
平成 29 年２月 

 

静岡県各部局 多文化共生関連事業 一覧 

 

資料３

 

基本方向１ 誰もが理解しあえる地域づくり 
 
施策の方向１ 多文化共生意識の定着 

１ 意識啓発活動の推進 

２ 異文化理解講座等の開催 

３ 多文化共生センターの設置と人材の育成 

４ 学校教育の場における国際理解教育と外国人の人権に関する人権教育の推進 

５ 社会生活のあらゆる場において外国人の人権について考えるツール･機会の提供 

                                       （単位：千円） 

H28 H29 案 事 業 概 要 等 番号 事 業 名 等 

745 1,041 ・計画施策の推進調整、次期基本計画審議のた

め、年３回審議会を開催 

１ 多文化共生審議会開催、

多文化共生推進基本計

画推進 
２ 

・自治会役員や NPO 団体、大学生、外国人など、

多様な背景を持つ県民を対象に県政さわや

かタウンミーティングを開催 

（多文化共生課） 

・外国人労働者憲章の啓発活動の実施、啓発賛

同企業の募集 

1,111 1,111 ・県内外国人留学生 20 名を親善大使に委嘱 １ ふじのくに留学生親善

大使設置事業 ・県民との交流や国際イベントへの参加 
２ 

（多文化共生課） 

１ 22,774 23,374 国際交流員(CIR)を多文化共生課ほかに配置

し、公立小中学校等への出前講座、ブラジル人

学校への情報提供等を行う。 

国際交流員(CIR)招致･

活用 
２ 

（多文化共生課） 
４ 

１ 2,258 － 今後の多文化共生意識普及イベントの内容に

ついて検討し、平成 29 年度に策定予定の「ふ

じのくに多文化共生推進基本計画」基礎資料と

するため、アンケート調査を実施(H28)。 

多文化共生意識普及プ

ロジェクト 
２ 

（多文化共生課） 
５ 

5,600 5,480 外国人や高齢者などを含め、すべての人が自由

で快適に活動できる社会を実現するため、ユニ

バーサルデザインの普及・実践支援等を行う。

（心のＵＤ実践支援等） 

１ ユニバーサルデザイン

推進事業費 

(県民生活課） 

458,800 444,000４ 外国語教育推進事業費 外国語指導講師（ALT）招致事業 英語を母国

語とし、現代の標準的英語力を備えている外国

青年を招致し、県立高校等での外国語教育の充

実を図る。 

（高校教育課） 

平成 26 年度 95 人、27 年度 94 人、28 年度 94

人、29 年度 87 人 
－ 18,780４ 私立学校外国語教育支

援事業費助成（H29 新規） 

本県私立学校における国際化の推進と国内外

で活躍できるグローバル人材の育成を図るた

め、JET-ALT を配置する私立学校に対し、必要

な経費の一部を助成する。 

（私学振興課） 

 

 

 

 

 

 



施策の方向２ 外国人県民のコミュニケーション支援 

６ 多言語情報提供体制等の確立 

７ やさしい日本語とルビ振りの普及 

８ 外国人県民の日本語・日本文化の学習支援 

９ 日本人県民の国際感覚の涵養、外国語習得及び日本文化の再理解への支援 

10 多文化ソーシャルワーカーの育成 

 

                                      （単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

６ 納税相談、税制広報（税

概要、納期内納付 等） 

(税務課、財務事務所) 

 

596 588 磐田・浜松財務事務所でポルトガル語による納税相

談を実施するほか、英語・ポルトガル語によるリー

フレット、ちらし等を作成し税制広報を行う。 

６ 在住外国人情報提供事

業 

(多文化共生課) 

2,198 2,651 FM ラジオ（英語）、インターネットラジオ（ポ

ルトガル語）及び Facebook（英語・ポルトガ

ル語・タガログ語）による行政情報、生活支

援情報の提供。 

「避難生活ガイドブック」多言語版の作成

(H29)。 

６ 外国語ボランティアバ

ンク運営事業 

(多文化共生課) 

 

1,378 1,378 国際交流事業や災害発生時のボランティア通

訳を登録、活用と資質向上を図る。 

（H28.3 現在 1,174 人） 

６ 「Ｍｙしずおか日本一」

リーフレットの作成・配

布 

（統計利用課） 

300 300 外国人に、静岡県が一番のものを知ってもら

うため、「Ｍｙしずおか日本一」リーフレット

を作成、配布する。（7か国語：日本語、英語、

韓国語、中国語、モンゴル語、ポルトガル語、

スペイン語） 

 

６ わかりやすい道案内推

進事業 

（交通基盤部） 

100,000 100,00

0

海外からの観光客や移住者にもわかりやすい

案内標識等の整備を行う。（２か国語：日本語、

英語、４か国語：日本語、英語、中国語、韓

国語） 

６ 生涯学習総合推進事業 

（教育政策課） 

170 160 「静岡県の教育」を作成し、本県教育行政の

概要（方針、計画、重点施策、統計等）につ

いて、教職員をはじめ教育関係者、保護者、

県民等への周知を図る。（２か国語：日本語、

英語） 

 

６ 青少年環境整備推進事

業 

（社会教育課） 

82 82 キャンプ禁止区域の案内について、４か国語

で表記したリーフレットを配布する。（４か国

語：日本語、英語、ポルトガル語、スペイン

語） 

― ― ホームページ（web）上における「蔵書検索」、

県内図書館が参加する「横断検索システム（お

うだんくんサーチ）」について、４か国語及び

ひらがな表記を行う。（４か国語：日本語、英

語、中国語、韓国語） 

６ 県立中央図書館管理運

営費 

（社会教育課） 

0 0 県立中央図書館の「利用案内」（印刷物）につ

いて、４か国語及びひらがなで表記し配布す

る。また、ホームページ（web）上においても

閲覧可能とする。（４か国語：日本語、英語、

中国語、ポルトガル語） 



７ やさしい日本語講座開

催（多文化共生課） 

0 0 行政職員等を対象としたやさしい日本語研修

を実施 

８ 外国人の子ども教育支

援基金事業（H29 新規） 

（多文化共生課） 

－ 10,000

(再掲)

県拠出金及び民間寄付を活用して(公財)静岡

県国際交流協会に基金を設置し、外国人児童

生徒の日本語習得や地域での居場所づくりな

どの支援を行う。 

９ 国際交流員(CIR)招致･

活用 

（多文化共生課） 

22,774

(再掲)

23,374

(再掲)

国際交流員(CIR)を多文化共生課に配置し、公

立小中学校等で出前講座等を実施 

10 多文化ソーシャルワー

カーの育成 

(多文化共生課) 

0 0 県社会福祉協議会等と連携し、各種相談窓口

職員を対象に多文化ソーシャルワーカー研修

を実施（H25 開始） 
 
 

 

基本方向２ 誰もが快適に暮らせる地域づくり 

 
施策の方向３ 子どもの教育環境の整備 

11 外国人児童生徒の指導に当たる教員、支援員の確保と資質の向上 

12 就学前段階での取組 

13 公立小中学校段階での取組 

14 義務教育修了以降の取組 

15 外国人学校における取組 

16 外国人の子どもの社会的自立を支援する体制の整備                 

（単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

13 外国人児童生徒トータ

ルサポート事業費 

（義務教育課） 

10,018 12,000 小中学校、特別支援学校に在籍する外国人児童

生徒への適応指導、指導担当者等への助言、援

助等を総合的に行う。 

・スーパーバイザーの配置 ４人 

・相談員の配置 ４人工 

・帰国・外国人児童生徒教育連絡協議会 

14 補習等のための指導員

等派遣事業費（外国人生

徒支援） （高校教育課） 

9,450 9,450 外国人生徒に対する日本語の指導や、教科内容

理解のための支援及び日本語が話せない保護

者への対応を行う。 

14 

15 

外国人児童生徒進路相

談事業 

（多文化共生課） 

0 0 ポルトガル語・タガログ語の進路相談ガイドを

活用した就職・進学に関する支援を実施 

15 私立専修学校・各種学校

の認可 

私立各種学校運営費助成 

（私学振興課） 

22,500 21,421
私立学校（外国語専門学校）、各種学校（日本

語学校、外国人学校）の認可 

私立各種学校の教育の振興を図るため、教育研

究及び管理に要する経費に対し助成 

15 

16 

外国人の子ども教育支

援基金事業（H29 新規）

（多文化共生課） 

－ 10,000 県拠出金及び民間寄付を活用して(公財)静岡

県国際交流協会に基金を設置し、外国人児童生

徒の日本語習得や地域での居場所づくりなど

の支援を行う。 

16 外国人の子どもの教育

環境整備のための連携

推進     

（多文化共生課） 

－ － 関係機関と研究会・連絡会等を開催し、連携取

組みを推進 

・外国人の子ども支援関係者ネットワーク会議

・帰国・外国人児童生徒教育連絡協議会 



16 外国人の子ども育成支

援事業（H28 新規） 

（多文化共生課） 

4,000 2,000 市町における地域総ぐるみの外国人親子の支

援基盤の形成を促進する。 

・初期支援人材育成研修、支援関係者のための

相談対応、日本語教室を活用した地域支援体

制整備(H28) 

・H29 は教科学習支援員及び外国人支援員の育

成、支援員を活用した市町向けモデル支援教

室の実施 

 

 

施策の方向４ 雇用・就労環境の整備による雇用安定 

17 外国人労働者の職業訓練等の充実 

18 外国人労働者の適正雇用を進める憲章の制定 

 

          （単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

17 外国人介護福祉士候補

者等支援事業費 

（介護保険課） 

5,000 5,000 外国人介護職員受入（予定）施設の研修担当者

向け研修の実施 

外国人介護職員向け日本語読解力向上講座実施

17 定住外国人職業能力開

発推進事業 

(職業能力開発課) 

2,905 3,105 浜松技術専門校に定住外国人職業訓練※コーデ

ィネーターを１人設置する。 

※定住外国人向け職業訓練の実施（離転職者等

再就職支援事業（既存事業）22,842 千円） 

 日本語能力等に配慮した職業訓練を民間教育

訓練機関等を活用して実施する。計画定員 60 人

17 外国人技能実習生定着

支援事業 

(職業能力開発課) 

5,700 5,200 外国人技能実習生を対象とした日本語研修を

行うことにより実習生の県内定着を図るとと

もに、実習生と海外進出企業とのマッチングを

行うことにより県内企業の人材確保を支援 

17 外国人就労支援事業 

(雇用推進課) 

3,354 3,373 しずおかジョブステーション（西部）へのポル

トガル語通訳者配置 

17 静岡型定住外国人就

業・定着システム構築事

業 

（労働政策課） 

9,864 10,018 就労意欲の高い定住外国人と定住外国人の長

期雇用を検討する企業を対象に、雇用・就業前

の段階から雇用継続までを一つのプロセスと

する、新たな就業・定着支援の仕組みを構築し、

その普及を図る。 

18 

 

 

外国人労働者憲章の啓

発 

(多文化共生課) 

745

の一部

(再掲)

1,041

の一部

(再掲)

平成 24 年２月に制定した外国人労働者憲章の

啓発活動の実施、啓発賛同企業の募集 

憲章セミナーの開催（４県１市共催：H28 三重

県開催） 

 

 

 

施策の方向５ 居住・医療・保健・福祉など生活環境全般の充実 

19 外国人県民への情報提供や交流の推進 

20 外国人県民の民間賃貸住宅への入居支援､入居差別の解消 

21 医療通訳制度の仕組みづくり 

22 コミュニケーションを助けるツールの周知 

23 健康保険・年金の加入促進への支援 

24 外国人相談体制・支援体制と広報の充実 



                 （単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

19 在住外国人情報提供事

業 

(多文化共生課) 

2,198

(再掲)

2,651

(再掲)

FM ラジオ（英語）、インターネットラジオ（ポ

ルトガル語）及び Facebook（英語・ポルトガ

ル語・タガログ語）による行政情報、生活支援

情報の提供。 

「避難生活ガイドブック」多言語版の作成

(H29)。 

19 外国人向けリーフレット 

発行事業(県民生活課) 

100 104 西部県民生活センターにおいて、消費者教育啓

発情報誌（ポルトガル語版）を発行 

19 医療ネットしずおか 

（医療政策課） 

73,000 83,828 医療に関する情報を、英語だけでなく、中国語、

韓国語、ポルトガル語といった多言語による情

報提供 

医療機関が対応可能な言語を検索可能（15言語）

(予算は地域医療課が所管) 

19 高等学校就学支援事業

費（高校教育課） 

― ― 高校入学者向けの就学支援金制度のリーフレ

ット（英語、スペイン語、ベトナム語、韓国語、

中国語・タガログ語、ポルトガル語に対応）を

必要に応じて各高等学校で配布 

20 県営住宅管理事業 

（公営住宅課） 

19,960 19,960 ・ 通訳配置:静岡県住宅供給公社西部支所 

(浜松)2 名(うち 1 名週 1 袋井土木派遣) 

本所（静岡）1 名(週 1 回島田土木派遣） 

東部支所(沼津)1 名(月 1 回富士土木派遣) 

・ 外国人管理連絡員の設置(菊川団地 2 名) 

・ 建替え事業等についての通訳派遣 

・ 外国人入居者相談会の開催の継続による

コミュニケーションづくり 

・ 入居時における啓発用ＤＶＤ「快適生活 県営

住宅のくらし」の活用(ポルトガル語、スペイ

ン語、中国語、日本語) 

・ 集団生活のルール等の啓発用パンフレッ

ト等作成配布（ポルトガル語、スペイン語、

英語、日本語） 

・ すまいのしおり配布（日本語、ポ語） 

21 医療通訳体制整備事業

（H29 新規） 

(多文化共生課) 

－ 3,000 健康福祉部や(公財)静岡県国際交流協会

等と連携し、医療通訳の養成や派遣、医療

機関での受入環境整備のための研修等を

実施し、医療通訳体制の整備を図る。 

24 多文化ソーシャルワー

カーの育成 

(多文化共生課) 

0

(再掲)

0

(再掲)

県社会福祉協議会等と連携し、各種相談窓口職

員を対象に多文化ソーシャルワーカー研修を

実施（H25 開始） 

24 多様な保育推進事業費

助成（外国人児童保育事

業） 

（こども未来課） 

2,000 3,361 外国人児童が６人以上入所している私立認可

保育所及び幼保連携型認定こども園に必要な

人件費（児童が 10 人以上の保育所のみ。）、研

修費、教材費及び通信連絡費を助成する。 

【補助基準額】6～9人施設：20,000 円/施設･月

10 人以上施設：50,000 円/施設･月

【補助率】1/2（負担割合：県 1/2 市町 1/2）

【実施主体】市町 

【対象か所】26 施設 



24 認可外保育施設に対す

る指導監督 

（福祉指導課） 

－ － 児童福祉法（第 59 条）に基づき、毎年１回、

運営状況報告書徴収及び立入調査を実施し、児

童の安全と適正な処遇の確保を図っている。 

【外国人児童のための施設】8施設（県所管分）

【児童数】175 人  

※ 施設数は 28 年３月 31 日 

24 外国人エイズ患者支援

事業（疾病対策課） 

96 93 エイズ患者等の診療、相談、家庭訪問などに通

訳者を派遣する。登録通訳:ポルトガル語､スペ

イン語、ベトナム語 

 

 

施策の方向６ 外国人県民が活躍できる場づくり 

25 外国人県民の地域コミュニティへの参加促進 

26 外国人県民の声を行政に反映させるための仕組みづくり 

27 発災時等の緊急時における協力体制の整備 

28 外国人県民が多方面の分野で活躍できる場の提供 

29 外国人留学生の受入れの促進と県内定着への支援 

30 外国人県民の自立支援のための基金創設 

                  （単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

27 地域防災訓練への外国

人の参加(危機対策課) 

0

(再掲)

0

(再掲)

県内の外国人に地域防災訓練（12 月第１日曜

日）への積極的な参加を促す。 

28 ふじのくに留学生親善大 

使設置事業(多文化共生課) 

1,111

(再掲)

1,111

(再掲)

・県内外国人留学生 20 名を親善大使に委嘱 

・県民との交流や国際イベントへの参加 

28 活躍する外国人県民の 

発掘･活用(多文化共生課) 

0 0 県内に生活する外国人県民を発掘し、広く紹介

するとともに、県のイベント等で活躍を促進。

29 ふじのくに学術振興事業

費(うち｢大学間等連携推

進｣及び｢留学生支援｣) 

（文化・観光部） 

7,000 11,200 ・ふじのくに地域・大学コンソーシアムを通じ

た就職・交流支援など留学生支援の実施 

・海外での留学フェアの実施、中国浙江省との

短期留学生の相互交流等 

・アジア地域の高校生等を招聘し、本県の高等

教育機関の魅力を紹介し、本県への留学を促

進 

29 外国人留学生受入強化 

事業費(外部助成金事業) 

（文化・観光部） 

3,200 ― （H29 は、ふじのくに学術振興事業費に統合） 

30 外国人の子ども教育支

援基金事業（H29 新規）

（多文化共生課） 

－ 10,000

(再掲)

県拠出金及び民間寄付を活用して(公財)静岡

県国際交流協会に基金を設置し、外国人児童生

徒の日本語習得や地域での居場所づくりなど

の支援を行う。 

 

 

 

基本方向３ 誰もが安全・安心を実感できる地域づくり  
 

施策の方向７ 危機管理対策の推進 

31 防災知識の普及啓発 

32 外国人県民に対するサポート体制の構築 

33 地域防災の担い手となる外国人県民の育成 

                                         （単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

31 やさしい日本語講座開

催（多文化共生課） 

0

(再掲）

0

(再掲)

行政職員等を対象としたやさしい日本語研修

を実施 



31 「防災･減災 復興のた

めのヒント集」配布(県

民生活課) 

0 0 ブラジル銀行で実施した「災害に備える消費者

教育推進モデル講座」（H27 年度）で作成した

冊子を適宜配布し情報提供する。 

31 防災に関する主要パン

フレット等の作成 

（危機管理部） 

2,437 

のうち

の一部

2,214

のうち

の一部

「地震防災ガイドブック」、「命のパスポート」

「富士山避難ルートマップ」など主要なパンフ

レット等の多言語化を推進。 

31 

32 

33 

在住外国人情報提供事

業 

(多文化共生課) 

2,198

(再掲)

2,651

(再掲)

FM ラジオ（英語）、インターネットラジオ（ポ

ルトガル語）及び Facebook（英語・ポルトガ

ル語・タガログ語）による行政情報、生活支援

情報の提供。 

「避難生活ガイドブック」多言語版の作成

(H29)。 

32 地域防災力向上人材育

成事業（危機管理部・地

震防災センター） 

4,650 

のうち

の一部

9,228

のうち

の一部

地震防災センター等において、外国人向けの防

災講座を実施する。 

33 地域防災訓練への外国

人の参加(危機対策課) 

0

 

0

 

県内の外国人に地域防災訓練（12 月第１日曜

日）への積極的な参加を促す。  
 

 
施策の方向８ 防犯・交通安全対策の推進 

34 規範意識の高揚 

35 防犯意識の向上及び犯罪被害者支援 

36 交通安全教育の推進 

37 緊急通報電話等における対応                           

 

（単位：千円） 

番号 事 業 名 等 H28 H29 案 事 業 概 要 等 

34 外国人少年補導員によ

る各種活動(警察本部) 

179 179 磐田、浜松中央及び浜松東の３警察署において

計 23 人を外国人少年補導員(通称：少年サポー

トリーダー)として委嘱し、少年警察ボランテ

ィア等と連携した街頭補導活動、外国人学校に

おける非行･薬物乱用防止教室の講師､外国人

少年に係る少年相談への支援活動等を実施 

34 民間通訳人を帯同して

の巡回連絡の実施 

(警察本部) 

642 513 定住外国人の居住実態を効果的に把握すると

ともに、定住外国人からの要望、相談を受け付

けるためには、通訳人を帯同した巡回連絡を実

施する必要があるが、部内の通訳指定者のみで

は体制が不十分であるため、民間通訳人を活用

 
36 外国人向け交通教則資

料の作成・配布 

(くらし･環境部) 

235 235 外国人に正しい交通ルールを理解してもらう

ため、外国語版の交通安全パンフレットを作

成、配布 

36 外国人交通安全教育指

導員の任用(警察本部） 

2,797 2,814 外国人交通安全教育指導員(日系ブラジル人女

性)１名を任用し、在日外国人に対する交通安

全教育を行い、外国人による交通事故防止を図

る。平成 19 年度から継続運用  


