴ᡂ)ࢩࢫࢸ࣒
ࡢᵓ⠏᪉ἲࠊࡑࡋ࡚ࡇࡇࢁࡢ་⒪ࢆᑓ㛛ࡍࡿࢡࣜࢽࢵࢡࡢヰ➼ࠊከᒱࢃࡓࡿヰࢆఛ
࠼࡚࡚ࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᚋ༙ࡢ㹏㸤㸿࡛ࣇࢩࣜࢸ࣮ࢱ࣮ࡢ㧗⏣ࡉࢇࡢ㐍⾜᪉
ἲࡸࡸࡾ᪉ࡀ㠀ᖖ⣲ᬕࡽࡋࡗࡓࠋ

z

ㄽᩥ➼࡛ᣏぢࡋ࡚࠸ࡓඛ⏕᪉ࡢ࠾ヰࢆ┤᥋⪺ࡃࡀฟ᮶ࡓࠋ

z

ᵝࠎ࡞❧ሙࡽ┤㠃ࡍࡿၥ㢟ࡘ࠸࡚ࠊࡲࡵ࡚㡬ࡁయീࡀࡼࡾᢕᥱฟ᮶ࡓࠋ⚾ࡢ
ࡇࢁ࡛ࡣ་⒪㏻ヂ࡛ࡣ࡞ࡃࠊデ⒪ᨭဨࡋ࡚ࢿࢸࣈࢫࢱࢵࣇࡢ㏻ヂົࡋ࡚ࡶ
ࡽࡗ࡚࠾ࡾࡲࡍ(⤖᰾)ࠋ᭱ᚋ㜿㒊ඛ⏕ࡢゝࢃࢀࡓᚲࡎࡋࡶ୰❧ⓗ❧ሙ࡛ࡢ㏻ヂ࡛࠶ࡿᚲ
せࡣ↓࠸࠸࠺⪃࠼ኚຬẼ࡙ࡅࡽࢀࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࡢㄢ㢟ࡘ࠸࡚⌧ሙࡢኌࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶ࡓࠋ

z

㒔ࡢ㈈※ࡢ࠸᪉ࠊ≧ἣ➼ࠊ㣗࠸㎸ࢇࡔㄢ㢟ࡲ࡛⪺ࡅࡓࡣ㈗㔜࡛ࡋࡓࠋ

z

Ⰽࠎ࡞❧ሙࡽࡢ㈗㔜࡞ࡈពぢࢆఛ࠺ࡀฟ᮶ࠊ᪂ࡓ࡞Ⓨぢࠊ㏻ヂ⪅ࠊ␗ᩥὶࡢ
☜ㄆࡶฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

♫࡛ᚲせࡉࢀࡿ་⒪㏻ヂࡢศ㔝ࢆึࡵ࡚Ꮫࡧࠊ⮬ศࡢ୰࡛ࡢࢫࢱ࣮ࢺ࡞ࡗࡓࠋ

‶㊊
z

་⒪㏻ヂ㛵ࡋ࡚ᖜᗈࡃ㆟ㄽࡉࢀࡿ㈗㔜࡞ᶵ࡛ࡋࡓࠋ㏻ヂ௨እ࡛እᅜேᝈ⪅ࢆࢧ࣏࣮
ࢺฟ᮶ࡿ࠺ࡢヰࡶฟࡿᑦⰋࡗࡓᛮ࠺ࠋ㒔ࡢ᪉ࡽㄔᐇ࡞ᚋࡢྲྀ⤌ࡳࡘ
࠸࡚ヰࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

࡚ࡶෆᐜࡢ࠶ࡿ㆟ㄽࡀฟ᮶࡚࠸ࡓࠋᙜ⪅ࡽࡢヰࢆ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࡢࢩࢫࢸ࣒సࡾࡘ࠸࡚ࠊ㒔ࡢ⌧≧ࠊ་⒪⪅ࡋ࡚ࡢ❧ሙࠊⰍࠎ࡞ゅᗘ
ࡽࡢ࠾ヰࡀ࠶ࡾࠊ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍࠋ

z

⌧ሙࡢሗࢆᚓࡿࡀฟ᮶ࡓࠋ

z

་⒪ࡘ࠸࡚ࡢどⅬࢆⰍࠎࣥࣉࢵࢺฟ᮶࡚Ⰻࡗࡓ(ᑠ⏕ࡣࡃ▱㆑ࡀ↓ࡗࡓࡀࠊ
Ⰽࠎ࡞ㄢ㢟ࢆ⪺ࡅࡲࡋࡓ)ࠋ୍Ⅼࢥ࣓ࣥࢺࡋࡲࡍࠊࣥࢳࢫࢸࢢ࣐ࡀⰋࡃࢃࡽ࡞ࡗ
ࡓࠋ

z

⌧≧ࡘ࠸࡚ࡢ⌮ゎࡀ῝ࡲࡾࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪ᚑ⪅ࡸእᅜேᨭᦠࢃࡗ࡚࠸ࡿᅋయࡢ᪉➼ࠊᵝࠎ࡞❧ሙࡽ་⒪㏻ヂࡢ㔜せᛶࠊ
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⌧≧ࠊㄢ㢟ࢆ࠾ヰࡋ࠸ࡓࡔࡁຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ
z

་⒪㏻ヂࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢၥ㢟⌧ሙ࡛デ⒪ᙜࡓࡗ࡚࠸ࡿ᪉ࡢヰࡢ୧᪉ࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶࡚
Ⰻࡗࡓࠋ

z

㏻ヂ⪅ᨭ⪅ࡋ࡚ࡢ㛵ࢃࡾ᪉ࡀࡼࡃࢃࡾࡲࡋࡓࠋேᮦ⫱ᡂࡢⅭࡇࢀࡽࡶࣇ࢛
࣮࣒ࣛࡢ㛤ദࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ

z

㠀ᖖෆᐜࡢ⃰࠸ศ⛉࡛ࡋࡓࠋእᅜேࡢఫẸࡢ་⒪ࢧ࣮ࣅࢫࡢࢩ࣮࣒ࣞࢫ࡞ᥦ౪ࡣ
ᇶᮏⓗ࡞ேᶒࢆᏲࡿࡶ⧅ࡀࡿࡢ࡛ࠊ⮬ศ࡛ฟ᮶ࡿࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
㸿㹇➼ࡢࢸࢡࣀࣟࢪ࣮ࢆࡶࡗά⏝ࡍࡿࡣฟ᮶࡞࠸ࡢࠊ࠸࠺ᛮ࠸ࢆᢪࡁࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࡢ⌧≧ゐࢀࡽࢀ࡚Ⰻࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋᚋࡢ᪉ྥࡀศࡽ࡞࠸Ⅼࡀከࡍࡂ
࡞ࡢࡀᏳ࡛ࡍࠋ

z

་⒪㏻ヂࡢㄢ㢟ࡸᚋࡢᑐ⟇➼ࠊఛ࠺ࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

ձ་⒪㏻ヂ⌧ሙࡢᐇࡀࢡࣜࢽࢵࢡࡢ⤒Ⴀ⪅ࡽ⏕ࡢኌࡋ࡚ఛ࠼ࡓࠋղྛⓎ⾲⪅ࡽࠊ
ఱࡀ㊊ࡽ࡞ࡃ࡚ࠊఱࡀᚲせ➼ࠊᥦࡀ⌮ゎฟ᮶ࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂ⪅࣭་ᖌ࣭㒔ࡢ⫋ဨࠊࡑࢀࡒࢀࡢ❧ሙࡽ㈗㔜࡞࠾ヰࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶ࠊ࡚ࡶ
Ⰻࡗࡓࠋ⌧ᐇࡣ㏻ヂࢆྠᖍࡉࡏ࡚㝔ࡿࡀฟ᮶ࡿேࡣࠊࢇࡢ୍ᥱࡾࡔ▱
ࡿࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࡘ࠸࡚ࠊ㒔ࡢ᪉㔪ࠊಶேࡢ⣲㉁➼ࠊ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

࣎ࣛࣥࢸࢭࣥࢱ࣮ࡋ࡚ࠊከᩥඹ⏕ࠊእᅜேᨭࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ་⒪㏻ヂ࣎
ࣛࣥࢸࡢせㄳࡶ࠶ࡾࡲࡍࠋ㧗࠸ᑓ㛛ᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࡣࢃࡗ࡚࠸ࡲࡋࡓࡀࠊఱ
㐃ᦠฟ᮶ࡿࡣ࡞࠸ᛮ࠸ཧຍࡋࡲࡋࡓࠋゎࡣᚓࡽࢀࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࡀᨭࡢࣄࣥࢺࡣ
ぢࡘࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ᝈ⪅ࡀᅾ␃ࡢሙྜࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱ࡢ⿵ൾࠊ་⒪㏻ヂࡢ⫱ᡂ(㉁㔞ࡢ☜ಖ)㞠⏝ࡢฟࠊ་
⒪⪅ഃࡢࣉ࣮ࣟࢳ(⡆₩࡛᫆ࡋ࠸ࡇࡤࢆ࠺)ࠊࡇࡢ 3 ࡘࡀྍḞࡔឤࡌࡲࡋࡓࠋ
ࡇࡢ 3 ࡘࢆୖᡭࡃᶵ⬟ࡉࡏࡿⅭࠊᅜࡢᨭࡀᚲせ࡞ࡿᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

㒔ࡢᚋࡢ᪉㔪ࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶ࡓࠋ

ࡕࡽࡶ࠸࠼࡞࠸
z

͆་⒪㏻ヂ͇ࡢ⫱ᡂࡣࠊከࡃࡢᅋయ࡛ 10 ᩘᖺࠊࡶࡋࡃࡣࡑࢀ௨ୖ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪
⌧ሙ࠸ࡿ⪅ࡋ࡚ࡣࠊ་⒪㏻ヂࢆࣞࣥࢪࡍࡿࡀ㛫ྜࢃ࡞࠸ࡢࡀ⌧≧࡛࠶ࡿࠋእ
᮶ walk-in ࡛࠸ࡽࡗࡋࡷࡿᝈ⪅ࡉࢇࢆ᩿ࡿ࡞ࡃཷࡅධࢀࡿࡶከࡃࠊࡢ་⒪⪅ࡶ
ࣉࣜࢆ㥑ࡋ࡚ⱥㄒ௨እࡢẕㄒࡢᝈ⪅ࡉࢇᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࡶ▱ࡗ࡚ḧࡋ࠸ࠋ㛫͆㏻
ヂ͇ࢆࡍࡿ࡛ࡢࢺࣛࣈࣝࡶ࠶ࡿࠋᝈ⪅ࡉࢇࠊ୍་⒪⪅᪉ࡢⅭࡶࠊ⩻ヂࣉࣜࢆ
ຠᯝⓗά⏝ࡋ࡚࠸ࡿዲࡶ⤂ࡋ࡚ḧࡋ࠸ࠋ㒔ࡢᑐ⟇ࡋ࡚ࠊ⏕⏘ᖺ㱋ேཱྀῶ㸫help
ࢆせࡍࡿேࡢቑຍᑐࡋࠊ
͆ே͇ࢆከࡃ㢗ࡽࡎ㸿㹇ࡶୖᡭࡃά⏝ࡋ࡞ࡀࡽࠊከゝㄒࢥ࣑ࣗ
ࢽࢣ࣮ࢩ࡛ࣙࣥࡁࡿࢶ࣮ࣝࡢ㛤Ⓨࢆ㐍ࡵ࡚ḧࡋ࠸(᪥ᮏே࡛ࡶ་⒪⏝ㄒࡣ㞴ࡋ࠸ࡢ࡛ࠕࡸ
ࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢ⩦ᚓࡣ་⒪⪅ࡢㄢ㢟)ࠋ་⒪ࡔࡅ࡛࡞ࡃㆤ࡛ࡶࡦࡘࡼ࠺࡞ࡿࡣࡎ࡛ࠊ
ࡍ࡛ᆅᇦໟᣓᨭࢭࣥࢱ࣮࡛ࡶ᪉ࡀᅔࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡑࡢࡢࡈពぢ
z

ᚋࠊᮾி㒔ࡋ࡚་⒪㏻ヂࡢⓏ㘓࣭ὴ㐵ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⪃࠼࡚࠾࠸࡛࠺ࡶ࠾⪺ࡁࡋ
ࡓࡗࡓ࡛ࡍࠋ(࣎ࣛࣥࢸࠊ᭷ൾࡶ)

z

ࡇࡢᵝ㞟ࡲࡗ࡚┤᥋࠾ヰࢆఛ࠼ࡿᶵࢆࠊከࡃࡢ᪉ᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺ᗈ࠸ሙ࡛ࡸ
ࡗ࡚ḧࡋ࠸࡛ࡍࠋࡲࡓࠊ┤᥋ពぢࡀᒆࡅࡽࢀࡿᵝࠊࢿࢵࢺୖ࡛ࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛࡶ࠶ࡿⰋ
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࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ
z

50 ྡࡋሙධࢀࡎࠊ⥾ษࡀ᪩ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈ࠸ሙ(100 ྡ⛬ᗘ)࡛ࡢᐇ
ࢆᕼᮃࡋࡲࡍࠋ

z

࿘ࡾࡢⓙࡉࢇ࡚ࡶᬮࡃࠊᏛ⏕ࡣ↓࠸ᕳࡁ㎸ࡳຊࢆᏛࡤࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࠋ

z

㒊ᒇࡀᑡࡋᐮ࠸ࠋ

z

ྖ⪅ࡢ㐠Ⴀࡀ࡚ࡶୖᡭࡔࡗࡓࠋ

z

ሙࠊᑡࡋᐊ ࡀపࡃᐮࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ሙࡢ㡢㡪ࢩࢫࢸ࣒ၥ㢟ࡀ࠶ࡿᛮ࠺ࡢ࡛ࡍࡀࠊⓎ⾲ࡉࢀࡓ᪉ࡢኌࡀ⪺ࡁྲྀࡾ㎞ࡗ
ࡓᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᙜ᪉ࡢ⫈ຊࡀపୗࡋࡓࡶ⪃࠼ࡽࢀࡲࡍࡀࠊࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢ㡢ࡑࡢࡶࡢ
ࡀࡇࡶࡗ࡚࠸࡚ࠊዪᛶࡢኌࡣẼ࡞ࡽ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡍࡀࠊ⏨ᛶࡢࡇࡶࡗࡓప࠸ኌࡣࡼࡃ
ࢃࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓࠋ

z

࣐ࢫࢡࡢ⏝ពࢆ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ࣃࢿ࣮ࣛࡀᛴኚ᭦࡞ࡗࡓ㝿ࠊኚ᭦⪅ࡢ⤂ࢆࡶ࠺ᑡࡋࡋ࡚㡬ࡅࡓࡽࠊᡞᝨࢃ࡞ࡃ࡚
῭ࢇࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ᭱ึࡢ 30 ศࡣఱࡘ࠸࡚ヰࡋ࡚࠸ࡿࡢࠊṧᛕ࡞ࡀࡽཱྀㄪࡶ᪩ࡃࠊ
Ⰻࡃࢃࡽ࡞ࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

㉁ၥ⚊ࡢᅇ᪉ἲࢆᑡࡋᨵၿࡉࢀࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࡢ࡛ࡣ͐ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋᅽࡀࡍࡈ࠸࣭ᛴ
ࡉࢀࡿ࣭┘どࡉࢀ࡚࠸ࡿᵝࠋࡍࡳࡲࡏࢇࠊ⋡┤࡞ពぢ࡛ࡋࡓ͐ࠋ


ڦ㹁
㹁ศ⛉
ኚ‶㊊
z

ᰣᮌ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡀྲྀ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ
ࣞࢡࢧࣥࢻ࣭ࣛࢩࣗ࣡ࣝࢶࡉࢇࠊᒸᮏ㯇ࡉࢇࡢ࠾ヰࡣ㠃ⓑࡃࠊඹឤฟ᮶ࡿࡀከࠎ࠶ࡾ
ࡲࡋࡓࠋ

z

ලయⓗ࡞ヰࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶ࡓࠋⓏቭ⪅ࡀⰋࡗࡓ(ᗡࡉࢇࠊ⏣ᓥࡉࢇ➼)ࠋ≉⏣ᓥࡉࢇࡢ
࠾ヰ࡛ࡣࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡢྲྀ⤌ࡳࢆἑᒣⰍࠎࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

ᑓ㛛ᐙࠊ⮬యࠊእᅜேࠊ₎Ꮠᅪࠊ㠀₎Ꮠᅪࡢ᪉㐪࠺❧ሙࡽࡢࡈពぢࠊࢃࡾࡸࡍ
ࡗࡓ࡛ࡍࠋᵝࠎ࡞ຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆከ㠃ⓗࠊከゅⓗᤊ࠼ࠊ⪃࠼┤ࡍ㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ

z

እᅜேࡢどⅬࢆఛ࠼ࡓࡸࠊᗡඛ⏕ࡢ⪃࠼ࢆᨵࡵ࡚▱ࢀ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽࡞ศᯒࡽࠊලయⓗ࡞άືࠊእᅜேࡢ❧ሙ➼ࠊᵝࠎ࡞ヰ
ࡀ⪺ࡅࡓࡽࠋࡲࡓࠊ㉁ၥࡢᅇ⟅ࡶ༑ศࡔࡗࡓࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ㛵ࢃࡿ᭱ඛ➃ࡢሙ࡛ാࡃ᪉ࡸᙜ⪅ࡢヰࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶࡚Ⰻࡗࡓࠋ

z

ࣞࢡࢧࣥࢻࣛࡉࢇࡢ࠾ヰࡣኚ⯆῝ࡗࡓࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࠸࠺≀ࡣ๓ࡽ⪺࠸ࡓࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ๓ྐࠊ㐠⏝ࠊእᅜேഃࡢぢ
᪉࠸ࡗࡓ῝࠸ヰࡣึࡵ࡚⪺ࡃࡀฟ᮶ࠊ᪂㩭ࡔࡗࡓࠋ

z

ᗡඛ⏕ࡢヰࡀ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍࡗࡓ࡛ࡍࠋ᭦ࠊ࠾ 2 ேࡢయ㦂ㄯࢆ⪺ࡃ࡛ࡼࡾࠊᐇ
⏝ⓗ࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ㌟㏆࠸ࡿእᅜேࡢ᪉ኌࢆࡅ࡚ࡳࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

ᑓ㛛ᐙࡢពぢࡶእᅜேഃࡢពぢࡶ⪺ࡅࡓࡽࠋ

z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡢࣞࢡࢧࣥࢻࣛࡉࢇࠊᒸᮏࡉࢇࡢ࠾ヰࡀ⪺ࡅࡓࡣ᭷ព⩏࡛ࡋࡓࠋᨻᗓࠊ
᪥ᮏேࡢぬᝅᚲせ㸟㸟

z

ⴭྡ࡞ᗡຌ㞝Ặࡢㅮ₇ࢆ࠾ఛ࠸ࡍࡿࡀฟ᮶ࠊᮏ᪥ᮏᙜᖾ㐠࡛ࡋࡓࠋࡑࢀࡶ᭱๓ิ࡛
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ఛ࠸ࡲࡋࡓࠋᮏ᪥ࡢࢸ࣮࣐ࡀ⚾ࡶ▱ࡾࡓ࠸Ꮫࡧࡓ࠸ෆᐜ࡛ࡋࡓࠋ
z

㸿ศ⛉ᘬࡁ⥆ࡁཧຍࡋࡲࡋࡓࠋ᪥ᮏㄒᏛᰯ࡛ົ⫋ࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ␃Ꮫ⏕᪥ࠎ
᥋ࡍࡿ୰࡛ࠊఏࢃࡽ࡞࠸࡞͐ᛮ࠺ࡀ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋࡑࢇ࡞ࠊ㞄࡛ඛ⏕Ꮫ⏕ࡀヰࡋ
࡚࠸ࡿࡢࢆ⪺࠸࡚࠸ࡿࠊᩥ❶ࡣฟ᮶ࡿࡔࡅ༊ษࡗ࡚ࠊ᥋⥆モࡣ⏝ࡏࡎࠊᩗㄒࡣᑡ࡞
┠ࡢ᪉ࡀ⌮ゎࡋࡸࡍ࠸Ꮫࡧࡲࡋࡓࠋ⅏ᐖ࡛ࡶᖹ࡛ࡶࠊࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࢆ࠸ࡘࡘࠊ
࠺ఏ࠼ࡿ⪃࠼ࡿࡀษࡔຮᙉࡋࡲࡋࡓࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡣᆅᇦ♫ࡢඹ㏻ゝㄒ࠸࠺⪃࠼᪉ࢆ▱ࡗࡓ࡛ࡍࠋࡲࡓࠊᰣᮌ┴
ᅜ㝿ὶ༠ࡢྲྀ⤌ࡳࡶ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࡋࠊᅾఫእᅜேࡢ᪉ࡽ᪥ᮏㄒᏛ⩦ࡢ
⤒㦂ㄯࢆ┤᥋⪺ࡅࡓࡀⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

᪥ᮏࡢ⌧≧ࡀኚࡼࡃࢃࡗࡓࠋࡑࢇ࡞ἑᒣࡢእᅜࡢேࠎࡀ᪥ᮏ࡛⏕άࡋ࡚࠸ࡿࡉ
࠼▱ࡽ࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒࡀୖᡭ࠼࡞࠸(Ⰻࡃゝࢃࢀࡿ)⚾ࡋ࡚ࡣࠊࡇࢀࡽ͆ఏࢃ
ࡿࡸࡉࡋ࠸ゝⴥ͇ࢆ┠ᣦࡋࡓ࠸ᙉࡃឤࡌࡲࡋࡓࠋಀࢃࡿῶ⅏ࡢⅭ㡹ᙇࢁ࠺ᛮ
࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

እᅜே⏕ά⪅ࡋ࡚ࡢ┠⥺ࡽලయⓗ࡞ヰࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋࢩࣗ࣡ࣝࢶࡉࢇᒸᮏࡉ
ࢇࡢ࠾ヰ࡛ࠊ࠸᪥ᮏㄒࡀ᭕࡞ゝㄒ࡛࠶ࡿࡀࢃࡗࡓࠋᗡඛ⏕ࡢ࠾ヰࡣከࡃࡢẼ
ࡁࡀ᭷ࡾࠊኚຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ

z

ゝㄒࡢᑓ㛛ᐙࡸእᅜேࡢ᪉ࠎࡽ⏕ࡢኌࢆ⪺ࡃࡀฟ᮶ࡓⅭࠋ

z

Ⰽࠎ࡞᪉㠃ࡽࡢࡈពぢࢆ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒձղࡀ᭷ࡾࠊࡑࢀࡒࢀࡢෆᐜࢆࡼࡾ⌮ゎฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡘ࠸࡚ࠊヲ⣽ㄝ᫂ࢆཷࡅࠊ᭷ព⩏࡛ࡋࡓࠋࢤࢫࢺࡶከᙬ࡛Ⰻࡗࡓ
࡛ࡍࠋ

z

Ⰽࠎ࡞ពぢࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓࠋ◊✲ࡶࠊ⮬ศ⮬㌟ࡢయ㦂ࡢ࠾ヰࡶࠊ㠃ⓑࡃ࡚ᴦࡋࡗࡓࠋ

z

ᗡඛ⏕ࡢࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡘ࠸࡚ࡢヰࡣࠊࡲࡵࡽࢀࡓヰ࡛Ⰻࡃ⌮ゎฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ⮬ศ
ࡀ㛵ࢃࡗ࡚࠸ࡿࡢᚋࡢཧ⪃࡞ࡾࡲࡍࠋࢩࣗ࣡ࣝࢶࡉࢇࡢヰࡣࠊᐇయ㦂እᅜࡢ
᪉ࡽࡢどⅬࡢヰ࡛ࠊ࡚ࡶⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ࡞ࡿᛮ࠺㒊ศࡀἑᒣ࠶ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶
ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋᒸᮏࡉࢇࡢヰࡶⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡢษࡉࡀࡼࡃࢃࡗࡓࡀࠊዟࡀ῝ࡃࠊຮᙉカ⦎ࡢᚲせࢆឤࡌࡓࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢᏑᅾࢆ▱ࡿࡀฟ᮶ࡓⅭࠋ

z

ᑓ㛛ࡢㅮᖌࡢ᪉ࠎࡢⓎ⾲ࡣ᪂ሗ࡛࠶ࡾࠊኚཧ⪃࡞ࡗࡓࠋᰣᮌ┴࡛ࡢྲྀ⤌ࡳࡢⓎ⾲
ࡣලయⓗ࡛Ⰻࡗࡓࠋ

‶㊊
z

⅏ᐖࡢእᅜேᨭࡘ࠸࡚ࠊሗⓎಙࡢ㠃࡛ᚲせ࡞ࡀࢃࡗࡓࠋᶵᲔ⩻ヂࡣࣜࢫࢡ
ࡀ࠶ࡿ࠸࠺ࡢࡣᖖࠎឤࡌ࡚࠸ࡿࡢ࡛ඹឤฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ
ࠕఏ࠼ࡓ࠸ᛮ࠸ࠖࡀ࠶ࢀࡤఱᗘࡶ
ゝ࠸ᅇࡋࢆኚ࠼࡚ఏ࠼ࡽࢀࡲࡍࡋࡡࠋ⅏ᐖᑐᛂࢆࡶࡗ⪺ࡁࡓࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒ࡛ࠖఏ࠼ࡿࡁࡣἑᒣ࠶ࡾࡲࡍࡀࠊ᪥ࡢ࠾ヰࢆ⪺ࡁࠊὀពࡍࡁ
ࠊ㓄៖ࡍࡁⅬࡀࡲࡔࡲࡔ࠶ࡿࢆ▱ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ᗡඛ⏕ࡢࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢㄝ᫂ࡀ࡚ࡶࡼࡃ⌮ゎࡀฟ᮶ࡓࠋ

z

⯡ⓗ࡞ሗࡀᚓࡽࢀ࡚Ⰻࡗࡓࠋ᪥ᮏㄒᩍᐊࡢ௰㛫ࡶఏ࠼ࡓ࠸ᛮࡗࡓࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖࡢ᭱ඛ➃ࡢྲྀ⤌ࡳࡘ࠸࡚▱ࡿࡀฟ᮶ࡓࠋ㸿ศ⛉ࡢᵝ᪥ᮏ
ேࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ㠀᪥ᮏேࡀࣃࢿ࣮ࣛ(ᙜ⪅)ࡋ࡚ฟᖍࡋࠊࡑࡢヰࡀ⪺ࡅࡓࠋ

z

ᰣᮌ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡢ᪉ࡢᐇ㝿ࡢࠊྎ㢼 19 ྕ࡛ࡢࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒᑐᛂ࡛ᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓⅬ
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ࡢⓎ⾲➼ࠊලయⓗ࡞ෆᐜࡀ⪺ࡅ࡚Ⰻࡗࡓ࡛ࡍࠋ
z

ྛⓎ⾲⪅ࡢ᪉ࠊࡑࢀࡒࢀಶᛶⓗ࡞ෆᐜ࡛ᴦࡋࡃ⪺ࡃࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋᑡࡋ⾲⌧ࢆᕤኵࡍ
ࡿ࡛ఏࢃࡾ᫆ࡉࡀ᱁ẁྥୖࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ࡚ࡢ᪥ᮏேࡀព㆑ⓗྲྀ⤌ࡴࡁࡔ
ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

4 ேࡢㅮᖌࡢヰࡣⰋࡃ⌮ゎฟ᮶ࡓࠋ

z

ᰣᮌ┴ࡢྲྀ⤌ࡳࠊཧ⪃࡞ࡾࡲࡍࠋእᅜேࡢどⅬ࡛ࡢヰࡣ࡚ࡶཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋᗡ
ඛ⏕ࡢ࠾ヰࡣࠊᑟධࣞ࣋ࣝࡢ࠾ヰ࡛ࡋࡓࡀࠊ᪥᮶ሙࡋ࡚࠸ࡓⓙࡉࢇࡣࠊࡰࡑࡢࣞ࣋
ࣝࡣ⌮ゎࡋ࡚ཧຍࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࡛ࡋࡻ࠺ࠋࡶ࠺୍ẁ㐍ࢇࡔ⌧ᅾࡢලయⓗ࡞ྲྀ
⤌ࡳࡢ࠾ヰࡀ࠶ࢀࡤⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖసᡂࡢ⪃࠼᪉ࡸࣉࣟࢭࢫࡀࡼࡃࢃࡾࠊᙺ❧ࡗࡓࠋ

z

ᗡඛ⏕ࡢㅮ₇ࡀ㠀ᖖࢃࡾࡸࡍࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ㛵ࡍࡿ⌮ゎࡀ῝ࡲࡗࡓࠋ

z

ᰣᮌ┴ࡽࡢሗ࿌࡛ࠊ⅏ᐖࡢ㐃⤡⥙ࡋ࡚እᅜே࣮࢟ࣃ࣮ࢯࣥ࠾㢪࠸ࡋࡓࢆ▱ࡾࠊ
Ⰻ࠸ࡔឤࡌࡲࡋࡓࠋ

z

་⒪㏻ヂࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࡀࠊ⅏ᐖ་⒪ࡘ࠸࡚ࡶᏛࢇࡔ⤒㦂ࡀ࠶ࡾࠊཧຍࡋࡲࡋࡓࠋⰍࠎ
࡞❧ሙࡢ᪉ࡢ࠾ヰࢆᣏ⫈ࡋࠊࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࡢ㔜せᛶࢆᨵࡵ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࠊᚋάືࡍࡿ
ୖ࡛࡚ࡶᙺ❧ࡘឤࡌࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ࣃࢿ࣮ࣛࡀከࡃࠊᩍᤵ௨እᰣᮌ┴ᅜ㝿ὶ༠ࡢ᪉ࠊᅾ᪥⤒㦂ࡀ㛗ࡃ᪥ᮏㄒࢆࡑࢀ࡞
ࡾヰࡏࡿࢻࢶ࣭୰ᅜࡢ᪉ᵝࠎ࡞⤒㦂࣭ពぢࢆᣢࡗࡓ᪉ࡀ࠾ヰࡉࢀ࡚⯆῝ࡗࡓࠋ

z

᫂☜࡞ㄝ᫂ࠊド᫂ࡢὶࢀࡀ࡚ࡶⰋࡃࠊ㢌ࡢ୰ࡍ࣮ࡗධࡗ࡚᮶ࡓࠋࢩࣗ࣡ࣝࢶẶࡢ
᫂ᛌ࡞ࢥ࣓ࣥࢺࡀⰋࡗࡓ࡛ࡍࠋ
ࠕࡸࡗࡥࡾࢿࠊࡸࡗࡥࡾࢿࠖ࠸࠺ឤࡌ࡛ࠊࡲࡵ࡚ୗ
ࡉࡗࡓࡢ࡛Ꮀࡋ࠸࡛ࡍࠋ

z

ࠕࡸࡉࡋ࠸᪥ᮏㄒࠖ⩻ヂࡍࡿࡀ㞴ࡋ࠸ⱞປࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ1  2 ࡀ࠶ࡿࡀࢃ
ࡗࡓࠋㄞࢇ࡛ࢃࡿ㈨ᩱࢆ㓄ᕸࡋࡓࡢࡣぶษ࡛Ⰻࡗࡓࠋ

ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸
z

ࣃࢿࣜࢫࢺࡢ࠾ヰࡣኚ㈗㔜࡛Ⰽࠎ࡞Ẽ࠸ࡓࠋࣃࢿ࣮ࣛࡢඛ⏕ࡢ࠾ヰࡢෆᐜࡣ
࡚ࡶ㔜せ࡞࡛࠶ࡿᛮ࠺ࡀࠊᑡࡋ࢝ࢹ࣑ࢵࢡ࡞ヰࡢ࡞ࡉࡾ᪉࡛ࠊ㛗࡞ឤࡌࢆཷࡅ
ࡓࠋ

ᮍグධ
z

ᅜ㝿ὶ༠࡛⅏ᐖᨭࢳ࣮࣒ࡢ࣮ࣜࢲ࣮ࢆࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠋ⅏ᐖᨭ࣎ࣛࣥࢸࡢᚲ
㡲⛉┠ࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠋ

z

Ụᡞᕝ༊ࡢᆅᇦ࣎ࣛࣥࢸ࡛ࠕከᩥඹ⏕ࠖࡢάືࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡲࡍࠋ

ࡑࡢࡢពぢ
z

࠺࠸ࡗࡓពᅗ࡛㑅ࡤࢀࡓࣃࢿࣜࢫࢺ࡞ࡢࡼࡃࢃࡾࡲࡏࢇ࡛ࡋࡓ(࠾ヰࢆ⪺࠸࡚࡞
ࡿ㸟ᛮࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛㐺ษࡔࡗࡓ࠸࠺ヂ࡛ࡣ↓࠸࡛ࡍ)ࠋ

z

ᐃဨ㐩ࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡞ࡢ࡛ࠊࡼࡾከࡃࡢ᪉ཧຍฟ᮶ࡿᵝࠊᕤኵࡋ࡚㈔࠼ࡓࡽᛮ࠸
ࡲࡍࠋ

z

ᅇࡢࣇ࢛࣮࣒ࣛຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

⏣ᓥẶࠊᒸᮏẶࡢ㓄ᕸ㈨ᩱࡀ↓ࡗࡓࡢࡀṧᛕ࡛࠶ࡿࠋᅇࠊ㸿ศ⛉ࡣ㓞ࡗࡓࡀࠊ
㹁ศ⛉ࡣ࡚ࡶⰋࡗࡓࠋࡋࡋぢ᪉ࡼࡗ࡚ࡣࣇ࢛࣮࣒ࣛࡼࡗ࡚㉁ⓗ࡞ᕪࡀ࠶ࡿ
ࡢࡣၥ㢟࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊࣥࢣ࣮ࢺࡘ࠸࡚ࡔࡀࢪ࢙ࣥࢲ࣮ࡀၥ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇࡢ
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ໃᛶูḍࡣᚲせ࡞ࡢၥ࡛࠶ࡿࠋ
z

タධཱྀࡶሙෆࡀᚲせࠋ

z

༗๓ࡢ㒊ࡶグධࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁࡲࡋࡓࡀࠊᅇࡢᵝ࡞ദࡋࡢࣃࣥࣇࣞࢵࢺࢆᅗ᭩㤋
ࡶᗈࡃ㓄ᕸࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓࡃᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

᭷ព⩏࡞ࣇ࢛࣮࣒ࣛࡔᛮ࠸ࡲࡍࠋ㠀࠾⥆ࡅୗࡉ࠸ࠋ

z

⏣ᓥࡉࢇࡢⓎ⾲㈨ᩱࠊ㠀㓄ᕸ㡬ࡁࡓࡗࡓ࡛ࡍࠋ

z

ᰣᮌࡢⓎ⾲ࡢࣞࢪ࣓ࣗࢆ㡬ࡅࡓࡽ᭷㞴ࡗࡓ࡛ࡍࠋ


ڦ㹂
㹂ศ⛉
ኚ‶㊊
z

㧗ᰯ⏕␃Ꮫᨭ AFS ᪥ᮏ༠࡛࣎ࣛࣥࢸࢆࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ␗ᩥ⌮ゎࢆࢫ࣒࣮ࢬᑡ
ࡋ࡛ࡶ῝ࡃ⾜࠼ࡿᵝࠊICL άື(ࣥࢱ࣮࢝ࣝࢳ࣮ࣗࣝࣛࢽࣥࢢ)ࢆ༠ෆ࡛ㅮ⩦➼ࢆ
⾜࠸ࠊᏛ⩦ࡋ࡚࠸ࡲࡍࠋ᪥ࡣࠊ␗ᩥ㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢆᴦࡋࡳࡋ࡚ཧࡾࡲࡋ
ࡓࠋከᅜࡢᐇࡀ⪺ࡅ࡚᭷┈࡛ࡋࡓࠋᩥࣆ࣑ࣛࢵࢻࠊ3 ࢫࢸࢵࣉࠊࢃࡾࡸࡍࡗࡓ
࡛ࡍࠋ⚾ඹࡣၥ㢟ゎỴࡢⅭ DIVE ࠸࠺ 4 ࢫࢸࢵࣉࢆ⾜࠸ࡲࡍࡀࠊࡑࡢㄝ᫂ࡀࡼࡾࢃ
ࡾࡸࡍࡃฟ᮶ࡿࡼ࠺࡞ࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ࠶ࡾࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡍ㸟

z

⮬ศࡶ JICA(ᕷࣨ㇂)ࡸ UNHCR ࡢ࣋ࣥࢺཧຍࡋࡓࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊぶࡋࡳࢆឤࡌࡓࠋ
㓄ᕸࡉࢀࡓᩍᮦࡶཧ⪃࡞ࡗࡓࠋSDGs ࡢᏛ⩦ࡶࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊࡑ࠺࠸࠺ࡽࡶཧ⪃
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡶᴦࡋࡃᏛࡓࠋእᅜࡢ᪉ࡀᙺࢆ
ࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢ࡛ࠊࢃࡾࡸࡍࡗࡓࠋ

z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ࡚ࡶ᭷┈ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

␗ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡘ࠸࡚ࠊ㢌࡛ࡣ⌮ゎࡋ࡚࠸ࡿࡘࡶࡾࡔࡗࡓࡀࠊලయⓗ࡞᪉
ἲࡸ⫼ᬒࡘ࠸࡚ᅇ▱ࡾࠊࡼࡾ῝ࡃ⌮ゎࡍࡿࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ

z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉᙧᘧ࡛ᴦࡋࡃᏛࡲࡋࡓࠋ

z

ᩥࡣ㸽␗ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᚲせ࡞ࡢ⌮ゎࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋᢏ⬟ᐇ⩦⏕ࡢᣦ
ᑟᙺ❧࡚ࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

ከᩥඹ⏕ࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀయ㦂ฟ᮶࡚ኚຮᙉ࡞ࡗࡓࠋ᭱ᚋࡢࠕ␗ᩥ័ࢀ࡚
࠸ࡃ㐨ࠖࡀⰋࡗࡓࠋ1 ᗘ࡛ㅉࡵ࡞࠸ࡀษࡔᛮࡗࡓࠋ

z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࠊ⮬ศ࡛ᐇ㊶ࡋࡓࡾࠊ⏕ᚐᩍ࠼ࡓࡾࡋ࡚࠸ࡿࢆ⌮ゎࡋࡸࡍࡃゝㄒ
ࡋ࡚࠸࡚࡚ࡶⰋࡗࡓࠋ

z

␗ᩥࡢㄝ᫂ࡣ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍࡗࡓࠋࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢࣃࢱ࣮ࣥࡶࠊᚋࡢ⫋
ሙࡸே㛫㛵ಀࢆ⠏ࡃᙺ❧ࡘᛮ࠸ࡲࡍࠋ

z

SHARE ࡢᅾ᪥እᅜேẕᏊಁ㐍ࡘ࠸࡚ࠊࢱ࣒࣮ࣜࡔࡗࡓࡢ࡛ᚋࡢάືᙺ❧࡚ࡓ
࠸ࠋ␗ᩥ㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣࢩࣥࣉࣝࡘᐇ㊶ⓗ࡛ࠊά⏝ࡋࡓ࠸
ᛮ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ⰍࠎᏛࡪࡀฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ≉␗ᩥ⌮ゎࠋࡲࡓࠊ┦ᡭᑜࡡࡿ᪉ἲ➼ࠊࡍࡈࡃຮᙉ
࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

ᅇᚓࡽࢀࡓ▱㆑ࢆࠊᚋᚰ้ࢇ࡛⪃࠼࡚ࡳࡼ࠺ᛮ࠸ࡲࡍࠋ

‶㊊
z

๓༙ࡢᾏእࡢάືሗ࿌ࡣ୰ࠎ᪥ᮏ࡛ࡢ᪥ᖖ⧅ࡀࡽ࡞࠸ឤࡌࡓࡽࠊᮇᚅࡋࡓෆᐜ
ᑡࡋ␗࡞ࡾࡲࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊࡶ࠺ᑡࡋሙ㸭ཧຍ⪅ඹ᭷
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࡛ࡁࡿ≀ᛮࡗࡓ͐ࠋࡓࡔࠊయࡋ࡚ࡣᆅᇦࡢάື➼ࠊ࡚ࡶࢃࡾࡸࡍࡃࠊⰋ࠸
㛫࡛ࡋࡓࠋ
z

ゝⴥࡢቨࡼࡾࠊఏ࠼ࡓ࠸ࡀ┦ᡭఏࢃࡽ࡞࠸ࡶࡋࡉࢆឤࡌࡿࡀከࠎ࠶ࡾࡲࡍࠋ
ᅇࡢㅮ⩦࡛ࡣ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡶ᭷ࡾࠊ࡚ࡶຮᙉ࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ

z

≉᭱ᚋࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ㛫ࡀᢲࡋ࡚య↓ࡗࡓࠋ

z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣ⯆῝ࡗࡓࠋ

z

Ώ㎶ࡉࢇࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࠊ␗ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡢ 3 ࢫࢸࢵࣉࡣཧ⪃࡞ࡗࡓࠋ
㛫ࡀ↓ࡗࡓࡀࠊࣇ࣮࡛ࣟࡢ࣮࣡ࢡࢆࡶ࠺ᑡࡋ㔜ࡡࡽࢀࡓࡽ㠃ⓑࡗࡓࡼ࠺ᛮ࠸
ࡲࡍࠋ

z

4 ࡘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥࡀ࡚ࡶ㠃ⓑࡗࡓࠋᚋࠊᙺ❧࡚ࡓ࠸ࠋ

z

4 ࡘࡢࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣃࢱ࣮ࣥ 3 ࡘࡢࢥࢶࢆ㢌ධࢀ࡞ࡀࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ
ࡋ࡚࠸ࡁࡓ࠸ᛮ࠸ࡲࡍ㸦ࡘ࠸ࡘ࠸ࡸࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࡀ࠶ࡿ࡞ᛮ࠸ࡲࡋࡓ㸧
ࠋ࠶ࡾ
ࡀ࠺ࡈࡊ࠸ࡲࡋࡓࠋ

z

ᾏእ࣭ᅜෆ࡛ࡢእᅜேᑐࡍࡿάືࢆ▱ࡿࡀฟ᮶ࡓࠋ┦ᡭࢆ⌮ゎࡍࡿ᪉ἲࡀࢃࡗࡓࠋ

‶㊊࡛ࡁ࡞ࡗࡓ
z

࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡢࢩࢼࣜ࢜↓⌮ࡀ࠶ࡾࠊ࠶ࡲࡾఏࢃࡽ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ㸽๓ᥦⓗணᐃㄪ
ⓗ㸽ࡇࢀࡶ␗ᩥ㸽

ࡕࡽࡶゝ࠼࡞࠸
z

࿌▱ࡉࢀ࡚࠸ࡓㄝ᫂ࡽᮇᚅࡉࢀࡿෆᐜࡕࡻࡗࡅ㞳ࢀ࡚࠸ࡓࠋD ศ⛉ࡢෆᐜࠊ
࡞ࡾࡊࡗࡃࡾࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ලయⓗ᭩࠸࡚࠾࠸࡚ḧࡋࡗࡓࠋ࠶ࠊⓎ⾲⪅ࡀ᪩ཱྀࡍ
ࡂ࡚㞟୰ࡋ࡚⪺ࡅ࡞ࡗࡓࠋ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣⰋࡗࡓᛮ࠸ࡲࡍࠋ

ᮍグධ
z

ᾏእ࣭ᅜෆࡢຍ࠼ࠊලయⓗ࡞␗ᩥࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᐇ㊶ἲࢆᏛࡤࡏ࡚࠸ࡓࡔ
ࡁࠊ㠀ᖖཧ⪃࡞ࡾࡲࡋࡓࠋ᪩㏿⏝ࡋࡓ࠸࡛ࡍࠋ

ࡑࡢࡢពぢ
z

ࣃࢿ࣮ࣛࡢ᪉ࠎࡢά⯉ࡢⰋ࠸㐺ᗘ࡞ࢫࣆ࣮ࢻࡣ࡚ࡶ⪺ࡁྲྀࡾࡸࡍࡃࠊෆᐜࡶ༑ศ྾
ฟ᮶ࡲࡋࡓࠋ

z

␗ᩥ㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩ࣮ࣙࣥ࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡣάືࡀ᭷ࡾࠊⰋࡗࡓ࡛ࡍ(㛫ࡀ㊊ࡾ
࡞ࡗࡓ)ࠋ

z

Ώ㎶࢝࢘ࣥࢭ࣮ࣛࡢ࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉࡀ㠀ᖖ㠃ⓑࡗࡓࠋእᅜேࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ᪥ᮏேྠ
ኈࡢពᛮ㏻ࡶᙺ❧ࡕࡑ࠺ࠋ
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௧  ᖺ  ᭶Ⓨ⾜

ᅜ㝿ᕷẸࣇ࢛࣮࣒ࣛ LQ72.<2

⦅㞟࣭Ⓨ⾜    ᮾி㒔ᅜ㝿ὶጤဨ
         ࠛ ᮾி㒔༓௦⏣༊⚄⏣ᯇỌ⏫ 
 㔝ࣅࣝ㸱㹄
          㟁ヰ   
          㹄㸿㹖  

༳   ๅ    ♫⚟♴ἲே ᜠ㈷㈈ᅋ ᮾி㒔ྠ⬊ㆤᴗᒁ

