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本日は よろしく 
お願い いたします 



自己紹介① 経歴と予定（概要） 

2007年 小平市役所入庁 高齢者福祉課 
2010年 中央公民館 
2012年 社会教育主事取得 
2015年 東京都オリンピック・ 
    パラリンピック準備局 
2017年 文化スポーツ課 
2019年 小平市役所退職 
2019年 東京2020オリンピック・ 
    パラリンピック組織委員会へ転職 
2021年 組織委員会退職・起業予定 



① 「オリ･パラって？」の解消 自己紹介② 経歴(詳細） 

２００７年  入庁 高齢者福祉課にて高齢クラブ等を担当。月２～3回のイベント経験を積む。 

２０１０年 小平市中央公民館にて約800コマの事業を担当。社会教育主事資格取得。 
国立教育政策研究所講師や公民館活動をテーマとした講演、専門誌への執筆
など、全国的に注目を受ける。 

２０１５年 東京都オリンピック・パラリンピック準備局に派遣。多言語対応を担当。 
小売業界の多言語対応プロジェクトチーム発足。 
やさしい日本語の普及（多言語対応・ＩＣＴ化推進フォーラムや多言語対応協議
会ポータルサイト）。ＶｏｉｃｅＴｒａをはじめとするＩＣＴ普及等に取り組む。 

２０１６年 リオデジャネイロ２０１６パラリンピック視察。約400人の外国人と交流。 

２０１７年 小平市文化スポーツ課にて東京2020オリンピック・パラリンピック事業、文化
振興、多文化共生・観光まちづくりなどに取り組む。また、プライベートの領域に
て、東京2020大会に向けた地域活性化をテーマとした各地での講演や専門誌
『社会教育』への連載（現在41回）に取り組み、全国的に注目を受ける。 

２０１８年  平昌２０１８パラリンピック視察。全米で最も住みたいまち１位のオレゴン州ポー
トランド市視察。 
「やさしい日本語」と「VoiceTra」を全国で初めて掛け合わせた取組等を実施。 
東京都、内閣官房などに注目され、総務省・厚生労働省にて講演し、国策化。 



自己紹介③ 東京2020大会との関わり 

都職員２年（２０15年度～ ２０16年度） 

組織委2年目（２０1９年8月～ ２０２１年） 

市職員２年５か月（２０1６年度～ ２０1９年8月） 

連載        ４２か月目（２０1７年度～ ２０２０年度） 

講演        ６年目（２０1５年度～） 



自己紹介④ 東京2020大会への思い 

まちづくりの 
最大のチャンス 

 
自分が成長するための 
最高の学び場 



講座・ＷＳコマ数 …１５００コマ以上 

知り合った方々 …６０００人以上 

会の立上げ・PJT化・ネットワーク化…３１団体 

視察受入 …１０数回 

講演 …８０回くらい？ 

論文・対談等（専門誌掲載） …５５回以上 

新聞、団体会報誌掲載 …約５０回 

学校関係のコーディネート事例 …約３０件 

その他のコーディネート事例 …？？？回 

自己紹介⑤ 公務員時代の実績 



 



 

JAPAN SOCIAL EDUCATION AWARDS 2018 

最多得票でイノベーション賞 受賞 



JAPAN SOCIAL EDUCATION AWARDS 2018 

得票２位でグッド・アーティクル賞 受賞 



 



 



すべては 
市民のために 
社会のために 



 

 
本研修の目的 

 

Ｄ＆Ｉな地域社会を支える 
だれでもできる 

コミュニケーション手段を 
みんなで広げよう 



 
 
 
 
 

インターカルチュラルシティ

静岡県浜松市 
と 

多言語対応 

Introduction 



No.1 
浜松市の日本人人口 

2014年10月1日～2019年10月1日 「人口・世帯数の概要」より 

820317 
818375 

816490 

812888 
810642 

20875 808249 
807199 

804110 
805110 

795000

800000

805000

810000

815000

820000

825000

2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 

日本人 
日本人 



No.1 
浜松市の外国人人口 

2010年10月1日～2019年10月1日 「人口・世帯数の概要」より 

⇒４年間で４４００人増↑ 
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No.1 
浜松市の外国人比率 

2010年10月1日～2019年10月1日 「人口・世帯数の概要」より算出 

⇒３０人に１人は外国籍の方 
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No.1 

   市 日本人 外国人 比率 

新宿区 347,398 43,068 12.40% 

八王子 577,560 13,120 2.27% 

福生市 57,527 3,726 6.48% 

小平市 196,137 5,291 2.70% 

名古屋市 2,327,557 87,090 3.74% 

浜松市 805,110 25,275 3.14% 

全国 127,138,033 2,933,173 2.31% 

他地域との比較 
2019年12月末 データ 

⇒約100人に1人は浜松市の外国人 



① 「オリ･パラって？」の解消 浜松市に暮らす外国人 
国 人数 公用語 

 ブラジル 9,321  ポルトガル語 

 フィリピン 3,829  
フィリピン語 

英語 

 中国・台湾 2,683  中国語 

 ベトナム 2,619  ベトナム語 

 ペルー 1,725  スペイン語 

 韓国又は朝鮮 1,270  ハングル 

 インドネシア  899  インドネシア語 

 インド  314  
ヒンディー語 

英語 

 ネパール  260  ネパール語 

タイ  230  タイ語 

 米国  153  英語 

国籍別外国人数 
平成30年12月31日現在より 89の国と地域の外国人が暮らすまち 

国 人数 公用語 

マレーシア  92  マレー語 

バングラデシュ  90  ベンガル語 

スリランカ  89  シンハラ語、タミル語 

パキスタン  87  ウルドゥー語、英語 

ミャンマー  77  ビルマ語 

パラグアイ  52  
スペイン語 

グアラニー語 

英国  51  英語 

カンボジア  45  クメール語 

カナダ  42  英語、仏語 

ボリビア  32  
スペイン語 

その他３６言語 

アルゼンチン  29  スペイン語 

・・・  



８９の国と地域から来た外国人 

① 「オリ･パラって？」の解消 浜松市に暮らす外国人への言語対応 

同じ地域に暮らす上で、情報提供
やコミュニケ―ションの必要性 

でも、何語で？ 



① 「オリ･パラって？」の解消 多言語対応の種類 



日本語・英語＋ピクトグラム 
その他、必要に応じて、 

中国語・韓国語・その他の言語 

① 「オリ･パラって？」の解消 
多言語対応のルール① 

平成26年 国土交通省 観光庁「観光立国実現に向けた 多言語対応の改善・強化のためのガイドライン」 
東京２０２０オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会「基本的な考え方」より 



日本語・英語＋ピクトグラム 

① 「オリ･パラって？」の解消 多言語対応のルール② 

外国人に伝えるためには、 

① やさしい日本語 

② プレイン・イングリッシュ 

③ ISO/JIS 規格のピクトグラム 



第1項「市町村の区域内に住居を有する者は、
当該市町村及びこれを包括する都道府県の 
住民とする」 
第2項「住民は、法律の定めるところによりて、
その属する普通地方公共団体の役務の提供を
ひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する
義務を負う」  
⇒当該地域の住民に対して、日本人で 
あろうが外国人であろうが、 地方自治体 
は役務の提供をする必要がある。 

① 「オリ･パラって？」の解消 地方自治法10条と地方自治体の役割 



 
 
 
 
 

やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 
の着想 

Programme  1 







JAPAN HOUSEにおいて 

NICTと共に 

VoiceTraのプロモーション 

① 「オリ･パラって？」の解消 リオ2016大会でのVoiceTra体験 









新装ブラジルポルトガル語 

での音声翻訳 

① 「オリ･パラって？」の解消 リオ2016大会でのVoiceTra体験 

約400人の外国人と話す中で、 

VoiceTraとやさしい日本語の 

親和性に気づいた 



① 「オリ･パラって？」の解消 2018年度にリオでの着想を具体化 

２０１８年１０月２０日（土）～２０１９年３月まで （全６コマ） 
対象：２０２０年に向けて取り組む個人または団体 
主催：小平市 

共催：小平市国際交流協会 こだいら観光まちづくり協会 



 
 
 
 
 

「やさしい日本語」 
現状と、その未来 

Programme  2 



日本語初学者にも 

わかりやすいように 

語彙や文法を 

調整した日本語 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」とは 



高台に避難してください。 

→高いところに逃げてください。 

お召し上がりになりますか？ 

→食べますか？ 

定刻10分前に集合して下さい。 

→9時50分に来てください。 
 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の例① 



土足厳禁です。 

→くつを ぬいで ください。 

キャンセルしますか？ 

→やめますか？ 

お買い得です。 

→いつもより 安いです。 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の例② 



駐輪場以外は駐輪禁止です。 

→自転車を 止めるところが   
あります。そこに 自転車を   
止めてください。 

通れないことは ない 

→ 通ることが できます 
 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の例③ 



はっきり言う 
 

さいごまで言う 
 

みじかく言う 

① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語「はさみの法則」 
東京外国語大学荒川洋平教授提唱 



減災のための「やさしい日本語」 

（弘前大学 佐藤和之教授） 

 

平時における情報提供の手段 

（一橋大学 庵功雄教授） 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の主な役割① 

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi/yasashii_nihongo_introduction.pdf
http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi/yasashii_nihongo_introduction.pdf


行政のための「やさしい日本語」 

（横浜市など） 

 

報道における情報提供の手段 

（NHK「NEWS WEB EASY」など） 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の主な役割② 

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi/yasashii_nihongo_introduction.pdf
http://www4414uj.sakura.ne.jp/Yasanichi/yasashii_nihongo_introduction.pdf


① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の発展 

観光ツールとしての 

「やさしい日本語」 

（やさしい日本語ツーリズム研究会） 
 

 

その他にも、小さい子ども、知的障がい者、
聴覚障がい者、高齢者等にも効果あり。 

民間サービスでも活用が目立ってきた。 

http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/kokugo/EJ1a.htm#1


① 「オリ･パラって？」の解消 
2016年8月、福岡県柳川市 

「やさしい日本語ツーリズム」事業と連携 
内閣府地方創生加速化交付金事業 

金子健次柳川市長（左）と、 

戎義俊元台北駐福岡文化弁事処長 

や
さ
し
い
日
本
語
バ
ッ
ジ 

外国人向け 

日本人向け 



やさしい日本語ツーリズム研究会 
代表 吉開 章 氏 





① 「オリ･パラって？」の解消 
多言語対応協議会も多言語対応の 

１手段として「やさしい日本語」に注目 

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/references/easyjpn.html 

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/references/easyjpn.html
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/references/easyjpn.html


① 「オリ･パラって？」の解消 
2016年12月20日「多言語対応･ＩＣＴ化推進フォーラム」
で90分の「やさしい日本語」パネルディスカッション 

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/meeting_05/reference31.pdf 

多 

https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/meeting_05/reference31.pdf
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/meeting_05/reference31.pdf
https://www.2020games.metro.tokyo.jp/multilingual/council/pdf/meeting_05/reference31.pdf


① 「オリ･パラって？」の解消 メディアも「やさしい日本語」に注目 



(1)敬語を使わず短く区切る話し方に 
  慣れるのは簡単ではない！ 

 

(2)相手が本当に理解したかどうか、 
  その場で検証する方法が困難！ 

 

(3)そもそも日本語がゼロの外国人には、 
  「やさしい日本語」でも通じない！ 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」普及の壁 



多言語音声翻訳 

との連携 

① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」の壁を破る 

→音声翻訳に認識されやすい話し方は、 

「やさしい日本語」に通じる部分がある 
 

→日本語が少し話せる人にも、ゼロの人にも 

日本人が「やさしい日本語」を使う意義 



① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」のこれから 

世界と交流するために 
日本人が 

心得るべき話し方 

多少日本語を話す外国人のために、 
一部の日本人が必要に応じて心得る話し方 

多言語音声翻訳 

の発展 

在住外国人・ 
訪日外国人の増加 

言葉の壁は乗り越えて 
当たり前の時代 



やさしい日本語
は難しい！！ 



① 「オリ･パラって？」の解消 「やさしい日本語」は難しい！？ 

さらに、身ぶり・手ぶり、絵や写真、漢字にふり
がなをふる、文字を大きくする、相手にわかりや
すい言葉にするなどのやさしい配慮もGOOD！ 

小さい子ども、高齢の方、知的障がいのある方
などにも分かりやすいやさしいコミュニケーション 

「やさしい」とは 

「易しい」 「優しい」 



 
 
 
 
 

多言語音声翻訳 

Programme  3 



スタッフと 



オリンピアンと 



オリンピアンと 



各国の選手関係者と 



 

各国の選手関係者と 



各国の選手関係者と 



現地の方と 



視察に来ていた学生の方々と 





１ 話しかけたことを翻訳してくれる。 
２ 使い方がわかりやすい。 
３ 翻訳結果が正しいかがわかる。 
４ 世界31言語に対応！ 
５ 無料アプリ 
 









入力 
した文 

翻訳 
結果 

逆翻訳 
結果 

• 31言語間の翻訳、18言語の音声入
力、15言語の音声出力が可能 

• 短文の旅行会話を中心とした生活会
話が得意 

• iOS、Androidのスマートフォンやタブ
レットに対応 

※利用無料、インターネット接続必要 

多言語音声翻訳アプリ 
※情報通信研究機構資料より引用 

NICTの音声翻訳技術を 
実証実験の一環として公開 

サポートサイト 
http://voicetra.nict.go.jp/ 

® 
ボ イ ス ト ラ 

翻訳結果を 
自分の言語 
で確認！ 

15 



VoiceTraをうまく使うコツ 
※情報通信研究機構資料より引用 

 (2)翻訳がうまくいかないとき 

・翻訳がうまくいかなければ、言い方を変える。 

・場所、物の名称、人名など、 

 翻訳できない固有名詞もあります。 

２センチぐらい。 

押したらすぐ話す。 
文章は簡潔に。 

(1)話しかけるとき 

・マイクと口の距離は、2センチぐらい。 

・マイクボタンを押したら、すぐに話し始める。 

・文章は簡潔に、途中で詰まったら最初から。 

最初の声掛けを自分からすると、翻訳機だと分かってもらえます。 

例えば、 
主語や述語を入れる。 

http://voicetra.nict.go.jp/manual.html 「VoiceTraをうまく使うには」 



多言語音声翻訳の位置づけ 
※情報通信研究機構資料より引用 

必要な会話に限定した意思疎通 
（タクシー、ショッピング、病院等） 

指差し会話シート 

直接対話 

人による通訳 

なんとかする 

外国語に堪能になる／ 
堪能な社員を雇う 

通訳者 

片言、身振り・手振り、筆談 

自社の業務に完全に対応 
契約締結、トラブル処理も可能 

状況に応じた柔軟な対応 
コンシェルジュ的な対応 

アプリ・ツールの
利用 

音声翻訳サービス・機器 
旅行会話中心の短い会話 
気づきを伝える／気軽な会話 

最低限の情報伝達 

電話通訳サービス 
２４時間・３６５日対応。 
５言語程度の対応。 

対応手段 解決できる内容 



多言語音声翻訳の短所・長所 
※情報通信研究機構資料より引用 

短所：翻訳精度や使い勝手が発展途
上。あくまで「道具」として、習熟が必要。 
 
長所：気軽に使える。人による通訳と 
比べ、多数の言語に対応可能。 
 
  →多言語音声翻訳を適切な 
  コミュニケーションに組み込む工夫  

       「適材適所」 



国内で最も有名な      世界で最も有名な   ハンディで     国が開発を進める 

ポケトーク         グーグル翻訳     便利なiｌi    ＶｏｉｖｅＴｒａ 

なぜ、ＶｏｉｃｅＴｒａか？ 

          逆翻訳機能 
 

①上段：発話 ②中段：①の翻訳 下段：②の翻訳 

ポイント 



 
 
 
 

事例紹介 
～東京都小平市の取組～ 

Programme  4 



① 「オリ･パラって？」の解消 2018年度にリオでの着想を具体化 

２０１８年１０月２０日（土）～２０１９年３月まで （全６コマ） 
対象：２０２０年に向けて取り組む個人または団体 
主催：小平市 

共催：小平市国際交流協会 こだいら観光まちづくり協会 



① 「オリ･パラって？」の解消 【参考】2018年事業スケジュール 

  
回 
数 

日付 
学習の
形態 テーマ 学習支援者、内容など 

ステップ１ 
  

小平で 
おもてなし 
体験学習 

  

１ 
10/20 

（土） 
講演 

「やさしい日本語」×VoiceTraでおもてなし 

～多言語音声翻訳アプリで外国人と交流しよう～ 

①講演 やさしい日本語ツーリズム研究会  
 事務局長 吉開 章 様（株式会社電通） 
②講演 国立研究開発法人情報通信研究機構 
 先進的音声翻訳研究開発推進センター 企画室 
  藤田 智子 様  
③VoiceTra体験（訪日外国人役を演じる在住外国人 
 １０名との交流） 

２ 
10/27 

（土） 
ＷＳ おもてなし活動の実践に向けて 

第１回目のふりかえりと、次回以降のおもてなし体験に向
けての準備を行いました。グローバルなツールとして
Google®翻訳のアプリの使い方も学びました。 

３ 

11/3 

11/4 
(土・日) 

体験 

11/3「平櫛田中彫刻美術館 秋のお茶会」での 
おもてなし活動の見学 
～昨年度受講者のおもてなし活動を見学しよう～ 

 
11/4「中央公民館サークルフェア」でおもてなし活動 
～外国人の文化体験を案内しよう～ 

２０２０年の文化プログラム会場を想定して、訪日外国人
役を演じる在住外国人が「サークルフェア（サークル体験
会）」を楽しんで回れるよう、受講者がおもてなし体験をし
ました。 
そのために、昨年度の受講者が実践している「やさしい日
本語」を活用した美術館ガイドの見学も行いました。 

４ 

12/15 

12/16 
（土・日） 

体験 
「東京2020オリンピック・パラリンピックを感じるスタンプラリー 
食・農・文化めぐりん小平」文化施設でおもてなしツアー 
（ガスミュージアム、多摩六都科学館、商店街ほか） 

２つの文化施設（観光施設）と商店街において、訪日外国
人役を演じる在住外国人を受講者がおもてなしする体験
学習を行いました。 

ステップ２ 
  

新宿で 
案内体験 

５ 3/17 ＷＳ 
「新宿訪日ゲストヒアリング体験」に向けて 
「ようこそ言葉」を英語・中国語・韓国語で学ぼう  一般社団法人ジャパンショッピングツーリズム協会の学習

支援のもと、実際に新宿などの観光地で訪日外国人との
コミュニケーションを体験学習しました。 

６ 3/23 体験 新宿で訪日ゲストヒアリング体験  

ステップ３ ― 小平でできるおもてなしを考えよう ※活動先の紹介等 ⇒次年度の企画につなげていく 



 



 



 



 



 



 



 



 











＜良かったこと・うまくできたこと＞ 

・意思疎通でき、文化体験を楽しめた 

・外国人1人に対して日本人2人だと助け合える 

・多言語音声翻訳に頼りきらずに気持ちをいれる
とより伝わる 

・難しい言葉は、その意味を説明すると効果的 

・体験的なことは、言語に頼らずに楽しめること 

が多いので仲良くなれた 

・おせっかいくらいの関わり方で良かった 

① 「オリ･パラって？」の解消 【参考】サークルフェアでのふりかえり① 



＜改善できること＞ 

・イベントでおもてなしする時には予習が必要 

・特に2020年の文化プログラムでは、初めて体
験することが多いため、やさ日×多言語音声翻
訳の練習を積んでおくことが大事と痛感した 

・施設の案内とは違ってイベントの案内では格段
に難しいため、よりやさしい日本語を意識して多
言語音声翻訳する必要があった 

・単語でもいいから伝えようとする気持ちが大事 

① 「オリ･パラって？」の解消 サークルフェアでのふりかえり② 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 
 
 
 

練習 
やさしい日本語 

と 
多言語音声翻訳 

Programme  5 



「余震」 
↓ 

あとから 来る 地震 

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「消防車」  
↓ 

火を 消す 車 

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「避難所」 
↓ 

みんなが  
逃げる ところ 

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「炊き出し」 
↓ 

温かい 食べ物を 
作って 配る 

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「飲料水」 
↓ 

飲むことができる 
水 

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「津波」 
↓ 

とても 高い 波  

やさしい日本語への言い換え Lv.1 



「Ｈ３１/3/24」 
↓ 

2019年 3月 24日  

やさしい日本語への書き換え Lv.1 

ねん      がつ          にち 



「救急車」 
↓ 

病気や けがを した
人を 助ける 車  

やさしい日本語への言い換え Lv.2 



「無料給水可」 
↓ 

水を もらうことが 
できます。 

お金は いりません。 

やさしい日本語への書き換え Lv.2 

みず 

かね 



第一位 
 
第二位 
 
第三位 
 
第四位 
 
第五位 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

敬語 相手に応じた使い分け、適切な丁寧さ 

 
文法 主語が不明確、代名詞、二重否定 

 
擬音語・擬態語 ドンドン、ガンガン 

 
曖昧な表現 結構です、大丈夫です 

 
語彙 造語、流行語、赤ちゃん言葉 



第一位 
 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

敬語 相手に応じた使い分け、適切な丁寧さ 



第二位 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

文法 主語が不明確、代名詞、二重否定 

 



第三位 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

擬音語・擬態語 ドンドン、ガンガン 



第四位 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

曖昧な表現 結構です、大丈夫です 



第五位 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

語彙 造語、流行語、赤ちゃん言葉 



その他 
 

在住外国人に聞いた 
「日本語の会話で何が難しい？」 

発音                               慣用句  
アクセント                                      語が不明確、 
例 橋と箸と端                                   代名詞 
                                     
 
 

 
       
 

      方言 
男言葉？女言葉？ 
赤ちゃん言葉？      
地方の方言                 
 
 

 
       
 



第一位 
 
第二位 
 
第三位 
 
第四位 
 
第五位 

【参考】在住外国人に聞いた 
「日本語の読み書きで何が難しい？」 

漢字  
 
敬語 相手に応じた使い分け 

 
カタカナ語 ひらがなとカタカナの使い分け 

 
表記 結構です、大丈夫です 

 
語彙 災害時のことば、四字熟語 



①難しいことばを避け、簡単な語彙を使う  
 （１）小学校中学年レベルで考えましょう 
 （2）方向を表す助詞は「に」ではなく「へ」  
 

②文は余白を空けて区切り、分かち書きにする 
 

③１文を短くして文の構造を簡単にする 
  （1）１文の拍数は最大 48 拍 
  （2）１文の情報量は 3 つまで 
  （3）名詞にかかる節は 2 節まで 
  （4）述部にかかる節は 3 節まで 
 

④「、」や「。」を使ってください 

【参考】やさしい日本語のルール 
（生活情報） 



⑤漢字は量に注意し、ふりがなをふる 
  （1）漢字の数は１文に最大 13 字 
   （2）すべての漢字にふりがなをふる 
⑥外来語を使うときは気をつけてください 
⑦擬態語は、使わない 
⑧動詞を名詞化したものはわかりにくいので、
できるだけ動詞文にしてください 
⑨二重否定の表現は使わない 
⑩曖昧な表現は避ける 
⑪ローマ字は使わない 

【参考】やさしい日本語のルール 
（生活情報） 



⑫重要なことばはそのまま使い、＜＞で言い替える 
⑬文末表現は統一する 
 （1）文体は丁寧語  
 （2）可能は「～することが できます」 不可能は
「～することが できません」 指示は「～して くださ
い」  
⑭時間や年月日の表記はわかりやすくしてください  
（1）時間を表す助詞は記号「～」ではなく「から」  
（2）時間は 12 時間表記  
（3）年月日の表記にはスラッシュを使わない  
（4）西暦で書く 

【参考】やさしい日本語のルール 
（生活情報） 



  趣味はなんですか？  
↓ 

  あなたは なにが 好きですか？ 
  音楽ですか？ スポーツですか？ 
  料理ですか？ 

言い換えチャレンジ① 



この家は新築で、間取りは２ＤＫです。  
↓ 

    この家は 新しいです。 
    部屋が ２つ あります。 
    ご飯を 作るところと  
    ご飯を 食べるところです。 

言い換えチャレンジ② 



大雨の影響で、電車が不通です。  
↓ 

    雨が たくさん ふったため、 
    電車が 止まっています。 

言い換えチャレンジ③ 



本日の16 時から17 時に日本語のすぐ
使える便利な表現を紹介する教室を公民
館で開講します。 

↓ 
公民館で 日本語の 教室が あります。 
便利な表現を 学ぶことが できます。 
教室は、今日の 午後４時から 午後５時 
までです。 

言い換えチャレンジ④ 



「水泳教室」にお申し込みになられた
方には浜松市のプールを無料で使え
る券を市役所から送付されます。 

↓ 
「水泳教室」に 申し込んだ人は、 浜松市
の プールを ただで 使うことが できま
す。ただで プールを 使うことができる券
は 市役所からもらえます。  

言い換えチャレンジ⑤ 



図書館の利用カードを作るときは、申し込み用
紙をもらい、名前・住所・電話番号を書いて、受
付に持って行って ください。  

↓ 
図書館の 利用カードの 作り方を教えます。 
最初に、申し込み用紙を もらいます。 
申し込み用紙に 名前・住所・電話番号を 書き
ます。 
申し込み用紙を 受付に 持って 行きます。 
利用カードを もらうことができます。  

言い換えチャレンジ⑥ 



VoiceTraでいろいろな言い方を 
試してみよう！ 



VoiceTraは進化の途中 



 
 
 
 
 

多言語音声翻訳 
の機能紹介 

Programme  6 





１ 話しかけたことを翻訳してくれる。 
２ 使い方がわかりやすい。 
３ 翻訳結果が正しいかがわかる。 
４ 世界31言語に対応！ 
５ 無料アプリ 
 





（１） 
設定について 



①音量を最大に設定 
 
②画面の明るさを適切に 
 
③電波環境の確認 
 

① 「オリ･パラって？」の解消 デバイスの設定 



（２） 
入力について 



①マイクと口の距離は、 
2センチぐらい。 
②マイクボタンを押したら、 
すぐに話し始める。 
③文章は簡潔に。途中で詰
まったらすぐに最初から。 

① 「オリ･パラって？」の解消 話しかけるとき 



①マイクを手で覆って 
囲いながら話す 
②キーボード 
入力する 
（事前にPC同様 
フルキーボードの 
設定にしておく） 

① 「オリ･パラって？」の解消 周囲がうるさいとき 



①もう一度言い直す 
 

②（少し違う場合） 

  アイコンをタップし 、 

キーボード入力で修正 

① 「オリ･パラって？」の解消 音声入力がうまくいかない時 



①一度に複数の文を話すと、
うまく認識・翻訳することが   
できないので、一文ずつに  
分けて話す。 

②録音中に話していない間
（＝無音）を作らない！ 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく認識されない時は 



③話すスピード は、速すぎず・
遅すぎず 

④多くの固有名詞は翻訳しづ
らいので、極力避けるか、一般
名詞にする。 
※有名・簡単な固有名詞は翻訳可能 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく認識されない時は 



（３） 
翻訳について 



① 敬語を避けよう！ 
  「致しました」 

  「ございます」     

  「～になります」 

  「です」「ます」調で話してください。       
 

 

例 「お釣りになります」 ⇒× 

   「お釣りです」 ⇒〇 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 

ＮＧ！ 



② 主語をしっかりしよう！ 
主語に「あなたは～」や「私が～」を補う 

例 「お腹が痛いの」  

 ⇒「私はお腹が痛いです」 

 ⇒「あなたはお腹が痛いですか？ 」 

例 「今日はどこに行きます？」 

 ⇒「今日、あなたはどこにいきますか？」 

 ⇒「今日、私たちはどこに行きましょうか？」 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



③ 動詞をしっかりしよう！ 

動詞をあいまいにしない 

 

例 「今日はどこに？」 

 ⇒「今日、あなたはどこにいますか？」 

 ⇒「今日、あなたはどこに行きますか？」 

 ⇒「今日、私達はどこに行きましょうか？」 

  

   

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



④ 名詞の使い方を意識しよう！ 

・固有名詞を一般名詞に 

・略語は正式名称に 

・駅名の場合は最後に「～駅」、地名の場
合は最後に「～市」等を加えてみる 

・名前などの固有名詞は、うまく翻訳でき
ないことが多い。 

・日本国内の駅名は、英・中・韓で登録
済。 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



⑤ シンプルな文に努めよう！ 

・修飾部に述語を含めない 
 

例「この次に来る電車に乗ってください」  

⇒「この次の電車に乗ってください」    

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



⑥ （英語以外の言語での場合） 
いったん、英語での翻訳に変えてみる 
 
・英語への翻訳が最も高精度となって
います。 
 
・外国人の多くは、簡単な英語を理解
するので、英語をみてもらう 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



⑦ 同音異義語に気を付ける 
・目的語を入れるパターン 
例 窓口で生産してください。 
 ⇒ 窓口で料金を精算してください。  

 
・言い換えるパターン 
例 電車が不通です。 
 ⇒ 電車が止まっています。 

① 「オリ･パラって？」の解消 うまく翻訳されない時は 



（４） 
ボイストラの
活用について 



① 誤り報告 
翻訳結果や音声認
識、音声合成に間
違いがあった場合
は、ぜひ「誤り報告」
をして、性能向上に
協力しよう！ 

① 「オリ･パラって？」の解消 ボイストラを活用しよう 



② 履歴 
アプリ画面右上の「その他」 
→「履歴」で、これまで翻訳 
した文を全て呼び出し可能。 
よく使う文をあらかじめ翻訳しておき、「履歴」
から呼び出すようにすると便利です。 

① 「オリ･パラって？」の解消 ボイストラを活用しよう 

切り替え 

削除可 



③ 文字サイズ 
パッドだと画面が大きいので 
見やすさを確保できますが、 
スマートフォンの場合は画面が 
小さいので、文字が見づらい場合があります。 
また、長文の際には文字を小さくしないと見え
ないこともあります。 
極力、大きな文字サイズにして、画面に文章が
収まるくらいの分量で発話しましょう。 

① 「オリ･パラって？」の解消 ボイストラを活用しよう 



④ ガイド機能 
相手の言語にて、ボイストラ 
の使い方を説明できる画面 
が４つ用意されているので、 
活用しよう。 
 
あるいは、その詳細は「その他」⇒「使い方」を
活用すると、より伝わります。 

① 「オリ･パラって？」の解消 ボイストラを活用しよう 



 
 
 
 
 

やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 

Programme  8 



①やさしい日本語 

②多言語音声翻訳 

 

それぞれが多言語対応に
欠かせない手段の１つ 

① 「オリ･パラって？」の解消 
もともと異なる脈絡の 
多言語対応の一手段 



① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語×多言語音声翻訳の実用性 

ユーザー やさしい日本語 多言語音声翻訳 

性格 
在住外国人向けの手段 
⇒多文化共生 

訪日外国人向けの手段 
⇒観光・おもてなし 

課題 
日本語を理解しない外国人への
対応ができない 

①翻訳しづらい発話 
②ある程度日本語が分かる外国
人や日本語で話したい外国人の
対応が難しい 

解決方法 多言語音声翻訳の活用 やさしい日本語を学習 

実用性 
訪日外国人対応が可能となる 
⇒観光・おもてなし 

①翻訳効率の向上 
②在住外国人対応が可能となる 
⇒多文化共生 



地域が主体となって、自然、
文化、歴史、産業、人財など、
地域のあらゆる資源を活かす
ことによって、交流を振興し、
活力あふれるまちを実現する
ための活動  

① 「オリ･パラって？」の解消 観光まちづくりとは 



地域における多文化共生とは、 
国籍や民族などの異なる人々が、 
互いの文化的違いを認め合い、 
対等な関係を築こうとしながら、 
地域社会の構成員として 
共に生きてゆくこと 

総務省（2006年） 

① 「オリ･パラって？」の解消 多文化共生とは 



やさしい日本語 

多言語音声翻訳 

 

① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語を広げるということは・・・ 

観光まちづくり 

多文化共生 

の実現への言語的なアプローチ 



いつでも・どこでも・だれでも
学ぶことのできる社会 
※詳細は教育基本法第3条 

① 「オリ･パラって？」の解消 生涯学習社会とは 

やさしい日本語と多言語音声翻訳
は、生涯学習社会の実現への  

言語的なアプローチ 

 



やさしい日本語と多言語音声翻訳で
外国人とコミュニケーションをとれる 
ということが、さまざまな課題解決の

第一歩になるかもしれない 

① 「オリ･パラって？」の解消 その他にも・・・ 

さらに人種・国籍といった多様性
だけでなく、様々な多様性を尊重

し、活かし合える社会へ 



① 「オリ･パラって？」の解消 注目① 多言語対応・ＩＣＴ化推進フォーラム 
※2020年オリンピック・パラリンピック大会に向けた多言語対応協議会ポータルサイトへ掲載 



① 「オリ･パラって？」の解消 注目② beyond2020プログラム認証事例集 
※優良事例として約１００００件の中から選定 



① 「オリ･パラって？」の解消 注目③ 毎日新聞 



① 「オリ･パラって？」の解消 注目④ 総務省での講演 

多文化共生
社会を実現
するために
ＩＣＴにで
きることを
検討する会
議にて注目 



① 「オリ･パラって？」の解消 
注目⑤ 総務省・厚生労働省により 

国策化 



やさしい日本語ユーザー 
⇒多言語音声翻訳ユーザーへ 

① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語×多言語音声翻訳 まとめ① 

多言語音声翻訳ユーザー 
⇒やさしい日本語ユーザーへ 



「観光・おもてなし」 

「多文化共生」 

両側面への寄与 

そして、更なる可能性 

 

① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語×多言語音声翻訳 まとめ② 



だれでも３１言語対応 

① 「オリ･パラって？」の解消 やさしい日本語×多言語音声翻訳 まとめ③ 

多言語対応人口の増大 



やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 
だれでもできる 
多言語対応のうち 
最も効率的手段 

＝ 



やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 
全国各地で 
東京２０２０大会の 
レガシーに！ 

⇒ 

やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 



やさしい日本語ツーリズム研究会 
代表 吉開 章 氏 



You must 

unlearn  

what you 

have learned              

                              





You must 

unlearn  

what you 

have learned              

                              



UNLEARN 

（アンラーン） 
LEARN＝「学ぶ」 

 

では、「学ぶ」の反対とは、 

どういう意味でしょうか？ 



UNLEARN 

とは 

「学びほぐし」 



 
 
 
 
 

世界最大のイベント
から学ぶ 

まちづくりの考え 
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東京2020大会 
 

まちづくり 
を 

推進するチャンス 

＝ 



近年のオリ・パラの 

キーワードは… 



 

レガシー
LEGACY 



ダイバーシティ
DIVERCITY 

＆ 

インクルージョン 
INCLUSION 

 



 
サステナビリティ

SUSTAINABILITY 



①レガシー(遺産)  
 

②ダイバーシティ(多様性) 

 ＆インクルージョン(包摂) 
 

③サステナビリティ 
  (持続可能性) 

 
 

オリンピック・パラリンピックの 
３大キーワード（近年） 



オリ･パラ 
３大キーワードは 

「まちづくり」 
のキーワード 

とも言える 



世界基準の輸入 
 

ローカライズ 
が重要 

東京2020大会等メガイベントの価値 



 
 

長期にわたり継承・享受でき
る、 
大会の社会的・経済的・文化的
恩恵のこと 
 
   
  東京都  

   「２０２０年に向けた東京都の取組－大会後のレガシーを見据えて－」より 

レガシーとは① おおよその定義 



  

顕在化したタイミングで 
タイムリーに仕掛ける 

レガシーとは② メガイベントが顕在化させた課題 
⇒メガイベント以降の社会を見据えたアクションを！ 

例：観光立国！ インバウンド！ 多言語対応！ 
多文化共生！ 共生社会！ ＳＤＧｓ！など 



【参考】レガシー４つの指標 その① 

 広義のレガシー 

東京2020大会を機として地域社会の在り方の見直し 

スポーツ、文化、環境、教育など広範な分野の要素 

さまざまな担い手によるまちづくり 

狭義のレガシー 
交通、インフラの整備、スポーツ振興、
施設の後利用 

大会の成功 
参加者、参加国、新記録、収支その他 

東
京
都 

組
織
委
員
会 

大
会
会
場
都
市 

2020      2070    2120    

政
府 

地
方
自
治
体
・地
域 

組
織
委
員
会 



【参考】レガシー４つの指標 その② 
ハード・ソフト 

大会 ハードレガシー（有形） ソフトレガシー（無形） 

1964 
東京 

・新幹線  
・首都高 
・国立競技場 
・代々木体育館 

・戦後の復興 
・新規ビジネス（警備等） 
・スポーツ振興法 
・ピクトグラム 

1972 
札幌 

・地下鉄 ・地下街 
・道央自動車道 

・ウィンタースポーツの浸
透 

1998 
長野 

・長野新幹線 
・上信越自動車道 

・一校一国運動 
・3.3万人のボランティア 

2020 
東京 

・新国立競技場 
・多言語標識 等々 

・心のバリアフリー 
・観光立国 等々 



【参考】レガシー４つの指標 その③ 
ポジティブ(正)とネガティブ(負) 

ボランティア活動 

国際化 

知名度向上 

交通インフラ 

競技会場 

選手村 

人口流出 

生活圏の変化 

施設維持費 

減価償却費 

有形 無形 

正 

負 



レガシー４つの指標 その④ 
トリガー事業・レガシー事業 

気運醸成事業 

•大会に関する住民
や関係者の認知・関
心・参加を促す取組 

レガシー事業 

•大会を契機に地域
の課題解決や活性
化を進める取組 

例（住民の健康・スポーツ活動） 
◆ オリンピアン講演会 
◆ パラスポーツ体験会 
 
例（インバウンド観光） 
◆ 海外メディア発信 

例（住民の健康・スポーツ活動） 
◆ パラスポーツサークル設立 
 
例（インバウンド観光） 
◆ 観光資源の再発掘・ルート
開発、官民の観光団体設立 





Know Differences, 

Show Differences. 
 

   ちがいを知り、 
   ちがいを示す。 
 

⇒大会成功の原動力としてのＤ＆Ｉ 

東京2020組織委員会のＤ＆Ｉ 
アクションワード 



ダイバーシティ 
  「多様性」 
  「一人ひとりのちがい」 
 

インクルージョン 
  「包摂・包括・包含」 
  「受け入れる・活かす」 

Ｄ＆Ｉとは① 





「多様性」は多岐に渡る！ 
 年齢 
 人種や国籍 
 心身機能 
 性別 
 性的指向 
 性自認 

Ｄ＆Ｉとは② 

宗教・信条          
価値観 
キャリアや経験 
働き方 
企業文化 
ライフスタイルなど 



Ｄ＆Ｉは何のため？ 
 

⇒価値創造に 
つなげるため。 

Ｄ＆Ｉとは③ 



「ちがいを知り、ちがいを示す」、
つまり、互いを理解し、多様性
を尊重するからこそ、個々の 
人財が力を発揮できる。 
 

⇒私たちみんなで実現していく 
これからの日本社会の姿 

Ｄ＆Ｉとは④ 



多様な人々が互いに影響し
合い、異なる価値観や能力
を活かし合うからこそ 
イノベーションを生み出し、
価値創造につなげる 
ことができる。 

Ｄ＆Ｉとは⑤ 



 





 



持続可能性に配慮するとは・・・ 
 

将来世代のニーズに応える能力
を損なうことなく、 
現在世代のニーズ 
を満たすこと 

サステナビリティとは① 



持続可能性は何のため？ 
 

⇒人類と地球の 
存続のため。 

 

サステナビリティとは② 



人類や地球の未来のために 

環境・社会・経済を 

バランスよく考えて 
行動を選択していくこと 

サステナビリティとは③ 



 



 サステナビリティの課題   
 に総合的に取り組む 

 東京2020大会 
 

人類が希求するサステナブル
な社会のモデルを示す 

サステナビリティとは⑤ 



TOKYO2020のHPで調べよう!! 

サステナビリティとは⑥ 



グローバルな情報を 
吸収する力 

 
日本国内の情報を 

集約する力 

東京2020大会のチカラ 



グローバルな基
準、世界の流れ、 
国内の流れの把握 
⇒まちづくりに 
活かすチャンス！ 

東京2020大会のチカラ⇒活用 



メガイベントを活用して 
目指すべきこと 

(メガイベント
以降の) 
まちづくり 



まちづくりを登山に例えると・・・ 

 



Ｄ&Ｉに必要な考え方 
 

学びほぐし 
「今までの知識・経験」と 
「新たな学び得たもの」を 
もとに再構築する考え方 

社会教育の実践からD&Iを考察① 



学びほぐすためには 
 

ワークショップ 
(≒参加体験型学習) 

が有効 

社会教育の実践からD&Iを考察② 



ワークショップにおける 
Ｄ＆Ｉのために… 

 
私たちの意識の変革が

必要 

社会教育の実践からD&Iを考察③ 



やさしい日本語の 
考え方が何より大事 

 
多様性を「共に社会を
作っていくパートナー」
として捉える意識。 

 

社会教育の実践からD&Iを考察④ 



 
 
 
 
 

やさしい日本語 
× 

多言語音声翻訳 
× 

社会教育 
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◆外国人が多い町 
◆日本人・外国人の 
  コミュニケーションに課題あり 
◆公民館にも外国人は来ない 
◆公民館の近くには外国人の 
   専門学校がある 
◆やさしい日本語の芽が出始めた 

① 「オリ･パラって？」の解消 
東京多摩地域１の外国人比率 
福生市での取組事例 背景 



やさしい日本語 
令和元年度福生市公民館松林分館主催 
多文化共生講座（2019年８月３１日 ） 

元 小平市役所職員 萩元 直樹      





令和元年度福生市公民館松林分館主催 
多文化共生講座２日目（2019年9月14日 ） 

元 体 職 員 治 自 



 



 



この日の流れ 
 
ミッション① ５分で10人以上にやさしい
日本語であいさつしよう！ 
 
グループワーク 新聞紙10枚で一番高い
建物をつくろう！  
 
ミッション② 旅行者に話しかけよう！一
期一会のおもてなし 
  
ミッション③ ご近所の在住外国人と仲良
くなろう！ 
  
ミッション④ イベント「だれでもなんでも
展」の招待 
⇒ピンズプレゼント 
⇒ペアで写真撮影 
⇒全体ふりかえり 
⇒集合写真  
⇒受講者ふりかえり・閉講 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



① 「オリ･パラって？」の解消 



 



しゃしん 



しゃしん 



 





やさしい日本語商店街プロジェクト 
 

やさしい日本語×多言語音声翻訳で 
国際交流イベントプロデュース ex子ども対象 
 

やさしい日本語でＳＮＳ国際交流プロジェクト
（やさしい日本語で交流Ｆａｃｅｂｏｏｋページ） 
 

やさしい日本語で地域新聞づくり 
 

やさしい日本語の不動産屋さん育成事業 

① 「オリ･パラって？」の解消 その他にもいろんなアイデア① 



やさしい日本語×多言語音声翻訳を学ぶ講
座の過程に日本語教室ボラ体験を組み込む 
 

市役所の職員研修で①ＶｏｉｃｅＴｒａで在住外
国人と話してみる ②やさしい日本語で話して
みる ③やさ日×ＶｏｉｃｅＴｒａで話してみる 
 

文化会館の公演で「やさしい日本語落語」や
「やさしい日本語○○」などのＤ＆Ｉ化 
 

有名YOUTUBERに試してもらい情報発信 
 

① 「オリ･パラって？」の解消 その他にもいろんなアイデア② 



在住外国人といっしょにわがまち再発見 
観光プロモーションプロジェクト（フォト、ムー
ビー、冊子づくり、ＳＮＳ等） 
 
やさしい日本語で多国籍食堂プロデュース 
 
日本人・在住外国人でやさしい日本語を学ん
だあと、やさしい日本語を共通言語として、 
知的障がいのある青年教室やデイサービス 
センターでワークショップ実践体験 

① 「オリ･パラって？」の解消 その他にもいろんなアイデア③ 



美術館学芸員から普通の日本語で美術館開
設を日本人が学ぶ 
⇒日本人がやさしい日本語に翻訳して、美術
館ガイドボランティア体験 
⇒案①それを聞いた外国人が母語に翻訳し
て美術館ガイド体験 
⇒案②やさしい日本語ガイドを聞いた美術館
スタッフが、やさしい日本語ガイドを採用！ 
⇒案①②の完成度を高めて、プロモーション
ムービー作成 
 

① 「オリ･パラって？」の解消 その他にもいろんなアイデア④ 



まちづくりの目的は、 
サステナブルな都市を継続していくこと 

 
 

やさしい日本語や多言語音声翻訳は、 
サステナブルな都市を継続するために 

重要となるＤ＆Ｉに欠かせない 
コミュニケーション手段 

① 「オリ･パラって？」の解消 
まちづくりの目的と 

手段としてやさしい日本語 



① 「オリ･パラって？」の解消 地域社会内の資源を再確認 

地域 

環境 

地域 

経済 

地域 

社会 

地域社会内の多様性を活かす＝Ｄ&    Ｉ 

移住者 

障がいの
ある方 

外国人 



 
 

 

 

 

まとめ 
 

Programme  1 1 



これからの時代、地域の環境・社会・
経済を活かし合うことは大前提！ 
「Ｄ＆Ｉの実現」と「外国人が何かとつ
ながり新たな価値を創造するまで伴
走」をしてくれるコーディネーターとして
ご活躍を期待しています！ 

      コーディネートは 
    お互いさまの関係づくり 

サステナビリティを基軸に 



アウトプットOutput(実績) 
利用者数や参加者数など事業の結果 
 

アウトカムOutcome(成果) 
事業の結果を通じて生じる人々の意識や
行動の変化や地域社会の変化など、事業
の成果や効果 
⇒市民・地域が大切にしているアウトカム 
⇒レガシーはアウトカムの延長上 

アウトカムの視点を大切に 



同じ目的に向かったとき、考え方や
やり方が違うのは当然。 
 
市民と職員は、共に学び合い、育ち
合い、高め合える関係づくりをしてい
こう！ 
 
 

市と市民のパートナーシップも密に 



浜松といえば・・・！ 



東京都小平市の名誉市民 
 

日本近代彫刻界の巨匠 

彫刻家 平櫛  田中 
              

                             

【参考】小平の名言 





                    どうもありがとうございました。 

Facebookやっています。 
よかったら友達申請してください。 
メッセージ付だと嬉しいです。 


