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■ 平成25年度 コミュニティ通訳 ＆ 災害時通訳・翻訳ボランティア研修を実施
当財団ではこれまでも、外国人府民の方々の暮らしや外国人相談と密接に
関わって活動するボランティアの育成を目的としたコミュニティ通訳ボランティア
研修を行ってきましたが、今年度は、外国人府民が災害の多い我が国で共に暮らす
ことを踏まえ、災害時通訳・翻訳ボランティア研修も加え、下記のプログラムで
実施いたしました。
各研修ともに終了後のアンケートでは「現場で活躍されている講師の先生方に
講義して頂き、学ぶことが多く、大変勉強になった」「自分の弱点がわかった」
「色々と有益な情報を得ることができたので、今後の活動に役立てたい」等の声が
寄せられ、有意義な研修になりました。
当財団では、大阪の外国人受入環境整備に向けて、一人でも多くの方にご協力・
活躍いただけるように、今後も出来る限り研修等の場を設けていきます。
１．

コミュニティ通訳ボランティア研修
日
程：5月22日（水）、24日（金）
参 加 者：24名
研修内容：コミュニティ通訳ボランティアとしての心構えの他、在留資格・
教育・母子保健・母子福祉の各分野について、それぞれの
専門家からの講義を受けました。

２．

災害時通訳・翻訳ボランティア研修
日
程：5月27日（月）
参 加 者：27名
研修内容：災害時における外国人の状況や、やさしい日本語を
ワークショップ形式で学んだ後、実際に想定される災害時の
通訳・翻訳ボランティア活動を体験しました。

■ エセック経済商科大学院大学生来阪研修事業
大阪府の友好交流都市であるフランス、ヴァルドワーズ県のエセック
経済商科大学院大学生の来阪研修事業は（公財）枚方市文化国際財団と
連携して実施しており、今年度は６月２８日に９名の学生たちが関空に
到着し、始まりました。
７月１日午前中に、大阪府の国際交流監を表敬訪問し、成長産業振興室
特区推進グループによる国際戦略総合特区の概要説明を受けました。その後、
グランフロント大阪に向かい、パナソニックセンターやＴＭＯ、大阪イノ
ベーションハブの説明を受け、見学を行いました。
盛りだくさんのプログラムを終え、７月１２日には閉講式、さよならパーティが
取り行われ、学生たちはそれぞれのインターンシップを受ける企業へと向かいました
。
■ 大阪府海外移住家族会総会・講演会
大阪府海外移住家族会では、6月5日（水）マイドームおおさかにおいて
平成25年度総会・講演会を開催し、18名が出席しました。
総会では、まず来賓としてご出席いただいた、JICA関西及び大阪府から
ご挨拶をいただき、松井大阪府知事並びに海外日系人協会の田中理事長からの
お祝いのメッセージが披露された後、議事に入りました。

議事では昨年度の事業報告と決算、今年度の事業計画及び予算などが議論され
いずれも承認・決定されました。
講演会では、大阪大学コミュニケーションデザイン・センター所属で、
ポルトガル語圏文学・文化・宗教・民俗学を専門とされている 林田雅至 教授を
講師としてお招きし、「中南米とのこれまでの関わり」と題しご講演を頂きました。
近年は日本における日系ブラジル人の社会問題また医療通訳や災害時の外国人支援に
も
深く関わられており、多岐にわたる研究や課題をお話し頂き、非常に興味深い有意義
な
講演会となりました。
総会・講演会終了後には交流会が行われ、それぞれ近況報告に話がはずみ、
『拓魂』『がんばれ二世』など移住者の思いを表した曲の合唱で、交流を深めました
。
■ 大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業研修生決定
平成２５年度大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業研修生選考委員会を
６月１９日（水）開催し、本年度の研修生を下表のとおり、8か国8名の方に
決定いたしました。
【出 身 国】
イラン
インド
インドネシア
スリランカ
タイ
中国
ネパール
フィリピン

【職 業】
建築家
大学院生
大学院生
大学院生
建築家
建築家
大学院生
ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾅｰ

【専 門】
建築
都市デザイン
建築
建築
建築・デザイン＆創作
建築
都市設計
ｲﾝﾃﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝ

■ 留学生等のための総合防災訓練
大阪府堺留学生会館オリオン寮にて、6月29日（土）留学生20名、
ボランティア16名、府・市町村スタッフ等7名の他、講師、
運営スタッフを含め総勢65名の参加を得て「留学生等のための
総合防災訓練」を実施しました。
この訓練は、大阪が大規模な地震に襲われたことを想定し、地震等の
経験があまりない留学生等を対象とした避難所体験と災害時外国人支援に
取り組むボランティア等を対象とした多言語支援センター設置訓練を
並行して実施しました。
避難所体験では、会議室にブルーシートを敷き留学生等がその上に座り、
大規模な震災のＤＶＤを見て、震災時どうすれば身の安全が守れるか、
避難所に無事辿り着いたらどうすれば良いかなどの話合いを行い、昼食には
非常食を体験してもらいました。昼からは、避難所に巡回に訪れたボランティアに
対し、被災者役として色々な質問をしてもらいました。
また、北堺警察署から防犯指導、堺北消防署からは119番通報の仕方や消火器の
使い方、ＡＥＤを使った心肺蘇生方法などの救命救急指導もしていただきました。
多言語支援センター設置訓練では、避難所に避難している外国人の状況把握や
災害対策本部から流れてくる沢山の災害情報の中から被災者にとって特に必要な
情報を選別し、多言語に翻訳し、避難所を巡回して被災者に届け、相談に応ずる
訓練を行いました。日本人ボランティアに交じって留学生も頑張っていました。
「今まで防災訓練を受けたことがないから、勉強になり、楽しかった」などの
感想をいただきました。
ＯＦＩＸでは今後とも災害時の外国人支援事業を引き続き実施する予定です。
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【02】特集 法律問題
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■ 外国人を取り巻く法律問題
大阪弁護士会

越 尾

邦 仁

近年、グローバル化といわれるように、ヒト・モノ・カネの国際的な動きが著しく
なってきています。こうした国際的な動きに伴い、外国人が仕事や留学で来日したり
、
日本人等と結婚して日本に定住したりすることも多数見られるようになりました。
このように、外国人が日本で生活する機会が多くなったことによって、外国人を
取り巻く法律問題も増加してきています。
外国人労働者の労働災害や外国人研修生・技能実習生に対する人権侵害の問題など
の
労働問題や、外国人による刑事事件などがマスコミ等で取り上げられる機会も多くな
り
ました。国際結婚に伴い、外国の法律が関係する結婚や離婚、親権の問題、相続の

問題等々のいわゆる渉外家事事件についても沢山の相談が来るようになっています。
外国人を取り巻く法律問題は多様化する傾向にありますが、特に外国人にとって最も
関心のある法律問題は、日本での在留を巡る問題だと思われます。
外国人の場合、些細な手続の間違いから日本に滞在することができなくなったり、
日本への入国が拒否されたりすることがあります。日本に入国や滞在ができるかどう
かは、
仕事や学業等の継続だけでなく、その外国人の家族にも重大な影響を及ぼす問題です
。
特に、入管法が改正されてから、改正法の問題点もクローズアップされてきていま
す。
（入管法改正については、本ニュース４８号に詳述されていますのでご参照ください。
）
例えば、「みなし再入国制度」（出国後１年以内に日本に再入国する場合は、原則と
して
再入国許可を受ける必要がなくなるもの。）について、日本を出国するときに出国カ
ードの
「みなし再入国制度」欄にチェックをするのを忘れたために、再入国を拒否された事例
の
相談が何件かあります。
また、「在留カード」制度が導入されたため、在留カードを交付されない非正規滞在
者の
児童が、地方自治体の誤解で就学できないなどと言われたり、住民サービスを受けられ
ないと
言われるケースもあります。
また、私が受ける相談で多いのが、オーバーステイ等で退去強制令書が出されて入管
に
収容されている方が、日本人等と結婚しているとか、これから結婚しようとしていると
かの
事情があって、自国に帰るわけにはいかないという方です。
退去強制令書が出る前であれば、入管の退去強制手続き（在留特別許可を求める手続
き）に
代理人として関わって意見書を提出したり、口頭審理で意見を述べたりしますが、在留
特別
許可をされなかったためにすでに退去強制令書が出ている場合には、退去強制令書発布
処分
及び在留特別許可をしなかった処分の取り消しの裁判をすることになります。この裁判
は、
国を相手にする行政訴訟というもので、勝訴判決を受けるのは極めて困難です。しかし
、
どうしても日本で生活したいというご夫婦がともに頑張る気があれば、裁判をやってい
る
あいだに仮放免で収容施設から出られますので、真実ご夫婦であればお子さんができた
り
すると事情が変わったということで再度在留特別許可を求めて許可される可能性もあり
ます。
また、外国人が日本に定住するようになったことで、外国人と日本人夫婦の離婚や
外国人同士の夫婦の離婚の相談も多数受けています。
大阪弁護士会では、毎週金曜日 午後１時から午後４時まで、通訳人同席の外国人の
方に
対する法律相談（法テラス指定相談場所）を行っています
相談場所は大阪弁護士会館で、事前に予約が必要です。予約電話番号は06-6364-1248
で、
相談料は、資力が一定額以上の方については３０分あたり５，２５０円（通訳付きは６
０分）、
資力が一定額以下の方は無料になります。資力要件については予約時にお問い合わせ
ください。
また、大阪弁護士会では、毎月第2・4金曜日 正午から午後5時まで、外国人の人権
電話相談も実施しています。相談電話番号は06-6364-6251で、無料です。電話相談は
基本的には日本語での対応となりますが、必要な時は外国語ができる弁護士の連絡先を
お教えして、再度そちらに電話をかけてもらうこともあります。また、入管の収容施設
等
に収容されている方に関しては、電話相談だけでは対応できない場合、弁護士が収容施
設
まで出張して 詳しい相談を聞くこともできます。
外国人の法律問題も、弁護士に相談をされれば良い結果が得られる可能性が高いです
ので、
早期に相談されるようお願いします。
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■ 住民基本台帳カード
現在、中長期在留の外国人の方には写真付きの「在留カード」が交付されて
いますが、これは入国管理局より交付されているものです。これとは別に、
任意で申請できる「住民基本台帳カード（住基カード）」が今年の7月8日から、

外国人の方にも交付されるようになりました。昨年7月9日には外国人登録制度が
廃止され、外国人の方も日本人と同様、住民基本台帳法の適用対象に加えられて
います。この「住基カード」は写真付きと写真無の2種類があります。このカードを
取得すると、ア．転出届を郵送等で行うことができる、イ．一部の市区町村では、
コンビニなどで証明書の交付など市区町村が行うサービスが受けられるようになる、
ウ．写真付き住基カードは本人確認書類として、公的な身分証明に利用できるなど、
便利な点もあります。ただし、このカードを取得するには原則手数料がかかります。
また、中長期在留者の場合は、カードの有効期間が在留期間の満了日までとなります
。
【大阪府外国人情報コーナー】
対応時間：9時から5時30分（月曜から金曜）
相談直通電話：06-6941-2297
対応言語：英語、韓国・朝鮮語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、
タイ語、フィリピン語、ベトナム語、日本語
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【04】ＯＦＩＸ国際交流員レポート
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■ いいプレゼンの仕方１：パワーポイントの使い方
皆さん、こんにちは。ＯＦＩＸ国際交流員のアルビンです。フィリピンに
行く計画をした人、あるいはしている人はいますか。今はもう雨季なので、
雨が多いと思いますが、ぜひ遊びに行ってください。さて、今回はちょっと
珍しいトピックにしました：「いいプレゼンの仕方」。学生や仕事でプレゼンを
する人にとっては、役に立つ情報だと思います。
最近いいプレゼンの仕方について講演するように依頼されています。それは
多くの人はプレゼンの仕方がよくわかっていないからです。今まで多くのプレゼンを
見てきましたが、本当にいいプレゼンと言えるものは数少ないです。では、どこが
いけないでしょうか。今回はプレゼンをする時によく使われるパワーポイントの
間違った使い方についてお話します。
一つ多くの人が犯している間違いはパワーポイントのスライドにぎっしり文章を
書き込んでいることです。そして、だいたい言っていることは見せているスライド
そのままの場合も多いです。こんなことをするなら、もう発表をしないでスライドに
書いたものを印刷して、観客に渡して「読んで下さい」と言った方がいいです。
では、どうすればいいでしょうか。重要な単語・フレーズだけを書けばいいのです。
パワーポイントの役割は覚えなければいけないことをより印象的に、想像しにくい
ものをはっきり分かるように助けるものです。それから、写真やイメージなどの方が
すぐ覚えるので、文字よりは写真やイメージなどを使った方がいいです。
もう一つよくある間違いは全ての情報を同時に見せることです。全部の情報を
見せると、聞いている人はだいたい次に何が言われるのはもう分かってしまいます。
本や映画と同じで終わり方が分かってしまえばつまらないです。それから、情報が
ありすぎて分かりにくい時もあります。写真や絵などが文字と一緒にある時は特に
脳に負担をかけます。脳は二つのことをやろうとしています：絵を見ることと
文字を読むことです。これは研究されたもので、もう証明されています。
パワーポイントには「アニメーション」機能があって、この「アニメーション」
機能を利用して、その時に必要な物だけを見せ、強調したいものを見せ、消したい
ものを消し、動かしたいものを動かすことができます。
パワーポイントの使い方をよくすれば、プレゼンはだいぶ変わります。使い方は
難しいものではないので、よくわからなかったら勉強してみてください。
パワーポイント以外のプレゼン用ソフトもあるので、自分に合ったものを使ってくだ
さい。
次回は発表の仕方について話します。
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★大阪府メ-ルマガジン情報★
『ＧＥＯ（Global E-net Osaka）』
大阪で開催されるイベント・大阪の名所・大阪に関する豆知識等を紹介する
メ-ルマガジンです！
⇒ http://www.pref.osaka.jp/kokusai/geo/index.html
★その他の募集・お知らせ★
※イベントカレンダ-：国際交流に関するイベント情報を紹介しています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi/calender.cgi
※イベントカレンダ-への情報提供をお待ちしています。
⇒
http://www.ofix.or.jp/cgi/event.cgi

※国際理解学習の授業（小中高）に国際交流員や留学生等を派遣します。
⇒
http://www.ofix.or.jp/jigyou/index2.html
※OFIXボランティアの登録制度のご紹介
⇒
http://www.ofix.or.jp/boran/index3_1.html
※OFIX賛助会員の募集及びご寄付のお願い。
⇒
http://www.ofix.or.jp/ofix/index4_1.html
====================================================================
≫≫ OFIXニュ-スについてのご意見、ご感想はこちら
⇒ info@ofix.or.jp
≫≫ 大阪国際クラブの会員の皆様からの海外情報（レポ-ト）はこちら
⇒ clubnews@ofix.or.jp
≫≫ 配信中止、配信先変更はこちら
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/index.html#japanese
≫≫「OFIXニュ-ス」印刷版はこちら ※写真入りで内容も詳細に。
⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber/mail_japanese_no60.pdf
≫≫ バックナンバ⇒ http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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