
外国人支援における参加支援 共生の街づくり

認定NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ

横田 能洋



2

これまでの取組み

１９８６ 茨城大学人文学部入学
社会学を学び、地域で障害者運動にであう

１９９１ 茨城県経営者協会に就職
企業の社会貢献推進や労務に関する研修などを企画

１９９８ NPO法人茨城NPOセンター・コモンズ設立し転職
NPO法人の設立運営、若者の就労支援など企画

２０１０ 県と協働で常総で「外国人就労就学サポートセンター」を運営
大人の日本語、労働相談、再就職支援、子どもの就学支援

２０１３〜 外国ルーツの子のサポートをグローバルセンターとして継続

２０１３ よりそいホッとラインで困窮者の相談支援に従事

２０１５〜 常総拠点が鬼怒川洪水で被災。被災者の生活再建に取りくむ

２０１８ 外国人ピアサポーター養成事業、多文化保育園開所

２０１９ 県内学校へのサポーター派遣、多文化ソーシャルワーク普及



外国ルーツの人の状況

この冊子で紹介する取組みは茨城県常総市がその舞台となって
いる。茨城県は５つの地域に区分されるが、常総市を含む県西
地域（右地図の水色）と県南（右地図の黄色）に多くの外国籍
住民が暮らしている。鹿行（ろっこう）地域（右地図の緑色）
はベトナムや中国からの技能実習生が多く暮らしている。
地区別の特性としては、つくば市は研究や留学の人が多い。

それに対して、県西地域は食品工場などで働く日系ブラジル人、
フィリピン人などが多い。茨城県西地域と栃木県南部、群馬県
東南部は日系ブラジル人が行き来することが多いエリアである。
日系人が多いということは3頁の表でも示しているように、

定住や永住の在留資格を持つ人が多いということである。それ
は子どもから高齢者までが家族で長期的に暮らしているという
ことを意味する。数年の滞在に留まる技能実習生や留学生が多
い地域とはことなった生活ニーズがこの地域では生じる。
県庁がある水戸と、定住化が進む県西地域は異なった傾向を

もっていることが県としての外国人定住支援施策の遅れにもつ
ながっている。

人口：約63,000人
内外国人住民約5,700人

（外国人比率約9％）

常総市 外国人割合
茨城県 外国人登録者数

常総市

順位 市町村名 人数
人口比 人口比

R2年末 R1年末

1つくば市 9911 4.0 4.3 

2常総市 5725 9.7 9.2 

3土浦市 4443 3.2 3.1 

4古河市 3896 2.8 2.7 

5水戸市 3575 1.3 1.4 



どんな在留資格の人が多いかで、その地域で対応が求められる課題も異なる

在留資格 日本語レベル 家族
同伴

就労
制限

起きやすい課題

日系人
（定住・永住）

話せる人もいるが
学んだことがない
人も多い

〇 ◎
在留資格の悩みは少なく仕事はあるが、実際に就
ける職種が限定されやすく非正規労働が多い。子
どもの学校、福祉、住宅購入が問題になりやすい。

日本人配偶者 家庭内が日本語な
ので学ぼうとする 〇 〇

離婚するとビザがなくなるのでDVに遭いやすい。
別れて別の日系人と再婚するケースも多い。

留学生・研究者 熱心に学ぼうとす
る △ △

大学卒業後の日本での就職が難しい。週28時間し
か働けず、コロナでバイトが減っている。

技能実習生 学習機会はあった
はずだが個人差も
ある

× △
原則として転職できない。日本社会との接点が少
ない。コロナで仕事を無くし国にも帰れない。近
年できた特定技能に変更するケースが増えている。

就労・家族滞在 父や母以外は話せ
ないことが多い 〇 △

先に父や母が就労で来日し、その後子を母国から
呼び寄せた際に学校に慣れることと高校進学が難
しい。家族滞在だとパートのみでしか働けない。

難民申請中
特定活動

家族が話せないこ
とが多い 〇 △

仕事が制限されている。不安定な資格なので就職
先も見つけにくい。

難民申請中
仮放免

話せる人もいれば
話せない人も △ ×

住民登録も健康保険加入もできず、収容や強制退
去もありうる。難民が認められるケースは極稀。
就労もできず医療を受けにくいことが大きな問題。

常総市は日系人や日本人配偶者が多く、在留資格の問題よりは、労働や教育に関する課題が多かったが、近年、福祉に関する相談
が増えてきた。県西地域ではパキスタンの家族滞在の相談が増え、難民申請中の人の相談も増えてきた。それがコモンズの教育から
福祉、住宅へという活動の広がりにもつながっている。



コモンズの外国籍住民関連事業
事 業 概 要 対象 連携先

子
ど
も
へ
の
支
援

認可保育（2020～）
定員9名 ※小規模保育
外国人親子に多言語支援

0－2歳の幼児と保護者 常総市などの子ども課

認可外保育（2018～）
定員10名 就学支援も兼ね多世代交流型で実施
母語教育推進

3－6歳児の幼児と保護者 地域住民

学童保育（2018～） 宿題、日本語、学力の向上、社会体験場づくり 小学生 小学校

アフタースクール
（2011～）

高校受験にむけた学習支援 中学生
中学校
ボランティア

プレスクール（2012～）

プレクラス（2018~）

プレスクール：就学前
プレクラス：来日直後、学校への転入前

就学前の子
来日直後、転入する子 学校、教育委員会、

学習支援組織フリースクール
（2020～）

不登校の子
１６歳以上で来日した子

グローバルサポート
（2019~）

外国児童生徒の受け入れ体制づくり、
文書翻訳、通訳や日本語指導者派遣
通訳付き高校進学ガイダンス

公立小中高 県、各自治体の教育委
員会、学校、大学、翻
訳や通訳スタッフ

子
ど
も
以
外
へ
の
支
援

生涯学習（2020～）
家庭教育分野へのアドバイザー派遣、文書の翻訳、
通訳派遣

生涯学習機関 自治体家庭教育関係者

生活福祉相談（2011～）
多文化ソーシャルワークに関するケース検討会、
福祉関係文書の翻訳や通訳の派遣、外国籍住民の
生活全般・福祉サービス利用に関する相談対応

県内福祉機関、市町村、児相、保健所、保健セン
ター、地域包括支援センター、保育所、養護施設、
高齢者施設など

市民・行政向け講座
（2017～）

外国人当事者が制度やルールを学ぶ研修実施と組
織化、ピアサポーターによる外国人世帯への講座
（税、福祉制度、保険、労働、防災など）行政・
市民向けの多文化共生に関する講座への講師派遣

外国人の支援者、外国籍
住民、一般市民、自治体
関係者

外国人雇用企業、入管、
自治体等

住 居 ・ 就 労 の 提 供
（2020～）

居住支援団体と連携したシェアハウスの運営
カフェや農園、就労訓練施設での就労機会の提供

住宅確保に困っている世
帯、一般就労が困難な人

住宅・福祉など居住・
就労支援に関わる行
政・団体
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最初のテーマは労働問題と再就職支援

2009年3月23日に開催された
誰もが安心して暮らせる地域づくりを考える集い
左は初めて翻訳したチラシ

国が企画した日本語研修を
運営、約150名が参加した

2010~12年に運営された
茨城県外国人就労就学サポートセンター

再就職のために企画された通訳付きの介護ヘルパー2級講座も3年間実施した

茨城NPOセンター・コモンズは、1998年11月に設立された。
以来、水戸事務所を拠点にして、NPO法人の設立の相談対応や
市民団体向け研修、ひきこもりがちな若者の就労訓練としての
コミュニティレストランなどの制度外福祉に取り組んできた。
事務局長（横田）が暮らす常総市で大きな状況変化が生じた

のが2008年に発生したリーマンショックだった。1990年の入
管法改正以来、常総市には日系ブラジル人が出稼ぎとして働き
にきていた。経済危機で最初に雇用を失ったのはこうした日系
人で、失業の問題と収入減に伴うこどもの教育問題が表面化し
た。当時は数年で帰国する前提で多くの子がブラジル学校に在
籍していたが、学費が払えず公立学校への編入が相次ぎ学校も
混乱していた。そこで2009年3月に、教育委員会や日本語教室、
国際交流協会によびかけ情報共有の会議が行われた。
それがきっかけとなり、国の日系人向け日本語研修のコー

ディネートを行うことになり、常総に事務所が開設された。
2010年から3年間、茨城県の外国人就労就学サポートセンター
を受託し、履歴書の書き方や面接の研修、労働相談、ヘルパー
研修などが日系人スタッフの活躍で運営することができた。た
だし介護の職場への定着では課題が残った。

通訳付きヘルパー講座のチラシ 円卓会議の記録冊子
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他県を参考に始めた教育関連の支援

夏休みに企画したサマースクール

小学校に入学する前のプレスクールも他県を参考に実施

中学生と保護者向けの高校進学ガイダンスも他県を参考に実施

文科省の調査では、

公立小中高校などで

日本語指導が必要な

児童生徒は5万人で

10年間で1.5倍に増加

している。

茨城県は6年で2倍に

2012年度 686人

2018年度 1206人

2019年12月の茨城県の

外国人人口

小学生年齢 2318人

中学生年齢 1090人

高校年齢 1107人

合計 4515人

2010年から就学相談を始めたが、当時県内に外国の子どもの就学に関する情報は殆どなかった。
そこで、常総市と同じ日系人が多い愛知、静岡、岐阜、三重などに視察に出向き、それらの地域
で行われている活動を一つ一つ実践していった。最初に企画したのは中学校での外国籍保護者向け
のイベントだった。その後、補習教室、サマースクール、プレスクールなどを行うようになった。
中学生にとっては高校受験が課題になっていたので、神奈川などで行われていた進路ガイダンスを
県内ではじめて実施した。就労相談については、2010年に県の相談事業が終了してからは単発の相
談に応じる以外は事業は終了したが、就学や進学支援については、継続性が求められたので、各種
の財団などに助成金を申請するなどして事業を継続してきた。それが2019年からの県のグローバル
サポート事業受託（8頁）につながった。
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活動分野 活動内容

Ｊ（情報） 『JUNTOS通信』や多言語ラジオ番組の制作

Ｕ（運転） ボランティアによる移動サービス、カーシェア

Ｎ（直し隊） 住宅の改修支援、空家を地域の活動拠点として再生

Ｔ（届け隊） 支援物資を自宅や引っ越し先に届けつつ見守り

Ｏ（お話し隊）住民が話し合うサロンを開き住民の声を復興計画に反映

Ｓ（住み隊） 孤立しがちな人が、地元で共に暮らす「福祉長屋」づくり

（学習支援） 被災した中学生の高校受験のための無料塾

言語 5言語（日本語、ポルトガル語、スペイン語、中国語）

内容 地域の状況や被災者向け情報を掲載

翻訳体制 ①スタッフ、避難所で出会ったブラジル人
②翻訳ボランティア（つくば国際交流協会と協力）

●情報誌の作成（9月～現在）

●多言語ラジオの放送（10～11月）

言語 3言語（ポルトガル語、スペイン語、英語）

内容 重要な情報を各言語10分程度にまとめ4回放送

翻訳体制 外国人翻訳ボランティア

放送手段 常総災害FM

頻度 1日数回放送（YouTubeにもアップロード）

2015年9月の鬼怒川洪水と被災者支援

ジュントス通信ポルトガル語版 3日間泥水に浸かったコモンズ事務所

国籍を越えて共
に活動した

例年のサマースクールが終わり2学期に入った9月10日、関東
東北豪雨で常総市内の鬼怒川堤防が決壊した。市内では約5千
世帯が床上浸水し、市役所も浸水する大水害となった。コモン
ズの拠点も3日間近づけず、壊滅的な被害をうけた。
日本人も外国籍住民も同じ被災者になったので、共に復興に

向けて取り組めると考え、ポルトガル語で「一緒に」を意味す
るJUNTOSをキーワードに被災者支援活動に発災1週間後から
取り組んだ。
最初に取り組んだのは情報提供で、多言語の情報誌を発行す

るために、市内外の多くの外国籍ボランティアを募りながら活
動した。9頁にあるように、コモンズは市から最新の情報を得
て、それをキーパーソン、教会、企業、ブラジル学校などに伝
えるという人の繋がりを重視した情報支援を行った。また被災
者の個別の相談も多言語で対応した。
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教育支援から 人づくり・まちづくりへ

常総水害は、浸水が3日も続き住宅被害が大きかっ
たのに半壊という被害認定では得られる支援が乏
しく住宅再建が困難になる世帯が多かった。その
ため、再建をあきらめ人口が1割流出した。家やレ
ストラン、店が次々に解体されたり、未改修のま
ま残された。水害からの復興を考えた際、増加し
た空き家をコミュニティの施設に改修することが
有効だと考え、コモンズは空き家改修に力をいれ
ることになった。
空き家改修のメリットは、参加型の「みんなの

ばしょ」をつくりだせること、ボランティアも参
加しやすいこと、DIYに国境はなく、外国籍住民
が参加しやすいことがあった。
日系人のライフスタイルにも変化が起きた。こ

れまで殆どアパートに住んでいたのが、日本人が
出た戸建てに移り住んだり、空き地に新築の戸建
てをたてる日系人が増加した。その結果、外国籍
住民の割合が高まり、より近所の住民となった。
これまでは外国籍住民への支援というスタイル
だったが、災害を経て、共にまちをつくる、人を
育てる、という視点に変わっていった。

水害後手つかずのアパート 壊される住宅 壊されるファミレス

水害後空き家になっていた診療所と住宅を再生するプロジェクト

ウッドデッキをDIYでつくる ブラジル風バーベキューのシュラスコは交流の場に欠かせない 保育園の改修ではブラジルの家族が作業に関わってくれた



外国人のみの世
帯が多い

仕事が食品製造
業など限定

不安定雇用
長時間労働

特定アパートに
集住しがち
（ここは変化）

公立保育所に預
けにくい

日本語習得のインセンティブ
も学習の機会も少ない

単純労働が多く転職率が高く
転入転出率が高い

ブラジル学校が長時間保育を
担っている。就学前教育が不
十分なまま公立小学校へ入学
すると初期指導が不十分で学
校への不適応が起きやすい

住民も行政も「いつかいなく
な る 人 」 と 捉 え が ち 。
持ち家化で変化が起きるか？

今の職場だけでは外国人の
キャリア upが難しい。

バイリンガルを生かせる
サービス業がまだ少ない

外国人リーダーが育ちにく
く、行政に声が届きにくい

日本生まれでも学力が遅れ
がちで進路の幅も少ない

行き場のない外国の若者が

増加

何
年
た
っ
て
も
諸
問
題
が
再
生
産
さ
れ

地
域
の
潜
在
的
な
力
が
生
か
さ
れ
な
い

常総市で日系ブラジル人が入れ替わるだけで真の定住化にならない要因

10

常総市は日系人が多く、定住外国人が多いと述べたが、実際はかなり転入転出が多い。その大きな要因は仕事先が食品製造業が多いと
いうことである。愛知や静岡など他の日系人集住地区は自動車産業で働くケースが多い。機械製造業では会社が日本語習得を奨励し習
得すれば処遇が向上するので仕事も生活も安定しやすい。常総市の場合、リーマンショックで機械製造での雇用が減ってから食品製造
が主な職場となっている。こうした職場では日本語力が弱くても働けるが、処遇の向上も弱いので、来日した際の借金を払った後、時
給の高い工場のある他県に転出し、また新たな人が転入するというパターンが続いてきた。その結果、人口の1割近い人が住んでいて
もコミュニティが十分に形成されず、外国籍住民の声が市政に届きにくい状況が続いている。水害後持ち家が増えたことで定住化傾向
は強まってきているが、職場の多様化など、キャリアUPの機会をひろげること、コミュニティの声を集め地域や市政に届けることは
大きな課題である。そのためにコモンズが取り組むことにしたのが多文化保育であり、ピアサポーターの養成である。



保育園などに
預けられない

急な来日・転入だと保育所
申請手続きができない
待機していられない

派遣会社やブラジル学校の
認可外保育を利用する

職場が限定され親は収入は得
られるが長時間労働で疲れる

公立小学校への就学準備や
日本語初期指導が不十分

中学校で勉強について
いくのが困難になる

離職・転職も多く子の
学習環境に悪影響

キャリア形成が難しく就
職先が限定される

既存の保育園は
外国人の母語に
対応できる保育
ス タッフがいない

バイリンガル
保育従事者養成

母国語での対応
就学支援付きの
多文化保育所で
日本語初期指導

学習言語が身に
つき学力の向上

進学率が上がり、
仕事の幅も広がる

母語支援員のいる
認可小規模保育

プレスクールとして機能

バイリンガル人財の活用で
企業は外国人顧客向けの事
業を拡大できる

11

自分の母語を生かせるバイリンガル保育従事者として働くルートをつくる

保育と就学環境を向上させ、活躍できる人を増やす
コモンズが多文化保育に取り組んだのは、実際に保育園に預けられない外国籍世帯が多いこと、保育園には通訳がいない、ブラジル
学校の認可外保育では就学準備がなされない、という就学前準備を行うためというのがひとつ。もうひとつは、母語も日本語も話せ
る人が保育従事者になれる職場をつくりたいと考えた。バイリンガル保育従事者の有効性を示すことができれば、地域の保育園でそ
うした人財を雇うところが増える可能性がある。母語を生かせて安定した仕事を地域につくれば、保育士などを目指す人が増える。
バイリンガルを生かせる仕事に就く、資格を取るという目標ができると就学状況を改善できるし、サービス業で活躍できる人が増え
ると、企業もその多言語のサービスをうける住民にとっても効果があると考えた。

多
文
化
保
育





2018年度に、コモンズは常総市と協働で「外国人ピ
アサポーター養成講座」を12回開催した。転入、ア
パート契約、ゴミ出し、税金、健康保険、保育や教
育、福祉、そして防災に関して、まずレクチャーを
受け、他自治体の多言語資料もみながら、常総のガ
イドに掲載する内容の検討を行った。
この研修により、すでに通訳や相談対応にあたっ

ている外国籍住民などが正しい知識を得ることが出
来たほか、どういう情報が重要か当事者の視点で検
討でき、他の自治体のガイドにはない内容を多く掲
載することができた。このガイドはその後翻訳を増
やし11言語まで作成公開している。2021年度に常総
市で行われた食料の配布会、ワクチン集団接種会場
では直に各言語のガイドを手渡すことができた。サ
ポーターはワクチン接種会場での問診票記入の通訳、
各種説明文の翻訳でも活躍した。コモンズでは隔月
でポルトガル語版の動画ニュースも配信している。
さらにゴミの分別が行き届かない問題に関しては、

学童保育の子どもたちが分別のルールや方法を紹介
する動画を作成した。このように、当事者が情報を
得て発信する、ということが有効だと考えている。

コミュニティと行政をつなぐ人を増やす

ピアサポーター研修で、ガイドブックの内容を検討

食料配布会の様子 外国籍住民ワクチン接種会

ワクチン接種会場では500名に直に生活ガイドを配布ゴミ出しルールが守られないと近所迷惑となる。子ども達が分別ルールを解説する動画を作成

ポルトガル語での動画ニュース



常総市での外国籍世帯への定住化支援の取り組み

ピアサポーター



外国籍住民からの相談 困りごと コモンズの相談対応や連携先

１ 公立保育園に入れない NPOの保育園で受け入れ、市への申請手続き支援

２ 高齢で介護サービスを受けたい 地域包括支援センターに通訳派遣

３ こどもの発達に関し親が心配している 医療機関、児相、療育相談に通訳派遣

４ 中学校や高校で不登校、中退になった 学校と連携して家庭訪問

５ 難民申請中、知人宅に身を寄せていた母子が家を出たい 住まいを提供しピアサポーターの仕事を依頼

６ 心臓手術が必要な人が多重債務、家賃滞納 一時シェルター提供、生活保護申請支援と通院支援

７ 国民健康保険税や住民税滞納で給与差し押さえに 弁護士と連携し市役所に減免や分割を求める

８ 精神的障がいがある当事者に対し、親や子が同居を拒む 病院のデイケアを使用しつつ地域生活の見守り

９ 事件に巻き込まれ同国人に見つかると命が危ない シェルターで受け入れ生活保護申請

10 病院で亡くなったが家族が何をすればいいかわからない 病院、葬儀会社と相談し葬祭費申請など助言
キリスト教会にポルトガル語が話せる神父を依頼

11 家のローンが払えず競売に。住む場を探したい 貸家のオーナーや区長に空き家がないか相談

12 短期の仕事しかなく、長く働ける仕事がしたい 就労しやすいビザへの変更支援、日本語学習の支援

13 母国で中学校を卒業し来日したが県立高校受験をしたい 高校と協議し必要な書類を母国で取り寄せるのを支援

14 移転で定時制から通信制に編入したら学習が困難に 高校と協議し対面でレポート学習を支援する機会をつくる

15 入管施設に長く収容されていたが退所後の住まいがない シェアハウスでの受け入れと通院支援など生活環境整備

ピアサポーターと協力して対応してきた相談

5，6，9，15は住まいに関わる相談で、シェアハウスを整備したことが役に立った。



個別の生活相談は、2010年に外国人就労就学サポートセンターを運営
していたときから対応してきたし、2015年の水害の際は、被災に関す
る相談にも多くかかわった。コモンズは2011年の東日本大震災の後に
全国レベルではじまった24時間無料の電話相談事業「よりそいホット
ライン」の運営にも関わってきた。電話相談には、自殺念慮など精神
的な悩みもあれば、借金など経済的または法的な相談もあるし、体調
不良や障がいに関する悩みもある。それらの悩み相談に対応するため
テーマ別の支援制度や相談機関のリストを作成していたが、その多言
語版があれば、外国籍の人の悩み相談の際に説明がしやすいと考えた。
それで多言語翻訳したのが22頁のリンクである。

また、こういう制度があると知らせるのは情報提供だが、情報提供
だけでは制度利用にたどり着けないことが多い。必要な書類が集めら
れなかったり、申請書類がかけないためである。時には母国の制度や
慣習、在留資格が制度利用の壁になることもある。そうした時に、課
題を整理しつつ、使えそうな制度を検討し行政の担当課に交渉し、時
には当事者の世話役まで引き受ける、こうしたことまで行うのがソー
シャルワークだ。
外国籍住民の困りごとを、日本語教室や外国ルーツの子に関わる団体
が受け止めることが多いが、本来は、それぞれの福祉機関が、日本語
や文化、制度がわからないという状況に配慮しつつ福祉的支援をでき
るようにすることが大切だと考えるようになった。そのため2019年か
ら2年間、県域で多文化ソーシャルワークの普及事業に取り組んだ。

多文化ソーシャルワーク（SW）の普及へ

・多様な文化的背景をもつ要支援者の悩みを改善していく営み

・支援制度を知らなかったり、利用しづらい人へのサポート
・福祉的援助のノウハウと多文化への理解の両方が必要
・対象は外国ルーツで課題をもつ個人、家族
・活動の場は、相談機関、地域、学校、病院、福祉施設など
・多様性への配慮が不足している場・環境の改善もテーマに
・当事者の状況を理解し通訳できるピアサポーターが重要
・制度を通訳・翻訳し紹介しても自ら動けない人と共に動く
・定住化が進み、福祉や医療を必要とする人は増える

多
文
化
福
祉

次頁の③のケース検討会で企画した内容



2019～2020年 地域の福祉医療機関への多文化ソーシャルワーク導入支援事業
（WAM福祉医療機構のモデル事業）

柱立て 内容

①調査 自治体各課、福祉機関、施設の外国籍住民対応の現状と
課題に関する書面調査（回答382件）ヒアリングも実施

②検討会議 県庁・市町村役場や福祉機関の関係者で構成。
1年目は福祉機関向け調査の設計や結果の分析
2年目は研修のあり方やネットワークづくりを検討

③情報提供と
ケース検討

1年目 基礎を学ぶセミナー
2年目 分野ごとの連続セミナー（全5回）、
多文化ソーシャルワークフォーラム

④翻訳・通訳 福祉制度や窓口を紹介する多言語の冊子作製（11言語）
自治体等の要望を踏まえた制度紹介や申請書類の翻訳
福祉に関する外国人の相談時の通訳派遣、事例集の作成

④報告書作成 ２年間の事業の内容や成果を掲載し関係機関に配布

⑤Webサイト
の運営

成果物の閲覧・DLやセミナー等の告知。多言語対応
www.peer-joso.org

17

1年目 調査記録・講演録

2年目 連続セミナーの記録

http://www.peer-joso.org/
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多言語情報の配布と福祉関係機関との連携促進
これまで教育関係者とは円卓会議等で協議してきた。多文化SWではじめて
県内の児童相談所、保育団体、高齢者団体、地域包括支援センター、精神保
健福祉士会等の職能団体、などと情報共有することができた。2年間の協議
の結果、多文化SWでは、多職種連携と当事者のピアサポーターの養成が当
面の課題という方向性が見えてきた。そこで2021年度から隔月でオンライン
のケース検討会を行うようになった。児童福祉、住宅福祉、医療通訳、介護
通訳、発達障がいなど、様々なテーマで外国籍住民への対応を協議している。



窓口での多言語対応シート

の活用により、外国人が制

度を理解する

相談機関に行く際に、ピア

サポーターや通訳を同伴し

やすくなる。

自治体間の格差緩和

各組織での対応に関する情

報が共有され、福祉医療機

関等での個別支援がスムー

ズに行いやすくなる

事例の蓄積や通訳・翻訳の

外部委託により、説明資料

やシートの多言語化が進め

やすくなる

ピアサポーターの養成、
医療・福祉通訳派遣シ
ステムの整備

多言語対応シートの普及啓
発・外国人住民への情報提
供、対応言語の増加

翻訳資料の蓄積、迅速
かつ正確な多言語翻訳
システムの開発・提案

福祉医療機関、自治体窓口、
ソーシャルワーカー等を対
象とした多文化ソーシャル
ワーカーの養成、外国人職
員活用の提案
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外国籍住民が福祉を受けやすくするための課題



就学・就学援助金（教育委員会・学校）

保育（子ども課・保育所）

移動支援 （社協・NPO）

生活福祉サービス（市福祉課）

住宅確保給付金（市役所福祉課）

難民申請、在留特別許可申請

（NPO、弁護士）

生活福祉基金・金銭管理（社協）

食料支援（社協・フードバンク）

失業手当 育児休業給付（ハローワーク）

住宅確保支援・シェルター
（NPO）

食べ物

児童手当、児童扶養手当（市子ども課）
収入

仕事 移動

保育教育

心身の
健康

ビザ

人のつ
ながり

傷病手当・出産手当（年金事務所）

生活保護（市福祉課）

家

宗
教

就労支援 （NPO）

就労準備支援・家計支援（市福祉課）

自立支援医療 （市福祉課）

医療・介護サービス（ケアマネ・福祉医療施設）

DV相談 （市担当課、警察）

虐待・養育困難・発達相談（市子ども課、児相）

同朋への各種支援、宗教的支援、葬儀など

（宗教団体・葬儀会社）

日本語指導、通訳、制度の案内

学習支援（NPO）

障がい福祉サービス（相談支援事業所）

（NPO・国際交流協会）

出産、健診、予防接種（市子ども課、保健センター）

上記の福祉、法律、医療、介護、教育の各制度と当事者の文化背景を理解して通訳できるピアサポーターの養成が重要
ケースに応じて家族が抱える各課題に対応する担当課、専門家が情報共有や連携した支援できる関係性づくりも重要

福祉課題と使える制度を検討する際のシート



ぽかぽか
ホーム

共用リビン
グ

えんがわ
ハイツ

ジュントス
ハウス

各居室には
クロ―ゼットが
つきます

サポートつきシェアハウス 入居者募集

家族向け 1，2階に2室ずつあります。トイレ、風呂、台所、洋間は共用

女性専用

冷蔵庫、調理器具、洗濯機
など備わっています。共用
リビングとトイレは2か所。

個室は3室。

家賃はいずれの物件も1室
1ヶ月3万円。（ジュント
スハウスは二間で同額）
そのほかに電気、水道、
WIFI費用として月に1万円
の共益費がかかります。
駐車場が必要な人は別途
契約が必要になります。

電話 : 0297-44-4281   E-mail: juntos@npocommons.org

〒303-0003 茨城県常総市橋本町3571

運営 茨城NPOセンター・コモンズ

店舗つき住宅
１階に２室、2階に3室の居
室があり、トイレは３つ、1
階に風呂、2階にシャワー室
があります。

敷金・礼金なし

保証人の必要はありません
が、共同生活のルールを守
ることが要件です。
シェアハウス入居者には、
希望により、運営するNPO
等によるサポートがつきま
す。（一部有料）

保育・子育て支援
0〜6歳まではじめのいっぽ保育園で
保育を行っています。

就学・進学支援
小中学校就学、高校進学に関するサ
ポートを行っています。

就労支援
清掃、調理、接客、農作業、保育、
学習支援、送迎などの仕事がありま
す。
一般就労ができない方向けには就労
訓練や職場体験、日本語学習やキャ
リア研修も行います。

相談支援
生活保護や経済的支援の申請、
障がいや高齢福祉サービスの申請や
通院買い物、在留資格変更などの相
談支援を行います。

ハウスは、人生の曲がり角にある人が新たな生き方と出会うための居場所を目指します

ぽかぽかホームの改修と運営は、赤い
羽根福祉基金の助成と日本都市計画家
協会の「新型コロナウイルス対応緊急
支援助成」を得て行っています。

シャワー室

1階

２階



Participemos da broca de prevenção de desastre da cidade

15 de dezembro (domingo) 9:30 às 11:30
Local de evacuação, Mizukamido Júnior Escola secundária

No tufão de outubro, Shin-

Hachiken Horikawa também 

aumentou, como mostra a foto. 

Recentemente, terremotos 
também estão aumentando

Por favor, participe de exercícios 

de evacuação. Registre-se no 
Morihashi Mail

多文化防災は、地域での接点づくりにもなる
2019年12月に地元の中学校で行った避難所開設訓練への
参加と、災害時のメール連絡先の登録呼びかけ文書

料理が得意なブラジルのお父さん

6時間煮込んだ「フェジョアーダ」

ベットやテントを体験してもらう

常総水害の際、事前に避難訓練や避
難所の準備をしておらず多くの住民
が逃げ遅れたことを教訓に、コモン
ズは地元の森下町と橋本町と合同で
自主防災組織をつくり、地区防災計
画も策定した。二つの町（1500世
帯）には230世帯の外国籍住民が暮
らしている。中には、水害後に転入
し家を新築している世帯もある。
そうした外国籍の人々に、街の災

害のリスク、避難所、災害時にどう
情報を得るか、などを伝えることが
課題である。
2015年の鬼怒川洪水のときは、

発災前に情報を伝達することはでき
なかった。けれどその後、ピアサ
ポーターと連携して情報発信する体
制ができてからは、重要な情報がピ
アサポーター経由で流せるように
なった。
実際に2019年10月12日に台風19

号が茨城県を直撃し夜に常総市で避
難指示が出された際、コモンズは常
総市から最新の避難情報を得て、ピ
アサポーターを通じて配信し、日本
人以上に外国籍住民は避難すること
ができた。
本当に災害が迫った際は行動につ

ながったが、平時の防災訓練は多言
語のチラシ配布だけでは参加率が低
いのが課題だ。

森下町橋本町（もりはし）地区では、災害時にショートメールで連絡
する仕組みをつくっている。外国籍住民も携帯の番号を登録すれば、
英語かポルトガル語で、いつどこに避難すればいいか、などを知らせ
ることができる。そのことをポルトガル語版の情報誌で伝えても、な
かなか登録にはつながらない。訓練参加を促すため、企画段階から参
加してもらい、ブラジル料理の炊き出しをすることにした。わずかだ
がブラジル人の訓練参加が増えた。当事者の参加が重要だと学んだ。



参加支援で進めたいこと

•定住者を訪問して状況、ニーズを把握

•子育てサロンや学習の場をつくり参加をよびかけ

•各言語コミュニティでピアサポーターを増やす

•ピアサポーターが相談支援を担える仕事をつくる

•制度を知りルールを守り福祉サービスにアクセス

•制度の壁（例 生活保護が受けられない、公務員
の国籍条項）を無くす

•母国に帰れない人が難民として認められ日本で

当たり前の生活ができるように

•仮放免者にも生活する権利が得られるように

•入管制度を改め、移民政策をつくるための運動
23



外国籍住民との共生、受け入れ環境づくりに関する相談、研修、
翻訳、通訳派遣についてお気軽にご相談下さい。

空き家を改修、再生した常総の多世代多文化交流拠点「えんがわハウス」と
はじめのいっぽ保育園の見学も随時受け入れています。

外国ルーツの子や家族への対応について相談したい学校や福祉関係の皆様、
外国籍住民向けに税金や社会保険、子育てなどの出前講座を希望する自治体
や雇用主の皆さま、学習支援や保育に関心がある方、ぜひ当団体にご相談下さい。

学校関係、学習支援に関することは

はじめのいっぽ保育園に関することは

外国籍住民向け多言語情報、福祉関係は

お問い合わせ先 茨城NPOセンター・コモンズ
303-0003 茨城県常総市水海道橋本町3571
TEL：0297‐44‐4281 FAX:0297-44-4291
MAIL:info@npocommons.org


