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サポートデスク相談実績 

６月 相談件数  １０５件 
（日本語教室紹介、ボランティア、プレミア商品 
券、学習支援、子供の引きこもり、就職、医療 
通訳、通訳、翻訳等）        
相談者数   １０５人  
（日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・アメ 
リカ・スリランカ・メキシコ・タイ・台湾・カメ 
ルーン・ネパール・インド・UAE・ベトナム・ 
スロバニア・パキスタン・など） 

７月 相談件数    ７8 件 
      （日本語教室紹介、ボランティア、学習支援、生活 

保護、児童手当、身元保証人、税金、健康保健、 
医療通訳、翻訳等）  

      相談者数     ７8 人 
      （日本・中国・韓国・フィリピン・ペルー・ベト 

ナム・台湾・ベネズエラ・カンボジア・インド・ 
パキスタン・スリランカ・ウクライナ・タイ・ 
ガーナ・メキシコ・ミャンマー・ロシア・フラン 
ス・ネパールなど） 

行政書士による外国人個別相談 
７月 11 日(土) 相談件数２件、相談者数 2 人 

８月  ８日(土) 相談件数２件、相談者数 2 人 

 

 

 

 

 

理事会報告 
 

 7 月２日（木）に理事会を開催しました。定期総会の

総括と本年度の理事会の開催日程を決定しました。 

 

 

 

 
会議を開催しました！ 
・第一回委員長会議 ７月６日(月) 

 講演テーマ：市民参加・協働の街づくり 

 講師：八王子市総合経営部広聴課 叶 清 課長 

・第一回団体ネットワーク会議  ７月７日(火) 

 来賓：八王子市多文化共生推進課 浅岡 秀夫 課長 

 

 

❖ 行政書士による外国人個別相談  9 月 12 日(土) 

❖ 日本語ボランティア・ステップアップ講座 

９月 26 日(土)～10 月 31 日(土) 全４回 

❖ 秋期語学（伊、西、異文化英文、旅行英語）講座 

９月下旬～11 月初旬 全 10 回 

❖ 世界の人とふれあいタイム    ９月 27 日(日) 

❖ 長房西団地連合自治会防災訓練 10 月 ３日(土) 

❖ 医療通訳ボランティア講座(小児科) 10 月  4 日(日) 

❖ 行政書士による外国人個別相談  10 月 10 日(土) 

❖ 八王子市総合防災訓練 10 月 11 日(日) 

❖ 杏林大学防災訓練 10 月 18 日(日) 

❖ 多言語高校進学ガイダンス  10 月 18 日(日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日本語学習 

 生涯学習センター クリエイトホール 

 Tel: 042-648-2231 

 生涯学習センター 南大沢分館 

 Tel: 042-679-2208 

 八王子にほんごの会 

 http://nihongonokai.com/ 

 八王子国際友好クラブ (HIFC) 

 http://hiug.jp/hifc/ 

 日中友好の八王子で日本語を学習する会 

（日中友好語学学習会）   

       Tel: 090-1118-6098 

 児童･生徒の学習支援 

 北野学習教室      （八王子国際協会） 

 八王子駅前学習教室  （八王子国際協会） 

Tel: 042-642-7091 

 CCS 世界の子どもと手をつなぐ学生の会 

 http://www.ccs-ngo.org/ 

 八王子にほんごの会(子どもの日本語支援) 

 http://nihongonokai.com/  

虹の橋   Tel:042-625-3186（遠藤） 
  
 その他 

 外国人のためのパソコンの相談･学習支援 

情報ボランティアの会・八王子 (IVH) 

http://www.ivh-jp.org 

 アジア･ディスカッション 

   アジア青年会 (AYC) 

           Tel: 090-3877-3574(徳田) 

[ 医療相談 ] 

１．多文化精神科外来 

 英語・フランス語は北原リハビリテーション病院に

て行なっています。 

所在地：八王子市左入町 461 

Tel: 042-692-3332  診療日：火・土曜日 

 英語・中国語は北原国際病院にて行っています  

所在地：八王子市大和田町１-７-23 

Tel: 042-645-1110  診療日：金曜日 

２．なんでも相談室 

ライフサポートクリニックでの無料相談は終了と

なりましたが、なにか医療でお困りのことがありま

したら、北原国際病院相談室に直接ご相談下さい。 

  問合せ： Tel: 042-645-1110   

 

 

 

 

会員数報告（平成 27 年 8 月 1 日現在） 

個人会員 団体会員 賛助会員 会員総数 

303 8 団体 4/個人２ 3１7 

(団体賛助会員〉 医療法人社団 KNI 北原国際病院 

株式会社 ジェイコム八王子 (J:COM)) 

東京八王子高尾ライオンズクラブ 

東京八王子南ロータリークラブ 

 
発行：八王子国際協会  編集協力：広報委員会  

 
〒192-0083 東京都八王子市旭町 9-1 

八王子(東急)スクエアビル 11 階 
 

Tel & Fax：042-642-7091  
URL: http://hia855.com  Mail: 
koko-8@nifty.com 
 

今後の活動予定（平成 27 年９月～10 月） 
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いろいろな国の人が集い交流する八王子国
際交流フェスティバルの開催に、あなたの
力が必要です。 
 

 

 

ボランティアの仕事は、以下の通りです。 

前日・会場の設営、資料等の準備 

当日・会場での担当：  

会場、宣伝、民族衣装の着付け、受付、 
警備・防犯、連絡、文化紹介、 
バルーン・アート、など 

ボランティアを希望される方は、八王子国際協

会まで、メールまたは電話でご連絡ください！ 

 

 

 

 

 

 
                                 

                                           

 

 

 

 

 

 

今年も八王子国際交流フェスティバルを開催します！八王子市の協力を得て、独立行政法人 国際協力機構

（JICA）、八王子学生委員会との共催です。国際交流フェスティバル実行委員会は、当日の計画づくりに鋭意

取り組んでいます。会員の皆さまもぜひ、ボランティアとしてご参加ください。 

昨年の様子 

（フェイスペイント・インドの音楽・きずなの合唱） 

 

 

 

 

  

子どもから大人まで楽しめる参加型イベントです。

恒例のステージパフォーマンス（世界の歌や踊り）や

世界十数か国の異文化交流のほか、お手玉、折り紙な

どの遊びや習字の体験コーナー、ヨガ、民族衣装を着

て会場内を散歩、チェロの演奏体験、いっしょに踊る

アジアのダンス音楽など盛りだくさんです。 

八王子のゆるキャラ『松姫マッピー』は、魔法でみ

んなを笑顔にしてくれます。 
 

 

 
 
 

秋の語学シリーズが９月からスタート 

「初めてのスペイン語と初めてのイタリア語」が 24 日（木）、 

「異文化理解ための英文講読（時事英語から改称）」が 25 日（金）、

「旅行英語」が 26 日（土）から、それぞれスタートします。い

ずれも全 10 回シリーズです。 
 

本年度から旅行英語を新たに開始しました。 

内容としては日本人が外国を旅行する際の心がけ、入国や税関

での対応、トラブル時の解決法、レストランでのマナーなど幅広

い知識を学習する予定です。 

講師はアイルランド人のポール・マッカンさんで、ユーモア溢

れる教え方は人気があります。 

 

ボランティアを募集 
しています！ 

 

想い出の写真、楽しい写真を、お寄せ下さい 
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八王子市の9,750人の外国人市民との交流の機会で

す。ぜひ、お子さまからおじいちゃん・おばあちゃん

まで、みなさまご一緒に、お祭りの雰囲気を楽しんで

いただければと思います。 

［実行委員会 委員長 熊野秀一］ 

 

八王子国際協会 第 43号 2015年８月 31日 
年 8月 31日 

 

今年も来ます！ 

松姫マッピー 

 
今年も募集します 



八王子国際協会 会報第 4３号 2015 年８月 3１日 

医療法人社団 KNI 北原国際病院 

 

 

 

 

 

今回から八王子国際協会の団体賛助会員の皆様を紹介

させていただきます。第１回は北原国際病院にお話を伺

いました 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢化社会の進行⇒医療費の増大・医療崩壊が声高に叫

ばれる今日、先進的かつ逆転の発想で「医療の輸出産業化」

と「医療の構造改革」を提唱し、八王子市内に４施設（北

原国際病院・北原リハビリテーション病院・北原RDクリ

ニック・北原ライフサポートクリニック）、宮城県東松島

市に１施設（北原ライフサポートクリニック東松島）を経

営、一方海外ではカンボジアで総合医科大学付属病院建設

に奔走されています。 

当協会でも「医療ボランティア委員会」にボランティ

アとして積極的に関与していただいています。今回は委

員会のメンバーでもある総務経理課の索日（ソウリ）さ

んと経営企画室の岩村治香さんにお話を伺いました。 

お二人はそれぞれ患者さんのために中国語と英語の通

訳もされています。 

Q職員の人数は医師、看護師を含め 

て何名ですか？ 

カンボジアを含めて600人ぐらい

です。カンボジアは現在リハビリテ

ーション中心で、医師は常駐してい 

ませんが、来年２月に救急救命センターを開設する予

定です。 

Q「はびるす」（地域通貨）について教えてください。 

「はびるす」はリハビリテーションの語源である 

Habilisから命名されました。ポイントカードになって

おり、一般の方に病院案内、パンフレット折込などの

ボランティアを担っていただき、貯めたポイントは脳

ドック、カフェテリアで利用することができます。ま

た入院患者様のご家族にグループリハビリのサポート、

植栽の手入れ、清掃などのボランティアを担っていた

だき、そのポイントは差額ベッド代として利用するこ

とができます。 

現在111名の方がボランティアとして登録されてお

り、20名前後の方が実際に活動されております。 

Q カンボジアでの事業の他に外国人患者の受入れを行っ

ていますか？ 

既に積極的に対応しています。中国やアジアの英語

圏から月４～５名の来訪があります。特に今年はカン

ボジアから多くの方（看護師、医療技師、理学療法師

等）が研修に訪れています。（研修期間は半年～１年） 

   〔岩村さん〕 

Qこの病院に勤務して他の病院との違いを感じたことは

ありますか？ 

外観のみならずスタッフに至るまで「ホテルのよう

な」お客様優先の施設だ、ということは肌身で感じて

います。病院という枠には捉われず仕事をしています。

患者さんの立場に立って悩み事の相談にも応じていま

す。デイケアの案内をしたり、相談室で話を聞くだけ

で患者さんの気分が晴れることもあり、症状が軽くも

なります。患者さんのためなら夜中でも病院に駆けつ

けます。「患者さんを大切にする」という考え方は入

社時のオリエンテーションだけでなく、日頃職場で仕

事をしている時に仲間と自然に学びあうようにしてい

ます。                〔索日さん〕 

Q北原理事長に直接、接する機会はあり 

ますか？ 

度々あります。出張や講演会の同行、 

面談の調整、会議、飲み会への参加など理事 

長に直接、接することが多くあります。 〔岩村さん〕 

Q八王子在住の外国人の方は患者さんとしてよくお見え

になりますか？ 

 言葉の問題が無く私たちの通訳を必要とされていな

い方も結構来られるので、正確な人数の把握はできま

せんが、毎日数名はいらっしゃっています。ご希望に

応じて定期的に中国語でサポートを差し上げている方

は10名前後です。           〔索日さん〕 

Q国際協会に対して要望があれば遠慮なく仰ってくださ

い。 

１．中国語しか喋れない妊婦の方が来訪された際、北原

国際病院には産婦人科がないので「国際協会で中国語

の判る産婦人科を確認してください。」と言ったので

すが、その後どうなったか心配しておりました。何か

情報共有の仕組みができればありがたいと思っていま

す。 

２．市役所から全市民に送られる「定期健診の案内」に

リスト化されている病院の外国語対応可否が判れば在

住外国人にとって非常に便利なものになります。日本

語が判らないから受診されていない外国人の方が沢山

います。 

３．中国語しか判らない患者さんが他の病院や国際協会

を訪問して困っていたら、連絡してください。お力に

なりたいと思います。         〔索日さん〕 
 

大変感銘深く、生き生きと語るお二人のお話を拝聴さ

せていただきました。      

 （広報委員会委員長 養田 正） 

医療法人社団 KNI は八王子に拠点を構え、予防

から退院後のケアまで脳神経疾患を中心に一貫した

医療を行なっています。 
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団体賛助会員を訪ねて ① 

 … 

団体賛助会員紹介コーナー 
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「トーゴ共和国の話」 

実施日：平成 27 年６月 28 日(日)  

場 所：国際交流室 

今回のゲストのアデュアヨムさんは、現在トーゴ共和

国大使館の広報官で来日 20 年目を迎えます。 

（参考：大使館は設立されて５年目）流暢な日本語で

また、秘書の津田祐可子さんを交えて語っていただきま

した。 

日本との出会いは小学校の時。日本人の JICA 専門家

の方と知り合いになり、興味を持つようになって、日本

で日本語学校に通って日本語を習得したとのことです。 

 

 

 

 

 

 

 

国は５州（北からサバナ、カラ、中央、高原、沿岸）

に別れています。現在トーゴからは綿花および燐鉱石(肥

料)が日本へ輸出され、燐鉱石は西アフリカの中では２

番目に多く日本へ入ってきます。トーゴとの時差は９時

間です。直行便は無くパリ経由で約23時間かかります。

トーゴの国土面積は日本の１/７で南北は約550Ｋｍ車

で８～９時間です。タルゴから南東方面のロメオにはセ

メント工場用の貨物線が走っています。公用語はフラン

ス語ですが、現地ではエヴェ語およびカビェ語が使用さ

れています。民族グループはエヴェが約 45％を占めそ

の他に約 45 の部族がいます。宗教は伝統宗教が半分で

キリスト教が３割、イスラム教は２割です。国旗は４色

になっていて赤は独立のために流した血、緑は植物、黄

色は勇気、白の星は希望を表しています。 

教育は小学校（６年）、中学（４年）高校（３年）で

す。大学は首都ロメおよびカラにある２つの国立大学の

みです。小学校には給食や制服やランドセルがあり昼は

家へ帰るそうです。また経済的理由で義務教育ではあり

ません。なお 2010 年には小学校が義務教育となり、

学校に行かないとフランス語は話せないそうです。参考

までにロメ大学の留学生はコートジボアールの学生が多

く、最近は中国語学科ができました。 

主な産業は農業です、国内総生産の約 40％占める（ト

ウモロコシ、いも類(Yam、Cassava)、綿花、コーヒ

ー豆やカカオなど、鉱業（リン鉱石）、セメント鉱石等

この他未開発の資源もたくさんあります。また果物のマ

ンゴー、アボガド、バナナは日本で食べる物より数段美

味しいそうです。またトーゴは世界一美味しいビールが

あり、ギネスビール社から過去に３回「リーグ・オブ・

エクセレンンス」を受賞しているそうです。またオーガ

ニッククッキーの Shea Butter は有名です。お茶は天

然成分 100％の健康に良いハーブティー(ナチュテ キ

ンケリバ)が有名です。エヴェ族の新年は９月で主食の

イモ類を収穫します。なおアプリカ(トウモロコシ)はス

ープに入れます。西アフリカの中では一番食事が美味し

いそうです。 

 また車や電化製品など 6 割は日本製（日産、トヨタ、

三菱、ホンダ、ヤマハ、スズキ、カワサキ等）です。日

本の武士道の空手や柔道も普及しています。 

通貨はアフリカの一部のフランス圏の通貨(FCFA）で

１円＝６FCFA です。１万 FCFA で首都のロメでは２

～３日間、暮らせるそうです。またロメ港は海が深いの

で大きな船の停泊が可能です。 

 

 

 

 

 

チュボール(火の踊り)は有名で予言者になるための儀

式です。身体的・精神的な問題による苦痛を和らげるた

め何世代にもわたってバサール族のコミュニティで行わ

れてきた習慣でヨーロッパの観光客も訪れます。ここの

部族は大変明るく歌や踊りがとても好きです。 

文化・習慣・風習について 

1. ほとんどの食事は手(右手)で食べる。 

2. 生ものは食べない。 

3. 名前で生まれた曜日と順位がわかる(命名の儀式) 

4. 外では化粧はしない。 

歌手では Bella Bellow 氏が有名ということで、会場

で曲が流れました。また、King Mensah というトーゴ

人の有名歌手をトーゴ大使館が一昨年・昨年と日本に招

待して各地でコンサートツアーを行いました。 

Ｑ）電子機器の活用は？ 

Ａ）人口の半分は IT やスマホ(銀行決済での使用が進ん

でいる)を使っているが、インターネットは普及して

いない。 

Ｑ）治安は？ 

Ａ）トーゴとセネガルは西アフリカの中では一番治安は

良い国である。 

Ｑ）価格の決め方は？ 

Ａ）スーパーやタクシーは値段表が無くて、その場の交

渉によって決められる。 

Ｑ）国民性は？ 

Ａ）外国人を歓迎する国民で心は温かい。なお日本では

物を忘れても戻って来るが、トーゴでは戻らない。 

Ｑ）旅行は？ 

Ａ）旅客鉄道はないので、旅はマイクロバスで行い満員

になったら出発する。 

アンケート結果でも「大変良かった」との回答がほと

んどでした。 

（世界の人とふれあいタイム委員長 生山龍哉） 

 

 
 

もっと知りたい方は、トーゴ共和国大使館へ 
http://www.ambatogojapon.net/home.html 
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ベトナムコミュニティグループ開設イベント 

     「ベトナム料理教室」 
Bun thit nuong (焼肉(やきにく)麺(めん)) 

日時：2015 年７月４日(土)14:00～16:00 

場所：クリエイトホール 料理教室 

講師：YEN OANH DEIP（オアン）氏 

 

 

 
 

          

素敵な一日を過ごしたと思います。 

先生の指導で、皆様とのコミュニケーションを取り

ながら、初めてのベトナム料理作り、楽しくて勉強に

なりました。  

とても新鮮に思ったのは水につけておいた割り箸に

豚肉を巻きつけてオーブンレンジで焼いたり、もやし

をそのまま入れて食べても、とても美味しかったこと

ですね。最後にベトナム料理食べた瞬間、作っている

時と遥かに違う、さっぱりしてとてもおいしかったで

す。 

ソースを作る時、匂いがちょっときつかった（＾＾） 

次回が楽しみです。     （参加者：15 名） 

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員会 栃山みどり） 
 

会員研修と懇親会 
日時：2015 年７月 24 日(金) 13:00～17:00 

場所：学園都市センター 第５セミナー室 

第一部：お話とワークショップ 

テーマ：異文化理解と対話の力 

講師：岡野内 恵里子 氏（協会理事） 

＜講演の要旨＞ 

Ⅰ．国際理解＝異文化理解 

固定観念の枠をはずす   

Ⅱ．対話の力：話してみてわかる、文化の違い  

話してみてわかる、気持ちは同じ 

★ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ：人の話を聴く、自分の考えを話す 

Ⅲ．対立・紛争：何故争いが起きるの？ 

Debate(対立論争)から Dialogue (対話)へ  

紛争の始まりは人の気持ち 
（不安/怖れ/混乱/嫉妬/不満） 

和解のカギはコミュニケーションと異文化理解 

＊メディエーションとは 
メディエーター（第３者）は、順番に公平に聴いてあ

げながら、当事者に話し合ってもらう。メディエータ

ーはあくまでも進行係、決めるのは当事者 

★ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ:[桃太郎] 鬼が島地方で何があったのか? 

＜参加者の感想＞ 

新会員（４名）を含めて 24 名の会員が参加した。

参加者の主な感想は以下の通りでした。 
 

 

「なかなか面白いテーマでよかった」、「テーマに基づ

き、国際理解、対話の力、対立・紛争の 3 つの観点

からいろいろ勉強になった」、「とてもいろいろな視点

が物事にあることに驚いた、多くの立場、見方を身に

付けたいと思う」、「“桃太郎”という童話を題材に楽

しくロールプレイをおこなった。NationalityとＲace

をなかなか区別できない。」 

第二部 懇談会（ﾃｨｰﾊﾟｰﾃｨｰ） 
お茶やコーヒーを飲みながら懇談をしました。参加

者によるサウジアラビアでの貴重な体験談を聞けるな

ど、有意義なひと時を楽しく過ごしました。 
 
世界の人とコミュニケーション講座 

～外国語が話せなくても大丈夫 

「やさしい日本語」で伝えよう！ 

日時：2015 年７月 19 日(日) 

 13:30～15:30 

場所：生涯学習センター南大沢分館 視聴覚室 

講師：聖心女子大学文学部准教授 岩田 一成氏 
参加者：27 名 

「やさしい日本語」は幼児語

ではなく、一般の日本人が日頃

使う頻度が高く、基本的な語彙

や表現を使う日本語のことです。 

例えば「ご説明させていただきます」は「説明します｣、

「４時に集合していただけると助かります。」は、｢４

時に集まってください。｣となります。 

「やさしい日本語」は外国の方にはわかりやすくて

実用的な日本語なので、外国語を使わなくても「やさ

しい日本語」に言い換えると、伝えることができます。

講座では言い換えの練習もしました。 

参加者からは「とっさに言い換えるのが難しいです。」

「相手の立場に立って、いろいろな言い換えをするこ

とが大事というのがよかったです。」などの感想が寄

せられました。 
 
 

市内小・中学校教員 研修会に参画 
日時：7 月 31 日（金）9:30～12:30 

場所：八王子市教育センター 

 国際理解教育委員会で

は、八王子市からの委託

事業として教育委員会主

催の「教員夏季パワーア

ップ研修」の国際理解教 

育分野の研修会に協力しました。講師は帝京大学教授

中山京子氏。子どもに見せる絵本やビデオの物語の内

容から、思い込みのステレオタイプの国際理解を一蹴

する内容でした。参加の先生方は 50 名。興味深く聞

き入っていました。 
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夏季教員研修に協力 

8 月 3 日(月)から 19 日

(水)までの間の 6 日間、のべ

7名の小・中学校の先生方が、

夏季研修のひとつ「10 年経

験者研修」として協会の事業

を体験しました。 

資料作成や多文化共生に関する学習の後、学習支援

教室の「中学生中心の夏季特別支援」を行っていただ

きました。日本語がうまく理解できない学習者と初め

て対峙した先生もあり、文字通り汗だくだくの夏の研

修でした。 
 

Ｆａｃｅｂｏｏｋコミュニティイベント 

八王子まつりで山車を牽く 
       外国人コミュニティ支援 

プロジェクト委員会では 

８月８日（土）に、市指定有形文化 

財である南町の山車を牽かせていた 

だきました。（参加者：５名） 

この山車は一本柱の人形山車として、

明治 39 年建造されたもので、細か 

な彫刻が施されたとても立派な山車です。 

台湾から異文化交流として来日した約 10 名の子ど

もたち（*）も、山車に見入っており、その後山車を

牽くまでは長旅で疲れている様子でしたが、いざ始ま

ると、とても楽しそうに元気いっぱいに山車を牽いて

おり、とても喜んでいたのが印象的でした。なかなか

体験できることではないので、来年も山車を牽くとき

には、とてもよい経験になるので、いろいろな方に参

加していただければと思います。 

(*)台湾の高雄市は八王子市の海外友好交流都市であ

り、一団が八王子まつりを友好訪問していました。 

（外国人コミュニティ支援プロジェクト委員長 山本武志） 

 

日本語ボランティア基礎講座 
場所：学園都市センター セミナー室 
期間：6 月 6 日(土)～7 月 11 日(土)（全 6 回） 

日本語ボランティア基礎講座を行いま

した。（参加者：17 名） 

東京日本語ボランティアネットワーク

の講師の皆さん（林川玲子氏・宮崎妙子

氏・金子広幸氏・藤崎帥子氏）に、「地

域日本語ボランティアとは何か」につい

て、豊かな経験に裏付けられたお話を伺

い、実際に日本語学習者と勉強するとき

に役に立つワークショップをしました。 

参加者の多くの方が今後日本語ボラ

ンティアをしたいと回答してくださり、

「日本語ボランティアとして外国人と接 

 

するときの心がけ、教えるのではなく支援するという

姿勢が大切なことを知りました。」「具体的なサポート

の仕方がわかってよかった。」などの感想が寄せられ

ました。 
 
予告 第 36回八王子いちょう祭に参加 

今年も、11月21日(土)、22日(日)

開催の八王子いちょう祭に参加しま

す。多言語版のポスター作成、宣伝

や会場での多言語での案内や場内放

送など、外国人留学生・外国人市民 

によるステージパフォーマンス（民族衣装や音楽・

踊り）を予定しています。 

皆さん、一緒にお祭りを楽しみましょう！ 
 

 

9月上旬から国勢調査を行います 
国勢調査は国の重

要な調査です。日本

国内に調査基準日の

10月１日を含み３か 

月以上住むすべての人が対象で、外国人も対象となり

ます。主に人口や世帯を調査するもので、法律に基づ

いて 5 年に一度行います。回答は統計をつくるため

だけに使い、税金・警察の資料など統計以外の目的に

使われることはありません。統計の数値データは、福

祉や防災、外国籍の方も暮らしやすいまちづくりなど

の行政資料としても利用されています。 

回答方法は、「インター

ネット」または「紙の調

査票」による回答の２通

りあります。 

9 月上旬からインターネット回答用 ID の配布のた

め、調査員が皆様のお宅を訪問します。パソコンから

インターネット回答する場合は英語にも対応していま

す。９月 20 日までにインターネットによる回答がな

い世帯には、9 月下旬から調査員が皆様のお宅に紙の

調査票を配布するために訪問します。紙の調査票は日

本語ですが、調査票の対訳集は英語、中国語、韓国語、

ポルトガル語をはじめ、27 言語を用意しています。 

紙の調査票は、専用封筒による郵送または調査員へ

の手渡しで提出のどちらかを選べます。調査員は国勢

調査員証、腕章を身につけています。ご協力をお願い

します。 

 

 

講師：金子氏                  

講師：林川氏 

山車の前で記念写真 

交流室一杯に熱気が溢れました 
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問い合わせ 八王子市コールセンター 

電話 0570-001-177 

 


