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１ 実態調査の実施概要 

 ●目的 

・横浜市域における日本語教育（日本語学習支援）をめぐる実態について、主要な関係分野を対象

とするアンケートを実施して把握する。 

●対象 

・生活上の日本語習得に着目し、調査の対象は次の通りとした。 

・学習支援に係る地域日本語教室、日本語教育機関、日本語教師養成機関、 

・従業者の日本語習得ニーズに係る外国人雇用（またはその意向を持つ）企業、 

・学習者・支援者の支援、多文化共生のまちづくりの推進に係る国際交流ラウンジ・行政 

●調査項目 

 ・次のように設定し、分野ごとの実態および分野横断的にみえてくる実態を把握することとした。 

・組織の概要 

・関わる外国人の状況（増減、属性等）と学習ニーズ（日本語学習の目的、進路等） 

・学習の方法（教材、ICT 活用状況等）、やさしい日本語の活用状況 

・学習の支援状況（支援者、支援のための組織運営等）、学習以外の支援 

・日本語学習をめぐる地域との関わり（学習者以外も含む活動、機関間の関わり） 

・外国人も暮らしやすい（働きやすい）まちづくりに向けての意見 

●実施状況・回収状況 

調査種別 
①地域日本語教
室調査 

②日本語教育機
関調査 

③日本語教師養
成機関 

④外国人雇用企
業等調査 

⑤国際交流ラウ
ンジ調査 

⑥行政調査 
 

調査対象 

YOKE 運営の日
本語・学習支援教
室データベース
掲載教室を中心
とする非営利の
教室 

日本語非母語者へ
の日本語教育に携
わる教育機関（日
本語学校、専門学
校、語学学校、大
学等） 

日本語教師養成講
座を持つ教育機関
（大学・大学院、
日本語学校等） 
 
 

市内で外国人雇
用が進んでいる
業界や企業（業界
団体の協力で抽
出） 
 

市内 10 か所の国
際交流ラウンジ 
 
 
 
 

18 区（多文化共
生担当課および
生活に係る相談
窓口を持つ各課） 
 
 

調査方法 
ｅメールによる
送信・返信 

郵送による送付・
返送 

郵送による送付・
返送 

郵送による送付・
返送 

ｅメールによる送
信・返信 

ｅメールによる送
信・返信 

実施期間 2019 年 11 月 22 日～12 月 23 日 2019 年 12 月 1１日～23 日 

配布数 166 46 8 335 10 18 区 

有効回収票数 108 21 5 112 10 13 区 35 課 

有効回収率 65.1％ 45.7％ 62.5％ 33.4％ 100.0％ 66.7％（区） 

 

 

  

【本書の見方】 

・調査種類別に、主要な質問項目を抜粋しています。見出しやグラフの問番号は、調査票に沿っています。 

・質問文や選択肢の表記は、実際の調査票の表記を簡略化していることがあります。「横浜市国際交流協会」は

「YOKE」、横浜市の「国際交流ラウンジ」は「ラウンジ」と、適宜略しています。 

・「n」は、標本数（number of sample）をさします。「MA」は、複数回答（multiple answer：選択肢を複数

選んでいただいた場合）をさします。選択数を指定した場合「3 つまで」等付記していますが、これを超えて

選択している場合も、無効にしませんでした。単数回答の場合は、表記を省いています。 

・標本数が少数の場合、概数（大まかな割合）で回答の分布を記載しています。 

・百分率で示す場合、小数点以下第２位を四捨五入しているため、和が 100％にならないことがあります。 
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２ 実態調査の結果概要 

① 地域日本語教室 

●教室概要（問 1） 

・教室主催団体の組織形態を記入していただいたところ、任意団体 66.7％、国際交流ラウンジ 18.5％、

県・区等の公共団体 8.3％、NPO（ラウンジ運営団体以外）5.9％に区分されました。【下図参照】 

           組織形態（問 1） n=108（単位：％） 

             ※記入内容から区分 

 

 

 

 

 

●学習者（問 2・問 3） 

・定期的に学んでいる学習者の数は、最低 2人から最高 161 人まで幅があり、なかでも 10～30人台

が約 7 割と多く、1 教室当たり平均 26.1 人となっています。定期的に学んでいる学習者が「大人の

み」は 60.2％、「高校生までの子ども」（以下「子ども」と表記）は 21.3％、「大人と子ども」が通う

教室は 18.5％となっています。【下図参照】 

・学習者の出身地域としては、約 50 の国名があげられました。「中国」を約 9 割があげ、次いで「ベト

ナム」「インド」「フィリピン」などアジア圏が多くなっています。 

   貴教室で定期的に学んでいる人の人数（問 2①） ➡ 大人対象・子ども対象の教室の区分 

※記入された人数から区分 n=108（単位：％）    ※大人・子どもの人数記入の有無から区分 n=108（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習者の来日目的は、「家族滞在」の 76.9％に次いで「日本人との結婚」が 67.6％と多く、「日本で

就職」50.9％、「転勤」41.7％、「技能実習」35.2％、「留学」27.8％と続いています。 

・日本語学習の主な目的（MA）については、大人対象の教室、子ども対象の教室別に聞きました。 

大人対象の教室（n=85）では、「日本人とのコミュニケーション」を 91.8％があげ、続いて「日本語

能力試験対策」70.6％、「就職対策」52.9％、「生活情報を入手するため」50.6％、「子育て・子供の

教育のため」49.4％が多くなっています。【次頁図参照】 

子ども対象の教室（n=29）では、「学校の授業についていくため」65.1％に次いで「日本人とのコミ

ュニケーションに慣れるため」41.9％、「保護者の意向で」39.5％、「友達をつくるため」37.2％の

順で多くなっています。 

1～9人 4.6

10～19人

20.4

20～29人

21.3

30～39人

22.2

40人以上

11.1

大人のみ

60.2大人と子ども

18.5

子どものみ

21.3
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日本語学習の主な目的（問 2④-大人教室）MA n=85（単位：％）※多い順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・学習者の最近3年間程度の増減傾向については、「増えた・少し増えた」が55.6％、「横ばい」が25.0％、

「少し減った・減った」は 14.8％となっています。【下図参照】 

学習者の最近 3 年間程度の増減傾向（問 2⑤） n=108（単位：％） 

 

 

 

 

・日本語が入門レベルの学習者の割合は、「1～2 割未満」31.5％、「3～4 割」28.7％、「5 割以上」

24.9％、「1 割未満」13.9％となっています。「入門レベル者への対応で困ること」としては、支援者

の不足による困難さが多く記述されました。 

・学習者が途中で通わ（え）なくなるケースは、「時々ある」63.9％、「よくある」30.6％との回答状況

です。その理由としては、就職や勤務状況の変化など就業上の都合、妊娠出産をはじめ家族の都合、転

居、体調不良、進学等のほか、希望する学習内容と合わないといった記述もみられます。 

・教室に入ったきっかけ（MA）は、「クチコミ」が 77.8％で 1 位、「国際交流ラウンジ・区民活動セン

ター」が 57.4％で 2 位となっており、次いで「ホームページやＳＮＳ」「ＹＯＫＥの日本語・学習支

援データベース」などウェブ情報も多くなっています。【下図参照】。 

教室に入ったきっかけ（問 3）MA n=108（単位：％） ※多い順 

 

 

 

 

 

 

 

●学習の支援等（問 4・問 5） 

・特に意識して取り入れている学習内容（MA）としては、「会話練習」68.5％、「文字学習」61.1％、

「文法・文型」59.3％に続いて、「交流」を 39.8％あげています。【次頁図参照】 

・教材（テキスト）（MA）は、「担当者ごとに用意」を 61.1％があげ、「全体で統一した教材を使用」が

38.0％、「学習者がもってきたものを使う」が 36.1％となっています。 

無回答は：0 
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・学習への ICT（情報通信技術）の活用は、「していない」が 76.9％と多く、「している」は 13.9％と

なっています。 

・学習支援以外で行っていること（MA）としては、「生活情報の提供」50.0％、「相談・支援機関に関す

る情報提供」44.4％、「生活上の相談への対応」41.7％、「学校の配布物等の内容説明等」37.0％の

順で多くみられます。【下図参照】 

   特に意識して取り入れている学習内容（問 4①）MA     学習支援以外で行っていること（問 5②）MA 

n=108（単位：％）※多い順              n=108（単位：％）※多い順  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●日本語学習の支援スタッフ（問 6） 

・支援スタッフの人数（実質的な活動者数）は、最低 1人から最高 73人まで幅がありますが、20人未

満の教室が多く、支援者 1 人当たりの学習者数は平均 1.7人となっています。日本語が母語でない支

援スタッフの数は、108教室中 20 教室（18.5％）があげました（計 25人）。 

・支援スタッフの主な年齢層（MA）は、60 歳代、70 歳以上、50歳代の順で多く、40 歳代以下は相

対的に低率です。【下図参照】 

・支援スタッフはどんな方か（MA）について、「日本語ボランティア養成講座修了者」が 88.9％と最も

多く、「海外在住経験者」77.8％、「420 時間の養成講座修了または日本語教育検定合格者」75.0％

に次いで、「日本の小中学校等の教師経験者」も 62.0％があげています。 

・支援スタッフの最近 3年間の増減傾向については、「増えた・少し増えた」が 45.4％で、「横ばい」が

35.2％でこれに次ぎ、「少し減った・減った」は 13.9％となっています。【下図参照】 

支援スタッフの主な年齢層（問 3）MA3 つまで n=108（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

学習者の最近 3 年間程度の増減傾向（問 2⑤） n=108（単位：％） 
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・この 1 年間に新規で入ったスタッフは、「いる」と 75.0％がと答えています。その人数は 1 教室当た

り平均 8.8 人（最小 1 人、最大 97 人）、うち現在も継続している人は平均 6.5 人（最小 1 人～最大

60 人）との回答状況で、「ボランティア養成講座修了者が一挙に入り、1 年以内に辞めていく人もい

る」といった記述もみられます。 

・支援スタッフに何をもとめるか（MA）については、「定期的に通えること」が 67.6％、「学習者と共

感できること」が 66.7％、「日本語を教えるための知識とスキルを得ようとする気持ち」が 60.2％

と、上位にあげられています。【下図参照】。 

・支援スタッフのミーティングは、「実施している」が 81.5％、「実施していない」は 6.5％、「その他」

（10.2％）の内容には、メンバーや回数を限って実施しているとの記述が複数みられます。 

支援スタッフに何をもとめるか（問 2⑤）MA3 つまで n=108（単位：％）※多い順 

 

 

 

 

 

 

 

●運営体制（問 7） 

・運営（事務）などの専任者の有無は、「いない」49.1％、「いる」44.4％となってます。 

・運営費の主な財源（調達方法）（問 7②）は、「学習者の参加費」を 62.0％があげ、次いで「補助金・

助成金」が 35.2％となっています。【下図参照】 

【参考】YOKE 日本語・学習支援データベースでは、学習者の参加費は無料または 1回換算 100円以下の教室が 6割。 

・スタッフ報酬（MA）は、「無償」を 53.7％、「交通費・コピー代等の実費支給」を 26.9％があげ、「有

償」は 7.4％となっています。「その他」は、テキスト代、実費の一部など実費支給についての記載が

多くなっています。 

   運営費の主な財源（調達方法）（問 7②）MA3 つまで      スタッフへの報酬（問 7③）MA 

n=108（単位：％）※多い順        n=108（単位：％）※多い順  

 

 

 

 

 

 

 

●地域のなかで（問 8・問 9） 

・外部との交流や連携して実施している活動についての記入を、主体別に数えてみたところ、「ラウンジ」

との連携活動を半数があげ、次いで「区」、「YOKE」、「他の地域日本語教室」の順で多くあげられまし

た。内容は、イベント、研修、情報交流等が多くみられます。【次頁図参照】 

・横浜市やＹＯＫＥとの関わり（MA）は、「広報協力」が 58.3％で最も高く、「支援人材の養成・ブラ

ッシュアップ」が 38.0％、「教室の場所確保」が 31.5％でこれに次いでいます。【次頁図参照】 



6 

   外部との交流や連携して実施している活動（問 8①②）MA  

n=108（単位：％）※主体別記入数を多い順にカウント     

         

 

 横浜市や YOKE との関わり（問 8②）MA 

 n=108（単位：％）※多い順 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・横浜市域における地域日本語教室の役割（MA）については、「学習者が日本語でコミュニケーション

できるようになることへの貢献」82.4％、「あらゆる人が日本語を学べる場の確保への貢献」62.0％

「日本語学習を通じた日本人と外国人の交流促進」56.5％が上位にあげられています。【下図参照】 

・地域日本語教室の充実に向けて必要なこと（MA）としては、「学習の場の確保」を 69.4％があげ、「継

続的な学習への支援」45.4％、「初期日本語」44.4％がこれに次いであげられました。【下図参照】。 

   地域日本語教室の役割（問 9①）MA3 つまで n=108（単位：％）※主体別記入数を多い順にカウント     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   地域日本語教室の充実に向けて必要なこと（問 9②）MA3 つまで n=108（単位：％）※多い順    
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② 日本語教育機関 

●学校の種類（問 1） 

・回答のあった 21校のうち、専修学校・専門学校・語学学校が約半数を占め、大学・研究機関、日本語

学校が残りを 2分しています。 

●学習者（問 2） 

・学習者（MA）は、小学生から社会人までみられます。多い順に「大学生や専門学校生」52.4％、「語

学留学生」38.1％、「社会人（個人）」19.0％、「社会人（企業と契約）」14.3％となっています。 

・学習者の最近 3年間程度の増減傾向については、「増えた・少し増えた」57.1％、「横ばい」33.3％、

「少し減った」4.8％となっています。【下図参照】 

・日本語が入門レベルの学習者の割合は、「1割未満」が42.9％となっている一方で「5割以上」も38.0％

と多くなっています。 

・日本語学習の目的（MA）は、「日本語能力試験対策」「就学・入試対策」「学校授業の一環（必修）」を

各 47.6％、「学校授業の一環（選択）」38.1％に次いで、「生活脳の必要」33.3％、「職業上の必要」

23.8％もみられます。 

学習者の最近 3 年間程度の増減傾向（問 2③） n=21（単位：％） 

 

 

 

 

●学習方法等（問 3～問 5） 

・教材（テキスト）（MA）としては、「既存のテキスト」を 76.2％があげ、これに「独自のテキスト」

38.1％、「試験対策テキスト」「教師ごとに用意」が各 28.6％で次いでいます。 

・学習への ICT（情報通信技術）の活用は、｢していない｣が 52.4％、｢している｣も 47.6％みられます。 

・校外との交流活動として行っていること（MA）としては、「地域イベントへの参加」28.6％、「実習や

インターンシップの受入」19.0％、「文化祭や学校施設の開放等」14.3％、「学習体験者の受入」「社

会人講座や一般向け研修会等の実施」「日本語教育に関するアドバイス」各 9.5％等があげられました。 

●学習支援体制（問 6・問 7） 

・日本語教師の要件・経歴（MA）は、「日本語教師経験者」81.0％、「日本語教師養成学校卒業生」「大

学院日本語教師修士課程修了者」「大学日本語教育課程流修了者」各 52.4％、「日本の教職経験者」

28.6％の順であげられています。 

・日本語教師に求める能力や姿勢（MA）は、「日本語を教えるための知識とスキルを得ようとする気落

ち」66.7％、「個々の学習ニーズへの柔軟な対応力」52.4％が上位となっています。 

・日本語教育コーディネーター機能の確保については、「日本語教師が兼務」が 61.9％で、「専任者を配

置」9.5％、「外部と連携」4.8％のほか、「特になし」「何かわからない」といった記述もみられます。 

・日本語教育の運営で困っていること（MA）としては、「学習者の日本語レベルの多様化」42.9％、「卒

業後の進路開拓」33.3％、「学習以外の相談対応力の強化」と「特に困っていることはない」が各 19.0％、

「入学希望者の減少」「教師の不足」各 14.3％の順であげられています。下図参照】。 
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●横浜市域のなかで（問 8～問 10） 

・外部との交流や連携して実施している活動についての記入を、主体別に数えてみたところ、「地元の学

校（小中高等）」28.6％、「国」「神奈川県」「日本語教育機関」「地域日本語教室」「企業」各 19.0％、

「横浜市」14.3％、「ラウンジ」9.5％といった回答状況になっています。「その他」としては、大学、

各種団体があげられています。内容は、就活支援、研修や実習生受入、国際交流支援等の社会貢献活動

などがみられます。 

・学習者への市内の地域日本語教室の紹介は、「特に紹介はしていない」が 57.1％、「教室の情報提供は

する」が 33.3％で、「紹介している」は少数です。【下図参照】 

・市内の地域日本語学校で教えている教師や卒業生の有無は、「わからない・把握していない」が 6割強

で、教えている教師・卒業生がいるケースは少数です。【下図参照】 

・地域日本語教育・教室に対して協力できること（MA）については、3 分の 1 が「何ができるかわから

ない」と答えているものの、「指導者研修等への講師の派遣」「学習を支援するネットワークへの参加」

各 19.0％、「地域日本語教室への教師の派遣」「教材や教育プログラムの開発」を各 14.3％があげ、「地

域日本語教室の開催」「指導者研修等の開催」も複数があげています。「その他」としては、「地域日本

語教室への教師のボランティア派遣は可能かもしれない」「公的なプログラムであれば学生に案内でき

る」といった記述がみられます。 

 

学習者に市内の地域日本語教室を紹介するか向（問 10①） n=21（単位：％） 

 

 

 

 

教師や卒業生で市内の地域日本語学校で押している人（問 10②） n=21（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

教師地域日本語教育・教室に対して協力できること（問 11MA） n=21（単位：％） 
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③ 日本語教師養成機関 

●団体概要（問 1） 

・大学 3 校、その他専門機関 2校から回答を得ました。 

●受講者（問 2） 

・現在の受講者数を年代別に記入していただいたところ、合計（５校計 225 人）のうち、年代別には「30

～50 歳代」48.9％、「30 歳以下」37.3％、「60歳以上」13.6％の分布状況となっています。日本

語を母語としない人は 4人で、いずれも 30 歳以下です。 

・受講者はどんな人か（MA）については、「大学生や専門学校生」を全校が、「教師以外の就業者」「地域

日本語教室のボランティア」「仕事をリタイアした人」「主婦」「学校の教師」を複数があげています。 

・受講者の最近 3 年間程度の増減傾向については、「増えた・少し増えた」が 3 件、「横ばい」が 2件で、

「減った」との回答は皆無となっています。 

・受講の主な理由（MA）は、「日本語教師として安定的に働くため」に次いで、「日本語ボランティアと

してのスキルアップ」も複数があげています。 

・卒業後の主な進路・就職先（MA）は、「日本語学校」に次いで「日本語学校以外の学校」「企業」の順

であげられ、「フリーの指導者」「日本語ボランティア」もみられます。 

●日本語教師の養成方法等（問 3） 

・日本語教師に求める能力や姿勢（MA3 つまで）は、「日本語を教えるための知識とスキルを得ようと

する気持ち」と「個々の学習者への柔軟な対応力」に次いで、「学習者の意欲の維持向上支援」と「多

文化共生への理解」が上位にあげられています。 

・多文化共生についての講義・講座は、全校が「必修に位置付けている」と回答しています。 

・日本語教育コーディネーター養成については、「まだ取り組んでいない」が多く、重要分野に位置付け

講義に随時取り入れている」との回答もみられます。 

●横浜市域のなかで（問 5～問 7） 

・外部との交流や連携して実施している活動についての記入を、主体別に数えてみると、「日本語教育機

関」が最多で、「国」「地元の学校（小中高等）」「地域日本語教室」（ラウンジの日本語教室も含む）と

の連携も複数があげています。内容は、学生の派遣・参加による教育活動が多くみられます。 

・学習者への市内の地域日本語教室の紹介は、「特に紹介はしていない」が過半数で、「紹介している」「教

室の情報提供はする」が 1 件ずつみられます。 

・市内の地域日本語学校で教えている教師や卒業生の有無は、「わからない・把握していない」が過半数

で、教えている教師がいる・卒業生がいるケースは 1 件ずつみられます。 

・地域日本語教育・教室に対して協力できること（MA）については、「指導者研修の開催」「指導者研修

等への講師の派遣」を複数があげ、「教材や教育プログラムの開発」「学習を支援するネットワークへの参

加」もあげられているほか、「その他」として、「地域日本語教室への教師のボランティア派遣は可能か

もしれない」「公的なプログラムであれば学生に案内できる」といった記述がみられます。 
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④ 外国人雇用企業等 

※調査対象の設定について 

・今回の調査は、市内の経済団体、特定技能 14 業種に係る業界団体及び、YOKE の関連イベント（留学生と

企業の交流会等）への参加企業に、調査への協力を依頼し、外国人を雇用している・雇用を考えている企業

を対象に実施しました。 

・業界団体については、会員への悉皆調査としたケース（介護施設、ビルメンテナンス業界、旅館ホテル業界）

と、団体による抽出・依頼により調査票を郵送したケース（横浜工業会、IDEC）があります。 

 

●企業概要（問 1） 

・従業者数（正規＋非正規）を記入状況からみると、100 人以上が 38.4％、30～99 人が 35.7％、

30 人未満が 23.2％となっています。 

・業種の分布は、次の通りです（記入内容、所属団体、業務の性格から次のように区分）。 

本調査での業種区分 件 ％ 備考 

対人サービス系 
介護 47 42.0 特別養護老人ホームを調査対象とした 

宿泊･飲食･小売 23 20.5 飲食・小売は接客以外の部門も含む 

専門技術系 
専門サービス 15 13.4 IT、マーケティング、不動産、運輸（事務部門）等 

機械 11 9.8 製造販売、機械専門商社を含む 

技能系 清掃 16 14.3  

計 112 100.0  

 

●外国人の雇用状況（問 2） 

・外国人従業者の雇用について、「あり」と答えた企業（外国人雇用企業）は、64.3％となっています。 

・外国人雇用企業に、外国人従業員の最近 3年間の増減をたずねたところ、「増えた」66.7％、「ほぼ同

じ」27.8％、「減った」4.2％との回答状況となっています。【次頁図参照】 

・外国人雇用企業に、外国人に期待すること（MA）をたずねたところ、「長く働いてほしい」70.8％、

「人手不足を解消したい」54.2％、「将来的に中核社員になってほしい」40.3％（専門技術系で特に

高い）の順で多くあげられました。【次頁図参照】 

・今後の外国人雇用予定は、「あり」と答えた企業は 58.0％（既雇用企業では 75.0％）となっています。 

・雇用予定なし・未定の理由（MA）としては、多い順に「コミュニケーションがとれるか不安」「外国人

は定着しにくい」「雇用の手続きや管理に手間がかかる」「外国人・外国語に対応できる体制がない」「日

本人従業員が消極的なため」があげられています。 

・外国人雇用の主な求人ルート（MA3つまで）は、「人材支援サービス」38.4％、「国内教育機関」「自

社ルート」各 26.8％、「ハローワーク」22.3％、「業界団体」17.9％の順であげられています。「その

他」としては、「従業者の紹介」との記述が複数みられます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

【外国人雇用企業の概要】（問 1・問 3）n=72 

・業種：介護 40.3％、宿泊･飲食･小売 19.4％、専門サービス 18.1％、機械 13.9％、清掃 8.3％。 

・従業者数（正規＋非正規）   ：100 人以上 45.8％、30～99 人 31.9％、30 人未満 18.1％。 

・外国人従業者（正規＋非正規）：2～9 人 58.3％、10～29 人 15.3％、30 人以上 8.33％。 

外国人比率が 10％以上の企業が 1/3。 

・外国人従業者の職種：「管理職・専門技術職」5 割、「技能職」4 割強、「接客」2 割弱等。 

・外国人従業者の属性：20〜50 代、女性が過半数。在留資格は「身分に基づく資格」が多い。 

出身地域は、中国、フィリピン、ベトナム、韓国等アジア圏が多い。 
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●外国人従業者への対応【外国人雇用企業について】（問 4・問 5） 

・外国人従業者の業務上の使用言語（MA2 つまで）は、「日本語」を 97.2％、「英語」を 13.9％、「英

語以外」を 9.7％があげています。 

・日本語能力を採用の条件にしているかどうか（MA）については、「必須の条件としている」が 62.5％、

「条件の 1つとしている」が 38.9％、「日本語能力は問わない」「英語が出来ればよい」各 4.2％とい

った回答状況となっています。【下図参照】 

・日本語が通じず困ることは、約 4 分の 3が「ある」（時々ある 41.7％、ある 26.4％）と答え、「あま

りない」は 27.8％となっています。【下図参照】。困ることの内容としては、「ニュアンスが伝わらな

い」「申し送りや引継ぎが難しい」「客とのやりとりが円滑でない」などの記述がみられます。 

・外国人従業者とのコミュニケーションの工夫（MA）としては、「外国人従業者の日本語学習を奨励」

「やさしい日本語を活用」が上位にあげられ、「特に取り組んでいることはない」も同率 1位となって

います。【下図参照】 

・日本語学習の支援をしているかについては、「いいえ」が 62.5％、「はい」は 34.7％（介護で特に高

い）となっています。支援の内容は、「日本語教師の導入・自社教室」「日本語学校への通学支援」（勤

務時間調整等）といった記述が複数ずつみられます。【次頁図参照】 

 

外国人従業者の最近 3 年間の増減（問 2①-1） n=72（単位：％） 

 

 

 

 

 

外国人に期待すること（問 2①-2MA）     外日本語能力を採用の条件にしているか（問 4②MA2 つまで）  

n=72（単位：％）                              n=72（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

日本語が通じないことでこまることがあるか（問 4③）  

n=72（単位：％） 

外国人従業者とのコミュニケーションの工夫（同調査-問 4④MA 

n=72 （単位：％） 
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外国人従業者の日本語学習を支援しているか（問 5①） n=72（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●地域のなかで（問 6） 

・横浜市域が外国人も働きやすい、暮らしやすいまちになるために必要と思うこと（MA）としては、「行

政窓口等での外国語対応」が 48.2％、「日本語や日本文化を学ぶ機会の充実」が 47.2％と、上位にあ

げられています。【下図参照】 

 

外国人も働きやすい、暮らしやすいまちになるために必要と思うこと（問 5①MA3 つまで）  

n=72（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

支援の例～記述内容より～  ※類似する複数の記述があったも

の 

・社内で定期的に教室等を開催 

・外部の日本語学校に通学、区内の日本語講座を受講 

・地域日本語教室に通うための支援（勤務調整等） 

・日本語検定受験料、テスト勉強の補助 
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⑤ 国際交流ラウンジ 

●組織概要（問 1） 

・組織形態は、NPO 法人 8 件、任意団体 1件、区行政 1 件となっています。 

●外国人ニーズへの対応等（問 2・問 3） 

・最近 3 年間程度の増減傾向をたずねたところ、活動区内の外国人は「増えた」が特に多く、日本語学

習者からの相談は「横ばい」に次いで「増えた」、日本語学習支援者からの相談は「横ばい」が多くな

っています。 

最近 3 年間程度の増減傾向（問 2・問 3）                          n=10（単位：件） 

 増えた 少し増えた ほぼ横ばい 少し減った 減った 不明 

活動区内の外国人の増減傾向 8 0 2 0 0 0 

ラウンジへの相談全般 3 3 4 0 0 0 

日本語学習者からの相談傾向 3 2 4 0 0 1 

学習支援者からの相談傾向 1 5 2 1 0 1 

・日本語学習者（学習希望者）からの相談の内容としては、新規希望、レベルや必要・日時希望に応じた

教室へのニーズのほか、地域活動やボランティアへの参加希望などがみられます。 

・日本語学習支援者（支援希望者）からの相談としては、新規参加希望のほか、支援している学習者の生

活上の相談もみられます。 

●地域日本語教育に関する事業・運営体制（問 5～問 7） 

・地域日本語教育に係る運営専従者は、「いる」が 7 件、「いない」3件となっています。 

・ラウンジによる地域日本語教育関連業務は、全ラウンジから計 40 の事業があげられました。内容とし

ては、ラウンジ主催の日本語教室、ボランティアによる地域日本語教室への支援が多くなっています。 

・ラウンジ以外の地域日本語教室との連携については、計 21の事業があげられました。内容としては、

イベントや研修・講習等での相互連携、学習者への教室の紹介、場所や保育の確保などがあげられてい

ます。 
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⑥ 行政 

●回答部署（問 1） 

・13 区 35（福祉関係 13、総務関係 12、まちづくり関係 10）課から回答を得ています。 

●外国人住民への対応状況（問 2以降） 

・最近 3年間の外国人住民への対応の増減傾向については、「増えた・少し増えた」51.4％、「ほぼ横ば

い」42.9％との回答状況です。【下図参照】 

・外国人住民との間の使用言語（MA2 つまで）は、「日本語」62.9％、「英語」34.3％、「決まっていな

い」17.1％、「英語以外」8.6％といった回答状況です。 

・日本語が通じないことで困ることは、「ある・時々ある」60.0％、「あまりない」3 割で、用語が専門

的で必要事項が伝わらないこと等に苦慮しています。【下図参照】 

・外国人住民とのコミュニケーションの工夫（MA）については、「通訳・翻訳担当を配置」「多言語併記

等を実施」「翻訳ソフトを活用」等がみられ、「その他」としては「タブレットを活用」「外国語が使え

る人材（職員・ラウンジボランティア・通訳等）を呼ぶなどの記述が複数みられます。 

最近 3 年間程度の外国人住民への対応の増減傾向（問 2） n=35（単位：％） 

 

 

 

 

日本語が通じないことで困ることはあるか（問 4②）    外国人住民とのコミュニケーションの工夫（MA） 

n=35（単位：％）                  n=35（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 

 

●外国人も暮らしやすい街にするために（問 8） 

・横浜市域が外国人も暮らしやすいまちになるためには、「外国語による情報提供や表示の充実」「行

政窓口での外国語での相談対応体制の充実」に次いで「地域における日本人と外国人の交流促進」

があげられています。 

外国人も暮らしやすいまちになるために必要と思うこと（問 8MA3 つまで） n=35（単位：％） 

 

 

 

 

 

 

 


