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（１）事業報告
■ 在関西総領事館と連携した防災ワークショップ
当財団では近畿の府県・政令都市で構成する近畿地域国際
化協会連絡協議会の共催を得て、１１月１９日（火）に、在
関西総領事館関係者、外務省大阪分室、法務省大阪入国管理
局、近畿各府県・政令市及び国際交流協会の担当者５９名が
一堂に会して「在関西総領事館と連携した防災ワークショッ
プ」をマイドームおおさかにて開催しました。
まず、英国総領事館とフィリピン総領事館から「防災にお
ける取組」についての講演、そして神戸市から「災害時の外
国人住民対応並びに在
外公館対応」についての
事例報告を行っていた
だき、最後に意見交換を
行いました。
折りしもスーパー台
風ハイアンがフィリピ
ンのレイテ島を襲った
直後であったため、会場は熱気にあふれる議論が展開されま
した。
意見交換で寄せられた主な意見をご紹介します。
Q 南海トラフ地震が起きた場合の被害想定を教えてほしい。
また、災害時の緊急速報メールを他言語で受信することは
できるのか？（インド総領事館）
A 被害想定に関しては国が発表している。兵庫県に関して
は今現在計算中である。緊急速報メールについては、兵庫

防災ネットで事前に言語を選択しておくと、その言語での
メールを受信できる。
（神戸市）
A 被害想定や災害情報は大阪府のホームページに連載して
おり、今年度中には次期防災計画を発表する予定である。
また防災情報のホームページも現在日本語のみなので、多
言語化していきたい。
（大阪府危機管理室）
Q 日本に暮らす英国人、その他旅行やビジネスでの訪日者
の災害時の安否確認はどのように対応すればよいのか。
（英国総領事館）
A 東日本大震災を例に挙げれば、各自治体での対応は難し
いため、東京の大使館等に自国民の安否に関する照会が取
りまとめられ、そこから外務省そして警察に安否確認の照
会がなされた。今後は災害の規模にもよるが即急に大阪分
室からも情報を発信できるような制度に変えていく検討の
余地がある。
（外務省 大阪分室）
Q 日本の情報公開法はプライバシー保護の観点から制限が
強すぎる。アメリカのように緊急時の安否確認の場合は、
こうした制限を撤廃するような制度改正が必要と思う。
（アメリカ総領事館）
今回のこうした議論をふまえ、近畿地域国際化協会連絡協
議会において、防災ワークショップの進め方等について検討
を行っていきたいと思います。

■ ボランティアコーディネート研修
当財団では今年度から、外国人支援に関わる担当者間のネ
ットワークの構築や、ボランティアの育成・派遣制度の検討
等を目的として、大阪府内市町村及び地域国際交流協会担当
者を対象とした『ボランティアコーディネート研修』を実施
しています。
10 月 24 日に開催した第 1 回目の研修には、15 名の市
町村・協会担当者の方々にご参加いただき、現状における語
学ボランティアの研修や登録・派遣制度などの問題点につい

て参加者全員から報告の後、コミュニティ通訳ボランティア
～資質に関する面接ガイド～の活用方法を紹介いたしました。
また来年 2 月に開催を予定している第 2 回研修では、コ
ミュニティ通訳・翻訳ボランティアの語学スキル評価につい
て、意見交換等をする予定です。
今後も当財団では担当者の方々からのご意見や希望等を参
考に、府全域での多言語支援体制づくりの推進を目指し、ボ
ランティアコーディネート研修を実施してまいります。

■ 大阪府海外短期建築・芸術研修生招聘事業
今年で 21 回目を迎える大阪府海外短期建築・芸術研修生
招聘事業ではアジアの 8 カ国から建築・芸術を専門とする
8 名の研修生を迎え、9 月 26 日からの約 1 カ月の研修を実
施しました。
10 月23 日にはすべてのプログラムを終了し、
全員無事帰国し終了いたしました。
当事業は安藤忠雄氏の寄付金と、当事業の趣旨に賛同され
た企業の協賛金をもとに OFIX が毎年実施しており、アジア
の若者に日本の建築や芸術等を学ぶ機会を提供することによ
り日本文化等に対する理解と関心を深め、母国の建築・芸術
の発展に寄与することを目的としています。
（株）大林組、
（株）錢高組、大和ハウス工業（株）及び（株）
竹中工務店での 12 日間に渡る企業研修では、最新技術の説
明、工事現場視察や設計部でのデザインワークなど各社様々
な研修内容のもと、熱心なご指導をいただきました。
安藤忠雄氏への表敬訪問は、研修生にとって一生の思い出
となる素晴ら
しい機会でし
た。司馬遼太
郎記念館等府
内安藤氏設計
建築物視察及
び淡路島夢舞
台・本福寺見
学では安藤事
務所のスタッ
（淡路島 本福寺にて）
フの方にご同
行頂き、
安藤建築について深く学ぶ貴重な経験となりました。
また、専門分野である建築については、
「持続可能な地球環
境における建築の再建と保存」
「デザイナーの責任：自然と人
の共生」をテーマにプレゼンテーションを行い、活発な意見
交換とアカデミックな討論が行われました。さらに、大阪府
立大学及び
神戸芸術工
科大学の学
生との交流
事業や、1
泊 2 日の
ホームステ
イでは、将
来につなが

る人脈と多くの思い出をつくることができました。
約一カ月間の本事業では多くの方々にご協力いただき、研
修生も建築だけでなく人情味あふれる大阪の文化や人に触れ
多くを学ぶ機会となりました。
◆ 帰国した研修生に研修についてのＥメールインタビュー
を実施しましたので、代表的な回答をご紹介します。
Ｑ 大阪の印象について教えてください。
あなたの街との違い
は何ですか？
Ａ 大阪の人々はフレンドリーで、
街は清潔で安全だと感じま
した。
Ａ 交通機関はとても便利で、
洗練された建築技術や高度に発
達した道路網は私の街では見られないものです。
Ｑ 企業研修はどうでしたか？また何を学びましたか？
Ａ プロジェクトをどう進めていくかという一連の流れにつ
いて学び、
スタッフの方の仕事に対する勤勉さそして責任
感には感銘を受けました。
Ａ 建築現場視察や講義に加え、
ある大学を再デザインするプ
ロジェクトに取り組みました。
社内では誰もが熱心にどん
なに難解な仕事にも全力で取り組んでおられたのが印象
に残っています。
Ｑ 安藤プログラムでの一番の思い出は何ですか？
Ａ 安藤先生にお会いし、
世界の建築や生き方についてのお話
しが聞けたことです。
Ａ 大阪での長期滞在を通し、
日本の生活習慣や文化について
深く学び、理解することができたことです。
Ａ 建築だけでなく、日本の生活を体験できたことです。毎朝
目覚めるとまるで日本人の一人として生活しているよう
な気がしました。
Ｑ これからのキャリアプランについて教えてください。
Ａ 今現在大学の研究室で伝統的な漁村住宅の研究をしてい
ますが、将来は教師になり、自分の経験や知識を伝えたい
です。
Ａ 将来は自身の倫理観やアイデアを活かせる自分の建築事
務所を立ち上げたいです。

（大阪府立大学 英語プロジェクトの様子）
）
◆研修生一覧
氏
名
ウタミ アディンダ シ ピナスティ レトノ
リラームバニック カージビット
サルクラン プリヤンカ
ケー シー アピル
クプクピン グレンダ
カルナナヤケ スランガ
ミャオ ティン
ゴジン サラ

出 身 国
インドネシア
タイ
インド
ネパール
フィリピン
スリランカ
中国
イラン

研修先企業
大林組
大林組
錢高組
錢高組
大和ハウス工業
大和ハウス工業
竹中工務店
竹中工務店

■ ベトナム・インドネシア学生交流事業
大阪府国際化戦略実行委員会が、昨年度から実施している大阪府国際化戦略アクションプログラム大阪留学プロモーション
事業「JAPAN OSAKA 留学＆就職フェア」に、大阪府国際交流財団として「ベトナム・インドネシア学生交流事業」を
実施し、フェアに参加しました。交流事業に参加した交流生達は、9 月 21、22 日のインドネシア（ジャカルタ）フェア、
11 月 3、4 日のベトナム（ホーチミン）フェアに向けて、春から企画、準備を進めてきました。各国のフェアで交流生達は、
大阪の魅力や日本での留学生活体験談についてプレゼンテーションを行ったほか、大阪の魅力や日本での留学生活の紹介資料
の展示のほかセミナーを実施しました。また留学相談コーナーでは日本への留学を希望する現地の学生からの質問に答えまし
た。
◆ インドネシア（ジャカルタ）フェアに参加して
大阪大学 外国語学部 4 年 伊藤 延繁
インドネシア語を専攻する学生としてこの事業に参加でき
たことを大変光栄に感じています。現地におけるプロモーシ

（インドネシアフェアでのプレゼンテーション）
ョンでは、インドネシアの学生の熱意や彼らの国民性とも言
える明るさを肌で感じることができました。同時に、学生の
受け入れ先としての大阪の魅力を再認識することができまし
た。当初は自らも懐疑的ではありましたが、今は大阪とイン
ドネシアの学生の潜在的な相性に疑問はありません。今後も
機会があれば、
大阪とインドネシアの関係がより深まるよう、
自分なりの役割を果たせたらと考えています。

（インドネシアフェアでのセミナー）

◆ ベトナム（ホーチミン）フェアに参加して
大阪府立大学 大学院 理学系研究科 修士 2 年
山本 隆也
今回の学生交流事業を通して感じたことがたくさんあり
ます。特に感じたことは、他の人、他国の人と協力・協調
しながら一つの仕事を進めていくことの難しさと面白さで
す。交流
生は数か
月間、今
回の交流
事業の資
料作成な
どの準備
を進めて
きました。
その過程
（ベトナムフェアでのパネルトーク）
において、
互いに連
絡を取り合ったり、作業を分担することが時に困難なこと
もありましたが、全員でアイデアを出し合って、一つのも
のを作り上げる作業は創造的でとても面白いものでもあり
ました。
大阪府立大学 工学部 電気情報システム工学科 博士 3 年
レ バ ルアン
私は、昔からベトナムと日本をつなぐ架け橋になりたいと
思っていました。今回、それを叶える素晴らしい機会を得る
ことができました。ベトナム
でのフェアの間、関係者のご
協力を得て、山本さんと私は
円滑にフェアの活動ができま
した。今回のフェアで大阪の
人々や生活についてベトナム
の学生に初めて紹介しました。
多くの学生が、大阪で研究や
仕事がしたいと考えている事
を知り、私は感嘆しました。
そういった学生に対してとて
も有益な情報を発信できたと
感じました。
（ベトナムフェアでのプレゼンテーション）

（２）大阪府外国人情報コーナー
■ 永住許可に関して
大阪府外国人情報コーナーには日本での永住を希望される

者及び特別永住者の配偶者や実子等の場合、２）
「定住者」の

外国人の方から、
「永住許可」の申請に関するご相談が多く寄

場合、３）難民の認定を受けている場合、４）日本の国に貢

せられます。永住許可を望まれる理由や背景は様々ですが、

献があると認められる場合、このような場合は一定の要件が

この許可が認められると、在留資格を更新しなくても日本に

合致すると 10 年の継続した在留歴がなくても許可されるこ

継続して住むことができるだけでなく、日本での活動に制限

とがあります。

がなくなります。また、身分が安定するために商取引や金融
機関からの融資を受ける際も信頼が得やすくなります。永住
許可が認められるための要件が入国管理局のホームページに
「永住許可に関するガイドライン」
として公開されています。
その中で、
「居住要件」として原則 10 年の在留が求められ
ていますが、次のような特例もあります。１）日本人、永住

【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

（３）ＯＦＩＸ国際交流員レポート
■ 進み続けるフィリピン人
皆さん、こんにちは。OFIX 国際交流員のアルビンです。

た時には私たちもできるかぎりの支援を約束します。

皆さんはお元気でしょうか。最近寒くなって来ているので、
風邪をひかないよう気をつけて下さい。

確かに被害を受けたフィリピン人達は多くの人が想像も
できない苦労をしています。ニュースでもよく取り上げられ

フィリピンと言えば最近一番話題になっているのは台風

ているし、新聞やネットでもよく出ています。被災地の写真

３０号による災害です。今年最大の台風がフィリピンを直撃

もたくさん出ています。しかし、一つ注目してほしいことが

して大きな被害をもたらしました。最も被害を受けたのはレ

あります。それはこの大変な状況に置かれていても、フィリ

イテ島、セブ島辺りの地域で、被害を受けた地域に住んでい

ピン人は立って前に進みます。CNN のアンダーソン・クー

る友だちがいます。その友だちの話によると家族は無事です

パー アンカーマンが現地取材で、
自分の目でみたフィリピン

が、他の人々は地獄のような生活を送っているそうです。全

人をこのように語っています。

部失って、住む所もなく、ご飯も水もありません。大震災を

「フィリピンにいる多くの方々は砕かれて人生のかけらを

経験された方々なら、被害を受けたフィリピン人の気持ちを

拾い、亡くなられた友人と愛するものたちを置いて進まなけ

理解してもらえると思います。

ればなりません。これらの辛い日々の中にあってもあきらめ

様々な国々からご支援をいただいています。日本からもご

たことはありません。彼らの強さは凄まじいです。
」

支援をいただいています。この場をお借りして、フィリピン

そうです。それがフィリピン人です。どんなことがあって

国民として感謝を申し上げたいと思います。フィリピンへ支

も、必ず前に進みます。進まなければなりません。そして、

援活動に行って下さったお医者さんたち、自衛隊の皆様、ボ

再び笑います。しかし、このように前向きな姿勢でいられる

ランティアの皆様方、
及び義援金に募金をして下さった方々、

のは、今まで支援して下さった、そして、これからも支援し

団体・企業関係者の方々、ありがとうございます。

て下さる皆さんのおかげです。
どうもありがとうございます。

フィリピン国民はけっして忘れません。日本がピンチになっ

◎ OFIX ニュー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レポートはこちら clubnews@ofix.or.jp
◎ バックナンバーはこちら http://www.ofix.or.jp/mail/backnumber.html#japanese
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