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Ⅱ.先行研究

→社会福祉士の相談員配置は大変少ない （例：東京・神奈川・兵庫・静岡等）
■外国語を話す生活者の増加にともない,より複雑な生活相談へ専門的に対応できる社会
福祉士が必要であるが,雇用条件等により専門職配置が難しい.コロナ禍を通じ外国人相談
の課題と在り方を検討しつつ,改めて現任者へソーシャルワーク活用を促してゆく.

コロナ禍を通じ、外国人相談の課題と
在り方を検討する

〈外国語話者が利用する相談窓口〉

主な相談対応者：外国語・日本語を理解、多文化への理解、日本語支援に長けている人材
※非常勤職員等、不安定な雇用が多い

知人・友人・支援者・ボランティア

自治体

ＮＰＯ

民間 国際交流組織（地域国際化協会など）

Ⅰ.目的

・総務省「多文化共生に関する研究会報告書」（2006）で多文化ソーシャルワーカーの必要性が指摘され
た.石河久美子は多文化ソーシャルワーカーの養成について「実践知のみの支援に限界を感じ」た支援者
がソーシャルワーカーとなるための訓練として意義があることを示唆している.（2008:15）
・愛知県を筆頭に神奈川,群馬,静岡,栃木県等で多文化ソーシャルワーカー研修が開催されたが雇用が不
安定な条件でありポストがほとんどない.また講座は短期間でありスーパービジョンや研修で補足するなど
の例があるが知識・技能が不十分である.（高栁・松岡 2016:133）

・複合的な生活相談があっても他機関へ丸投げやたらいまわしをするケースもあり、他機関との連携支援
が未整備である.（寶田,木村,柿木：2017:12）



Ⅲ研究の方法
•調査協力者

•調査内容
アンケート調査の内容は相談窓口および日常を含むすべての場面を対象に「コロナによる相談内容の変化について」
「コロナ禍の相談窓口開設について」「コロナを通じ相談窓口に必要なサービスは何か」「コロナを通じて相談支援を
通じて感じたこと」「地域における支援でよいと感じたもの」について選択式〈複数選択可）・自由記述で回答した。

•調査手順
アンケートは各相談員へweb上で配布し、質問票に回答する形で実施した。

•調査時期
調査は２０２０年５月２１日～５月２９日の間に実施した。

Ⅳ倫理的配慮
本研究は、日本社会福祉学会の「研究倫理規定」及び「研究倫理規程にもとづく研究ガイドライン」にもとづき実施したも
のである.またアンケートを行なうにあたり,調査協力者には本研究の目的と調査内容,アンケートは無記名であり個人が
特定されないこと,本研究以外ではアンケート結果を使用しないこと、回答者が不利益を被ることはないことについてメー
ルまたは口頭にて説明をし、回答をもって同意を得たこととして行なった.相談に関する数値、事例については、運営団
体にご提供いただき使用許可を得ている.

１ スペイン語 ５名

２ 中国語 ４名

３ ベトナム語 ３名

４ タガログ語 ２名

５ ポルトガル語 ２名

６ 英語 １名

７ 日本語 １名

Ａ県外国人相談窓口の相談員34名のうち18名がアンケートに回
答した。年齢は３０代～８０代。全員女性である。

回答者の対応言語



Ⅴ コロナ禍におけるＡ県相談窓口の状況

• Ａ県が開設する外国人相談窓口は県内3カ所

•緊急事態宣言前後の対応の経過

Ｂ市 Ｃ市 Ｄ市

相談内容
一般生活相談 一般生活相談（教育含む） 一般生活相談（教育含む）

法律相談 法律相談 法律相談

教育相談（４言語）

対応言語 ５言語 ３言語 １言語

※3カ所すべてやさしい日本語対応可能
※法律相談は弁護士が対応

対面
電話

対面縮小
電話推奨

電話
（トリオフォン利用）

対面
電話

・相談員在宅による
リモート対応
・ＳＮＳによる
窓口開設の周知

通常 3月4日～ 4月9日～ 6月9日～

緊急事態宣言 5月25日宣言解除



一般・法律相談

仕事が減らされた、休業補償について知りたい
会社からPCR検査で陰性であることの証明を求められた
失業したので仕事を紹介してほしい
持続化給付金の申請が外国人には難しい
熱があるがコロナの検査が受けられない
熱が続き、コロナウイルスか心配

住居確保給付金について知りたい

在留資格が切れるが在職証明書の記入について聞きたい（コロナの影響で失業中）

生活保護を受給していても、特別定額給付金はもらえるのか
給付金・緊急小口のお金はいつ振り込まれるのか
別居中の夫に特別低額給付金が振り込まれないようにしたい
緊急小口について知りたい

親族が亡くなったが帰国できない

コロナ関連相談件数 ※うちコロナによる法律相談0件

コロナ関連相談（抜粋）

「制度の内容・利用方法、ウイルスへの不安」

労働

医療

住まい

在留資格

福祉

一般・法律相談

相談件数
内

新型コロナ関連
割合

相談件数
前年比

2020年2月 93 1 1.1% -3

2020年3月 84 11 13.1% -6

2020年4月 77 16 20.8% -27

2020年5月 94 20 21.3% 1

2020年6月 132 19 14.4% 46

帰国・再入国

コロナに関連する相談：相談全体の最大約２割
相談者は当事者



教育相談

自宅で日本語を勉強できる方法を知りたい
ネットで日本語を勉強できるサイトを知りたい
オンライン授業の教材を探したい

（臨時休校にともなう）休校補償（助成金）の申し込み方法
外国につながる高校生にコロナに関する生活情報を流したい

保育園からの書類がわからない

家庭のオンライン環境を保護者に確認してほしい
家庭とのやりとりをサポートしてほしい
休校について保護者に伝えてほしい

コロナ関連相談（抜粋）

「学習方法、制度の利用方法、連絡における翻訳、通訳」

日本語教育

支援情報

書類

学校－家庭
コミュニケーション

コロナに関連する相談：相談全体の約1.5割
相談者は当事者と家族・支援者で半数ずつ

教育相談

相談件数
内

新型コロナ関連
割合

相談件数
前年比

140 0 0.0% 10

95 4 4.2% -37

44 8 18.2% -107

47 6 12.8% -88

130 6 4.6% 9

コロナ関連相談件数 ※2月はコロナに関する相談0件

2020年2月

2020年3月

2020年4月

2020年5月

2020年6月



Ⅵ.相談員へのアンケート結果１
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相談員へのアンケート結果２
コロナ禍における相談支援を通して感じたこと
【全般】
• 経済的、精神的不安を訴える人が多い

• 新しい制度が続き、相談員にとって説明をするための制度理解が難しい

• （窓口開設によって）頼れる人がいる安心感がある

• 日本では個人の衛生管理が徹底しているのであまり心配していない

• 情報過多による内容の精査や判断が難しい

【必要な支援】
• 各地域（区や町内）のコロナウイルスに関する多言語情報の収集

• 医療通訳の支援充実（医療機関への派遣中止のため）

• ネット環境の整わない人、ネットに不慣れな人への情報提供

• 早く、わかりやすく、正確な情報の提供

• 地域で孤立してしまう人の把握と地域における緊急時の支援体制

• ニーズの掘り起こし

• 緊急時に対応できる専門職・団体との日頃からの連携作り



Ⅶ.結果と考察
分類 結果と考察

窓口全般 ・リモート導入による新たな相談体制構築ができた.
・Ａ県内は外国語対応の相談窓口が多数設置,利用者が分散傾向にある.
・政府や自治体の情報（主に感染症対策や助成金等）を多言語化しＳＮＳ発信.
→相談窓口・支援団体間の連携強化と情報共有が必要.
→地元に密着した情報提供も有効.

相談内容 〈全体〉 相談件数減
・一般生活相談（離婚や借金トラブル、事故対応など）のニーズが高い.
→非常時も通常の相談内容への対応が継続的に求められている.

〈コロナ〉 コロナ関連相談は全体の2割程度
・労働（休業、解雇）に関する相談を筆頭に,経済的生活困難による住居確保や
給付申請の問合せ,メンタルケア

→新制度理解、感染症対策等の相談員研修が随時必要.

〈外国人支援特有〉
・書類や文書の確認,翻訳.
・在留資格の延長や帰国に関すること .
・教員や支援者による日本語学習情報を求める相談.
→対応事例を整理し,検討する.

相談員 ・コロナを通じ相談支援に対する省察の機会ができた.
・新制度理解などの知識への不安.
・外国語を話す生活者のニーズ把握,アウトリーチ,提供する多言語情報の精査・提供
方法, 専門職との連携,社会資源の活用・開発など専門的な相談支援能力の不足
→相談員へ相談支援研修の充実

緊急対応時には,新たなニーズに対し住民側に適切な判
断や支援へのアプローチがない.支援側は機能不全が起
こりやすく,また組織的な連携,包括的な支援体制が構築
できていないということが明らかとなった.



Ⅷ.課題と新たな外国人相談支援のあり方
■コロナ禍を通して考える新たな外国人相談支援のあり方

〈地域や専門家・関係団体によるネットワーク強化〉

県内の外国人支援にまつわる団体、専門家等機関連絡会は存在するが,連携の在り方につ
いて,具体的な体制が整っていない.緊急事態宣言下における地域の情報が掴めなかった点
も踏まえ,地域におけるネットワークの強化が求められる.

〈支援プラットフォームの構築〉

外国人支援に特化した団体に限らず,様々な人・団体が主体となり参加する場であるプラット
フォームを構築し、地域を基盤とした外国人への支援の取り組みについて考えることが課題
である.

〈社会福祉士・多文化ソーシャルワーカーの配置〉

コロナ禍を通じて明らかとなった相談支援の課題・在り方を踏まえ,窓口利用者の満足度を調
査することも検討し,現任者を対象としたソーシャルワークを活用できる相談員研修の開発に
よって外国人相談窓口の質の向上を目指す.将来的に社会福祉専門職の配置へ.
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