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平成 30 年度第２回 横浜市広報企画審議会会議録 

日 時 平成 31 年１月 23 日（水）14 時 00 分～16 時 00 分 

開催場所 関内中央ビル 10 階 横浜市会議室 

出 席 者 伊藤 有壱、片桐 朋子、加藤 直裕、佐藤 潮、佐藤 華名子、佐藤 豊彦、嶋田 充

郎、杉本 ひろみ、塚原 泉、トルオン ティ トウイ チャン、林田 育美、春名 義

弘 

欠 席 者 太田 塁、佐々木 茂雄、鈴木 真実、吉富 真里 

開催形態 公開（傍聴者０人） 

議 題 広報・広聴事業における多言語対応の取組について 

議 事 （事務局） （事務局から広報・広聴事業における多言語対応の取組状況について説

明） 

 （伊藤委員） 東京芸術大学は映像研究科だけですと、学生数も 100 人に満たない小さ

い学科なんですが、外国人の比率は増えています。短期交換留学のよう

な短い期間でも、横浜市の一時的な市民になるわけで、生活のための情

報が必要になる人が徐々に増えてきています。 

大学からの国際交流、学生課での多言語対応や生活への指導といったケ

ア、また、学生たちは普段から英語で会話しているということ、インタ

ーネットを活用して情報を得ているということから、今のところ、学生

たちはほぼ日常的に困ることはなく何とか過ごしている状態です。 

 （片桐委員） まず情報に行きつくまでがとても重要だと感じました。 

例えばお住まいになられている方であれば、同じ国の方同士や、住んで

いる地域のコミュニティなども入口としてあるのかなと思います。です

から広報媒体だけではなく、そういった人と人とのつながりの中へ、情

報を提供していくことも一緒に考えた方がいいのではないかと感じまし

た。 

伝達の手段としては、今の時代、スマートフォンやインターネットで見

られるものがありますが、災害時など、情報を出しているのにそこに行

きつかないといったことがよくあるので、それらの情報を相互にどのよ

うにつなげ、補完していくのかということをもっと考えていかなければ

ならないと感じました。 

 （加藤会長） 事務局にお伺いします。外国人の方が横浜に住もうとしたときに、市役

所や区役所にいらっしゃるわけですが、その時に横浜市のことについて

の案内は何を差し上げているんでしょうか？ 

 （事務局） 区役所の窓口では、外国人、日本人に関係なく、転入者キットのような

ものを用意はしております。特に外国人の多い区では、南区の「生活の

しおり」のように、外国人向けの冊子を転入者にお渡しして、ご案内を

しています。 

南区は４か国語の冊子ですが、居住する外国人数によって複数言語用意 
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  している区が多いと思います。 

 （加藤会長） それは 18 区全てでですか？ 

 （事務局） 正確には把握しておりませんが、まだ対応しきれていない区もあるかと

思います。 

窓口における案内は、冊子などで対応していますが、先ほど片桐委員が

おっしゃったように、人とのつながりという意味では、国際交流ラウン

ジなどと連携していくことの必要性も感じました。 

 （佐藤(潮)委員） 私の周りにはそれほど外国人の方がいらっしゃらないし、神奈川区には

21 の連合がありますが、外国人に関する話はごみの処理に関する話題が

一回出ただけです。そういう意味で、逆に私は、横浜市はよくやってい

ると思いました。 

ただ、これからの問題として、やはり外国人と日本人の生活習慣はちが

いますので、地域の代表としてどう伝えていくのかということがありま

す。われわれは自治会町内会を主として、問題解決に動いているもので

すから、外国人の方にどうやって自治会の中に入っていただいて、コミ

ュニケーションをとっていくのかということを、これから考えていかな

ければいけないのかなと思っています。 

 （佐藤(華)委員） 情報を発信する中で、言語というのが重要な問題になっているかと思う

んですが、例えば絵とかデザインといったものは国境を超えるものだと

思いますので、そういった側面からアプローチできることがあればいい

なと感じております。 

いまご説明をうけた中で、外国人市民の状況として、生活に必要な情報

の入手方法はインターネットが一番にあげられていますけれど、これは

モバイルが多いのか、それともパソコンが多いのか、そういった調査は

されていますでしょうか？ 

 （事務局） この調査では、おそらく一括で「インターネット」という回答を用意し

ていたのではないかと思います。 

 （佐藤(華)委員） 市のウェブサイトも拝見したんですが、各言語バージョンはモバイル対

応をされていらっしゃいますか？ 

 （事務局） 現在はしておりません。モバイルにつきましては、今年の３月末にはウ

ェブサイトをリニューアルし、対応する予定でございます。 

 （佐藤(華)委員） 私も委託業務でウェブサイトの運営業務というのをやっているんです

が、去年の末に全部モバイル化したところです。環境が良くないと読ん

でもらえないということもあり、インフラ整備も時代に応じ必要なんだ

なと感じましたので、モバイル化された方がいいんじゃないかと思いま

した。 

Twitter については、震災時は多言語対応されていると報告いただいた

たんですが、通常の横浜市の Twitter は他の言語はやってらっしゃるん 
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  ですか？ 

 （事務局） 通常時は日本語版のみで実施をしております。災害時にはウェブサイト

をつくってもなかなかそこに来ていただけないので、Twitter 等により

多言語で発信し、ウェブサイトに誘導するようにしています。 

 （佐藤(華)委員） Twitter を使われる方が多いと思うので、災害時はもちろん必要なんで

すが、それらにプラスαで暮らしに役立つ情報が多言語版で発信される

といいのかなと思いました。 

それと、コールセンター（の多言語対応）が委託業務化されるというこ

とですが、これは今まで YOKE（横浜市国際交流協会）につないでいた

ものをすべて引き上げて、コールセンターで対応するということです

か？YOKE の専門スタッフの方々が対応されていた内容、質がコールセ

ンター業務に委託されることで、担保されるのかなというのが気になり

ました。 

 （事務局） 新しい制度に関する情報など、コールセンターの方で回答した方がいい

ようなものにつきましては、全部コールセンターで対応しますが、YOKE

の方でお答えした方がいいようなものにつきましては、YOKE につなぎ

ますので、現状のコールセンターにプラスαされるというふうに私ども

の方では考えております。 

 （嶋田委員） 日本にいる外国人の方は、ほとんどがスマートフォンを使って生活の情

報を取っているんじゃないかというのが、私の感覚としてはあります。 

先日のニュースで、新宿区は成人式の対象になった方の４５％が外国の

方だと言っていました。やはりこれからは外国人が住むからどうしよう

じゃなくて、外国人の方に選ばれる自治体を目指していかなければいけ

ないじゃなかいかと思います。 

横浜市の多言語のウェブサイトのスマートフォン対応が遅れているの

は、おそらく住んでいる外国人の方にはすごいストレスになっていたん

じゃないかなと思いますので、改善されるのは非常にいいと思います。 

今後スマートフォン対応をしたら、外国人の在住者の方にとって情報の

入口部分がどうなのかということを確認しながら進めていかなければな

らないと思っています。 

私もたまに外国に行くと、情報の取り方とか伝え方とかが数年前と本当

に変わってきています。翻訳のアプリを使うと、簡単にテキストを打ち

込んで翻訳されるし、カメラモードで照らすと、英語が全部日本語で表

示され、看板なんかもそのまま見られるわけです。おそらく外国人の方

も、より新しく自分に便利なツールを使うようになってきていると思い

ます。 

横浜市の広報紙やウェブサイトなどを多言語化するのは、どれくらいの

手間がかかっているのでしょうか？今はいろいろなツールが新しくなっ 
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  て、ＡＩがどんどん翻訳の技術もあげてきているので、そういった世の

中の動きとか、外国人の方がどんなツールを使って情報を取っているか

ということを調べて進めた方がいいと思います。発信する側で全部整え

るのはすごく手間がかかりますが、受け手側が自分に必要なツールで情

報を引き出せるという時代に変わってきていると思います。 

今何が一番必要なのかというと、当面は緊急時の情報提供をどうするの

かだと思います。いかに普段から外国人の方に伝えていくのかというと

ころが課題になると思いますので、そのあたりもご検討いただければと

思います。 

 （事務局） ウェブサイトの翻訳の状況については、やさしい日本語を入れて７言語

あります。機械で翻訳をいたしますので、基本的にはそれほど手間はか

かりませんが、機械で翻訳しますので、誤訳も中にはあります。その場

合、単語登録機能というもので補正をすると、次回の翻訳の時には正し

くなります。グーグル翻訳にすれば６か国以上の翻訳ができるじゃない

かという意見もございますが、グーグル翻訳には、そのような補正機能

がないということをうかがっておりますので、いまは単語登録機能があ

る機械を用いて翻訳しているところです。 

一部、重要な情報については、（委託等により）外国語で翻訳している情

報もあると聞いておりますが、それについては圧倒的に数が少ない状況

です。 

広報よこはまの翻訳などは翻訳会社に委託しておりますが、先ほどご指

摘があったとおり、今はいろいろなツールがあり、かつ精度もかなりあ

がってきているようなので、そういった状況もみながら、対応を考えて

いきたいと思います。 

 （杉本委員） 私は各外国人の国によって、大分情報の入手方法がちがうのではないか

というふうに感じております。例えば、中国やネパール、インドの方た

ちはコミュニティを活用されていて、友達関係の口コミなどが主体であ

ると思います。一方、ヨーロッパの方たちは Instagram とか Facebook

などインターネットを利用されている。 

その中で、中国人の方はさまざまなコミュニティを持っていまして、例

えば、お母さんたちが 100 人規模の WeChat という LINE のようなツー

ルを使っています。そういったグループの核となる人たちに、いかに情

報を受け取ってもらうかが大事なんじゃないかと感じております。 

私どものラウンジでは、今までウェブサイトを多言語で対応していたん

ですが、Facebook の方がより早くいろいろな情報が伝わるということ

で、2018 年に Facebook を立ち上げました。ウェブサイトもありますが、

やさしい日本語等も含めて、Facebook の方を重点的に、よりわかりやす

くお伝えするというような方向に少し方針を変えました。 
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  外国人の方に聞くと、インターネットよりも、友達やコミュニティから

の情報をより信頼しているというような印象も受けております。横浜市、

区、地域のコミュニティ、YOKE、ラウンジも含めて、ネットワークで

対応していくと、結果として、住みやすい横浜、情報のとりやすい横浜

になるんじゃないかということで、子育て支援グループや区役所、ラウ

ンジが定期的に会って、情報の共有を進めるようにしております。 

 （佐藤(豊)委員） いろいろな国から外国人の方がいらっしゃっていると思うんですけど、

どのように困ったかということに対して、どのように答えたらいいのか

という、やりとりの構造があるとよりいいのかなと思いました。 

スマートフォンの方もどんどん進化して、全部 AI が答えてくれるとい

うような時代になっています。こうなってくると、どうしたら AI が情報

をとりやすいかということを、ウェブサイトを作る側も考えなきゃいけ

ない。ウェブサイト自体がデータベースとして機能し、検索してすぐに

答えがでてくるようにすると、AI が調べに来て答えを出すのに非常に都

合がいいわけです。 

そのために、Facebook や Instagram のようにタグをそれぞれの項目に

対して貼るんですね。そのタグが日本語のタグだと、当然検索には日本

語しかかからないということになりますので、必要なところには、いろ

いろな言語のタグが貼ってある必要がある。緊急のものについては当然

あって、すぐに検索ができるというような状況をつくっていくことが必

要なのかなと思います。 

 （塚原委員） インターネットで情報の入口にたどりつけない、さらには情報だけでは

だめで、それを翻訳し、かみくだいて伝えてくれるコミュニティや人が

大事だというのは、まさにそのとおりです。 

道筋を明らかにしてくれるような人材を広めていくことが何よりだと思

います。そうすれば信頼関係ができ、自分の胸の内を話せるようになり、

ゆくゆくは要望も得られるというように発展していくと思っています。 

18 区全部に国際交流ラウンジがないので、まずは国際交流ラウンジをぜ

ひ我が区にも設置していきたい。神奈川区は外国人の人口が実は４番目

と言われており、生涯学習グループが国際交流で頑張っているところで

す。 

 （林田委員） 都筑区の外国籍人口は 18 区中、上から 12 番目です。人数だけで言うと

決して多いわけではないので、同国人同士の共助というのはあまり望め

ないということになります。一番信頼できるのはやはり自分の言語が通

じる人だという方が多いと思いますので、それが互いに少ないと考えら

れます。 

外国人の方は、どの国の方もスマートフォンを駆使してネット情報を自

在にあやつっておられます。必要とあらば、自分の国のウェブサイトか 
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  ら日本の情報を取るというようなこともしております。 

また、WeChat や WhatsApp（いずれもＳＮＳアプリ）といったもので、

コミュニティを築きながら情報を得ていると感じます。ただ、こういう

情報の取り方ではたどりつけない、知ることができないと感じるのが、

行政のしくみや学校のしくみです。外国人が知っておかないと困るよう

な時に活用できるのが、やはり信頼できる情報の入口、あるいは人だと

思っています。 

「市民の声」や市民相談事業のようなサービスがあるということも、も

しかしたら知らないかと思います。または、利用していいかの判断がつ

かない。外国人によっては声をあげることで、極端ですが、在留資格に

影響を及ぼさないだろうか、日本に住むことにマイナスにならないだろ

うかといったことも考えるんじゃないかと思います。 

行政サービスの中にはもっともっと活用できるものがあると思います

が、外国人に届いていない、彼らの情報の取り方ではそれがわからない、

それを使っていいのかどうかの判断がつかない。そういう意味では、外

国籍市民がますます増えていくことが見込める現在、行政サービスを市

民としてもっと活用していいんだというメッセージを、もっと強く横浜

市が出すべきだと感じております。 

 （加藤会長） 市政へのご意見をお寄せいただくツールの中で、いま外国人の方々が一

番利用してらっしゃるのは何ですか？ 

 （事務局） 資料で外国語による「市民の声」の投稿を過去５年間まとめさせていた

だいておりますが、すべて E メールでお寄せいただいている状況です。

ウェブサイトの各国語版のなかで、意見提案に関する投稿用アドレスを

お知らせしており、Ｅメールでお寄せいただくかたちになっております。 

 （加藤会長） 届いたものについては 100％回答を返していらっしゃるんですか？それ

は匿名であったとしても？ 

 （事務局） 回答を求められているものについては、全て回答をしております。匿名

であったとしても、送信アドレスがわかれば回答する仕組みになってお

ります。 

 （春名委員） 多言語対応というのはシティセールスの手段として一番効果的なものじ

ゃないかなと思います。横浜に住んでみて、横浜に来てみて、どういう

おもてなしを受けたかという中に、言語というのは非常に大事なツール

としてあるのかなと思います。 

横浜市の行っている言語対応というのは、いろいろなことを隅々までや

っていると思うんですけども、ちょっと一方的なのかなという感想もい

だいてしまいます。 

外国人の方はコミュニティが一番の頼りになっているということがあり

ます。一度横浜に住めば、自分たちも地域の一員であり、地域をよくし 
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  ていきたい、住みやすくしていきたいという意識があるということを、

われわれももっと理解しなければいけないと思っています。 

単なる情報の受け手ではなくて、外国人も共にコミュニティやメディア

をつくっていくような仕掛けを、横浜市は協力して作り上げていき、コ

ミュニティの弱い部分があれば、そこを何とかするよう考えていくべき

じゃないかなと思います。 

これからどんどん増えていく観光客などの訪日外国人に対して、印刷物

やサインなんかもいいんですが、われわれ市民の中にも英語とか中国語

とかを話せる人が意外といるわけだから、日常会話、道案内くらいはし

ましょうよというふうに、広報がキャンペーンや仕掛けをしていっても

いいんじゃないかなとも思います。 

また、横浜に住んでいる外国人の中に、母国語の紙のメディアをもって

いるようなところがもしあれば、横浜市の広報が連携してやっていくと、

よりいろいろな情報を相互に分かち合えると思います。 

パブリックコメントは外国語で受け付けられているのでしょうか？そう

いったところから、見直していかないといつまでたっても、在住外国人

は特別な人だというようなことになってしまいます。彼らも地域をよく

していくメンバーなので、ぜひいろいろなことをやっていった方がいい

と思います。 

 （事務局） 紙のメディアについては、こちらでも把握がしきれていない部分はあり

ますので、国際交流ラウンジや国際交流協会からも情報をいただいて、

検討していきたいと思います。 

パブリックコメントについては、各言語でいただいたコメントについて

は、意見として受け入れていますが、そもそもパブリックコメントを日

本語でしかご案内していないという実情はあります。 

 （チャン委員） 私が相談を受ける中で感じるのは、外国人が英語を全部わかるわけでは

ないということです。英語で話しかけられたり、英語のちらしを渡され

たりするとすごく困ります。 

私達にとって読んでわかりやすい、やさしい日本語はとてもありがたい

です。ただ、一つ問題があるのは、全部ひらがなで書いてあるものです。

読みにくいし、辞書で調べるのにも、漢字はどんな漢字なのかわからな

い。やさしい日本語も、やさしすぎて外国人にはもっとわからないとい

うことがあるので、辞書を調べるためにある程度漢字をいれて、ふりが

なを振っていただくといいと思います。 

多言語広報というのはいま６言語しかないということですけど、やはり

できるかぎりいろんな言語ができるとうれしいなと思います。 

今後の課題として、留学生や研修生がかなり必要とするものが無料 Wi-

Fi です。彼らはやはりあまりお金がなくて、無料 Wi-Fi でインターネッ 
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  トを見て調べたり、電話をしたりするんですね。公衆電話からだと相談

中にお金が切れてしまって、折り返しもできないといったケースがよく

あるんです。ですから、もう少しいろいろなところで増やしていただけ

たら助かります。 

日本で生まれる若い世代や留学生だと、何とか簡単な日本語を調べたり

しますが、高齢者の方だと、やはり母国語の情報が必要で、自分の国の

ウェブサイトや母国語で翻訳されるものを一生懸命調べます。 

ベトナムは口コミやペーパーが多く、それはとても大事ですけど、間違

っている情報が入ってしまうこともよくあります。 

 （加藤会長） チャン委員は普段わからないことがあったらスマートフォンを使います

か？ 

 （チャン委員） はい。スマートフォンを使って翻訳したり、難しい日本語を調べたりし

ていますが、やはり全部が理解できないこともあります。簡単な日本語

だと本当に簡単な情報しかないんですけど、私達はもっといろいろな情

報を知りたいんですね。そうすると、直接電話して聞きます。対応して

いただく時もやさしい日本語で説明していただかないと、理解するまで

時間がかかるということはあります。 

 （加藤会長） 杉本委員や林田委員は、普段外国人に接している中で、こういうことに

困っているというエピソードがあったらご紹介いただけますか。 

 （杉本委員） 外国人の方はおそらく、自分の生活に関係して、いま解決しなければい

けないような情報をすぐに取りたいと思っていると思うんです。きめ細

やかな情報もいいとは思うんですけど、シンプルな、直球で伝わるよう

な投げかけ方をした方が、行政は難しいから嫌と言わずに受け入れても

らえるような気がします。 

例えば QR コードはわりとデータをキャッチしやすいと思いますが、広

報よこはまに載っている QR コードは、日本語版の本体の方につながっ

ています。少し工夫して多言語版の QR を紙面の目立つところにいれ、

ここに身近な情報があって、見ればすぐ困ったことに手が届くという感

覚を発信していくというのは大事かと思うんです。 

 （林田委員） 最近私が相談を受けたのが、在留資格のことで、調べる方法がわからな

い、区役所に行く勇気がないということでした。在留資格とか保険、年

金、生活する上でどうしても必要なものに関しては、本来は区役所に相

談するのが、一番近い情報の入口なのだと思いますが、外国人は区役所

に入るという壁を簡単に乗り越えられない。聞きたいことが自分にとっ

て難しい項目であればあるほど、どう聞いたらいいかわからないし、窓

口に座っている方も外国人が窓口に来たということで、構えてしまうこ

とも多いと思います。特に言葉のやりとりに難ありとなったときには、

行政窓口も困るケースもあるだろうと思いますが、もっとスムーズに入 
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  れるような窓口づくりというのがなされるといいと思います。 

都筑区はたくさんの外国籍住民がいるわけではないですが、そこに公平

性を欠いてはいけない。外国人が多い区は丁寧で、少ない区は丁寧じゃ

ないというというのはありえないですから、そのあたりも考えなければ

いけないことかなと思います。 

 （加藤会長） ありがとうございます。災害や医療関係など、今すぐ知りたいときに、

QR コードがパっと情報がとれてすぐわかるというようなアイディアも

いただきました。日々のみなさんの業務や人とのつながりの中で、これ

は便利なんじゃないかというものがあればお聞かせいただけますか？ 

 （塚原委員） 区内の国際交流に関わる生涯学習グループが、場づくりにむけて外国人

の方にアンケート調査を行ったんですが、よく行く場所はどこですかと

いう設問に対して、１位がスーパーマーケットだったんです。そこに翻

訳された防災情報を協力してもらって置いたところ、全部なくなったと

いうようなことがあるので、今ある場の質の向上とともに企業さんと共

創したちがう切り口を探るのも有効なのかなと思いました。 

 （チャン委員） 外国人の方は住民票とか課税証明書を発行してもらうために、役所に行

くことが多いんですが、２時間しか休みをとってないからすぐに仕事に

戻らなければとか、このために今日は休みをとるといったことを聞いて、

行政サービスコーナーのことは知らないんだということに初めて私は気

づきました。行政サービスコーナーや、役所では第○土曜日がやってい

るという情報を、母国語で外国語広報に載せてもらえるとありがたいで

す。 

 （杉本委員） 非常に難しいかもしれないですが、例えば希望者にメルマガを配信する

という方法もあると思います。意見についてもメールならそんなにハー

ドルが高くない可能性もあるんじゃないかと感じています。地元の区役

所のサイトを見たら、メールでの問合せを受け付けるところはあったん

ですが、非常に小さい文字でわかりにくいところにあるような気がしま

した。 

とても難しいことだとは思うんですけど、区役所の戸籍課に来た時にメ

ールをうかがって、相談を受けたり大事な情報を発信したりするという

ようなことも一つのアイディアとしてどうかなと考えました。 

 （嶋田委員） 私は緊急に何かがあって、すぐに情報をとりたいときにどうするかとい

うと全部 Twitter で検索します。数年後はわからないですが、今ならＳ

ＮＳ経由でさまざまな所へ同時に配信することができるわけですから、

情報がここにあるということだけでも伝えられれば、拡散・共有して必

要な人にどんどん情報が伝わりやすいと思います。 

細かくいろんなツールを使うと時間もコストもかかるので、まずは情報

を緊急に出せるような準備をすることが、一番コストパフォーマンスが 
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  いいんじゃないかなと思います。 

短い文章であればさまざまな言語で発信できるし、言葉で通じなければ、

電話の窓口はここだという案内を出せるんじゃないかなと思いました。 

 （加藤会長） 私も災害や鉄道情報について、一番最初に Twitter にアクセスすること

が多いんですが、横浜市が災害時に情報発信しなきゃいけないというと

き、やさしい日本語を使って Twitter などのＳＮＳで発信するというよ

うな予定はありますでしょうか？ 

 （事務局） Twitter を活用していく想定はしています。細かい情報は市のウェブサ

イトの方に載せているんですが、そちらに誘導するということも含めて、

Twitter で多言語とやさしい日本語両方で発信していこうと考えていま

す。 

外国語になると翻訳などの手間で時間がかかると思いますので、おそら

く第一段階としてはやさしい日本語ですぐに Twitter を出し、翻訳が整

い次第 Twitter で多言語でも出していくということを、防災訓練などで

も確認しているところでございます。 

 （佐藤(華)委員） Twitter で誘導した先が日本語のサイトだとしても、先ほど嶋田委員か

らもあったように翻訳ツールなどもありますし、Twitter で完全な環境

が提供できなくても、情報ソースに誘導するために有効だと思います。 

東日本大震災のときにアカウントをつくられたということですが、非常

時こそ、普段の使い勝手が一番重要になってくると思うので、日常的に

きちんとできるような環境を作り出していくのが重要なのではないかと

思いました。 

 （佐藤(潮)委員） これだけ多言語広報というのを市役所はやられているわけで、コストも

非常にかかっていると思うんです。ですから、もう少し外国人にこうい

うことをやっていると広報することが、単純に一番効果があるんじゃな

いかと思うんです。 

それから、地域がどうするのかという大きな問題があると思います。外

国人の方たちと地域とがどうコミュニケーションを取っていくのかとい

うことがこれから大変なのかなという感じはしております。 

 （片桐委員） 私も佐藤（潮）委員がおっしゃられたことをすごく感じています。もし

かしたら、日本人であっても情報が孤立している方もいるかもしれない。

やはり一人一人が何かあったときに、声を掛け合えるという環境がまず

必要なのかなと思いますので、発信するだけではなくて、そういったつ

ながりの部分もあわせて目を向けていかないといけないのかなというよ

うに感じました。 

 （伊藤委員） 私自身、地震があった時などは、音声で「横浜 地震」と入れると、Twitter

に限らず出てくるので、その中で一番いいと思うものを拾うということ

にしています。そういった音声で、横浜市のサービスなどがキーワード 
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  的に拾えるということを、誰もがわかるようになれば、サービスがそこ

に届けられるということになりますので、問題に対する一つの答えに近

づくのかなと思います。 

今日一番興味深かったのは、区によっていらっしゃる外国人の方の国籍

とその数が見えたということで、なるほどという気づきになりました。

見えないすべての人というよりは、見える具体的なエリアと国籍に対し

て的を得た対応ができれば、生きた対応になるんじゃないかと思いまし

た。 

 （春名委員） 繰り返しになりますが、外国人にどうやって伝えるかという視点だけで

はなくて、外国人と一緒に情報を作り上げて共有していくという仕組み

をきめ細かくつくっていかないといけないんじゃないかと思います。そ

んな中で、やはり日頃の蓄積というのが、災害時なんかのデマに振りま

わされないことにつながっていきますので、普段からいろいろなものを

伝えて情報を共有していくという広報をつくり上げていただきたいなと

思います。 

 （佐藤(豊)委員） 例えば災害って、起きてから一生懸命検索をしたりする。 

これは当たり前なんですけど、例えば地震がない国から来た人たちにと

っては、地震ってこうだよ、こんなことに注意しておこうとか、あらか

じめインプットすることができる。 

お風呂の入り方やごみの出し方など、初めて来たときにどうしたらいい

かわからないことを検索したらわかるように、一括して外国人向けペー

ジみたいなものがウェブサイトにあって、ここさえ見ておけば、とりあ

えずのことはフォローアップできるというようなことができないかなと

思いました。 

例えば、それがちょっとおもしろおかしくコミカルな漫画とかイラスト

レーションで描かれていて、失敗談みたいなものがあったりするとおも

しろいんじゃないかなと思います。 
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