
５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

①保健医療・健康 福祉保健局健康安全部
外国人結核患者治療服薬支援員（医療通
訳）派遣事業

外国人結核患者向けに、治療服薬支援員（医療通訳）の派遣事業を実施した。年間実績171回

①保健医療・健康 福祉保健局健康安全部 結核健康診断
都内の在日外国人及び保険未加入外国人に対し、結核検診を実施.
・在日外国人結核検診  2日（77人）
・保険未加入外国人結核検診

①保健医療・健康 福祉保健局健康安全部 日本語教育機関学生結核検診
東京都保健所管内の日本語教育機関に就学する学生に対し、結核検診を実施
年間実績　1852人、12施設

①保健医療・健康 東京消防庁救急部
コミュニケーションマニュアル及びコミュニ
ケーション支援ボードの活用

外国人傷病者の救急事案に対応するため、11か国語（英語、フランス語、ドイツ語、韓国語、中国語、スペイン
語、イタリア語、タガログ語、インドネシア語、マレー語、タイ語）で記載した冊子状のコミュニケーションマニュア
ル及び5か国語（英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語）で記載したコミュニケーション支援ボードを
全救急隊に配置している。

①保健医療・健康 東京消防庁救急部 英語対応救急隊の運用
外国人が安心して滞在できる環境を整備するため、救急活動に必要な英語能力及び外国の生活習慣等に応
じた接遇等の技術を備えた救急隊員が乗務する英語対応救急隊を、アジアヘッドクォーター特区管轄署の36
隊において運用している。

①保健医療・健康 東京消防庁救急部
多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」の
導入

総務省消防庁が活用を促進している多言語音声翻訳アプリ「救急ボイストラ」をインストールしたタブレット端末
を15隊の救急隊に配置し、運用を開始した。

②生活一般相談・情報提
供

財務局主計部財政課
平成31年度東京都予算案まるわかりブッ
ク

外国人への広報を目的に、「平成31年度東京都予算案まるわかりブック」の英語版2,000部を作成・配布

②生活一般相談・情報提
供

生活文化局広報広聴部 外国人相談

 外国人から寄せられる生活に関する相談から在留資格や家族問題など法律問題の絡む専門的な相談まで、
様々な案件に来所・電話にて相談に応じる。これらの相談に対して適切な助言を行うとともに、専門的機関に関
する情報を提供することにより、外国との制度や習慣の違いからくるトラブルに相談対応し、外国人と都政を結
ぶ役割を果たしている。
また、区市の外国人相談員への研修を行い、相談機能の充実を図っている。
・相談開設曜日、電話番号、（３０年度開設日数実績）
　①英語 　月～金曜日　03-5320-7744　（244日）　②中国語　　火・金曜日    03-5320-7766 （101日）　③韓国
語　水曜日　03-5320-7700（ 51日）
・相談時間及び場所    9:30～12:00、13:00～17:00、　都庁第一本庁舎 都民の声課内

②生活一般相談・情報提
供

生活文化局都民生活部 多文化共生社会の推進

〇東京都多文化共生推進指針に基づき、施策を展開
・多文化共生ポータルサイトの運営
・東京で暮らし始める外国人向け生活情報冊子「Life in Tokyo:Your Guide」の発行・配布（対応言語　４言語）
・多文化共生コーディネーター研修を実施
・在住外国人支援事業助成の実施
・レスキューカードの発行・配布（対応言語12言語）
・外国人のための防災訓練
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②生活一般相談・情報提
供

東京消防庁人事部 外国人相談
外国公館や外国人居住率の高い地域を管轄する消防署に外国語が堪能な職員を配置し、防災等に関する問
合せに対応している。

②生活一般相談・情報提
供

水道局サービス推進部
お客さまへのお知らせ文書（英語・中国
語・韓国語）の活用

「水道使用開始申込についてのお願い」、「水道ご使用量等のお知らせ」、「漏水の疑いがあります！」等を英
語・中国語・韓国語で作成し、活用

②生活一般相談・情報提
供

水道局サービス推進部 お客さまセンターの多言語対応
お客さまセンターで使用開始・中止の受付等を5か国語（英語、中国語、韓国語、スペイン語及びポルトガル語）
で対応（24時間365日）

②生活一般相談・情報提
供

水道局給水部
お客さまへの配布・説明文書（英語）の活
用

東京水道あんしん診断の実施に際して、「事前通知文」、「結果のお知らせ」等の英語版をタブレット端末内に用
意し、現地における英語対応に活用

②生活一般相談・情報提
供

下水道局総務部 局ホームページによる情報提供

・調理方法の工夫で油の使用量を減らした料理を紹介する「ダイエットレシピブック」の英語版である「Diet
recipes book」を局ホームページ上で公開
・降雨情報を配信する「東京アメッシュ」の英語版である「Tokyo Amesh」を局ホームページ上で公開
・海外からの訪問者が多い水再生センター等８施設について英語、中国語、韓国語版の概要を局ホームペー
ジ上で公開

②生活一般相談・情報提
供

下水道局総務部 印刷物の配布、発行

・パンフレット「東京都の下水道 2018」の英語版である「SEWERAGE in TOKYO 2018」を視察受入の際などに配
布
・海外からの訪問者が多い水再生センター等８施設について英語、中国語、韓国語版のリーフレットを視察受
入の際などに配布
・「下水道なんでもガイド」の英語、中国語、韓国語版を発行し、くらしの便利帳として配布

②生活一般相談・情報提
供

教育庁中央図書館

都立図書館各館（中央・多摩）の利用案内
パンフレットの発行・配布
（H28以降毎年作成 英語、中国語、韓国
語）

図書館に来館する利用者に対し、各種サービス内容、館内の資料配置等を案内するパンフレットを刷新し発行
した。日本語版と同一レイアウトで、英語版、中国語版、韓国語版を作成した（平成28年度に刷新）。
発行部数：　英語→中央図書館2,000部、多摩図書館1,800部　　中国語→中央図書館500部、多摩図書館1,000
部
　韓国語→中央図書館500部、多摩図書館1,000部

②生活一般相談・情報提
供

教育庁中央図書館
都立図書館総合案内の発行・配布
（H28以降毎年作成 英語、中国語、韓国
語）

国内外からの来客（自治体職員、図書館関係者、研究者等）に対し、都立図書館（2館）の役割や機能、サービ
ス内容等を紹介する冊子を発行した。日本語版と同一レイアウトで、英語版、中国語版、韓国語版を作成した。
発行部数：　英語　150部、中国語　100部、韓国語　100部

②生活一般相談・情報提
供

警視庁総務部 多言語対応の推進

・制服警察官が着装する耐刃防護衣、ベスト（背負い）、雨衣、防寒着等に｢POLICE｣文字を表示
・パトロールカーに反射材を使用したエンブレム及び｢POLICE｣文字を表示
・交番のデジタルサイネージ（電光掲示板）の整備（30年度中12署26交番に設置）
・職員の語学能力向上に向けた外国語委託研修及び各種教養の継続推進
・交番等におけるランドマーク設置を推進（30年度中3か所設置）
・盛り場対策の一環として、多言語（日本語・英語・中国語・韓国語）で「客引きは犯罪です。」とあるポケット
ティッシュ、ウエットティッシュを作成。各警察署に配布し、キャンペーンを実施
・外国人旅行者等に対する情報発信及び被害防止のため、東京の犯罪情勢や留意点、警視庁の取組につい
て多言語（英語・中国語・韓国語・スペイン語）のリーフレットを作成、各警察署や外国人旅行者等が多く立ち寄
る施設等に配布
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

②生活一般相談・情報提
供

警視庁警務部教養課 情報提供
通訳センターで直接受理した電話に対しては、その相談内容を聴取した上で、適切な相談（連絡）先等を教示し
ている。

②生活一般相談・情報提
供

警視庁交通部交通規制
課

外国人への防災知識の普及
警視庁ホームページ内に「大震災（震度６弱以上）発生時における交通規制」の広報紙（英語、中国語、韓国
語、スペイン語）を掲載。また、広報紙（英語、中国語、韓国語）を約８万枚作成し、警察署や運転免許試験場等
に配布。

②生活一般相談・情報提
供

警視庁地域部地域指導
課

情報提供
・交番に設置のデジタルサイネージを活用し、巡回連絡制度の説明及び協力を多言語で呼びかけた。
・警視庁ホームページにおいて、巡回連絡制度の説明及び協力を多言語で依頼した。（12か国語）

②生活一般相談・情報提
供

警視庁生活安全部 外国人向け生活相談 外国人専用電話（03-3503-8484）を設置し,通訳センターとの三者通話により相談を受理した。

②生活一般相談・情報提
供

警視庁組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課

くらしの安心・安全Ｑ＆Ａ(外国語翻訳版)
の作成

外国人の適正在留に必要な生活上・法律上のルール・マナーを簡潔に網羅した多言語の資料を作成し、各署
へデータ配信を行った。
対応言語：日本語、英語、中国語、韓国語、タイ語、ポルトガル語、ベトナム語、ネパール語、ミャンマー語、マ
レー語、モンゴル語、ベンガル語、ロシア語、インドネシア語

②生活一般相談・情報提
供

警視庁組織犯罪対策部
組織犯罪対策第一課

外国人在留マニュアルへアクセスするQR
コード付き資料の作成

東京都都民安全推進本部、警視庁及び東京出入国在留管理局が協力して作成した各言語（１２カ国語）版の
外国人在留マニュアルはそれぞれのHP上で閲覧可能なところ、同マニュアルにアクセスするQRコードを掲載し
た資料を作成し各警察署へのデータ配信を行った。また、同資料を７，０００部印刷し、指導啓発活動時に日本
語学校等に配布した。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（心身障害者福祉セン
ター）

愛の手帳の交付
(S42)

・18歳未満の知的障害児が申請する場合は児童相談所へ、また、18歳以上の知的障害者が申請する場合は
東京都心身障害者福祉センターへ申請をすると、手帳が交付される。（「愛の手帳」は、都独自に設けているも
のであるが、国の制度としては療育手帳があり、「愛の手帳」はこの制度の適用を受けている。）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビザ）が有効である者（「興業」「研修」などによ
る一時的滞在を除く。）が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉サービスの申請ができる。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（心身障害者福祉セン
ター）

身体障害者手帳の交付
(S25)

・身体に障害のある人が、住所地を管轄する福祉事務所へ、申請書に診断書を添付の上、申請をすると、手帳
が交付される。（15歳未満の場合は、保護者が代わって申請）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビザ）が有効である者（「興業」「研修」などによ
る一時的滞在を除く。）が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉サービスの申請ができる。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（中部総合精神保健福
祉センター事務室）

精神障害者保健福祉手帳の交付
（H7）

・精神疾病を有する人の申請に基づき手帳を交付する。（平成7年度事業開始）
・在留カード等によって、居住地が明確であり、かつ、在留資格（ビザ）が有効である者（「興業」「研修」などによ
る一時的滞在を除く。）が交付対象である。
・手帳所持者は、障害の程度に応じて種々の福祉施策を受けることができる。
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

③福祉
福祉保健局
障害者施策推進部
（施設サービス支援課）

施設サービス

・心身に障害のある18歳未満の児童を対象とする施設には、障害児入所施設がある。入所の相談は、児童相
談所で受け付けている。
・18歳以上の障害者の方を対象とする施設には、障害者支援施設がある。障害者支援施設とは、障害者の方
に対し、夜間に「施設入所支援」を行うとともに、昼間に「生活介護」、「自立訓練」、「就労移行支援」、「就労継
続支援Ｂ型」を行う施設である。
・障害者支援施設への入所は、福祉事務所で受け付けている。

③福祉

福祉保健局
障害者施策推進部
（１　補装具費に関する
こと
施設サービス支援課）
（２　１以外に関すること
地域生活支援課）

在宅サービス

心身に障害を持つ人の日常生活を援助するために、様々な在宅サービス事業を実施している。（利用にあたっ
ては区市町村の障害福祉担当部署へ）
・ホームヘルプサービス
　障害を持ち、日常生活に支障がある人の介護が必要な場合に、家庭にホームヘルパーなどを派遣する。
・補装具費、日常生活用具の支給
　障害者の日常生活の利便をはかるため、身体障害者手帳を持っている人に補装具費、身体障害者手帳また
は愛の手帳を持っている人には、日常生活用具の給付等を実施。
・地域活動支援センター、短期入所
　在宅の障害を持つ人の自立の促進が図れるよう、創作的活動又は生産活動の機会の提供や社会との交流
の促進等を行う地域活動支援センターや、保護者等の事情により、家庭での介護が困難になった場合に、その
家族に代わって障害者（児）を一時保護する短期入所事業を実施。
・住宅設備改善費の給付等により、住環境の整備を行っている。

④防災・防犯・交通安全・
消防

東京消防庁警防部 多言語通訳支援業務委託
通訳コールセンターを介した３者通話により、１１９番通報や現場における外国語対応を実施した。（英語、中国
語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

東京消防庁消防技術安
全所

外国人に対し防災訓練を実施 JICA東京の研修生に対し、防災訓練を行い防災意識の醸成を図った。（5日開催、159名参加）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部交通総務
課

インターネット（ホームページ等）を活用し
た情報提供（Ｈ１９）

交通安全に関する情報の多言語化チラシを作成し、都内各警察署で活用を図るとともに、同チラシを警視庁
ホームページに掲載して情報発信した。（英語、中国語、ポルトガル語、韓国語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部交通執行
課

自転車指導警告カードの作成
自転車を利用中に交通違反をした来日外国人等に対して指導、警告を行うとともに交通ルールの周知を図る
ため、自転車指導警告カード（英語、中国語、韓国語併記）を作成した。

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部交通執行
課

交通ミニパト（多言語仕様メッセージボード
付）の更配備拡充

増加する来日外国人に対し、機動力を活かした規制告知や大規模災害発生時等に適切な避難誘導を行うた
め、多言語（英語、中国語、韓国語）表示が可能なメッセージボードを装備した交通ミニパトを順次配備中

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部駐車対策
課

Ｄ型パーキング・メーター利用方法英語併
記

外国人への利便性の向上を図るため、使用方法銘板に日本語と英語を併記したD型パーキング・メーターを導
入し、平成28年11月30日から供用を開始した。

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁交通部駐車対策
課

インターネット（ホームページ）を活用した
情報提供

警視庁ホームページ内における、パーキング・メーター等利用方法の多言語化を実施し、情報発信を行った（英
語、スペイン語、韓国語、中国語（繁体字・簡体字）。
平成３０年８月よりパーキング・メーター等にQRコードを貼付し、ホームページへのアクセスの利便性を図った。
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５　在住外国人への支援・行政サービス

①分野 ②担当（関係）部所名 ③項目名 ④実績（30年度）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁警備部災害対策
課

地震に対する知識等の普及
震災対策広報誌「地震のときはこうしよう(英語版・中国語版・韓国語版)」を作成し、各種防災訓練や防災講話
等で配付。平成30年は、英語版15,000部、中国語版5,000部、韓国語版5,000部を発行

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁警備部警備第一
課

情報伝送システムの運用
テロ等の大規模災害や重大事件事故等の発生時に、警視庁本部の専用端末から、専用電光掲示板(英語・中
国語・韓国語対応)に情報を発信する。

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁警備部警備第一
課

テロ対策広報映像
テロ対策広報映像(英語・中国語・韓国語)を作成し、公共交通機関や大規模集客施設の大型ビジョン、警視庁
ホームページ等で放映

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部
ホームページを活用した英語での情報提
供

警視庁ホームページで公開している「犯罪情報マップ」の英語版を作成し、犯罪発生状況等の情報を提供して
いる。

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部
外国人古物商に対する法令講習会の実
施

都内で古物営業を営む外国人古物商に対し、古物営業の適正化を図るため、外国語による法令講習会を実施
した。
（英語、中国語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部 外国人古物商向けのガイドブックの発行
外国語版の古物営業ガイドブックを作成し、都内で古物営業を営む外国人古物商に配布した。
（英語、中国語）

④防災・防犯・交通安全・
消防

警視庁生活安全部 外国人向け生活相談
外国人のストーカー・DV被害者に対して的確に対応するため、通訳センターの協力を得て外国語版資料（英
語、中国語、韓国語、タガログ語、タイ語、スペイン語）を作成し各署へ配布し活用している。

⑤その他 教育庁中央図書館 都内公立図書館への外国語資料の提供 都内公立図書館に対し、都立図書館が所蔵している外国語資料を貸し出している（協力貸出）。

⑤その他 教育庁中央図書館 外国語の図書の収集・提供
洋書、中国語図書、韓国・朝鮮語図書を収集し提供した。
　（平成30年度収集冊数：7,791冊　蔵書冊数：約30万3千冊）

⑤その他 教育庁中央図書館 外国語の新聞、雑誌の収集・提供

外国語の新聞、雑誌を収集し提供した。
　（平成30年度提供タイトル数
　　　　都立中央図書館：　外国語の新聞　35紙、　外国語の雑誌　77誌
　　　　都立多摩図書館：　外国語の新聞　2紙、　　外国語の雑誌　443誌）

⑤その他 教育庁中央図書館
「Books　oｎ　Japan」（日本に関する洋書）
コーナーの設置（H28年～）

中央図書館1階中央ホールにコーナーを設け、約16万3千冊の洋書（英語・フランス語・ドイツ語等）の中から日
本について書かれた本を「学ぶ」、「遊ぶ」、「暮らす」など、様々な切り口で展示し紹介。
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