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３章 海外視察者が満足できるプラン作り 

３－１ モデルプランの設計 

 
2 章の仮説に基づき委員会でモデルプランを設計した。設計に際し解決すべきポイントは
次の 5点であると考えた。 
・日本では当たり前になっている福祉用語の解説が必要。 
・通訳者が福祉の正しい知識を持っていることが必要。 
・制度の理解をするには、その歴史的な背景も学習することが必要。 
・視察をする人たちは最低限のマナーを理解することが必要。 
・ 現場レベルでの交流が必要 

 
これら 5 点を念頭におき、委員会で協議した結果、海外視察者が満足できるモデルプラン
設計の素案として次の 10のプランを考えた。 
・日本の福祉を理解した通訳者の育成 
・通訳者の施設見学 
・受入施設の勉強会(中国や韓国の福祉事情、ツアー時の注意点等) 
・最新の福祉用語辞典の開発 
・視察者と施設職員の交流会 
・視察者に対しての日本福祉の勉強会 
・視察者、通訳者に対して『介護の奥深さ』『 現場職員の大変さ』が分かるような介護
実技講座や老人の気持ちが少しでも分かるような高齢者疑似体験(浦島太郎体験)研修
の実施 
・視察者、通訳者の施設実習 
・視察者、通訳者に対してのマナー講座（施設訪問時等） 
・通訳者のレベルを標準化するための福祉知識筆記試験の実施 

 
今回は、時間的な制限や費用的な制限があり、急を要するものとして、『福祉通訳者の養成

講座』と『辞書の開発』を第一ステップとして着手することとした。  

        
■ モデルプランを委員会で打ち合わせる様子 
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３－２ 福祉通訳者の養成講座 
視察モデルを作るにあたり、従来視察に来ている団体の通訳者は、韓国や中国の旅行会社

から同行してくる通訳者が多く、日本の福祉についてはあまり理解していない状況であった。

果たして専門用語の多い福祉の現場を正しく通訳できているのか？という疑問をもった。実

際に視察を受け入れた施設担当者に話を聞いてみると、施設を説明するにあたり、多くの専

門用語を使用しているが、理解してもらっているのだろうか？との不安をもっていることが

わかった。 
折角、日本の福祉を学びに来られているのに、正確な情報や知識を得ぬまま帰国されるの

は非常に残念である。より充実した視察を実施して頂くために、日本福祉の正確な情報や知

識を持った通訳者の養成を行うこととした。 
 
（1）講座内容の作成 

福祉通訳者養成講座を開催するにあたり、通訳者ひとり一人が、日本福祉の歴史背景から、

現在の介護保険サービス、介護施設の内容等までを一通り学べる講座内容を作成することに

した。作成した内容するにあたりポイントは以下の７点と考えた。 
・日本と福岡市の高齢者福祉 
・日本の社会保障制度の歴史 
・社会福祉諸法の成立過程 
・介護保険の成立から仕組みまで 
・介護保険サービスについて 
・日本の医療保障について 
・今後の日本社会福祉施策の方向性 

 
講座内容作成については、福岡市保健福祉局係長平田俊浩氏と、麻生教育サービス㈱のホ

ームヘルパー講座や介護講習会などの講師を担当されている、社会福祉士で福岡県久留米市

ケアマネジメントリーダーでもある、山本亮一氏にお願いすることとした。 
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（2）福祉通訳者養成講座カリキュラムの開発 

次に、実際に通訳者養成講座の実施内容について検討した。 
 

① 日数と曜日について 

受講生が会社員や学生なども考えられることから、長期講座は難しいと考え 2日間の集中 
講座で土・日曜日の開催とした。 
 
② 時間帯について 

10：00～17：00 
 

③ 受講対象者 

福祉通訳者の養成は急務である。よって、すでに中国語、韓国語が話せる方に、日本の福

祉の知識を深めてもらうこととした。 
受講条件としては、日本語が話せる方で、中国語もしくは韓国語が話せる方、2 日間受講
が可能な方、日本の福祉に興味がある方の 3点を満たす方とした。 

 
④ 講座内容 

（１）で作成した内容に沿った、知識の習得はもちろんのこと、やはり実際に案内する施

設のことも理解しておく必要があると考え、施設見学をカリキュラムに含めることにした。 

見学施設の選定については、日本にはさまざまな施設形態があるため、実際に通訳をする

場合を想定し、日本の代表的な形態である特別養護老人ホームと有料老人ホームの 2 形態を
見学することとした。見学施設については、移動を考え、福岡市内で比較的立地がよい施設

また海外からの視察も多く受け入れた実績がある施設の条件を満たす施設にお願いをした。 
上記条件を満たす施設として、特別養護老人ホームシティケア博多、介護付有料老人ホー

ムアビタシオン浄水にお願いし協力を得ることができた。 
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実際に開発したカリキュラムは、以下のとおりである。 
■福祉通訳者養成講座カリキュラム 

日時 内容 

10：00～10：05 主催者挨拶 

10：05～10：30 日本と福岡市の高齢者福祉 

1. 日本の高齢化の現状 
2. 日本の年齢階層別人口の推移 
3. 少子高齢化の現状 
4. 日本とアジアの高齢化の速度 

１２月１０日 

（日） 
10：30～17：00 

昼休み 

（12：00～12：40） 

日本の社会保障制度の歴史① 

1. 戦後の社会福祉 
2. 医療制度の沿革 
3. 高度経済成長と家族形態の変化 
4. 介護保険の成立 

10：00～12：20 

昼休み 

（12：20～13：00） 

日本の社会保障制度の歴史② 

5. 介護保険のねらい 
6．介護保険の理念と目的  

日本の医療保険・介護保険の概要 

１．しくみ  2．種類 

13：00～15：00 施設見学 

Ａ班：介護付有料老人ホームアビタシオン浄水 

→特別養護老人ホームシティケア博多 

Ｂ班：特別養護老人ホームシティケア博多 

→介護付有料老人ホームアビタシオン浄水 

15：00～16：55 社会保障（医療・介護）制度の改正のポイント 

社会保障（医療・介護）制度の今後の課題 

１２月１６日 

（土） 

16：55～17：00 主催者挨拶 
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（3）受講生の募集 

カリキュラムも完成し、次に受講生の条件や募集方法を考えるにことにした。募集条件と

しては、韓国語か中国語が話せる福岡市在住の方とし、募集方法は、福岡市の広報紙「市政

だより」 、新聞広告、ラジオ広告、書店や駅でのポスター掲載等を考えた。 
まず、福岡市の広報誌「市政だより」に募集案内を載せると、驚くことに定員５０名に対

し、１週間程で６０名近い応募があった。定員を上回る申し込みであったため、新聞広告等

については掲載を取りやめた。今回の講座に対する市民の方々の興味深さを強く感じること

ができた。最終申込み者数 67名 （11月 30日で募集締め切り） 
 

（4）受講生の特性 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■男性5 名、女性45名            ■会話できる言語は、中国語・韓国語ほぼ同数

であった。2カ国話せる方も数名おり、アジア

との距離の近さを感じた。 

 

 

男女比

男性

女性

 

話せる言葉

中

国

韓国

両方
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（5）受講生の職業 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

グラフから見ても分かるように、会社員と主婦の割合が圧倒的に多かった。ここでいう主

婦は、日本男性と結婚後福岡に住んでいる方が多いようだ。その他には、学生時代中国語を

勉強し数年留学していた方や、介護職員の方なども見受けられた。 
 
（6）参加目的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

参加者が、会社員や主婦が多かったせいか、参加目的としては、今後の仕事やボランティ

アに活かしたいと考えている方や、日本と自国の架け橋になりたいという声も聞かれた。両

国国民の愛国心の強さを感じた。 
 

0 2 4 6 8 10 12

無回答

学生

韓国語通訳案内士

看護助手

求職者

自営業者

通所リハ職員

フリー非常勤嘱託

ホームヘルパー

翻訳

留学生

中国語教師

主婦

会社員

受講生の職業

 

0 5 10 15 20 25 30

その他

介護について興味があった

今後の仕事に活かしたいため

ボラ ンティアに参加したいため

通訳の仕事につきたいため

知識を増やしたいため

参加目的
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（7）講義・施設見学 

福祉通訳者養成講座（第 1日目） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■主催者挨拶 

福岡エイジング・オープン・ミュージアム推進委員会 

会長 小川 全夫氏（九州大学名誉教授） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■日本と福岡市の高齢者福祉について 

講師 福岡市役所保健福祉局 係長 平田 俊浩氏 

 

① 質疑応答の内容 

【Ｑ】アジア近隣諸国から福祉施設の見学に来られているとの説明がありましたが、韓国

からはどこの都市から何名ぐらい来られているか教えてほしい。 

【Ａ】海外からの福祉施設の視察状況については、今年10月に九州全体の調査を行ってい

ます。まだ集計結果が出ていませんので、福岡市に直接視察の依頼があった分だけ

お答えします。 

視察者数 平成17年  5件 117人（うち韓国から117人） 

平成18年 15件 410人（うち韓国から384人） 

韓国の都市は、ソウル市、釜山市、大邱市が多く、大田市、麗水市、議政府市など

からも視察に来られています。 

 

 

開催趣旨説明 
今、アジアではエイジングが課題となって

いる。 
それに伴い隣国の韓国や中国からの施設視

察者が急増してきている。我々は、日本福

祉の正確な情報や知識を隣国の視察者に伝

える必要があると判断した。 
その第一ステップとして、通訳者のための

養成講座、すなわち福祉通訳者養成講座を

ここに開催することとした。 

講義内容 
１. 日本の高齢化の現状 
２. 日本の年齢階層別人口の推移 
３. 少子高齢化の現状 
４. 日本とアジアの高齢化の速度 
５. 質疑応答 
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【Ｑ】世界での日本の制度の位置づけは？どこがどれだけ優れているのか？独自的なとこ

ろは？そしてその理由も教えて下さい。 

【Ａ】高齢化が世界で一番進んでいる事実。それに対する取り組みを「福祉国家」でもな

く、「ワークフェア」でもなく、世界で2番目の介護保険という社会保険に取り組ん

でいる点。基本的には一部の人だけでなく全ての人を対象に福祉を増進しようと考

えていること。問題点は多々ありますが、あえて主張するとしたらそういう点が特

徴です。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
■日本の社会保障制度の歴史について① 

麻生教育サービス株式会社 講師 山本 亮一氏 

 
② 質疑応答の内容 

【Ｑ】高度成長期に、精神薄弱者福祉法が成立したことと、水俣病発症等は関連がない

のでしょうか？ 

【Ａ】水俣病と精神薄弱者福祉法成立の関係は直接的にはありません。水俣病は公害病

で医療訴訟問題ですし、水銀中毒症状被害で、手足の痺れや痙攣、精神錯乱など

を起こし、重症例は死に至る病気です。時は現在より50年ほど前までさかのぼり

ますので、精神薄弱者福祉法成立と同時代ですが、高度経済成長がもたらした、

４大公害病としての位置づけされています。 

 

講義内容 
１．戦後の社会福祉 
２．医療制度の沿革 
３．高度経済成長と家族形態の変化 
４．介護保険の成立 
５．質疑応答 
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■熱心に受講する受講者たち 

 
③ 第1日目受講生の感想より 

・もっと法律を勉強したい。 

・グループホームに関して、隣人介助のかわった形として運営する Know Howにすごく
興味を持ち、機会があれば見学・研修なりもっと詳しく勉強したいです。保険福祉って

奥深い！ 
・介護保険制度の勉強をたくさんできたとは思いますが、通訳者養成講座の趣旨と違う関

係者が多く受講されていたのではないかと思います。 
・どこまで理解すれば、どんなものまで出来ればよいのかが分からないから、なるべく色々

なものまで知っておきたいです。 
・介護は権利だというものに感心しました。 
・普段触れる内容ばかりで、すごく勉強になりました。次回も楽しみにしています。 
・山本先生のご説明が分かりやすく面白かったです。とても勉強になりました。 
・福祉についてあまり知識がありませんでしたがこれを機会に勉強しようと思いました。 
・今春 6 年ぶりにソウルから帰国してきた者です。福岡・日本と韓国をつなぐための何か
の仕事が出来ればと思い参加しました。 
・日本での介護事情など、全く分からずいましたので、今日のお話は少し難しかったです

が、少しずつ勉強していこうと思いました。 
・分かりやすく楽しい講義ありがとうございました。 
・介護保険の内容になって一気に難しくなりました。とても複雑な制度で日本人でもちゃ

んと理解するのは大変だと思いました。勉強になりました。 
・おもしろいと思わなかったが、分かりやすかった。 
・スピードが早過ぎた。こちらの予備知識が無かった。 
・山本先生の話し方が良かった（楽しかった）ので、時間がすぐに経った気がしました。

突然の質問も、眠気防止になりました。 
 
 

第一日目 
12月 10日（日） 
10：00～17：00 
九州大学西新プラザに於いて 
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福祉通訳者養成講座(第 2日目) 

 

    
■日本の社会保障制度の歴史について② 

麻生教育サービス株式会社 講師 山本亮一氏 

 
④ 質疑応答の内容 

【Ｑ】通所介護の出入り時間は決まっているのでしょうか？例えば 9：00～17：00まで

とすると自分都合で19：00まで延長できるでしょうか？ 

【Ａ】通所介護サービスは、事業所が営業している時間帯の中で、利用者の方で何時間利

用するかを決めますので、出入り時間はまちまちになります。時間延長も可能です

が、事業所が決めた別料金をとられることになります。時間延長を行っていない事

業所もありますので、選ぶ場合にこれらの点をご確認ください。 

 

【Ｑ】介護予防支援でのケアプラン作成はすべて地域包括支援センターが行うのですか？ 

【Ａ】介護予防ケアプランの作成は、地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支

援事業所が作成することができます。ただし、報酬が低いこと等から、委託を受け

てくれる事業所は少ないようです。 

  
■活発に質問する受講生たち 

講義内容 
５．介護保険のねらい 
６．介護保険の理念と目的 
日本の医療保険・介護保険の概要 
１．しくみ 
２．種類 
質疑応答 

第 2日目 
12月 16日（土） 
10：00～17：00 
福岡市健康づくりセンターあいれふに於いて 
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⑤ 施設見学 

いよいよ、午後から施設見学に向け出発。移動の時間に施設見学等の注意事項を説明した。 
 

     
 ■2班に分かれバスに乗り込み施設見学に向かう受講生たち  

 
《Ａ班》 あいれふ出発(13：00)→アビタシオン浄水様見学 (13：10～13：40)→ 

シティケア博多様見学(14：00～14：30)→あいれふ(15：00着) 
Ａ班 21名 引率者：磯口、平田(市役所)、清崎(麻生塾) 合計 24名 

          受講生内訳（男性：1名、女性：20名） 責任者：磯口  
 

《Ｂ班》 あいれふ出発(13：00)→シティケア博多様見学(13：30～14：00)→ 
アビタシオン浄水様見学(14：20～14：50)→あいれふ(15：00着) 

        Ｂ班 21名 引率：丸井、山本(講師) 合計 23名 
          受講生内訳（男性：2名、女性：19名） 責任者：丸井 
 

 
■車内にて注意事項に目を通す受講生たち 

 
 
 

《事前に訪問施設よりいただいた見学時の注意事項》  
１． 施設は利用者にとって家であり生活の場です。施

設職員の指示にしたがってください。 
２． 部屋を勝手に覗き込んだり、許可も得ず部屋に入

ったりしないでください。 
３． 利用者のプライバシーを守ってください。 
４． 利用者に勝手に話しかけないでください。急に話

しかけると、驚かれる方もいらっしゃいます。話

しかけていい場合は、なるべく正面に立ち目の高

さを合わせて、ゆっくりしゃべってください。話

を終えたら、「ありがとう」と感謝の気持ちを伝

えてください。 
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⑥ 特別養護老人ホームシティケア博多 見学 

法人名：社会福祉法人シティ・ケアサービス 
住 所：福岡市博多区博多駅前４丁目 22-2 
開設日：平成 17年 3月 
施設概要：特別養護老人ホーム 入居定員 100名 

        ショートスティ   利用定員 20名 
        ディサービス    利用定員 20名 
      地域交流センター 
 
シティケア博多は、博多駅から歩いて 10分と交通のアクセスが非常によい都市型高齢者複
合サービス施設である。“家庭的な雰囲気づくり”“自分らしく過ごすために”“地域とともに

豊な時間”をコンセプトに福岡でもサービスの良い施設として評判の高い施設である。 
また海外からの視察者受入を今後積極的に協力していただける施設の一つである。 

 

   
                                         ■案内してくださった、職員の方々 
 

 

 
■居室内の説明を熱心に聞く受講生たち 

普段はめったに見られない居室まで案内していただいた。 

 

■感染予防のため全員手洗いする様 

今年は、ノロウィルスが流行し、 

施設も感染症には非常に敏感であった。 
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⑦ 特別養護老人ホームシティケア博多を見学しての感想より 
・スタッフの親切さと大変さを実感しました。 

・想像した特養より綺麗で医療設備も整っています。職員たちは親切で家族的な感じを

します。 

・部屋を見学したのみだったので、どんな個別ケアが行われているか等の説明が聞きた

かった。 

・個室なのに安全の面は十分配慮しているようです。 

・スタッフの方の印象がとても良かったです。いろいろ外でのレクリエーションも行わ

れているようでいいなと思いました。個別のスペースは私にとっては狭く感じました。 

・立地もよく面会に行きやすいという点がよいと思った。 

・日々試行錯誤しながら入居者により安全で快適に、そして人間らしくという雰囲気を

感じました。さらに、介護について勉強した後にまた見学してみたいです。 

・普通の庶民が受けられるケアホームサービスを提供する施設で、急速な老人化するス

ピードに対応できないという社会全体の問題として認識が深まった。 

・普通の人々が入られる施設と思っております。しかし、ホテルコスト代や食事代など

を計算してみると、年金が足りないのではないかと思っていました。 

・個室もきれいだし、共同の場所も気持ち良さそうであったが、すぐには入所できなさ

そう。これからもっと希望者は増えると思うので残念。ただ、特養でも月16～20万円

かかるのかと驚いた。 

・施設の立地条件がいいため家族がお見舞いにくるのにはとても便利だと思います。と

てもいい施設だと思いますが100～200名の方が待機しているのはびっくりしました。 

・スタッフの方たちが明るくて、こんなところなら入居しても良いと思いました。お年

寄りを尊重しているように感じました。一人で20人も見るのは大変だと思いました。 

・入所待ち数は200名と聞いて日本の高齢化が進んでいるのはすごく感じました。 

・細かいところまでサービスが行き届いていると思いました。 

・知り合いの年寄りから施設に入りたくないと言われたことがありますが、老人ホーム

で集団生活して楽しく暖かい雰囲気も感じますけど、入りたくないという気持ちも分

かるようになりました。 

・庶民的な施設であるイメージで考え方と配慮は十分進んでいると思いますが、ただ200、

名以上の方は、また待機中であることについて残念な気持ちを感じられています。見

学する時間は限られているので、実はもっといろいろ聞きたいです。 
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⑧ 介護付有料老人ホームアビタシオン浄水 見学 
法人名：株式会社新陽． 
住 所：福岡市中央区薬院 4-1-26  
開設日：平成 17年 4月 
施設概要：一般居室 58戸 

介護居室 13戸 
 

アビタシオン浄水は、地下鉄 3号線の薬院大通り駅と直結した福岡市の中心地にある介護
付有料老人ホームである。従来の“福祉”や“介護”という既成観念の枠を超えた、ほんと

うに高齢者お一人おひとりにふさわしい、“受け手発想のサービス”“現場発想のサービス”

をコンセプトに運営中の施設である。福岡県でも高級有料老人ホームとして、国内外問わず

有名な施設である。 
また海外からの視察者受入経験も豊富で、我々も学ぶことの多い施設である。 

 

      
■案内してくださった、施設職員の方        ■施設の屋上で説明を受ける受講生たち 

 

   
■入居室に場所を変え入居費や緊急時の対応   ■食堂に場所を変え、質問をする受講生たち 

などの説明を聞く受講生たち 

 

 

福岡市内を一望できるロケーション 
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⑨ 介護付有料老人ホームアビタシオン浄水を見学しての感想より 
・豪華な施設ですが、スタッフたちは一流のホテルのサービスを提供していると思いま

すが、なかなか自分の「家」とは思えません。 
・なに不自由もなく安心して暮らせるようですが、ただし、介護予防にはつながるかど

うかちょっと疑問です。 
・まるでホテルのようで、自分の両親もこのようなところに住み替えてくれたら安心な

のにと思ってしまいました。（他県に住む両親は、絶対今の土地を離れないでしょうが）

お金がたくさんあれば住めるけど、20、30年後入居者の平均年齢がもっと高くなった
ときは、今日見た感じとは違ってくるのでしょうね。 
・お年寄りの寂しさの改善は難しいそうに見えました。 
・高級施設で普段は入ることも出来ないので、良かったと思う。 
・この住居に夫婦 or家族で住めると文句なしですが、それにはさらに信じられないくら
いの金額になるんだろうなと思いました。ホテル以上のサービスでびっくりしました。

でも、今後は会社での経営も増加していくと思われるので、経営方針なんかは参考に

なるのかも知れません。 
・社会の多様的なニーズに応じてできたケアホームですが、立地など不動産的な需要を

除いて、老人にもっと身近なサービスの充実さ等が気になるところですが・・・ 
・ホテルのようでとても施設のように感じませんでした。 
・すごく立派な施設だと思います。利用者さんの自立心についてやはり、どこまで支援

するのか。このことは大事だと思っております。本人の能力を最大限に発揮し、要支

援また要介護にならないように自立性を注目すべきと思っております。 
・福祉というよりビジネスを強く感じた 
・入居者たちはまだ自由に動けるのに、安全だという一つだけの理由で施設はまだ早い

のではないでしょうか？元気な方が元気に暮らせるためには、スーパーは一階にはい

りません。 
・商業色彩が濃い自立支援の目標を達成し難しいと思います。 
・ホテルのようで、さすが高いお金を払うだけのことはあると感じた。ただ、長ければ

20 年 30 年と住み続けることを考えれば、やはりこのケアを続けられるかは心配だと
思う。 
・ホテル感覚で快適に生活できると思いました。でも、一時入居金がとても高いのでな

かなか入れないと思います。 
・金持ちニーズに応じた上質な「お住まい」という印象でした。 
・さすが好立地でお金持ちを対象とするお住まいです。言われたとおり、老人ホームで

はなく、いい住まいですね。 
・わずかな経済的な余裕ある人しか入れないから、その分はやはり一般的な老人ホーム

と違い、経営的部分も十分考えないといけないので、福祉施設である一方で、会社と

商売の部分はよく感じさせられる。 
悪くはないけど、社会が進歩していくと、このような対応する施設も重要と思う。 
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施設見学も終わり、残り部分の講義と講座について要望や感想を述べていただきました。 
 

 
■感想や要望を述べる受講生たち 

 
⑩ 受講生の感想や要望より 

・日本の福祉制度と共に、この部分は韓国にもあるがこの部分はないという所を、次回

の講義でもう少し詳しく教えてください。 
・「福祉通訳者養成講座」となっていますが、通訳者の養成というよりも、福祉の仕事に

従事するための講座という印象を受けました。次回は通訳をするときのポイントや気

を付けるところ等、実際の通訳のときに活用できるようなことを教えていただきたい。 
・今後日本が取り入れるべき各国の取り組み、制度などを教えてほしい 
・20～30年進んでいるといわれる北欧での介護への取り組みについてもっと知りたい。 
日本と同じか、違うのか。違うならどう違うのか？なぜ日本では同じことをしないの

か？もしくは出来ないのか？という点について教えていただきたい。 
・福岡市の福祉についてもっと知りたい（子供の施策も入れて） 
・観光資源としての福祉と、グループホームの運営について知りたい。 
・学習が出来るような本とかあれば紹介してほしい。 
・説明が多かったので、テキストに書いてほしかった。 
・1 日 5 時間ほどにして、3～4 日に分けて行う方がよいのではないかと思います。（中
身がとても充実していたので） 
・今回週末に講座で来られないガイドがたくさんいて、今後このような講座を平日にも

お願いします。 
・配布されたデータの資料は、白黒でちょっと読みにくい。 
・お昼休みの 45分は厳しいです。次回の 45分は移動の余裕が必要とのことで、理解し
ています。 

 

講義内容 
社会保障（医療・介護）制度の改正のポイント 
社会保障（医療・介護）制度の今後の課題 
質疑応答 
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（8）養成講座の検証 

初めての試みであった福祉通訳者養成講座も何とか無事に終了する事ができた。講座の運

営面では色々な反省する点が出てきた。次回の講座では、反省点を踏まえながら運営をして

いきたいと思う。 
ここでは、講座の内容等について受講生のアンケートなどを参考にしながら、委員会で協

議検証した結果をまとめたものである。 
 
① 講座の理解度 

   1日目、2日目ともにほとんどの受講生が理解できたようだ。 

1 日目にあまり理解できなかったと答えた方の理由として、スピードが早かったや自分の
予備知識がなかったことなどがあげられていた。福祉用語が頻繁に出てくるので、事前に多

少の知識は必要であると思われる。 
 
② 講座の内容 

・日本の福祉制度を、他国と比較検討した内容を行う必要がある。 
・通訳をするときのポイントや気を付けるところ等、実際の通訳のときに活用できるよ

うなポイントを教える必要性がある。 
・観光資源としての福祉を具体的に教える必要がある。 
・専門用語が多いため、用語辞典を用いた講座を開催する必要がある。 
・受講申込後に事前に辞典等を郵送し予習をしてもらう必要がある。 

 
③ 施設見学の内容 

・通訳者の目線で施設見学をする必要がある。 
・グループホームやディサービス等今回見なかった、日本の特徴的な施設を見る必要が

ある。 
・滞在時間を増やし、もっと職員と交流する時間を設ける必要がある。 
・介護実技や介護実習をカリキュラム内に設ける必要がある。 

１日目

理解できた

61%

十分に理解

できた

27%

あまり理解で

きなかった

5%普通

7%

 

２日目

理解できた

74%

十分に理解

できた

23%

普通

3%
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３-３ 辞書の開発  
日中韓は、東亜の同文に属す国々であるといわれてきた。そして今なお漢字が使われる場

面に接すると、その通りであると実感する。しかしながら、それぞれに、長い独自の言葉の

発展をなし遂げた文化である。同じような言葉を使っても、それが意味することが微妙に異

なり、それが原因で誤解が生じ、コミュニケーションがこじれることもある。 
   翻って、日本の福祉を語る言葉をみると、きわめてカタカナの用語が多いことに気づくだ

ろう。無理矢理に、英語を漢字に直さなくとも、音声をカタカナで表記すれば、それなりに

日本語として通用するからである。しかしそのカタカナ表記は、きわめて日本人的な発音や

間違いをそのまま表記していることがある。「プロフィール」などという表記はその例だろう。

さらに厄介なのは、和製英語といわれる言葉である。カタカナ表記されているので、さも英

語の発音をカタカナで表記していると思いこんでいるが、そういう英語はないという事実に

驚かされることがある。車の「ハンドル」などはその典型であろう。 
このようにカタカナの世界ではかなり誤解曲解が生まれやすい。近年、福祉行政の分野で

は、できるだけカタカナ表記はやめて、漢字で表現した用語を使うようにするという動きが

顕著にみられるようになっているが、相変わらず、次々に新しいカタカナの概念が持ち込ま

れている。 
   このような状態であるから、同じ漢字の文化であるといっても、福祉の用語は必ずしも日

中韓で共有されているとはいえない。そもそも中国では「福祉」といわずに「福利」をよく

使う。日本で「高齢者」というのは、中国の「老齢者」であり、中国の「高齢者」は日本で

考えるより遙かに年老いた人を指すことが多い。 
このように似て非なる言葉が多いので、福祉の分野で使われている用語を、そのまま直訳

しても意味が通じない。さらに、日本人でさえあいまいに使っている用語が多すぎて、それ

らの区別を間違いなく伝えられているかは大いに疑問である。「特別養護老人ホーム」という

用語を説明する時、なにが「特別」なのかと問われると、本当に説明できる人はどれだけい

るだろうか。 
   そこで、現在日本の高齢者保健福祉の分野で使われている用語を、できるだけ適切な中国

語や韓国語で説明する必要性があると考えたのが、この用語事典を作るきっかけである。 
まず、日本で使われている用語をできるだけわかりやすい言葉で説明する文章を作った。

そして、これらを中国や韓国から来た留学生に説明しながら、翻訳してもらった。どうして

もよくわからない場合には、日本語の方を直して、意味が通じるように変えていった。さら

に、概念を整理するために、図解を試みた。本当はさらに詳しく写真などで説明を加えるの

がいいのだが、介護などの場面は、個人の肖像権の問題があり、写真が使えないことが多い。

イラストで代用すればいいのだが、残念ながらそうした工夫を加えるには、費用と時間がか

かるので、断念せざるを得なかった。 
   保健福祉の制度は、微妙に変化を続けており、今回は特に改正された介護保険制度に関連

して、「介護予防」に関連する項目や、韓国や中国で関心が深い「有料老人ホーム」に関連す

る項目を重点的に扱っている。これからも、まだまだ制度改革は進められるであろうし、い

ずれは項目として外さなければならない概念も出てくるだろう。あらためてこうした作業を

通じて、日本在住の外国人にとって、どれだけ高齢者保健福祉サービスが理解されているの

かについて心配になった。 
また行政がどれだけ日本語以外の言葉で説明をしているのかについても検証する必要があ

る。その意味では、もともと中国や韓国から視察・研修に来る人のための用語事典ではある

が、日本在住の中国人、外国人に対してもしっかりと使えるものにしなければならない。東

京都は、介護保険制度については英語、中国語、韓国語でつくったパンフレットをホームペ

ージ上で公開しているが、これからは、自治体としてもこの面での取り組みが不可欠になる

だろう。たとえば、介護保険制度の被保険者が近い将来 20歳に引き下げられることになれば、
日本で学ぶ若い外国人留学生も被保険者になる可能性があるが一体どのように説明し納得を

得る可能性があるのだろうか。 
ともあれ、韓国は急速に少子高齢化が進んでおり、いずれ日本の水準の追いつき追い越す
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かもしれないという勢いである。これに対応して韓国版介護保険制度が準備されており、「介

護」に「スバル」という伝統的で古い日常言葉を当てて、独自のシステムを講じようとして

いる。 
中国上海市では、2007年１月から医療保険からの出捐によって介護基金をつくり、医療費
給付と介護給付を分けようとする実験も始まっている。今後ますますこうした社会的背景の

下で、人々の視察・研修は増加すると考えられる。その際に間違いなく日本の取り組みを紹

介する必要がある。保健福祉の分野で使われる用語は、きわめて特異な用語が多く、日本人

でさえ正確に用語を使い分けているとはいえない。介助、介護、看護、養護、擁護、扶助、

保護、ケアなどの概念の使い分けを理解している人はそう多くはないだろう。今回の用語辞

典づくりは、できるだけ日本人が日常生活で使っている言葉を使って、説明するようにした。 
   実際に使ってみると、さまざまな修正が必要になるだろう。まずは、そのたたき台をまと

めた段階といえる。中国や韓国からの視察・研修者に対する通訳者にとっては、まず日本の

高齢者保健福祉についての特徴をしっかりと分かっていなければ、正確な通訳にはならない。

視察・研修先の施設や機関や団体においても、せめて部屋の用途などは、今後中国語、韓国

語で表示しなければならなくなるだろう。今回の用語辞典がきっかけになって、そうした動

きが出てくることを期待している。 
 用語辞典の作成にあたっては、九州大学大学院比較社会文化学研究院特別研究員の陳暁嫻

さん、九州大学大学院人間環境学府の留学生陳暁雲さん、李河丕さんの協力を得た。ここに

名前を記して感謝したい。 
 

   
    ■辞書開発に取り組む小川会長 
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３-４ 視察(モデル)受入の実施 

実際に養成した通訳者に通訳を依頼し、韓国からの視察者の受け入れを実施した。今回の

視察者は、韓国の湖南大学校から日本の先進福祉施設について見学したいという希望があり、

視察（モデルプラン）を設定し受入することとした。 
 

視察者は、湖南大学校で福祉を学ぶ学生 39人 教授 2人 通訳者 1名（平均年齢 27.2歳） 
視察日は、1月 17日 18日の 2日間 
福祉通訳者養成講座を受講した通訳者に 1日目：2名、2日目：4名に依頼した。  

 
【湖南大学校とは】 
現代産業社会に必要な幅広い教養と高度の専門知識を学んで同時に豊かな人間教育に重

点を置いて、民族と世界人類文化に役立つ人才を養成排出することで名門史学として発

展している。 
 
（1）モデルコースの準備 

2 日間と限られた時間のため、効率よく且つ様々な施設を見学していただけるよう視察施
設を検討した。 
今回は、施設だけでなく、高齢者の実態把握や福岡の最新の介護情報を把握していただく

ため、福岡市立の老人福祉センターや市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）を盛り込んだコー

スを考えた。 
また、視察者のスケジュールから、交通事情等を考慮し福岡市内の施設にお願いした。 
お願いする中で、シティケア長住とアビタシオン浄水については、1回の見学人数を 20名に
し、お昼、夕方の時間帯は避けて欲しいとの要望があった。それを踏まえ、モデルコースを

設定した。 
 
（2）モデルコースの設定 

【1日目】 
老福祉センター福寿園→ふくふくプラザ見学 
【2日目】 
施設受入キャパの関係で、２班に分けて施設を見学 
特別養護老人ホームシティケア長住→有料老人ホームアビタシオン浄水 

 
（3）通訳者の選定 

福祉通訳者養成講座の受講生から、韓国語が話せる方全員に声をかけ、日程の合う 4 名に
協力を依頼した。通訳者には、事前に福祉施設のパンフレットを見て予備知識をつけてもら

い、当日に臨んでもらうようにした。 
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（4）モデルコースの実施 

1 日目、下関港に到着した視察者たちは、大型バスにて福岡市内へ移動し、老人福祉セン
ター福寿園にてお出迎えし、いよいよ視察開始となった。 

 

 
■老人福祉センター福寿園の全景 

 
① 老人福祉センター福寿園                     

法人名：社会福祉法人福岡ケア・サービス 
住 所：福岡市西区今宿青木 1043－31 
利用対象者：福岡市内に居住する概ね 60歳以上の人 
利用料金：無料 
施設の目的：市内居住のお年寄りが、健康で明るい生活を営むために必要な各種の相談 

教養の向上及びレクレーションの場を提供する事を目的とする施設である。 

 

視察者を 2班に分け、施設担当者から説
明があった。それぞれの班に、福祉通訳

がついて通訳する。 
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■やはり専門用語が多く苦戦する申さん    ■初めての通訳でちょっぴり緊張ぎみの権さん 
 

   
■熱心にメモをとり、質問する視察者 

 
主な質問事項としては、施設の一年間の予算は？職員の給料はいくら？館長になるための

資格はいるの？無料講座はどう成り立つのか？と、かなり具体的な質問で施設説明者も戸惑

いぎみの感じであった。 
 
② ふくふくプラザ 

法人名：社会福祉法人福岡市社会福祉協議会 
住 所：福岡市中央区荒戸 3-3-39 
施設機能：民間の福祉活動の拠点機能、研修機能、情報提供及び相談機能、交流機能 
施設目的：市民に福祉への理解を深め、福祉活動に参加していただくことにより、相互 

に助け合い支えあう豊かな福祉社会を実現することを目的とした市民福祉の 
総合センターである。  



 54 

 
■ふくふくプラザ正面玄関付近 

 
まず、視聴覚室にて、福岡市の少子高齢化や福祉制度について 福岡市保健福祉局 係長

平田俊浩氏より説明していただく。 

 
■権さんが通訳する様子 

  
■福祉用具展示場にて、担当者の方からひとつひとつ道具の説明を受ける。 



 55 

  
■最新の介護用品に見入る、視察者たち。興味津々！ 

 
主な質問事項として、介護用品のメーカーや値段、用品の使用方法など多くの質問が出て

いた。 
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③ 特別養護老人ホームシティケア長住の視察 

2日目は、視察者を A班 B班に分け、各施設を視察した。 
 

法人名：社会福祉法人シティ・ケアサービス 
住 所：福岡市南区長住 3-7-1 
開設日：平成 13年 10月 
施設概要：特別養護老人ホーム 入居定員 50名 

         ショートスティ   利用定員 10名 
         ディサービス    利用定員 30名 
       ケアハウス  利用定員 20名 
       生活支援ハウス 利用定員 10名 
       地域交流センター 
 

シティケア長住は、福岡市の閑静な住宅地に位置し、地域社会における貢献度も高い施

設である。Care・Cure・Social work（あたりまえの生活の実現をめざして）をコンセプ
トに地域に根ざした施設として、評判の高い施設である。 

 

  

  
■担当していただいた、施設職員の方々     

■5つのコンセプトに基づき設計 

◎環境との共生◎コミュニティの形成 

◎安全性の確立◎スタッフ動線の工夫 

◎コスト削減と業務の省力化 
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■地域交流センターに案内され、       ■ディサービスも見学する事ができ、大喜び！！ 

説明を聞く視察者たち 

 
④ 特別養護老人ホームシティケア長住を見学しての感想より 

・大変参考になりました。建物が利用者の便益と使いやすさを考えて設計されており、

各種の器具を配備しておく点がとても良い勉強になりました。 
・やはり我が国よりは、かなり上だという感じがした。施設側では必ず支援が必要な対

象者にサービスを提供できない（待機者が多いという話でしょうか？）とおっしゃっ

たけど、それでもすばらしい制度のようで、良い施設でした。 
・多くの老人に様々な福祉サービスを提供するという面から、ここでの福祉の多様性が

分かった。しかし、福祉提供の対象者を選定するという面で、賢明な選択がなされな

かったという話を聞き、老人症の正しい問題点の解決が、これからしなければならな

い課題だということが分かった。 
・全般的にこぎれいな施設で、国家から費用をたくさん援助してくれる施設にしては、

韓国に比べて非常に良いサービスを与えていた。老人のプライバシーを重要視して尊

重していた。 
・いろいろと多くのことを学ぶことができ、お風呂場に準備されている機器が日本（長

住）では 50％しかないとおっしゃったけれど、韓国ではそのようなもの（設備）はほ
とんどないという点に我が国との違いを強く感じた。 
・ここを見回して、老後療養施設に対し分かるようになった。いくらか費用は高いけれ

ども、施設も良く清潔だった。特に入浴施設に驚いた。 
・日本の介護保険について分かった。高齢者病院ではなく、老人をお世話するという点

（プログラム等）がよかった。清潔な施設が良い。 
・施設の面では、清潔でホテルのような感じを受け、対象者たちには、他の施設とはよ

り違ったサービスと技術を提供する点で学ぶ点が多い。残念だったのは写真撮影がで

きず活用できなかったことだ。 
・我が国の福祉施設と日本の福祉施設を比較できる時間が持ててよかった。複合的なサ

ービスをする所としては、体系的な日本の福祉を理解できる時間になった。 
・大規模な複合施設として、各層に合わせて段階的に施設が設置してあり、似ている点

を病院と比較できる時間だった。職員の方々が親切だった。 
・施設がきれいで入浴システムが良く、韓国がこれから施行するスバル保険と日本の介

護保険の差異点を知った。有料老人（ホーム）、特別老人（ホーム）、デイケアサービ

スが一ヶ所に統合されており、注目した。 
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・老人は家族と共に暮らしたいけれど家族はそれを望まないので老人に憂鬱症や持病が

生じるだろう。しかし、ここで治療をうけ楽しく過ごすことのできるプログラムはと

てもよかった。 
・質問を通して日本の介護保険について深く知ることができてよかった。日本の福祉サ

ービスと韓国の福祉サービスを比較する事ができ印象深かった。 
・複合的施設をもっているけれど、多くの人が利用できないのは不便である。デイケア

センターは印象的だった。 
・体の不自由な老人がこの場所で生活するので、老人のための器具がすべて備えてあり

楽に生活できる場所のようだ。生活する場所の他に病気を診断された老人たちを音楽

で治療する場所があり、システムとプログラムがよく機能しているようだ。 
 
 
⑤ 有料老人ホームアビタシオン浄水の視察  

 

    
■ロビーにて挨拶をする施設職員         ■福岡市中心部の好立地であることを、景色を見なが

ら説明。 
次に、一般居室を案内していただく。 

 
■部屋の広さや設備に驚く視察者たち 

 

要介護状態になった時に利用する介護居室も見学をする。 

居室内では、リズムセンサー等の安全

設備を説明していただく。 
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⑥ 介護付有料老人ホームアビタシオン浄水を見学しての感想より 

・たいへん参考になりました。費用がたいへん多くかかり老後を安全に、そして安楽に

過ごそうと思えば、しっかり貯金しておかなければと思った。 
・全体的にアビタシオンは、養老施設というよりは一般アパート（マンション）とも似

た感じがした。しかし、緊急時常に常駐するスタッフがいて、又、連携病院があり（シ

ティケア長住との）差異点を比較することができたように思う。 
・韓国と似ている部分も見られたし、異なる部分も見られた。老人と関連する施設は、

大部分が静かな所にあると思っていたが、ここは都心で便利な交通（手段）を使って、

ショッピングなど外出することができるという長所があるという。それを聞いて、こ

れまで考えていたこととは反対のことを考えてみることができた。 
・中心地に立地しており、放っておかれるのではなくて、安全感（安心感）を持って老

後生活を送ることができる点と、多くの恩恵を享受することができる点で、我が国も

そんな日が遠からず来ることを信じたい。 
・施設が高級でマンションとよく似ているので良かった。ここと他の施設との違う点も

知ることができた。生活する場がとても良く、センサーやいろいろなシステムがある

ことを知りました。 
・高級感のある室内と都心に位置する建物、そして、介護が必要な老人が住んでいるフ

ロアー形式が良かった。思っていたより入居費が高いと感じたが、生活リズムセンサ

ーのような設備は良いと思う。 
・我が国のシルバータウンと似ていますが、町の中心地に 2 年前に建てられたと聞き、
福祉についてのマインドが（精神が）大変すばらしいと思いました。韓国も今は交通

の便が良い所に（施設が）多く作られています。尊重されている感じがしました。 
・私たちが先に行ってきた社会福祉法人の施設とは違って、ここは株式会社が運営する

有料施設なので、ここで生活することが難しい人もいるようだ。しかしここにいる人

は、本当に他の場所よりも質の高いサービスをうけているようで見た目よく、韓国で

もいい点を取り入れればと思う。 
・お金がかかる分、施設もサービスも完璧だった。色々な器具やセンサー状態を点検し

て、対象者が最大限穏やかで安楽に暮らすことができる点が最も良かった。説明をき

ちんとしてくれて良かったが、価格が高いようだ。 
・緊急な状況、老人が必要とする時、いついかなる時でも必要とあらば、すぐに対応で

きる迅速さを尊敬する。 
・韓国のシルバータウンと似ているところだと感じた。価格はとても高いが、高いだけ

のサービスと施設がよくできていた。 
・シティケア長住を見てきたのだが、ここは私をさらに驚かせた（自費がたくさんかか

るところだからか）多角的なよい経験になった。 
・ホテル水準の施設だと思う。あらゆる施設で高齢者が便利に生活できるようにしっか

ヘルパーステーションが同じフロアーにあ

り、ヘルパーさんが常に常駐している。 
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りできていた。しかし、費用面ではとても高いため、簡単に利用するには難しいとこ

ろが残念だ。 
・経済力のある老人のための有料老人施設だからそうなのか、高級感があった。老人の

体の状態にあわせて一般居室と介護居室にわけられていて、保護をうけられるようで

よかった。高いけれど便利な施設を備えているので、楽な老後を送ることができるよ

うだ。 
 
（5）視察者のアンケート結果 

2 日間の施設見学を終え、今回の視察コースについて教授、学生、韓国側の通訳者の合計
42名にハングル語のアンケートを実施した。結果は、以下のとおりである。 

 
【Ｑ】見学してみていかがでしたか？ 

参考になった 42 

参考にならなかった 0 

 
見学してみての感想は、全員が参考になったとの感想であった。教授より、以前来日して

施設見学をしたときより、充実した内容で大変役にたったとの評価をいただいた。 
 

【Ｑ】具体的に参考になったところは？ 
・わが国とは大きく違い、大変良い点をたくさん見て勉強になり感じることが多くあ

った。韓国と比べてずっとよく見えた。 
・韓国との差を見て感じ、不足している点あるいはある部分では韓国と似ている点な

ど、日本と韓国の福祉を比較することができた。 
・韓国とは違った福祉運営システムがわかった。サービス面や施設面でわが国が学ば

なければならない点が多かった。 
・日本に福祉施設について知らなかったが、詳しく理解でき介護保険についても詳し

く知ることができました。 
・介護保険の長・短所を知ることができた。制度ごとの特徴や社会福祉分野従事者ご

との特徴も詳しく分かりました。韓国との違いが少しあり、初めて説明を聞いたと

きは右往左往しました。特に印象深かったのは特別養護老人ホームでした。 
・韓国ではまだ充分でないこと、改善されなければならないことが日本では施行され

ていて、私たちが考えられなかったことまで施行されていた。 
・韓国と似ている点もたくさんあるが、確実に違う点も多く、韓国よりもかなり発展

していることを改めて感じた。 
・韓国とは違う日本の福祉の現状と、より発展した日本を見て、韓国の福祉の問題点

やさらに生じる点について考えることができた。 
・韓国で老人介護保険制度を準備する前に、準備がまだ不完全であることを感じ、ど

んなことが必要かを知ることができた。 
・韓国では見ることのできない施設。特に有料老人ホーム等が印象深かった 
・韓国も来年７月、日本の介護保険を土台にした老人介護保険制度が施行されるが、

日本の介護保険における長所短所を知ることができ参考になった。 
・今後の韓国の老人福祉施設の規模を知ることができた。韓国において、老人人口の

比率が次第に高まり、老人にかかる費用が増えることは、予想されているので、老

人介護保険制度の体系的準備で副作用を減らさなければならない。 
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・介護保険がない韓国に比べて、施設や構造が多様にそろっていて、高齢化社会に対

して備えているようだ。 
・介護保険という制度と問題点を知ることができた。福祉施設の環境を見て、韓国の

施設にも認容されるとよいと思う部分が参考になった。 
 

【Ｑ】見学の時間は？ 
長い 0 

短い 2 

ちょうどよい 40 

 
見学時間は、ほぼ全員がちょうどよいとの回答であったが、施設側はもう少し時間をか

け、説明をしたかったとの感想があった。 
双方(視察者・受入施設)に満足していただけるようなモデルコースについては検討する必
要があるだろう。 

 
【Ｑ】通訳者の説明はいかがでしたか？ 

         

通訳者の説明はいかがでしたか？

分かりやす

かった

21%

普通

69%

わかりづら

かった

0%要改善

10%

 
通訳者の説明については、90％の方は理解できていた。また、通訳者は教授に良く勉強し
ましたねと褒められたそうだ。 
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【Ｑ】日本の高齢者福祉のサービスをご存知ですか？ 
特別養護老人ホーム デイサービスセンター 

知っている 20 知っている 19 

聞いたことがある 17 聞いたことがある 12 

知らない 5 知らない 10 

無回答 0 無回答 1 

有料老人ホーム 訪問介護サービス 

知っている 30 知っている 27 

聞いたことがある 11 聞いたことがある 13 

知らない 1 知らない 1 

無回答 0 無回答 1 

 
福祉の大学校と言うこともあり、知っているや聞いた事があると言う回答が多かった。 

 
【Ｑ】こんな視察旅行があったら参加しますか？ 

 
☆視察モデル旅行☆    
日程：土日を除く 2泊 3日  工程：日韓の移動は高速船、日本内はバス利用 
（1日目）:韓国 →日本（博多港）→日本の福祉について研修会（福岡泊） 
（2日目）:施設見学（3ヵ所）→別府見学（別府泊） 
（3日目）:阿蘇見学→福岡市（博多港）→韓国  
Point1 韓日両国の福祉事情を理解した専門の通訳が全工程に同行。 
Point2 オリエンテーション時に施設視察時のルール等説明。 
Point3 福祉制度を理解するための小冊子配布 
Point4 全工程終了時に修了書発行 

 

        

上記のような視察旅行があれば参加してみたいですか？

参加してみた
い

76%

参加したくな
い

24%
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【Ｑ】このような視察旅行に参加するとするならば、参加可能金額は？ 
  

価格帯：12,600円～140,000円  平均価格：79,000円  
7 割以上の方が参加してみたいとの結果になった。参加可能金額は、学生が中心と言うこ
ともあり、少し安価な金額になっていると思われる。 

 
【Ｑ】日本に視察に来て学びたいことは？ 

      

1

2

3

5

6

7

12

12

16
17

19

23

0 5 10 15 20 25

看護技術や方法

保育技術や方法

施設内における人材育成の方法

医療保険制度

児童福祉制度

教育現場

障害者福祉制度

福祉施設の経営管理

福祉施設の建築物・設計技法等

各種福祉機器とその利用方法

介護技術や方法

高齢者福祉制度

日本で学びたいことは？

 
 

高齢者福祉制度は、ある程度予想していた範囲内であったが、介護技術や方法、または福

祉機器と利用方法は予想を超える結果であった。 
 
（6）モデルコースに参加してくれた通訳者たちの感想 

・見学施設については特に問題はない。 
・見学グループの人数が、20名は多い。 
・介護保険や日本の少子高齢化に関する説明をする場合、説明資料やパワーポイント

は韓国語に翻訳したほうがよいのではないか。 
・施設のパンフレットもやはり、韓国語版がないと持ち帰ってもらっても役に立たな

いのではないか。 
・視察団体の受け入れに関しては、韓国に窓口を設立したほうが、意思の疎通がしや

すく満足していただける視察ができるのではないか？ 
Ａ班通訳者                Ｂ班通訳者 
権 五寅（クォン オイン）さん      申 銀淑（シン ウンスク）さん 
中里 亜紀子さん             岩崎 千歳さん 

2日間ご協力いただきありがとうございました。 
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（7）モデルコースの検証 

ここでは、モデルコースの内容等について視察者・通訳者及び受入施設の意見を参考にし

ながら、検証した結果を以下のとおりにまとめた。 
 

日本で学びたい事は何か 
・見学したい施設は？また施設形態は？ 
・福祉専門用語辞典が必要か？ 
・韓国語パンフレットの必要性 
・どの様な研修を受けたいか？ 

 
韓国側旅行社との打合せ 
・視察費用（施設謝礼金、通訳者報酬） 
・タイムスケジュール 
・福祉通訳者の必要性 

 
受入施設との打合せ 
・説明内容や受入人数、日程等 
・視察者向けパンフレットの有無 
・当日の案内ルート 

 
海外からの視察であるため、風土や生活スタイルが違うため、次回より上記内容を密に打

合せ、モデルコースの設計をする必要性があることがわかった。 
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３-５ 実施結果のまとめ 

（1）現状の課題と海外視察者が満足できるプランづくりのために 

福祉通訳者養成講座、辞書の開発、視察(モデル)受入の実施を今回実施する事により、各節
でも検証を行い、問題点を述べてきたが、改めて纏めると以下の通りとなる。 

 
① 福祉通訳者養成講座の課題 

・施設見学は通訳者としての視点を持ち見学すべきである。 

・日本の複雑な福祉制度を他国と比較検討し分かりやすい説明をする必要がある。 
・介護実技研修や介護実習を事前に経験する必要がある。 
・日本の特徴的な施設形態を見せる必要がある。 

 
② 辞書開発の課題 

      ・実際に使ってみると、さまざまな修正が必要になる。 
     ・日本の福祉制度等が改正される頻度度が多く、改訂版を書く必要がある。 

・福祉用語辞典の有効的な活用方法を検討する必要がある。（旅行前に渡し、読んでも

らうなど） 
     ・今回は予算の関係上で用語辞典としたが今後は福祉全般の説明や介護技術の内容を

折り込む必要がある。 
 
③ 視察(モデル)受入の課題 

・視察者ごとに学びたいことや訪れたい施設形態が異なるため、複数のプランを考える

必要がある。 
・見学施設の外国版簡易パンフレットの作成が必要である。 
・韓国側旅行会社や視察受入施設との綿密な打合せが必要である。 
・施設見学の有料化を推進する必要がある。 

 
これらの課題をこれから解決し『海外視察者が満足できるプランづくり』を引き続き行い、

海外視察者がより充実した福祉施設等の視察ができるように努力し、胸を張って『来てみん

しゃい！グッドエイジング都市フクオカ』と言えるようにしたい。 


